
大阪落語祭

大阪4大オーケストラ　
名曲コンサート2020

絵で行けるとこ┃黒田征太郎展

大阪を代表するアーティスト黒田征太郎
さんの今がenoco全体にあふれる
展覧会。黒田さんの初披露の作品は
もちろん、子供たちとの共作で彩られた
館の外壁や阿波座駅構内が、見る者を

「絵で行けるとこ」の渦に巻き込んで
いく、心が元気になる作品展です。
日 10/9（金）～31（土）11：00～18：00
 　（月曜日休館、最終日16：00まで）
所 府立江之子島文化芸術創造センター (enoco)（地下鉄「阿波座」）
￥ 500円（高校生以下は無料）　HP  黒田征太郎　enoco
問 大阪文化芸術フェス2020事務局　  06(6643)3278

ステイホーム中にはライブ配信などでさまざまな文化に触れられる機会が増えたのではないでしょうか。
今年も大阪文化芸術フェスをはじめとした大阪の魅力がつまったイベントが盛りだくさんです！
今度はリアルで文化に触れてみませんか？

大阪を代表する４大オーケストラ
が 集 結 ！ 名 曲 を 中 心 に 魅 力
あふれるプログラムを披露します。
通常の料金よりも安く鑑賞して
いただけます。音楽ホールならでは
の迫力ある生演奏をお楽しみ
ください。

申 電話またはインターネット 
￥ S席3,500円、A席3,000円、BOX席5,000円
HP  大阪4大オーケストラ名曲コンサート
問 キョードーインフォメーション  (0570)200888
　フェスティバルホール  06(6231)2221

日  10/23 （金）16：00、19：00 大阪交響楽団 
10/24 （土）14：00、17：00 関西フィルハーモニー管弦楽団
10/30 （金）16：00、19：00 日本センチュリー交響楽団 
11/ 9 （月）16：00、19：00 大阪フィルハーモニー交響楽団

所 フェスティバルホール（地下鉄「肥後橋」ほか）

総勢約280人の大阪の落語
家が、一門の垣根を越えて
落語寄席を開催！大阪各所
の寄席小屋やホールで、古典
から新作までの上方落語を
存分に披露します。
日 11月～12月
所 天満天神繁昌亭など
￥ 会場により異なります
HP  大阪落語祭
問 府文化課
06(6210)9306

イベントを安全・安心にお楽しみいただくため 新型コロナウイルス感染拡大防止に取り組んでいます。

▶ 館内での手指
消毒液の設置

▶ 身体的距離の
確保

▶ 大阪コロナ追跡
システムの導入

▶ 十分な換気 ▶ 非接触型温度計
による体温測定

▶ スタッフの体調
管理の強化

心ゆたかな秋を楽しむ

寄席文字 橘右佐喜

ⒸS.Yamamoto

日本センチュリー交響楽団
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大阪・光の饗宴2020開宴式
日 11/3（火・祝）16：30～19：00（予定）
所  御堂筋（久太郎町3交差点周辺）

御堂筋イルミネーション2020
日 11/3（火・祝）～12/31（木）
所  御堂筋(阪神前交差点～難波西口交差点）

HP  大阪・光の饗
きょう

宴
えん 　問 府魅力づくり推進課  06(6210)9304

OSAKA光のルネサンス2020　日 12/14（月）～25（金）　所  大阪市役所周辺～中之島公園

11月３日から大阪・光の饗宴が始
まります。初日に開催する開宴式
では、この日限りで御堂筋を歩行
者に開放します。普段とは違う
特別な空間から希望の光をお楽
しみください！

大阪万博開催から50周年を迎え、園内ではさまざまな記念イベントを行います。
10月10日、11日には公園全体を使った多彩な文化芸術プログラムを開催。その後も園内各所の魅力を楽しめるイベントを次々
に実施予定です。花の丘のコスモスや平和のバラ園など、見どころが盛りだくさん。万博記念公園で秋を感じてみませんか。

ドライブインシアター
10月31日まで期間限定で開催。映画や演芸、音楽などの
ステージプログラムが楽しめます！
日 10/31(土）まで実施中
所 お祭り広場特設ステージ
￥ プログラムにより異なります。
HP  万博記念公園ドライブインシアター
申 問 万博記念公園マネジメント・パートナーズ

 06(6816)2272

太陽の塔 内部公開
芸術家・岡本太郎による「生
命の樹」や復元した「地底の
太陽」を展示しています！
日  10：00 ～ 17：00（入館は
　 16：30まで）
￥  大人720円、小中学生310

円　※別途入園料が必要
申 入館日前日まで／
　 太陽の塔オフィシャルサイト
HP  太陽の塔

おでかけで楽しさに笑顔かがやく

所 万博記念公園（大阪モノレール「万博記念公園」）　HP  万博記念公園 　問 万博記念公園コールセンター　  (0120)197089

お得なキャンペーンを使って、もっと大阪を楽しもう

還元されたポイントで大阪の観光をお楽しみください。

キャンペーン対象の特典付き宿泊プランのご利用で

※予算の上限に達した場合、キャンペーンを終了しますのでご了承ください。
還元されたポイントで大阪の観光をお楽しみください。

キャンペーン対象の特典付き宿泊プランのご利用で

提供：Do it Theater

花の丘・
平和のバラ園

日 9：30～17：00
 　（入園は16：30まで）
￥ 入園料：大人260円、小中学生80円　HP  万博記念公園　花

生命の樹

HP  大阪の人　いらっしゃい 　問 府企画・観光課　  06(6210)9314

大阪市内を流れる河川ではさま
ざまなクルーズ船が運航されて
います。水都大阪の秋の風景を、
ぜひ船上から楽しんでください。
HP  水都大阪
問 府魅力づくり推進課

 06(6210)9311

10月上旬～11月上旬 （コスモス） 10月中旬～11月中旬 （バラ）

コスモスや秋バラ
が見頃を迎えます！

大阪・光の饗宴2020
水都大阪　秋クルーズ

万博記念公園

2 令和2年（2020年）10月1日 実施状況については、問い合わせ先またはホームページなどで最新の情報をご確認ください。
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10月は「臓器移植普及推進月間」です
臓器提供は「いのちへの優しさと思いやり」

臓器提供の意思表示は、臓器提供意思表示カードのほか、
運転免許証や健康保険証、マイナンバーカードに記入する
ことができます。あなたの意思で救える命があります。臓
器提供の意思表示について考えてみませんか。
HP  大阪府　臓器提供　
問 府地域保健課　  06(6944)6697

10月は「骨髄バンク推進月間」です

骨髄バンクは、骨髄などを提供するドナー登録者を集め、
血縁関係のないドナーから患者さんへの橋渡しを行って
います。一人でも多くの患者さんに移植の機会が生まれる
よう、骨髄バンクへのドナー登録にご協力をお願いします。
HP  大阪府　骨髄バンク　
問 府地域保健課　  06(6944)6697

10月・11月は「麻薬・覚醒剤乱用防止運動月間」です
違法薬物を許さない社会をつくりましょう

近年、若者を中心に大麻事犯が急増しています。大麻は脳
に作用し、心身にさまざまな悪影響を与える違法薬物です。
大麻などの薬物乱用は、個人の健康上の問題だけでなく、
犯罪の要因となるなど、社会全体を不幸にします。違法薬
物による危害を正しく知っていただき、一人一人の認識を
高めることで、薬物乱用の根絶を図りましょう！
HP  大阪府　薬物乱用　
問 府薬務課　  06(6941)9078

10月は「里親月間」です
はぐくみホーム・養子縁組里親になりませんか？

府内にはさまざまな事情で家庭を離
れて生活をしなければならない子ども
たちが約3,000人います。子どもたち
がすこやかに育つために、あなたの家
庭を求めています。各地で里親制度に
関するイベントを開催しますので、お
気軽にお越しください！
※新型コロナウイルス感染症の状況により開催を中止す
る場合があります。中止等の場合は、府HP「さとおや通信」
にてお知らせします。
日 ①10/11（日）10：00～16：00②10/18（日）13：30～16：30
所 ①いこらもーる泉佐野　1F特設会場（南海「井原里」）
②東大阪布施駅前リージョンセンター「夢広場」（近鉄「布
施」）
HP  大阪府　さとおや通信　
問 府家庭支援課　  06(6944)6318

なくそう部落差別につながる調査！

10月は「部落差別調査等規制等条例」の啓発推進月間で
す。部落差別につながる個人調査・土地調査は条例違反で
す。みんなの力で差別のない明るい社会をつくりましょう。
HP  大阪府　調査規制条例
問 府人権擁護課　  06(6210)9282

10月は「食品ロス削減月間」です！
10/30は「食品ロス削減の日」

府では毎日一人当たり約132ｇ（たこ
焼き約６個分）もの量の食品が捨てら
れています。「冷蔵庫内をチェックす
る。」「空腹時の買いすぎに注意する。」
など、食品ロスはちょっとした心掛け
で減らしていけます。この機会に身近
な"もったいない"から減らしましょう！
HP  食品ロス削減月間

おおさか３Ｒキャンペーン（10・11月）を実施中！
ごみの削減・分別リサイクルを進めましょう！

府民や事業者の皆さんの３Ｒ（リデュース・
リユース・リサイクル）の取り組みを進めるた
め、市町村や小売店などと連携して啓発を
行っています。マイバッグやマイボトルを常
に携帯し、レジ袋やペットボトルなどの使い
捨てプラスチックの使用を減らしましょう。
HP  おおさか　３Ｒ

10/23 ～ 29は高圧ガス保安活動促進週間・
放置ボンベ撲滅週間です

高圧ガスボンベは、放置されていると、
爆発や噴出・漏えいなどによる事故を
招く恐れがあります。放置されている
ボンベを見つけたら、近くの消防署ま
でご連絡ください。
HP  大阪府　高圧ガス保安活動促進週間
問 府消防保安課　  06(6944)6653

森林環境税に関する府民説明会を開催します

府では、森林環境税を活用し、
自然災害から暮らしを守り、健
全な森林を次世代へつなぐ取
り組みを行うとともに、令和２
年度からさらに豪雨や猛暑対
策を実施しています。府民の
皆さんに事業の状況報告と森
林等への関心を高めていただくため、府内５地域（三島、中
河内、南河内、泉州、大阪市）で説明会を開催します。
日 ①10/6（火）10：30 ～12：00
②10/14（水）14：00 ～15：30
③10/20（火）14：00 ～15：30
④10/23（金）14：00 ～15：30
⑤10/26（月）13：15 ～14：45
所 ①南河内府民センター（近鉄「富田林西口」）②泉南府民
センター（南海「岸和田」ほか）③中河内府民センター（近鉄

「近鉄八尾」）④三島府民センター（JR「茨木」）⑤府咲洲庁舎
（ニュートラム「トレードセンター前」）
定 各会場50人【申込先着順】
申 電話、FAX／問 まで
問 府みどり企画課

 06(6210)9550　  06(6210)9551
HP  大阪府　森林環境税　府民説明会

施術所開設届出済証を発行しています

あん摩マッサージ師、はり師、
きゅう師、柔道整復師の有資
格者が従事する施術所に「開
設届出済証」を発行していま
す。府民の皆さんが施術所を
利用する際の参考となるの
で、発行を希望する場合は管
轄の保健所で手続きをしてください。
問 府保健医療企画課　  06(6944)9170

受けていますか？浄化槽の健康診断
浄化槽の定期検査を受けましょう！

浄化槽は、トイレ、台所、風呂などの生活排水を処理し、河
川等に放流するための設備です。浄化槽の管理者は、浄
化槽法で年1回の定期検査（11条検査）の受検が義務付け
られています。この定期検査は、日々の保守点検や清掃に
よって、浄化槽の処理性能がきちんと発揮されているかを
確認する「浄化槽の健康診断」です。必ず定期検査を受け
て、「浄化槽の健康」を確認しましょう！
申 FAX、郵送、電話、メールなど／（一社）大阪府環境水質
指導協会（府知事指定検査機関）／  072(257)3531　 

 072(257)3605
￥ 検査手数料 例：家庭用10人槽以下の浄化槽 5,000円
HP  大阪府　浄化槽
問 府環境衛生課　  06(6944)9180

みんなで守ろうよ！たばこのルール！

令和2年度から、オフィスや飲食店などの施設は「原則屋
内禁煙」です。喫煙は専用の喫煙室の中のみ可能です。たば
こを吸うときは決められたルールを守りましょう！また、子
どもが利用するあらゆる場所で受動喫煙をさせないよう
に努めましょう！みんなでなくそう、受動喫煙！
HP  大阪府受動喫煙防止条例

赤い羽根共同募金運動
募金のご協力をお願いします

10/1（木）～令和3年3/31（水）は赤い羽根共同募金の運動
期間です。皆さんからの貴重な寄付金は、社会福祉施設や
福祉団体などが行う、さまざまな福祉活動や災害ボラン
ティア活動に役立てられます。「つながりをたやさない社会
づくり」活動をよろしくお願いします。
HP  赤い羽根おおさか
問 （福）大阪府共同募金会　  06(6762)8717

令和2年全国地域安全運動実施

10/11（日）～ 20（火）は全国地域安全運動です。今年のス
ローガンは「みんなで力を合わせて　安全・安心まちづく
り」です。
■ 全国重点
・子どもと女性の犯罪被害防止
・特殊詐欺の被害防止
■ 大阪重点
・ 自動車関連犯罪の被害防止
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府保健所で発行している
開設届出済証

里親ロゴマーク

放置されたボンベ

流木対策の様子

 06（6910）8001　  06（6910）8005　送付先 〒540-8570（住所の記載は不要です）
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おおさか受けてや!!がん検診

「がんはひとごと」「具合が
悪くなったらすぐに病院
にかかるから大丈夫」など
と思っていませんか？自覚
症状がなくても定期的に
検診を受けることで、早期発見につながり、高い確率で治
すことができます。積極的に検診を受けましょう！なお、検
診の内容など詳しくは、市町村や職場にご確認ください。
また、特定健診や歯科健診も受けましょう！
HP  大阪府　がん検診
問 府健康づくり課　  06(6944)6791

先天性風しん症候群ってご存じですか？
受けよう！風しんの抗体検査・予防接種

妊婦が風しんにかかると、生まれてく
る赤ちゃんに難聴や心疾患などの先
天性風しん症候群が起こる可能性が
あります。府では、無料で風しん抗体
検査などを実施しています。詳しくは
府HPをご覧ください。
HP  大阪府　大人の風しん対策

被爆二世の人の無料健康診断を実施します

府内在住で受診を希望される被爆二世の人に対し、無料
で健康診断を実施します。
日 11月初旬～令和３年3月初旬のうちで、府が指定する
日。
所 府内で指定する医療機関
申 10/30（金）まで（一部実施機関を除く）／持参／最寄
りの保健所（大阪市は保健福祉センター、堺市および東大
阪市は保健センター、吹田市は健康まちづくり室（吹田市
保健所内））※実父母の被爆者健康手帳の番号と、申込者
本人の印鑑が必要です。
HP  大阪府　被爆者援護
問 府地域保健課　  06(6944)9172

「旧優生保護法一時金支給法」に基づく一時金の
請求・相談を受け付けています

府ではプライバシーを配慮の上、「旧優生保護法一時金支
給法」による優生手術を受けられた人への一時金請求や
相談を受け付ける専門窓口を設置しています。※一時金の
請求期限は令和６年4/23（火）までです。
日 月～金　9：00 ～18：00　※祝日を除く
HP  大阪府　旧優生保護法
問 府地域保健課　  06(6944)8196 （専用ダイヤル）

令和２年度大阪府障がい者虐待防止・
権利擁護研修を開催します

府内の障がい福祉サービス事業所および障がい児通所支
援事業所などの管理者もしくはサービス管理責任者等の
人を対象に、障がい者の権利擁護について理解を深め、障
がい者虐待の防止および組織運営体制を構築するための
研修をオンラインで開催します。詳しくは府HPをご覧くだ
さい。
定 1事業所あたり1人まで
申 10/21（水）【必着】／インターネット
HP  大阪府　権利擁護研修

府営住宅　第4回総合募集

一般世帯向け、福祉世帯向け、新婚・子育て世帯向けおよ
び車いす常用者世帯向けなどの応募区分ごとに募集しま
す。申込書は府内10カ所の情報プラザ（ラック配架）、各市
区町村等で配布しています。
申 10/15（木）まで【消印有効】／申込書を郵送、インター
ネット
HP  大阪府営住宅　総合募集

個人事業税（第2期分）の納期限は11/30（月）です

第２期分の納付書は、８月にお送りした納税通知書に同
封しています。個人事業税はスマートフォン決済アプリ

「PayB（ペイビー）」を利用して納付することもできます。ま
た、新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な
場合は、猶予制度がありますので府税事務所へご連絡く
ださい。
HP  大阪府　個人事業税
問 各府税事務所

妊娠?!出産?!ひとりで悩まないで…
日曜日も相談が受けられます！

「思いがけない妊娠」に
ひとりで悩んで、不安が
いっぱいになっていま
せんか？大阪府には、妊
娠や出産の悩みを一緒に考え、サポートする相談窓口があ
ります。
■大阪府　にんしんSOS
思いがけない妊娠に悩む人の専用相談／電話やメールで
相談対応
日 月～金 10：00 ～16：00、日曜 12：00 ～18：00
※祝日除く。メールは随時
申 072(551)7778 （にんしんSOS専用番号）
HP  にんしんSOS 大阪
問 府地域保健課　  06(6944)6711

府立支援学校看護師を募集します！

府立支援学校で、教員と一緒に医療的ケアの必要な子ど
もの支援に携わる学校看護師を募集しています。勤務条
件等、詳しくは府HPをご覧ください。なお、学校看護師は登
録制です。学校看護師を希望される人の登録は年間を通
じて随時行っています。
HP  支援学校　看護師
問 府支援教育課　  06(6941)0618

大阪府公共建築設計コンクール
第30回「あすなろ夢建築」を開催

府内の高校生や専門学校
生などを対象に、公共建築
物を題材とした設計コン
クールを実施し、グランプ
リ作品を実際に建築しま
す。今年度の課題は、服部緑
地内に立地する休憩所で
す。「緑陰で憩う」をテーマ
に、豊かな緑陰に調和し、府民の皆さんに親しんでいただ
ける休憩所を提案してみませんか。
申 12/10（木）17：00まで／インターネット
HP  あすなろ夢建築

みんなで大阪・関西万博を盛り上げよう！

皆さんからのご寄付で、2025本の桜を
植樹するプロジェクトを実施中。寄付は
１万円単位で、寄付者のお名前を記した
プレートを桜に取り付けます。また、万博
ロゴマークも皆さんにご活用いただける
ようになりました。万博を盛り上げる桜
への寄付、ロゴマークの積極的な活用に
ご協力ください。
HP  府　万博室　事業
問 府万博協力室　  06(6944)8268

楽しく学ぼう！大阪府消費者フェア2020
新しい生活様式とエシカル消費

多くの人に消費者問題について
理解を深めていただくため、消
費者団体や事業者団体、行政な
どにより、消費生活に関するさ
まざまな情報を提供する府民
参加型イベントを会場とウェブ
配信の両方で開催します！
日 11/7(土)11：00 ～15：00
所 府咲洲庁舎１階フェスパ

（ニュートラム「トレードセンター
前」）
HP  大阪府消費者フェア2020
問 （公財）関西消費者協会　  06(6612)2330

令和2年国勢調査実施中！

■10/7（水）までにご回答をお願いします
・新型コロナウイルス感染防止のため、できる限りイン
ターネットでご回答をお願いします。パソコン、タブレッ
ト、スマートフォンから24時間いつでも可能です。日本語
以外の６言語（英語、中国語（簡体字・繁体字）、韓国・朝鮮
語、ベトナム語、ポルトガル語、スペイン語）、また、音声読
み上げソフトにも対応しています。

■国勢調査をよそおった詐欺にご注意ください
・調査員は、顔写真付きの「国
勢調査員証」を必ず携帯して
います。
・国勢調査では、金銭を要求す
ることはありません。また、銀
行口座の暗証番号やクレジッ
トカード番号をお聞きするこ
ともありません。
・不審に思った際には、速やかにお住まいの市区町村
にお知らせください。
HP  国勢調査2020
問 府統計課

 06(6210)9197　  06(6614)6921

・紙の調査票でご回答の場合は、できる限り郵送でお願い
します。調査員による回収を希望される場合は、お手数で
すが、お住まいの市区町村までご連絡ください。

第30回「あすなろ夢建築」
ポスター

消費者教育推進大使
もずやん

4 令和2年（2020年）10月1日 実施状況については、問い合わせ先またホームページなどで、最新の情報をご確認ください。
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運 転 免 許…06（6906）0055テレホンサービス 音声テープにより
ご案内しています ※平日9:00～17:45はオペレーターがご案内します

自 動 車 税（種別割）…（0570）020156

府立花の文化園
10月のイベント

花の文化園はこの秋で開園30
周年を迎えました！10/20～25
に開催する「秋の洋ラン展」で
は豪華なものから珍しいものま
で、多彩な洋ランを多数展示・販
売します。ぜひお越しください。
日 10/20(火) ～ 25(日)
所 府立花の文化園（南海バス「奥河内くろまろの郷」ほか）
￥ 大人550円、高校生230円、中学生以下無
料、障害者手帳をお持ちの人とその介助者1
人は無料
HP  花の文化園
問 府立花の文化園　  0721(63)8739

府立弥生文化博物館　秋季特別展
「弥生農耕　田んぼとはたけ」を開催

水田稲作は弥生文化の根幹と
してその定義に用いられます。
今回の展示では水田というコメ
を栽培する特殊な場に焦点を
当てるだけでなく、鍬（くわ）や
石庖丁（いしぼうちょう）などの
農具、収穫物の保存や処理、料理方法までを対象として考
えます。近年見えてきた畠作（はたさく）の問題も取り上げ
つつ、弥生時代をどう捉えるのかという問題を、今日の目
でもう一度見つめ直します。
日 10/10（土）～12/13（日）
所 府立弥生文化博物館（JR「信太山」ほか）
￥ 一般650円［520円］、65歳以上、高校・大学生450円

［360円］、中学生以下無料、障害者手帳をお持ちの人とそ
の介助者1人は無料（［ ］内は20人以上の団体料金）
HP  弥生文化博物館
問 府立弥生文化博物館　  0725(46)2162

第2回ビュースポットおおさか募集中です!

大阪の魅力ある景観を眺め
ることのできる場所（ビュー
スポット）を募集していま
す。応募いただいた中から
特に優れたものを「ビュー
スポットおおさか」として
選定し、地域の魅力発信に
活用します。身近な地域の
魅力ある景観を掘り起こし、気軽にご応募ください。
申 12/18（金）【必着】メール、インターネット、インスタグラ
ム／問 まで
HP  第2回ビュースポットおおさか
問 府建築企画課　  06(6210)9718

府立近つ飛鳥博物館　秋季企画展
「王権麾下の古墳とその被葬者-古市古墳群の小規模墳-」を開催

世界文化遺産に登録され
た百舌鳥・古市古墳群には、
多くの人の目を引く大王墓
と目される大型前方後円
墳の周囲に、陪冢（ばいちょ
う）と考えられる円墳や方
墳、やや離れてまとまりを
見せる小規模墳で構成する古墳群などがみられます。今
回の展示では、最近の調査、研究成果や従来から蓄積され
た資料を紹介するとともに、古市古墳群における小規模墳
の被葬者やその役割について考えます。
日 10/3（土）～11/29（日）
所 府立近つ飛鳥博物館（金剛バス「近つ飛鳥博物館前」）
￥ 一般430円［340円］、高校・大学生、65歳以上330円

［260円］、中学生以下無料、障害者手帳をお持ちの人とそ
の介助者1人は無料（［ ］内は20人以上の団体料金）
HP  近つ飛鳥博物館
問 府立近つ飛鳥博物館　  0721(93)8321

新型コロナウイルス感染症の影響により、不安やスト
レスを感じていませんか。こころの健康に関する相談
をフリーダイヤルでお受けします。（0120）017556

（まるいなこころ）までお気軽にお電話ください。
日 10/1（木）～令和3年3/31（水）　9：30 ～17：00
HP  新型コロナこころのフリーダイヤル

 (0120)017556

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向け、
「大阪コロナ追跡システム」を、さらに多くの人にご利
用いただくとともに、キャッシュレス化推進のため、「大
阪おおきにアプリ」がスタートしました。対応している
店舗で追跡システムの登録完了メールから、続けて注
文・キャッシュレス決済がご利用いただけます。このほ
か、対応施設やイベントではクーポンやプログラムな
どがご覧いただけます。

感染症に関連する
人権の尊重について

感染された人やそのご家族、最前線で日々奮闘されて
いる医療従事者などに対し、いわれのない誹謗（ひぼ
う）中傷や差別的行為が発生しています。このような
行為は許されるものではありません。絶対しないでく
ださい。
HP  大阪府　コロナ　人権

かつて淀川を往来していた
三十石船や川蒸気船をモ
チーフにした船に乗り、天満
橋・八軒家浜と枚方間の船旅
をお楽しみいただけます。
※新型コロナウイルス感染
症などの影響により、中止に
なる可能性があります。詳し
くはHPなどをご覧ください。
HP  淀川舟運
問 府魅力づくり推進課　  06(6210)9302

締切 10月16日（金）【必着】

はがき、パソコンまたは携帯で①郵便番号②住所
③氏名④電話番号を書いてご応募ください。

応募
方法
▶はがき　〒540－8570　府民お問合せセンター
　　　　  「もずやんの大阪ひとっとび！」係（住所記載不要）
※�令和元年10月1日から、郵便料金が改定されています
　（通常はがきの新料金は63円）。料金不足の応募はがきは
　受け取れませんのでご注意ください。

▶パソコン　 もずやんの大阪ひとっとび
▶携帯　右のＱＲコードから
※�応募は一人一回に限ります。複数の応募が
あった場合は、後着を有効とします。
※�当選者の発表はプレゼントの発送をもって
代えさせていただきます。
※�ご意見・ご感想への個別のお返事は致しかねます。ご了承く
ださい。
※発送先は国内に限ります。

今回は「淀川舟運」の紹介やで♪

もずやんの
大阪ひとっとび！

枚方市キャラクターひこぼしくんの
缶バッジ（七夕Ver）を7名様プレゼント

プレゼント

「感染防止宣言ステッカー」に
ついて

新型コロナウイル
ス感染拡大予防
のための業種別ガ
イドラインを遵守
している事業者に

「感染防止宣言ス
テッカー」を発行し
ています。「感染防
止宣言ステッカー」
登録店舗・登録施
設の一覧やステッ
カー発行までの流れなど詳しくは、府HPで確認できま
す。感染拡大防止のため府民の皆さんのご協力をお
願いします。

HP  大阪府　感染防止宣言ステッカー
問 感染防止宣言ステッカーコールセンター

 06(4397)3268

電話相談「新型コロナこころの
フリーダイヤル」を行います
つらい思い、聞かせてください。

「大阪おおきにアプリ」開始！

HP  大阪おおきにアプリ

潮音寺北古墳 子持ち勾玉
藤井寺市教育委員会蔵

枚岡公園「中展望」

松原市上田町遺跡弥生時代水田
提供：松原市教育委員会

洋ラン展

花の文化園
HPはこちら

※QRコードは（株）デンソーウェーブ登録商標です。

新型コロナウイルス感染症に対する取り組み

5実施状況については、問い合わせ先またホームページなどで、最新の情報をご確認ください。 令和2年（2020年）10月1日
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・ 本コースは、4回の定期購入契約です。
・  4回の定期購入を条件に、初回は500円（税込・

送料込）となります。
・  4回の定期購入を条件に、2回目から4回目は

1回9,800円（税込・送料込）となります。
・ 返品・解約について
　 未開封に限り返品可能。お客様のご都合に

よる返品・交換については、送料はお客様で
ご負担をお願いします。欠損、不良品等の場合は
着払いにてご返送ください。

ご注文内容
商品名 免疫力アップ！サプリメント

商品価格 初回500円（税込）
第2回～第4回分9,800円（税込）

送料 0円
総額 29,900円

注文前のチェックポイント

1回だけのお試しのつもりが、

「定期購入」に！？

　インターネット通販などの通信販売には、クーリング・オフ制度（※）はありません。返品の可否や条件に
ついては返品特約に従うことになります。商品を購入する際は返品特約などの取引条件をしっかり確認しましょう。
（特約がない場合には、商品を受け取った日を含む８日以内であれば返品できますが、返品にかかる送料等の費用は消費者負担です。）
（※）クーリング・オフ制度とは、特定の取引について、一定の期間内であれば消費者が無条件で申し込みの撤回や、契約の解除ができる制度です。

消費生活センターからのお知らせ2020年　保存版

コロナ禍の中、便利なインターネット通販…でも注文は慎重に！

消費者ホットライン 188
い や や！

令和元年度 大阪府内の
「健康食品」や「化粧品」の
定期購入に関する相談

前年度の

１回9,800円が
初回限定500円？！

お得ね。
注文しようかしら

お住まいの市町村の消費生活相談窓口をご案内します

消費者教育推進大使
もずやん

局番なし

免疫力アップ！
サプリメント

通常価格9,800円（税込）

 初回限定500円（税込）   

▶本コースは、4回の定期購入契約です。
◦�4回の定期購入を条件に、初回は500円（税込・
送料込）となります。
◦�4回の定期購入を条件に、2回目から4回目は
1回9,800円（税込・送料込）となります。

今すぐ注文する!

あの有名人も愛用!

アドバイス

▶
定
期
購
入
画
面
の
例（
ス
マ
ホ
画
面
）

購入決定の前に必ず注文内容の確認を行いましょう。確認時には、「注文前のチェックポイント」
を活用しましょう！

約２倍 に増加！

□ 定期購入が条件となっていないか

□  定期購入が条件の場合、継続期間・回数が
　 定められているか

□  返品特約（※）を確認したか
　 （ 解約・返品できるかどうか、その場合の条件など）
　 （※）「特定商取引法に基づく表記」に記載されて	
	 いることもあります。

□ 総額がいくらか
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○○電力をご利用中の方へ連絡しています。
○○電力のプランが新しくなり、電気代が
安くなります。
検針票を
見せてください

▶�検針票の記載情報は重要な個人情報です。慎重に取り扱い
ましょう

▶�電気料金のプランや算定方法、契約する会社の社名や問い
合わせ先を必ず確認しましょう

▶必要のない商品やサービスの勧誘は、はっきり断りましょう
契約を変更してしまっても、クーリング・オフ等ができる場合が
あります。困ったときは、家族や周囲の人や消費生活センターなど
に相談しましょう。

マイナポイントに乗じた詐欺にご注意ください！
マイナポイントに関して総務省職員、市区町村の職員、その関係者等が
以下のことを行うことは絶対にありません！
◦�マイナンバーや金融機関の口座番号、口座の暗証番号、資産の情報、
家族構成などの個人情報を伺うこと
◦通帳やキャッシュカードを預かったり、確認すること
◦金銭を要求したり、手数料の振り込みを求めること

マイナンバー総合フリーダイヤル（無料）
�(0120)950178（総務省）

 

 

「人や社会、環境等に配慮して購入や消費する」ことを
「エシカル（倫理的）消費」といいます。
コロナ禍における買いだめ・買い急ぎが発生し、レジ袋の
有料化も始まった今は、私たちの消費行動を見直す良い機会と
言えます。
「マイバッグを持って買い物に行く」、「必要なときに必要な量だけ
購入する」など、あなたの小さな心掛けが地球の未来を変える
ことにつながります。
日々の消費行動を考えてみませんか。

（※）�開発途上国の原料や製品を適正な価格で購入することにより、立場の弱い
開発途上国の生産者や労働者の生活改善と自立をめざす「貿易のしくみ」

今だからこそ見直そう　私たちの消費行動 ～エシカル消費を心掛けましょう～

今よりも毎月の
電気料金が５％
安くなります

アドバイス

電気をたくさん使わないと安くならない！
〇〇電力のつもりが知らない会社と契約していた！

実際は…

高齢者の見守り
本人は被害に遭っていることに気が付かなかったり、相談する
ことをためらったりすることがあります。トラブルを未然に
防止するためには、家族や周囲の人の見守りが大切です。
次の「見守りのポイント」を参考に、身近な消費者被害を防止
しましょう。

見守りのポイント
□見慣れない人が出入りしている
□新たにリフォームした跡がある
□見慣れない段ボールなどが積まれている
□金銭に困っている様子がある
□生活用品などが新しいものに変わっている（浄水器、布団など）
□金融関連のパンフレットや送付物が置いてある

お断りステッカーを玄関付近の訪問者
から見える場所に貼りましょう。悪質な
事業者の強引な勧誘をけん制できます。
必要な人は、お住まいの市町村の消費
生活相談窓口、または大阪府消費生活
センターにお問い合わせください。
問 �府消費生活センター
�06(6612)7500
 06(6612)0090

お断りステッカーを貼りましょう
悪質業者から身を守るために

電気契約の変更に伴う相談が増加中！
府庁へのお問い合わせ … 府民お問合せセンター  06（6910）8001 7令和2年（2020年）10月1日

エシカル
消費

環境
への配慮

マイバッグを持参する

地元で採れた商品を選ぶ

地域
への配慮

障がいのある人の支援に
つながる商品を選ぶ

人
への配慮

フェアトレード(※)
商品を選ぶ

社会
への配慮



ワーク・ライフ・バランスは
「仕事」も「生活」も「どっちもいい」を実現します。

本ロゴは、大阪府の花である梅をモチー
フに、新しい生活様式：NEW LIFE STYLE
の幹にワーク・ライフ・バランス：WLBの
花が咲く様を表現しています。
大阪府中にこのWLBの花が咲き誇ってほ
しいという願いが込められています。

事業主の皆さんへ

大阪府労働環境課労働環境推進グループ（愛称：EI・EI・O※）は、府内の企業を全力応援！
ワーク・ライフ・バランスの取り組みをはじめ、企業の魅力アップや経営のお悩みなど、
お気軽にご相談ください。
補助金・助成金制度の活用や専門機関への紹介等、行政ならではのベストプランを
ご提案します。
※�EI・EI・O（エイ・エイ・オー）
　 Energy-Injection,Environment-Improvement,Overcoming（元気を注入、環境を改善、うち勝とう!）の略。

働く方一人ひとりがより良い将来の展望を持てるよう、皆さんと一緒になって働き方改革を進めていきたいと
いう私たちの思いを言葉にしたものです。

まずは大阪府労働環境課へお電話を！   06(6946)2605

企業の魅力
アップ

働き手増加 残業時間の
縮減

心身共に
健康に

プライベート
の充実

育児・介護と
仕事の両立が
可能に

働く
モチベーション
アップ

生産性
向上へ…

　「仕事」と「生活」の調和が実現し、国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭
や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会です。

（「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」より）
　企業においても、長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進、仕事と家庭の両立支援等、働き方改革の取り組みを促進し、
従業員一人ひとりが「仕事」と「生活」のバランスが取れた生き方が実現できるよう取り組むことが求められています。

働き方改革の取り組み例
● 新たな人材の雇い入れ
●  新規設備の導入・IT化による

業務効率化
● 柔軟な働き方の導入
　 （テレワーク、育児介護休暇、
　  フレックスタイム制度など）

▶ワーク・ライフ・バランスって？

▶こんなお悩み、ありませんか？

▶それ！働き方改革で解決できるかもしれません

人手不足

資金繰りが…

業績悪化

離職者が多い

業務改善

育児・介護の
制度整備

従業員の
健康管理

どう取り組んだら
いいんだろう？

この記事のお問い合わせ先　問 府労働環境課　  06(6946)2605　HP  大阪府　改善事業
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