
１．訓練日時
令和3年2月28日（日）10：00～15：00（予定）

２．訓練参加機関
大阪府医師会・郡市区医師会、大阪府看護協会、
大阪府薬剤師会、 ファイザー㈱、ニプロ㈱、
大阪府、大阪市、 ほか府内各市町村

３．訓練参加人数
約500名（見学者含む）

４．訓練会場
エディオンアリーナ大阪（第一競技場）

新型コロナワクチン集団接種訓練の開催について①

◆今後市町村において、安全かつ速やかにワクチン接種ができるよう、集団接種会場の開設・運営に関する訓練を実施。

◆訓練結果を踏まえ、各市町村向けの集団接種マニュアルを策定し、ワクチン接種の円滑な実施を支援。

フリップ①

訓 練 概 要 訓 練 項 目（接種手順の検証）

<エディオンアリーナ大阪＞ <第一競技場＞

①受付・記録

•接種券の確認

•本人確認書類の確認

②予診票確認

•記載ミスなどの確認

•医師に確認が必要であれば予

診時に確認

③予診

•接種不適当者でないことの確認

•接種要注意者に対する接種の判断

•医師記入欄に接種の可否と署名

④接種・薬剤充填

•希釈及びシリンジへの補充

•ワクチン接種

•接種シール貼付

⑤接種済票発行

•接種シールの貼付を確認

•接種済票と予診票交付

⑥接種後の状態観察

•接種後は15分～30分程度、

副反応の有無を観察

•副反応がある場合は要診察

検証結果を踏まえ、「集団接種マニュアル」を策定



新型コロナワクチン集団接種訓練の開催について② フリップ②

◆新型コロナワクチン集団接種会場の候補地として多い、市民（区民）センター、市民体育館サイズの2会場を用意。
◆各市町村の会場規模に応じたワクチン接種運営の参考事例として提供。

市民体育館サイズ 市民センターサイズ

①受付・記録

①受付・記録

②予診票確認

③予診

③予診

④接種

④薬剤充填

④薬剤充填

④接種

⑤接種済票発行

⑤接種済票発行

⑥接種後の状態観察

⑥接種後の状態観察



医療従事者向け優先接種に関する専門相談窓口の設置等について

１．専門相談窓口の設置

フリップ③

◆３月から優先接種が開始されることから、専門相談窓口を設置するとともに、ＡＩチャットボットによる相談も受付。

◆安心してワクチン接種を受けられるよう、府民向けホームページにおいてワクチンの有効性及び安全性・副反応等を掲載。

３．ホームページでの情報提供 （掲載日：令和３年２月２４日）

○新型コロナワクチンの有効性及び安全性・副反応について

○新型コロナワクチンについてのＱ＆Ａ

※以降も国の公開情報等をもとに、随時情報更新

設置者 国（施策等に関する相談窓口） 府（専門相談窓口） 市町村（一般相談窓口）

受付相談例
施策の在り方に関する

ご意見等
医学的知見が必要となる

専門的な相談
住民への接種

対象者 全国民、医療機関等
優先接種の対象となる医療従事者等

（令和３年４月以降は、府民からの問合せにも対応）
住民

電話番号 0120-761-770 0570-012-336

市町村において順次設置予定設置時期 令和３年２月１５日 令和３年２月２６日

開設時間
９時～２１時

（土日祝も実施）
９時～１７時３０分

（平日）

≪府相談窓口への具体的相談例≫

・ファイザー社のワクチンは、通常、1回目から3週間後に2回目を受けることになっていますが、どのくらいずれても大丈夫ですか。

・変異株の新型コロナウイルスにも効果はありますか。 ・ワクチンを受けるのに注意が必要なのはどのような人ですか。

２．ＡＩチャットボットによる相談受付の実施（稼働中）

ＡＩチャットボットでもご相談を受け付けていますので、イ

ンターネット環境をお持ちの方はぜひご利用ください。

（24時間対応、土日祝も対応）



コロナ禍における雇用対策の状況

◆ コロナの影響で離職を余儀なくされた方への支援として、昨年10月に民間人材サービス事業者と連携した「OSAKA求職

者支援コンソーシアム」を設立し、緊急雇用対策を実施。求職者向け特設サイト「にであう」を開設し、求人情報を発信。

就職実績

就職実績の推移

41
345 

936 

1,905 

2,596 

10月1日 10月末 11月末 12月末 R3.1月末 2月21日

（単位：人）OSAKA求職者支援コンソーシアム

民間人材サービス事業者 大阪府

サイト運営

雇用対策の概要

▶５９の民間サービス事業者が約９万件の求人発信
▶府は、「にであう」掲載の求人を通じて雇用・定着（３か月）
した場合に事業者に支援金を支給

▶令和2年10月1日の事業開始以降、緊急雇用対策による

就職実績は約2,600人（令和３年２月21日時点）

求人特集

フリップ④



雇用を取り巻く状況
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（出典：一般社団法人日本能率協会 日本企業の経営課題2020）
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（出典：厚生労働省・文部科学省 大学等卒業予定者の就職内定状況より就業促進課作成）

H26.3卒 H27.3卒 H28.3卒 H29.3卒 H30.3卒 H31.3卒 R2.3卒 R3.3卒

19.3 41.3 25.9 13.5

DX推進に

関わる人材が

不足している

約９割の企業が
DX人材不足

【最も多い課題】

おおいに
課題

課題 やや課題

◆ 新卒採用は昨年より悪化し、年齢別で見ると若者の完全失業率が高い。一方、コロナ禍でDX推進が求められる中、

DX推進を担う人材が大幅に不足。

年齢別完全失業率（令和２年7月～9月）大学等卒業予定者の就職内定状況（全国）

中小企業がDXに取り組むうえでの課題（全国）

★新卒未就職者をはじめとする若年求職者
への就職支援を強化し、第二の就職氷河期
世代を生まない取組が必要

★デジタルに親和性のある若者世代を、DX等
を推進する企業に結び付けていく

課題では
ない等

フリップ⑤



大阪府
主な
役割

就職をめざす若者、ＤＸ（ＩＴ）化の人材が不足している中小企業等の本事業への周知・誘導

就職をめざす若者に対するＤＸ（ＩＴ）に関する研修の実施、求人企業とのマッチング民間事業者

DX（IT）化の
人材が不足する
中小企業等

大学コンソー
シアム大阪等

周知・誘導

中小企業
支援機関

就職を
めざす若者

周知・誘導

スケジュール ３月：キックオフイベント、４月：事業開始（募集開始）、５月以降：研修実施、マッチング ※リ・スキリング
（職業能力再開発：Re-skilling）

連携

❶「にであう」に登録 ❷DX（IT）研修
（約1か月から３か月）

❸求人企業とのマッチング ➍就職

OSAKA求職者支援
コンソーシアム

◆ コロナ禍において就職をめざす若者を対象に、DX(IT)兼務人材※としての研修を実施し、

求人企業とマッチングすることで、第二の就職氷河期を防ぐ。

◆ DX（IT）研修は「OSAKA若者リ・スキリング・パートナーズ」の参画企業が無償で実施。
※ＤＸ（ＩＴ）と営業や総務人事等、他の業務を兼務し、企業で活躍できる人材

公民のパートナーシップによる若者のＤＸ（ＩＴ）人材就職支援モデル事業

民間人材サービス会社が

マッチングを実施
グーグル
合同会社

株式会社
デジタルハーツ

株式会社
スタジアム

株式会社
ワーク
アカデミー

株式会社
セールスフォース・
ドットコム

大 阪 府 連携連携

研修提供企業 人材紹介企業

OSAKA若者リ・スキリング・パートナーズ

フリップ⑥



◆ コロナ差別をはじめとするインターネット上の誹謗中傷や差別的な書込みなどによる人権侵害は、SNSの普及などに

伴って年々増加し、人権侵害に関する相談件数が増加している。

◆ SNS利用者、特に利用率の高い「若い世代」の府民に対して、被害者にも、加害者にもさせないために、

重点的に啓発を行うことが必要。

◆ 被害を受けられた方が、一人で悩むことなく、安心して相談できるよう、人権相談窓口について、広く周知を図って

いくことが必要。

インターネット上の人権侵害の状況

大阪府人権相談窓口及び人権局における相談件数

SNSの利用状況（全国）

24.1
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出典：総務省 令和元年度通信利用動向調査

単位：％

全相談件数が横ばいの中、インターネット上の人権侵害
に対する相談件数は５年前に比べて３倍以上で増加傾向

Ｈ27 Ｈ29 Ｈ30 R1

625件

Ｈ28

11件

692件
629件

22件27件

650件

35件

681件

40件

全体

インターネット

R2(上半期)

360件

22件

人権侵害に関する相談件数（大阪府）

フリップ⑦



◆ 大阪大学の学生と、 SNSの利用率の高い「若い世代」の府民への効果的な啓発方法について、共同研究を行い、

その研究結果をもとに啓発リーフレットを作成。

◆ 大阪府人権相談窓口では、インターネット上の人権に関する相談を広く受け付けるため、３月をインターネット上の

人権侵害の「集中相談月間」とします。 ぜひご相談ください。

令和３年３月１日（月曜日）
より順次配付

府内の公立・私立高校、
特別支援学校（高等部）、
府内の大学、カラオケボックス、
などに順次配布予定

配布時期

配布先

インターネット上の人権侵害の解消に向けた取組み

受付時間 平日相談（月曜日～金曜日）
午前9時30分 から 午後5時30分

夜間相談（毎週火曜日）
午後5時30分 から 午後8時00分

休日相談（３月28日（日曜日））
午前9時30分 から 午後5時30分

受付方法

3月はネット上の人権侵害「集中相談月間」

▶ 「SNSを凶器にするな。」という強いメッセージ

▶ 黒い背景を用いたインパクトのある表紙

▶ SNS投稿前に注意すべきことが確認できるチェックリスト

ネット上の人権侵害に関する啓発

大阪府人権相談窓口（一般財団法人 大阪府人権協会内）

電話 06-6581-8634

FAX ０６-６５８１-８６１４
メールアドレス so-dan@jinken-osaka.jp

啓発サイトは
こちらから

フリップ⑧

mailto:so-dan@jinken-osaka.jp


「大阪SDGs行動憲章」について
◆ 万博開催都市として、世界の先頭に立ってSDGsに貢献する「SDGs先進都市」をめざし、オール大阪で推進
◆ 府民や府内企業・団体などあらゆるステークホルダーにSDGsを知ってもらい、具体的な行動につなげていただくため、

「大阪SDGs行動憲章」を策定。

わたしたちは、「誰一人取り残さない、持続可能な社会の実現」をめざす“持続可能な開発のための2030アジェンダ”

（SDGs）の理念に賛同し、2025年大阪・関西万博の地元都市として、万博のテーマである「いのち輝く未来社会の

デザイン」に向けて、SDGsの17ゴールの達成をめざします。

大阪SDGs行動憲章（令和３年１月22日）

1 かけがえのない“いのち”を大切にし、地域社会や環境に配慮して行動します。

2 2030年に住みたい魅力あふれる大阪をイメージし、できることから意識して行動します。

3 人と人との出会い、つながりを大事にしながら、互いに学びあい協力して行動します。

フリップ⑨



「私のSDGs宣言プロジェクト」について
◆ 多くの方にSDGｓの取組みの輪を広げるため、新たに「私のSDGｓ宣言プロジェクト」 を開始。
◆ 「大阪SDGｓ行動憲章」の趣旨に沿って、皆さんがチャレンジするSDGｓ達成に向けた取組みを宣言いただく。
◆ 皆さんの宣言内容を府ホームページなどで広く発信し、オール大阪でSDGｓ達成の機運を醸成。

取り組み宣言の例

冷蔵庫の中を把握して、
必要な分だけ買い足す

詳しくは、府HPをご覧ください

大阪府 SDGs 🔍

対 象

参加方法 大阪府ホームページ
大阪府SDGs【公式】Twitter

府民、府内の企業・団体など

開 始 R３年２月24日（本日）から

誰もが働きやすい
職場環境を作る

宣言内容 SDGsの達成に向けた取組み
関連するゴール

エコバッグやマイボトル、
マイ容器を使う

フリップ⑩


