
衣服が汚れている、
元気がなく表情が暗い

不自然な外傷（打撲痕・やけどなど）
が見られる

登園・登校させない、
食事を与えられていない

年齢にそぐわない、
性的な言動が見られる

家に帰りたがらない、
不自然な時間

（夜間・早朝）に外に出ている

大声を上げ、子どもや家族に
暴力を振るっている様子が感じられる

保護者が長期不在で、
いつも子どもだけでいる

子どもの姿を、
1週間以上見かけない

こんなサインを
見落としていませんか？

重大な児童虐待「ゼロ」に向けて、『オール大阪』で取り組みます

・連絡した人の秘密は守られます
・�出産や子育てに関する悩みや質問がある場合も
お気軽にお電話ください
・通話料は無料です

お住まいの地域の児童相談所につながります。
※一部のIP電話からはつながりません。 24時間 365日受付

児童相談所
虐待対応
ダイヤル

いち はや く

1 8 9
と思ったらお電話ください

11月は児童虐待防止推進月間です

あなた
の少しの勇気で

救わ
れる笑顔があります
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児童虐待かも? 
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大阪府　季節性インフルエンザワクチンHP

高齢者や基礎疾患等のある人は重症化のリスクが高くなっています

新型コロナウイルス感染症との併発による重症化を防ぐため、
インフルエンザの予防接種を受けましょう

オレンジライトアップ
児童虐待防止への思いを込めて、
児童虐待防止のシンボルカラーで
あるオレンジ色のライトアップを
実施します。
日 11/17（火）日没～22：00
所  オオサカホイール（EXPO観覧車）、

天保山大観覧車（海遊館）

子育て中の家庭を地域で見守り、みんなで
児童虐待のない社会をつくるため、オレンジ
リボンキャンペーンを実施します。

R

問 府家庭支援課　HP  令和2年度　オレンジリボン　大阪府 「体罰等によらない子育てのために～みんなで育児を支える社会に～」
https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/minnadekosodate.pdf

児童虐待のない社会をつくるために
わたしたちにできること

大切な人を守るため、自らを守るため、感染予防に取り組みましょう！
新型コロナウイルス感染症対策

府内・第二波 9/21時点　※6/14以降を「第二波」と総称して分析

相談窓口についての具体的な情報は、こちらからご覧ください。
http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/
corona-denwa.html

※ 相談窓口がわからない場合や健康に不安がある人は、電話相談窓口
までお問い合わせください。
 06(6944)8197　  06(6944)7579（9：00～18：00）※土日祝対応

■  大阪府内の65歳以上の高齢者等は、今年度に限り、予防接種が
原則無償となります。対象となる医療機関などの詳細は、お住まい
の市町村へお問い合わせください。

■   小児（生後6カ月～小学校2年生）、妊婦、基礎疾患のある人、医療
従事者も接種を推奨されています。かかりつけ医等に相談し早め
の接種を検討ください。

重症例の約76％が60歳以上 死亡者の約96％が60歳以上

大阪府調べ 新型コロナウイルス感染症COVID-19 診療の手引き第3版より

▶発熱や咳の症状などがある場合は、早めに相談・受診をしてください

▶高齢者や基礎疾患等のある人と同居されている人や、高齢者施設・医療機関等で従事する人などは、
　特に重症化リスクの高い人を守るための行動が大切です

児童虐待防止・
オレンジリボンキャンペーン

◦虐待を受けたと思われる子どもがいたら
◦ご自身が出産や子育てに悩んだら
◦子育てに悩む親がいたら
お近くの児童相談所や市町村の相談窓口にご連絡ください。

そんな私たちの連絡で、子どもや保護者が救われることがあります。
児童虐待は社会全体で解決すべき問題です。

「もしかしたら虐待かも…」

重症化のリスク因子 重症化のリスク因子かは知見が
揃っていないが要注意な基礎疾患等

・65歳以上の高齢者
・慢性閉塞性肺疾患（COPD）
・慢性腎臓病
・糖尿病
・高血圧
・心血管疾患
・肥満（BMI 30 以上）

・生物学的製剤の使用
・臓器移植後やその他の免疫不全
・HIV 感染症（特にCD4<200/L）
・喫煙歴
・妊婦
・悪性腫瘍

重症例
70代
34%

60代
20%

50代以下
24%

80代
21%

90歳以上
1％

死亡者
80代
46%

70代
24%

60代
10%

50代
4％

90歳以上
16%

天保山大観覧車

2 令和2年（2020年）11月1日

※ この他「大阪府子どもを虐待から守る条例」では、保護者がその管理に属しない子どもの
財産を不当に処分することを「経済的虐待」としています。

児童虐待とは、親または親に代わる保護者が、子どもに対し次の行為をすることを
いいます。これらの行為は保護者の意向にかかわらず、子どもの視点で判断します。

殴る、蹴る、たたく、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わ
せる、溺れさせる、家の外に閉め出す など身体的虐待

言葉により脅かす、無視する、きょうだい間で差別的な扱いをす
る、子どもの目の前で家族に対して暴力を振るう（DV） など心理的虐待

乳幼児を家に残して外出する、食事を与えない、ひどく不潔なま
まにする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連
れて行かない、他の人が子どもに暴力を振るうことなどを放置
する など

ネグレクト

子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写
体にする など性 的 虐 待

児童虐待を正しく知ろう

http://www.pref.osaka.lg.jp/kateishien/orange2020/index.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/inful.html


11月は「子ども・若者育成支援強調月間」です
～輝く未来　育て支えて　見守って～

子ども・若者を孤立させず、地域全体で支えていく社会を
築くためには、皆さんの取り組みが大切です。大阪府では、
この月間中に市町村・関係団体等の参加・協力を得て、子ど
も・若者の健やかな成長とその社会的自立を支援する取り
組みを推進します。
HP  大阪府　子ども・若者育成支援強調月間
問 府青少年課　  06(6944)9152

11月は「こころの再生」府民運動推進月間です
～あいさつはみんなをつなぐエネルギー～

「こころの再生」府民運動では、あいさつ運
動を推進しています。「あいさつ」の数だけ、
出会いがある。そんな生活に欠かすことの
できない「あいさつ」の大切さを、子どもた
ちに、そして未来に、伝えていきましょう。
HP  こころの再生
問 府教育総務企画課　  06(6944)8041

11月は「自転車マナーアップ強化月間」です

自転車は信号を守り安全に利用してください！11/14（土）
に歌手の純烈さんをお招きして「自転車マナーアップキャン
ペーン生配信イベント｣を開催します。イベントの様子は大
阪府交通対策協議会YouTubeで生配信します。
HP  大阪府交通対策協議会チャンネル

11/10～16は
「アルコール関連問題啓発週間」です

お酒を「やめたいのに、やめられない」、それは依存症かもしれ
ません。アルコール依存症は、飲酒のコントロールができなく
なる病気です。「もしかして、依存症かも？」と思ったら、府HP
に相談窓口を掲載していますので、一度ご相談ください。
HP  大阪府　アルコール関連問題啓発週間

11/11～17は「税を考える週間」です

税について楽しく学ぶイベントを開催します！オリジナル
グッズがもらえるイベントもあります。この機会に私たち
のくらしを支える税について考えてみませんか？
日 ①11/７（土）11：00～16：00②11/15（日）11：00～15：00
所 ①府咲洲庁舎１階（地下鉄「トレードセンター前」ほか）
②府立中央図書館（近鉄「荒本」）
HP  大阪府　税を考える週間

11/12～25は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です
パープルライトアップを実施します

配偶者からの暴力（ＤＶ）や性犯罪等、女
性に対する暴力をなくすため、シンボル
である「パープルリボン」にちなんだパー
プルライトアップを実施します。ひとりで
悩まないで、ご相談ください。

「ＤＶ相談ナビ＃8008（はれれば）」
日 11/12（木）～ 25（水）
所 ドーンセンターほか（地下鉄「天満橋」ほか）
HP  大阪府　パープルリボン
問 府男女参画・府民協働課　  06(6210）9321

11/25～12/1は「犯罪被害者週間」です

犯罪被害者やその家族が平穏な生活を過ごすには、周囲
の人々の理解とサポートが必要です。
「犯罪被害者週間」啓発パネル展
日 11/25(水) ～12/1(火)各市役所開庁時間
所 大阪市役所　１階正面玄関ホール（地下鉄「淀屋橋」ほか）
堺市役所　高層館１階南側ロビー（南海「堺東」）
HP  大阪府　犯罪被害者週間
問 府治安対策課　  06(6944)7506

11/30は「人生会議の日」
あなたも「人生会議」してみませんか

「人生会議」とは、もしものときに備え、
あなたが大切にしていることや、どこ
で、どのような医療・ケアを望むかを、自
分自身で前もって考え、周囲の信頼す
る人たちと話し合うことです。あなたは
どんな生き方をしたいですか？人生会議について考えて
みましょう。
HP  大阪府 人生会議

「Ｓマーク（標準営業約款制度）」にご登録を！

Sマークは、消費者が安心してお店を選
ぶ目印で、「安心・安全・清潔」を表して
います。理容・美容・クリーニング・めん
類飲食・一般飲食業が対象で、府内で
は約1,500店舗が登録されています。
登録店は、日本政策金融公庫の特別利率を利用できます。
問 （公財）大阪府生活衛生営業指導センター

 06(6943)5603

大漁旗のデザイン大募集！
第12回魚庭（なにわ）の大漁旗デザインコンクール開催

大阪湾に対する関心を高
めるきっかけとするため、
小学生を対象に魚庭（なに
わ：豊かな魚場）の海の再生
を願う大漁旗のデザインを
募集します。多数のご応募
をお待ちしています。
申 11/30（月）【必着】／郵送／大阪府漁連内「魚庭（なにわ）
の大漁旗デザインコンクール」係
HP  魚庭（なにわ）の大漁旗デザインコンクール
問 魚庭の海づくり実行委員会事務局　  ０７２(４２２)４７６３

差押不動産の公売を実施します

税の滞納処分として差し押さえた不動産の公売を大阪府
域地方税徴収機構に参加している市町と合同で実施しま
す。詳しくは大阪府域地方税徴収機構ＨＰおよび参加して
いる市町のHPをご覧ください。
日 11/17（火）10：20 ～11：50
所 府咲洲庁舎４１階（地下鉄「トレードセンター前」ほか）
HP  大阪府　徴収機構　公売
問 府徴税対策課　  06(6210)9931

「クロスボウ（ボウガン）」を
有害な玩具刃物類に指定しました

10/9付けでクロスボウを大阪
府青少年健全育成条例におけ
る有害な玩具刃物類として指定
しました。青少年に対して、クロ
スボウの販売や貸し付けなどを
行うことを禁止します。
HP  大阪府青少年健全育成条例　クロスボウ　ボウガン
問 府青少年課　  06(6944)9150

阪神高速1号環状線（南行）
リニューアル工事のお知らせ

阪神高速１号環状線（南行）のリニューアル工事を実施し
ます。工事に伴い、環状線の一部区間が終日通行止めとな
ります。また、周辺道路でも渋滞が予想されますので、車の
利用を控えていただくなど、ご協力をお願いします。詳しく
は、阪神高速道路㈱のＨＰをご確認ください。
HP  阪神高速環状線　通行止
問 阪神高速道路㈱　リニューアル工事特設フリーダイヤル　

 (0120)841620

大阪府講師登録説明会の実施

学校現場での講師勤務に興味をお持ちの人に向けた講師
登録説明会を実施します。当日は個別相談もお受けしま
す。内容はいずれも同じです。
日 ①11/12（木）②11/13（金）③11/16（月）④11/17（火）
⑤11/19（木）⑥11/20（金）13：00 ～14：00、15：00 ～16：00
所 ①北河内府民センター1階大会議室（京阪「枚方市」ほか）
②三島府民センター 4階第1会議室（JR「茨木」）
③岸和田市役所職員会館2階大会議室（南海「岸和田」）
④ユトリート東大阪3階大ホール（近鉄「八戸ノ里」）
⑤松原市役所8階大会議室A（近鉄「河内松原」）
⑥泉北府民センター1階大会議室（JR「鳳」）
定 ①②③⑤50人④65人⑥45人
申 開催日の前日まで申し込み可能（定員に達し次第、締切
予定）／インターネット
HP  大阪府講師登録説明会
問 府教職員人事課　  06(6944)6893

知る、分かる、考える、統合型リゾート（IR）セミナー

第１回および第２回は（公財）大阪観光局理事長の溝畑宏さ
んを講演者に迎え、「アフターコロナの大阪の観光」をテー
マにセミナーを開催します。※テーマについては予定です。
※感染症対策の取り組みにご協力お願いします。
日 第１回　11/20(金)14：30 ～16：30
第２回　12/17(木)14：30 ～16：30
所 第１回　大阪府立大学 I-siteなんば（地下鉄「大国町」ほか）
第２回　府咲洲庁舎（地下鉄「トレードセンター前」ほか）
定 第１回　100人【申込先着順】　第２回　100人【申込先着順】
申 第１回　11/13（金）まで　第２回　12/10（木）まで／
インターネット、FAX
HP  知る、分かる、考える、統合型リゾート（ＩＲ）セミナー
問 IR推進局企画課

 06(6210)9236　  06(6210)9238

太陽の塔

大漁旗（昨年度の最優秀賞）

クロスボウ：銃型の弓で、銃同様に引き
金を引くことで、矢を発射させるもの

府政TOPICS
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日日時 所場所 定定員 ￥料金 申申し込み HPホームページ 問問い合わせ 電話 ファクシミリ

府政だよりWEB版では、各記事の詳細内容を掲載したホームページを
ご案内していますので、併せてご利用ください。

※応募・申し込みなどに伴い収集した個人情報は、その目的のためにのみ使用し、それ以外に使用することはありません。
※申し込みの際、鉛筆や摩擦熱で消えるインクなどの筆記具は使用しないでください。

HP 府政だより

記事中に問い合わせ先・申し込み先の記載がない場合は、府民お問合せセンターにお問い合わせください。
 06（6910）8001　  06（6910）8005　送付先 〒540-8570（住所の記載は不要です）

HP  http://www.pref.osaka.lg.jp/fumin/occ/index.html11月

3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）11月1日
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府盲ろう者通訳・介助者養成研修受講者の募集

視覚と聴覚に重複して障がいがある盲ろう者の、コミュニ
ケーションと移動を支援するための「盲ろう者通訳・介助
者」を養成する研修を実施します。
日 12/9（水）～令和3年３/10（水）の期間で20日間開講予
定（うち16日間受講する）
所 府立福祉情報コミュニケーションセンター（ＪＲ「森ノ
宮」ほか）
定 60人（定員を超えた場合は、選考により受講者を決定）
申 11/25（水）【必着】／郵送、ＦＡＸ、メール／問まで／〔必
要事項〕生年月日、最寄駅、ＦＡＸ、志望動機、障がいの有無
および種別、テキストの要否、取得しているコミュニケー
ション手段など
￥ 受講料無料（テキスト代は実費）
HP  大阪府　盲ろう
問 大阪障害者自立支援協会（盲ろう者等社会参加支援セ
ンター）

 06(6748)0587　  06(6748)0589

第３回大阪府警察官（巡査）採用選考受験案内

昭和62年4/2から平成15年4/1までに生まれた人が対象
です。
日 第1次選考：令和3年1/9（土）
※新型コロナウイルス感染症の影響で日程などが変更す
る場合があります。最新の情報は府警察HPを確認してく
ださい。
申 11/5（木）～ 20（金）
一般選考申込：インターネット【最終日17：00までに登録】　
自己推薦方式申込：郵送【消印有効】
問 府警察官採用センター

 (0120)370314 （平日9：00 ～17：45）

OSAKA元気スポーツ
大阪のプロスポーツチーム15チームが一堂に集結！

トップアスリートのすごさや、スポー
ツの楽しさを体感できるイベントを
開催します。トップアスリートによる
トークショー、スポーツ教室のほか、
ヨガやボッチャなども体験できま
すので、ぜひご参加ください。
日 12/5（土）10：00 ～
所 万博記念競技場、万博記念公園
東の広場（大阪モノレール「公園東口」）
申 11/20（金）まで（スポーツ教室のみ）／インターネット、
往復はがき
HP  OSAKA元気スポーツ
問 OSAKA元気スポーツ事務局（日本コンベンションサー
ビス（株）内）　  06（6221）5931

府立狭山池博物館特別展
「発掘された土木技術　大和川流域の開発と水制」

秋の特別展では、治水を目的とす
る河川構造物のひとつ「水制（すい
せい）」を取り上げます。大阪平野の
開発にあたって治水は重要な課題
で、とくに大和川流域では古墳時
代からさまざまな水制が存在しま
した。今回の展示では、水制の歴史
をたどりつつ、大和川流域の開発を紹介します。
日 12/6(日)まで※月曜日休館（月曜日が祝休日の場合は翌日）
10：00 ～17：00（入館は16：30まで）
所 府立狭山池博物館（南海「大阪狭山市」）
HP  狭山池博物館
問 府立狭山池博物館　  072(367)8891

大阪産（もん）名品とは、大阪を代表する定番お
みやげ、大切な人への贈り物、子どもに語り継
ぎたい懐かしい味など「天下の台所・大阪」で時
代を超えて愛され続ける逸品のことです。

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。

締切 11月13日（金）【必着】

今回は「大阪産(もん)名品」の紹介やで♪

もずやんの
大阪ひとっとび！

長年多くの皆さんに愛されている
「黄金糖」は自然な甘い香りと金
色の輝きを放つ、砂糖と水あめの
みで作られた、みんなを笑顔にす
るキャンディーやねん！今回はそ
んな「黄金糖」を10名様にプレゼ
ントするで！みんな応募してな！

プレゼント

新
歌
舞
伎
座

国
立
文
楽
劇
場

大
阪
松
竹
座

申込方法 � 63円の往復はがきに◎①〜㊸の希望公演番号（1通1公演番号のみ・
同一番号の複数申込は1通のみ有効）◎参加人数（1人または2人。記入のない場
合は、1人とします。）◎郵便番号◎住所◎氏名◎年齢◎電話番号を記入して11月
8日（日）〔消印有効〕までに申込先へ（申込後の変更不可）※返信用はがきにはあ
なたの郵便番号、住所、氏名（様付き）をご記入ください。

申込先 �〒539-0042 日本郵便大阪北郵便局 府民半額会係（郵便番号は
必須）
※当落は抽選で決定。1月分当落通知は11月27日頃、2月分当落通知は12月
14日頃発送予定。発送予定日から4日を過ぎても未着の場合はお問い合わせく
ださい。

その他 � ○当選者は、送料（414円）、手数料（1人あたり300円、国立文楽劇
場分を除く）が別途要。○府担当課：文化課
※出演者および演目に変更がありました場合は、何卒ご了承ください。
※新型コロナウイルス感染症等の影響により、公演情報が変更される場合があり
ます。随時ＨＰ等で確認をお願いします。感染症対策のための座席配置となる
場合があります。

HP  大阪府　半額鑑賞
問�（公社）日本演劇興行協会 半額鑑賞会事務局�  06(6342)5407

芸能芸術
府民のための 1・2月

１月　初春文楽公演
▶豊竹咲太夫／鶴澤清治／吉田簑助／吉田和生　ほか
▶全席指定5,000円を2,500円
㊟各部の演目につきましては、劇場ホームページにてご確認ください

〈第一部〉「演目鋭意選定中」
①13日（水）②19日（火）①～②11:00

〈第二部〉「演目鋭意選定中」　
③13日（水）④19日（火）⑤21日（木）③～⑤14：30

〈第三部〉「演目鋭意選定中」
⑥8日（金）⑦11日（月・祝）⑧13日（水）⑨19日（火）⑩21日（木）⑪23日（土）
⑥～⑪18：00

1月　国立文楽劇場寄席
第111回上方演芸特選会
▶落語／浪曲／漫才ほか
▶全席指定2,200円を1,100円
⑫20日（水）⑬21日（木）⑭22日（金）⑮23日（土）⑫～⑮13：00 

2月　神野美伽 長山洋子パワフルジョイントコンサート
初挑戦‼歌謡漫才‼浪花と江戸の男くらべ～二人が熱唱・熱演～
▶1階席10,000円を5,000円
⑯6日（土）⑰7日（日）⑱8日（月）⑯～⑱12：00
⑲5日（金）15：00
⑳6日（土）16：00

1月　OSK日本歌劇団　レビュー春のおどり
唯一無二の男役　桐生麻耶 トップスターラストステージ!!
第一部　ツクヨミ　～ the moon ～　第二部　Victoria
▶桐生麻耶／楊琳　ほかＯＳＫ日本歌劇団
▶１等席（１・２階）8,500円を4,250円
㉑28日（木）㉒29日（金）㉑～㉒11：00
㉓28日（木）㉔29日（金）㉓～㉔15：30

2月　2021年早春松竹お笑い寄席 in 大阪松竹座
▶1等席（1・2階）4,000円を2,000円
▶桂福團治／酒井くにお・とおる／横山ひろし・春けいこ　ほか
㉕12日（金）18：00
▶桂福團治／酒井くにお・とおる／海原はるか・かなた　ほか
㉖13日（土）18：00

1月　初笑い　松竹新喜劇　新春お年玉公演
▶渋谷天外／藤山扇治郎／曽我廼家文童／久本雅美　ほか松竹新喜
劇劇団員
▶1等席（1・2階）6,000円を3,000円

〈Ａプロ〉　一、二階の奧さん　　二、ご挨拶
㉗2日（土）13：00
㉘4日（月）㉙5日（火）㉚6日（水）㉘～㉚11：00

〈Bプロ〉　一、鴨八ネギ次郎　　二、ご挨拶
㉛3日（日）16：00
㉜5日（火）㉝6日（水）㉞7日（木）㉜～㉞15：00

1月　前進座初春特別公演
一、小山内薫・作『息子』　　二、狂言舞踊『茶壷』
▶ 藤川矢之輔／嵐芳三郎／中嶋宏太郎／忠村臣弥／玉浦有之祐　ほか
▶1等席（1・2階）8,000円を4,000円
㉟9日（土）㊱15日（金）㉟～㊱11：00
㊲9日（土）㊳15日（金）㊲～㊳17：00

2月　喜劇　お染与太郎珍道中
▶渡辺えり／八嶋智人　ほか
▶2等席（3階）7,000円を3,500円
㊴21日（日）㊵22日（月）㊶24日（水）㊷26日（金）㊴～㊷11：00
㊸26日（金）15：30

南
座

万博記念公園　紅葉まつり
1970年大阪万博50周年記念プログラムも行います！

今年の紅葉まつりは日本
庭園の夜間ライトアップ
を行うほか、茶室「汎庵・
万里庵」の特別公開や「汎
庵」での呈茶体験、伝統芸
能イベントなどを行いま
す。また1970年大阪万博
50周年記念プログラムと
して、1970年当時の雰囲
気とレガシーを感じられ
る園内ツアー等を実施す
るなど、盛りだくさんのイ
ベントを用意しています
ので、ぜひとも、万博記念公園にご来園ください！
日 11/7(土) ～12/6（日）※期間中は12/2（水）のみ休園
9：30～17：00（入園は16：30まで）
日本庭園夜間ライトアップ
11/21(土)～23（月・祝）、28（土）、29（日）
17：30～21：00（入園は20：00まで）
所 万博記念公園　自然文化園「紅葉渓」、日本庭園ほか

（大阪モノレール「万博記念公園」）
￥ 入園料：大人260円、小中学生80円
日本庭園夜間ライトアップ：大人500円、小中学生300円
HP  万博記念公園　紅葉
HP  大阪万博50周年記念プログラム
問 紅葉まつり　万博記念公園コールセンター

 06(6877)7387
問 1970年大阪万博50周年記念プログラム

 06(6210)9303

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。

あなた
の少しの勇気で

救わ
れる笑顔があります

日本庭園　夜間ライトアップ

久宝寺遺跡の合掌枠によ
る水制（古墳時代中期）

太陽の塔

4 令和2年（2020年）11月1日

府政だよりWEB版 検索検索府政だより

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）

今月号の府政だよりおよびバックナンバーは府ホームページ
でご覧いただけます※点字版、拡大版、音声版（テープ版・デイジー
版）も発行しています。ご希望の場合は府民お問合せセンターまで

…（0570）020156

http://www.pref.osaka.lg.jp/jiritsushien/jiritsushien/jukouannai.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/sportsshinko/genkisports/index.html
https://sayamaikehaku.osakasayama.osaka.jp/?p=1284
https://www.expo70-park.jp/
https://expo70-50th.jp/
https://www.shinsei.pref.osaka.lg.jp/ers/input?tetudukiId=2020100044
http://www.pref.osaka.lg.jp/bunka/news/hangakukansyo.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/j_fusei/f_menu.html



