
府ワクチン専門相談窓口の拡充 フリップ①

◆4月1日より府民からの問い合わせにも対応するとともに、24時間対応に拡充（夜間の副反応疑い相談等にも対応）

国（施策等に関する相談窓口） 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
住民への接種

対象者 全国民、医療機関等 住民

電話番号 0120-761-770

市町村において順次設置
開設時間

９時～２１時
（土日祝も実施）

4月1日～ （参考）2月26日～3月31日

受付相談例
医学的知見が必要となる

専門的な相談
医学的知見が必要となる

専門的な相談

対象者 府民・医療従事者等 優先接種の対象となる医療従事者等

電話番号 0570-012-336 0570-012-336

開設時間 24時間（土日祝含む）
９時～１７時３０分

（平日）

（参考：国、市町村の相談窓口）



府ワクチン配送センターの冷凍配送
◆より安定した管理の観点から、府ワクチン配送センターからの配送方法を4月8日発送分より冷凍へ切り替え

（下図点線部分、移送温度は④）

◆これにより、以降の医療従事者等、高齢者接種への接種は、冷凍配送したワクチンの接種が可能

フリップ②

（基本型接種施設）
超低温冷凍庫が配置され、ファイザー社から直接、冷凍ワクチンの配送を受け、保管が可能な施設
（連携型/サテライト型接種施設）
基本型接種施設から、冷凍又は冷蔵でワクチンを小分け移送を受け、ワクチンの保管可能時間内に接種する施設

移送温度 移送可能時間 保管可能時間

①冷蔵（2～8℃） 原則3時間以内 5日間

②（2～－10℃）

③冷凍（-10～-15℃） 24時間以内 5日間（①との合計）

④冷凍（-15～-60℃） 24時間以内 14日間

⑤冷凍（-60～-90℃） 有効期間

冷凍（-75℃）での配送

府ワクチン配送センター
（基本型接種施設）

サテライト型接種施設

連携型接種施設

容認されているが、揺れを減
らすような慎重な取り扱いが
求められる

より安定した管理が可能

第４回 新型コロナウイルスワクチンの接種体制確保に係る自治体向け説明会 資料を一部改変



マッチング

大阪府看護協会によるワクチン接種業務への看護師派遣

看護師

市町村

（運営主体）

【派遣スキーム】

◆ワクチン接種に従事する予定の看護師を確保できたとする市町村は11団体（府調査）

◆このため、大阪府看護協会が運営するナースセンターから、ワクチン接種講習会を受講した看護師を派遣して

もらう取組みを4月から開始（現在、15団体から派遣希望あり）

◆これにより、市町村の看護人材確保、府域全体の円滑なワクチン接種を支援

連絡
調整

講 習

ニーズ把握派遣登録

マッチング

フリップ③

現在550名
以上が受講



ミニ・コロナ重症センター整備計画案の募集結果について

（１）応募医療機関及び計画案の概要

（２）スケジュール
４月上旬 病院から提出のあった整備計画案を確認
４月中 補助金交付決定・整備開始

２次募集の実施（予定）
１０月頃 ミニ・コロナ重症Ｃ運用開始

（参考）医療法人徳洲会 野崎徳洲会病院の概要

病床数：218 床
新型コロナウイルス受入病床：重症４床、中軽症38床
入院実績（令和２年３月25日～令和３年３月２６日）：重症患者 23名、中軽症患者 391名

◆ １次募集（3/11～3/26）を実施し、１医療機関から整備計画案が提出
◆ 府として計画案の内容や運営体制を早急に確認、整備病床数を決定し、補助金交付決定
◆ 今後、１次募集の交付決定内容を踏まえ、４月中に２次募集を実施予定

【医療機関名：医療法人徳洲会 野崎徳洲会病院 （大東市）】
整備病床数 ２０床程度

整備費用 ９億９，９００万円

構 造 軽量鉄骨プレハブ造 平屋建て

建築面積 約１，７５０㎡

【重症病床確保数】

224床*＋２０床程度＝２４４床程度
※ 3/30時点

フリップ④



約5,000人の
就職を実現！

（R2年度）

民間人材サービス事業者による約１９万件の求人発信

コロナ禍における府の雇用対策
◆ 公民連携による緊急雇用対策により、約5,000人の就職を実現。来年度も引き続き取組みを推進。

◆ 一方で、就職活動に不安や課題を抱え、就職活動にたどり着けていない方もおられる状況。より多くの方を就職に

結びつけるためには、不安を抱える方々が気軽に相談でき、その方にあった就職支援のサポートが受けられることが必要。

OSAKA求職者支援コンソーシアム 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

就
職
を
め
ざ
す
若
者

中
小
企
業
等

DX(IT)研修 マッチング 就職

人材紹介企業研修提供企業

コンソーシアム

OSAKA若者リ・スキリング・パートナーズ

公民連携による緊急雇用対策

受講者募集中！

就職活動に不安や課題を抱える方を
適切な支援に結び付けることが必要

就職活動をどう
進めればよいのか・・

こんな状況で仕事が
見つかるんだろうか・・

フリップ⑤



コロナ禍での就職活動を応援する特別相談窓口の開設
◆ ４月１日より、コロナ禍での就職活動を応援するワンストップ相談窓口を設置。一人ひとりの状況に応じて、アドバイスを

行うとともに、適切な支援につなぎ、就職決定まで継続してサポート。

電話相談 Web相談０６－６２３２－８５８０

平日9時30分～17時（祝日・年末年始除く）

https://ni-deau.jp/

要事前予約（予約受付は24時間可能）

自宅で気軽に

相談可能

経験豊富な

相談員が対応

自分に合った

支援が受けられる

Point➀ Point② Point③

OSAKAしごとフィールド 公民連携による緊急雇用対策 公共職業訓練を通じた支援

・キャリアカウンセリング

・マッチングイベント

・セミナー など

・求人検索

・オンライン企業説明会

・スキルアップ講座 など

・府立高等職業技術専門校に

おける職業訓練

・民間委託訓練

1人でも多くの方を、1日も早い就職へつなげます！

コロナ禍での就職活動を応援する特別相談窓口

キッズスペースや授乳室をご用意して働くママを応援！

フリップ⑥



第３期 営業時間短縮協力金（令和３年３月大阪府・大阪市共同）の受付開始時期の延期について

詳細が決まり次第、大阪府HP等でお知らせします。

まん延防止等重点措置適用の関係上

第３期 営業時間短縮協力金（令和３年３月大阪府・大阪市共同）
[要請期間３月１日～３月31日]の

申請期間や申請方法等の詳細は、３月29日に大阪府ホームページで公表します。

４月1日（木）から受付開始予定

受付は来週開始する予定です。

フリップ⑦



自転車の安全利用の推進

信号遵守の徹底

子供と高齢者を始めとする

歩行者の安全の確保

◆ 令和3年「春の全国交通安全運動」を4月6日（火曜日）～4月15日（木曜日）に実施。

春の全国交通安全運動

重点項目

交差点 青でも左右 確認をスローガン

大阪府

全 国

➡取り上げるテーマ

歩行者等の保護を始めとする

安全運転意識の向上

フリップ⑧



信号遵守の徹底

◆ 令和2年中の交通事故死者の内、25％が信号無視が関係する事故で亡くなっています。
◆ 「信号を守る」ことは交通ルールの基本ですが、守られずに重大な交通事故となっています。
◆ 信号を必ず守っていただき、青信号でもしっかりと右・左、周囲の安全確認をしてください。

信号無視関連死亡事故

平成29年 平成30年 令和元年 令和2年

信号無視関連死者

全事故死者

15

150

20

147

18

130

31

124

信号無視関連死者の割合 10.0% 13.6% 13.8% 25.0%

R２
信号無視
関連死亡
事故件数

31件

高齢者

17件

高齢者以外

14件

命を守るために信号を守ろう！

脇見運転や「ながらスマホ」は大変危険です。

もうすぐ赤信号になるので次の青信号を待ちましょう。

右・左、周囲の安全を確認しましょう。

「大人の皆さんがお手本になりましょう！」

●死者数の経年推移

年齢別状態別

自動車

11件

自転車

10件

歩行者

8件

二輪車

2件

急増

「歩行者も運転者も信号を守りましょう！」

●死亡事故（信号無視をした当事者）の特徴

フリップ⑨



◆ ４月６日（火）に春の全国交通安全運動初日キャンペーンを無観客で実施し、その様子を
ライブ配信します。

◆ 特別ゲストとして岡田結実さんに出演していただきますので、ぜひご覧ください。

初日キャンペーンのお知らせ

日 時 令和３年４月６日（火）午後２時～午後２時5０分

配 信 YouTube大阪府交通対策協議会チャンネル

ゲスト 女優 岡田 結実（おかだ ゆい）さん

内 容 黄色いワッペンの贈呈式
ゲストとの交通安全教室
白バイ隊の出発式
音楽隊による演奏 など

※内容が変更になる可能性がありますので、ご了承ください。

また、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、告知なく中止する場合があります。

キャンペーン情報

YouTube 大阪府交通対策協議会チャンネル
URL https://www.youtube.com/channel/UC41n1ZQFB-bYk4b1JZpoW0g

視聴無料

フリップ⑩

https://www.youtube.com/channel/UC41n1ZQFB-bYk4b1JZpoW0g

