
開館時間　9：00～17：00　�　休館日　�土曜日、日曜日、祝日および12/29～1/3　※�開館時間や休館日等については事業により異なります。
問 府自立支援課　  06(6944)9176　  06(6942)7215　 大阪府立福祉情報コミュニケーションセンターHP

開館時間　9：00～17：00　�　休館日　�日曜日、祝日および12/29～1/3
問 府子育て支援課　  06(6944)7108　  06(6944)3052

大阪府立母子・父子福祉センターHP

大阪府立母子・父子福祉センターも
6月15日に同時オープン
ひとり親家庭の皆さんの子育てや就職を支援します

大阪府立母子・父子福祉センターでは、ひとり親家庭の方等を対象に、生活・離婚前後・法
律・面会交流・養育費等の各種相談、ヘルパー派遣、就職やキャリアアップに向けた支援
等を行います。子育てや就業について困っていることがあれば、ぜひご相談ください。
※窓口の連絡先は決定次第、ホームページに掲載します。

視覚障がい者への支援
点字図書や声の図書の貸し出し
を行う点字図書館を運営し、視
覚障がい者の生活訓練などの取
り組みを実施します。

聴覚障がい者への支援
手話通訳者と要約筆記者の
養成と派遣、映像コンテンツ
の製作、製作した媒体の配信
などを実施します。

盲ろう者等への支援
視覚と聴覚に重複して重
度の障がいのある盲ろう
者等を支援する通訳・介
助者の養成と派遣、盲ろ
う者等の歩行訓練、情報
通信機器活用訓練などの
取り組みを実施します。

失語症者向けの
専門人材育成など
失語症者への意思疎通
支援を行う専門人材の
育成などを実施します。

障がい者の
総合相談支援等

障がい者とそのご家族の
相談支援を行う「障がい者
110番」事業等を実施し、
関係機関等につなげるな
ど切れ目のない支援を行
います。

聴覚障がい児への支援
聴覚に障がいのあることがわかった乳
幼児とその保護者の相談支援や関係機
関等へのつなぎ、手話などのことばの
力を育む一貫した支援を実施します。

大阪府広報担当
副知事 もずやん

大阪府立福祉情報コミュニケーションセンターでは、府内に点在していた視聴覚障がい者情報提供施設などを集約し、障がいのある人の
意思疎通を支援します。これに加え、手話言語条例に基づき手話の習得の機会を確保し聴覚障がい児への支援なども行い、障がい者が
主体的に活動できる環境づくりを進めていきます。

障がいのある人が活躍できる
環境づくりに向けて

視聴覚障がい
者を幅広く支援

府政だよりは、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

福祉情報コミュニケーション
センター
母子・父子福祉センター
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大阪府立福祉情報コミュニケーションセンターが6月15日にオープン

大阪市東成区中道一丁目3番59号
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次号は令和2年7月1日（水）にお届けする予定です
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府政TOPICS
トピックス

6月
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。

6月は「土砂災害防止月間」です
土砂災害に備えましょう！

日頃からハザードマップなどで危険な箇所と避難場所を
確認し、大雨のときには市町村が発表する避難勧告等の
ほか、府防災情報などを活用して早めの避難を心掛けま
しょう。また、土砂災害に関する理解を深めていただくた
め、9/15（火）まで絵画・作文を募集しています。
HP  大阪府土砂災害の防災情報
問 府河川環境課　  06(6944)9302

大阪府北部を震源とする地震から2年…
災害時の一斉帰宅の抑制にご理解ご協力をお願いします

災害時の一斉帰宅の抑制についての動画を作成しました。
この動画では、実際に発災した場合どのような行動をとれ
ばよいのか、事前の備えも含め分かりやすく紹介していま
す。ぜひ、ご覧ください。
HP  大阪府　帰宅困難者対策

6月は「就職差別撤廃月間」です
「しない　させない　就職差別」

月間中、就職差別について、電話相談窓口「就職差別110
番」やメールでの相談を受け付けます。求職者の皆さん、ひ
とりで悩まないで、まずはご相談ください。
■ 電話での相談「就職差別１１０番」

06(6210)9518
 相談期間：6/30(火)まで（平日10：00 ～18：00）
■ メールでの相談
rosei-g04@sbox.pref.osaka.lg.jp
相談期間：6/30(火)まで
問 府労働環境課　  06(6210)9518

6/23～ 29は「男女共同参画週間」です

キャッチフレーズは「そっか。いい人生は、いい時間の使い
方なんだ。」「ワクワク・ライフ・バランス」です。一人一人が
自分らしい人生を実現するための時間の使い方について、
この機会に考えてみませんか。

府営住宅　第2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 6/15（月）まで【消印有効】／申込書を郵送、インターネット

弱視幼児・児童・生徒の保護者の皆さんへ
障がいの程度に応じて作成された拡大教科書を通常使用
する教科書の代わりに無償で配布します。小・中学校およ
び義務教育学校の弱視児童・生徒が対象です。配布の基準
など詳しくは通学（入学予定）の学校または市町村教育委
員会へお問い合わせください。

私立高校等授業料無償化の申請手続きが始まります
私立高校や専修学校高等課程等における生徒の授業料が
無償となるよう支援しています（所得制限あり）。制度の適
用を受けるためには、生徒が在学する私立高校等での手
続きが必要です。
申 6月下旬頃から（予定）／学校から配布される授業料支
援申請書等を生徒が在学する学校へ提出※提出期間は学
校によって異なります。

“ひきこもり”ひとりで悩んでいませんか？
ひきこもり地域支援センター事業のご案内

ひきこもりのご本人・ご家族からの電話相談をお受けして
います。ひとりで悩まずお電話ください。
HP  大阪府ひきこもり地域支援センター
問 府ひきこもり地域支援センター（府こころの健康総合
センター）（平日10：00～16：00）

06(6697)2890　 06(6691)2814
大阪市にお住まいの人
問 大阪市ひきこもり地域支援センター（大阪市こころの
健康センター）（平日10：00～12：00）

06(6923)0090 06(6922)8526
堺市にお住まいの人【ご本人が49歳以下の場合】
問 堺市ひきこもり地域支援センター（堺市ユースサポー
トセンター）（平日9：00～17：30）

072(248)2518 072(248)0723　
堺市にお住まいの人【ご本人が40歳以上の場合】
問 堺市ひきこもり地域支援センター（堺市こころの健康
センター）（平日10：00～12：00）　

072(241)0880 072(241)0005

「ダメ。ゼッタイ。」普及運動
10代・20代の大麻の検挙者数が増えています。大麻など
薬物の乱用は心身に悪影響を及ぼし、自分だけではなく家
族や友人など大切な人も不幸にします。誘われても「ダメ。
ゼッタイ。」と断る勇気を持ちましょう。

特定外来生物「クビアカツヤ
カミキリ」にご注意ください
サクラ、モモ、ウメなどの樹木に卵を
産み付け、枯らせてしまいます。クビ
アカツヤカミキリの幼虫が活動する
時期（3月～ 10月）に、樹幹の下部に
うどん状のフラス（木くず・ふんの混
合物）が排出されます。成虫を発見し
た場合は、その場で踏みつぶすなど
駆除をお願いします。

・  現在は、知事と市長の
連携により、万博の開催
決定などの成果が生まれ
ていますが、あくまでも
人間関係によるものです。

・  広域行政の司令塔機能
を 制 度 とし て 知 事 に
一本化することで、「大阪
の成長」と「安全・安心で

豊かな暮らし」が、よりスピーディーに実現して
いくと考えています。

大阪府知事　吉村 洋文

特別区制度は、大阪府・大阪市を再編し、府へ広域行政を一元化するとともに、大阪市をなくし基礎自治体として４つの特別区を設置するものです。
広域行政を一元化することで、大阪全体の成長を将来にわたって確固たるものとする仕組みが整います。

◆今後、大都市制度（特別区設置）協議会で協定書の作成に向けて協議されるとともに、議会で審議されます。

特別区制度（いわゆる「大阪都構想」）の実現をめざしています！ 

問 副首都推進局 問い合わせ担当　  06(6208)8989　HP  大阪府・特別区

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9:00～17:30はオペレーターがご案内します

自 動 車 税…06（6776）7021

フラス

クビアカツヤカミキリ

新型コロナウイルス感染症について
 ホームページやSNＳで最新情報を提供しています。
ぜひ、ご活用ください。

＜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。

大阪府ホームページ 大阪府　ホームページHP
大阪府公式facebook 大阪府公式facebookHP
大阪府公式Twitter もずやん　twitterHP
大 阪 府 公 式LINE 大阪府公式LINEHP
大阪府メールマガジン 大阪府メールマガジンHP

国際的な
都市拠点の形成

成長を担う
人材の育成と集積

広域交通
ネットワークの整備

大阪全体の
安全・安心確保

 06（6910）8001　  06（6910）8005　送付先 〒540-8570（住所の記載は不要です）

スピーディーな都市機能の向上

◦ 2025年大阪・関西万博の開催決定
◦うめきた２期の事業化
◦なにわ筋線の事業化

◦ 公立大学法人大阪の設立
◦大阪健康安全基盤研究所の設立
◦大阪産業局の設立 など

大阪府へ広域行政を一元化

大阪の成長と安全・安心で
豊かな暮らしを実現！

現在の大阪府・市の連携成果

2025年大阪・関西万博（提供：経済産業省） うめきた２期の事業化

2 令和2年（2020年）6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。

http://www.pref.osaka.lg.jp/
http://www.pref.osaka.lg.jp/kasenkankyo/kanri/dosyagekkan.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/kikikanri/kitakukonnan3/index.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/kokoronokenko/hikikomori_soudan/index.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/
http://www.pref.osaka.lg.jp/fukushutosuishin/tokubetuku_tokoso/index.html
https://ja-jp.facebook.com/osaka.pref
https://twitter.com/osakaprefPR
http://www.pref.osaka.lg.jp/koho/line/index.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/magazine/


新型コロナウイルス助け合い
基金の活用(第一次贈呈)

新型コロナウイルス感染症の医療および
療養の最前線で頑張る医療従事者等の
皆さんに、感謝と応援の気持ちとともに、
支援金を贈呈
対象
◦�入院患者を受け入れた医療機関において
入院患者と直接接して業務を行った医療
職の人（20万円）
◦�帰国者・接触者外来設置医療機関等におい
て、患者または感染が疑われる人に対して、
検体採取業務を行った医療職の人（10万円）
◦�患者受け入れに協力した宿泊施設におい
て、療養業務を行った医療職の人、施設職
員、送迎業務を行った人（10万円）

府立高校等での
オンライン授業の実施

再度の感染拡大に備え、6月末ま
でにオンライン授業体制を確立

「基本的生活習慣の確保」
「家庭での計画的な学習支援」

「家庭学習の成果の評価」

◦�緊急的対応として、各家庭の端末
（スマホ、タブレット等）の活用をお
願いします。
◦�通信環境等が整っていない家庭
に対し、端末・モバイルルーター
を貸与します。

休業要請外⽀援金の
創設

経営に大きな影響を受けている
休業要請支援金の対象外である
中小企業等に対し家賃等の固定
費を支援
対象
府内に事業所を有する中小企業等※、
個人事業主
※�NPO法人など会社以外の法人、府外本
社含む。

支援金額
法　　　人　100万円：2事業所以上
���������　　　50万円：1事業所
個人事業主　��50万円：2事業所以上
���������　　　25万円：1事業所

大阪コロナ追跡システム
の構築

イベントや店舗等において、QR
コードを活用し、府がイベント参
加者や店舗等利用者の連絡先を
把握し、感染者発生時に迅速に
連絡を行うことで、感染拡大を防
ぐシステムを構築
QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です

府民や事業者の
皆さんへのお願い
システム利用への
ご協力をお願いします。

新型コロナウイルス感染症に係る取り組み

●各支援には一定の要件や限度額があります。制度の詳細や最新情報は、お問い合わせ先またはホームページでご確認ください。

大阪府では府民の命と暮らしを守るため、新たな取り組みを進めます！

住
ま
い

離職等で住居を失った

住居確保給付金 ３カ月間、家賃相当額を家主に支給
※収入要件等諸条件あり 問各市町村の自立相談支援機関

府営住宅等の提供 解雇等により住宅を失った人の当座の
住居として府営住宅等を提供

問府営住宅：府経営管理課
06(6210)9749　 06(6210)9750

問市町営住宅:各市町の窓口

府営住宅等の家賃が
払えない

府営住宅・
府公社賃貸住宅等の
負担軽減措置

府営・公社賃貸住宅等の入居者で
収入が著しく減少した人の
家賃の減免や徴収猶予等

問府営住宅:府営住宅の各管理センター
問市町営住宅:各市町の窓口
問公社賃貸住宅:大阪府住宅供給公社

暮
ら
し

すべての人 特別定額給付金 １人10万円を給付
問総務省特別定額給付金コールセンター　
(0120)260020

子育て世帯で家計が大変 子育て世帯への
臨時特別給付金 子ども１人当たり１万円を給付 問各市町村の窓口

家計の維持が難しい

緊急小口資金
（特例貸付）

貸付上限：10万円（特例の場合20万円）
据置期間：1年以内、償還期間：2年以内 問各市町村の社会福祉協議会

問厚生労働省相談コールセンター　
(0120)461999総合支援資金

（特例貸付）

貸付上限：（単　　身）月15万円以内
　　　　�（2人以上）月20万円以内
据置期間：1年以内、償還期間：10年以内
貸付期間：原則３カ月以内

税金の期限内の申告や
納付が困難 申告・納付等の期限延長、納税が困難な人に対する猶予

問〔府税〕各府税事務所または自動車税事務所
問〔国税〕各税務署
問〔市町村税〕各市町村

教
育
な
ど

大学等の授業料が払えない 高等教育の修学支援
新制度

家計急変による制度(授業料等減免・
給付型奨学金)申し込み可能 問日本学生支援機構　 (0570)666301

子どもの学習を
支援してほしい 学習の支援

府内の公立学校園および私立学校園、
保育所等に在籍する３歳児以上の
子どもに図書カード（2,000円分）を配布

問府民お問合せセンター（府教育庁・福祉部）
06(6910)8001　 06(6910)8005

新型コロナウイルス感染症に関する主な⽀援・相談窓口府民向け

（令和2年5月20日現在）

事業の詳細やその他の取り組みについては、府ホームページでご確認ください。 大阪府　ホームページHP

事業者向け支援・相談窓口は、ホームページでご案内しています。
「健康」や「消費生活」などの相談窓口も設置していますのでご利用ください。 大阪府　新型コロナ⽀援情報HP

府庁へのお問い合わせ … 府民お問合せセンター  06（6910）8001 3令和2年（2020年）6月1日府庁へのお問い合わせ窓口　●各種制度、資格・試験、催し、窓口案内　●府政に対するご意見　府民お問合せセンター（ピピっとライン）平日9：00 ～ 18：00  06（6910）8001　 FAX 06（6910）8005

http://www.pref.osaka.lg.jp/
http://www.pref.osaka.lg.jp/smart_somu/shien/index.html


毎日の健康活動でポイントがたまる！

ジェネリックの効果は未来につながります

期 間  令和2年6月30日（火）まで　 対 象  40歳以上の市町村国民健康保険加入者
※1  「本登録」とは、国民健康保険証のアップロードが完了し、アスマイル事務局での国保資格確認まで完了した状態です。
※ 2 ◦予定数に達した時点で終了となります。あらかじめご了承ください。
　　◦ 令和2年2月16日以前に「本登録」の申し込みを行っている場合、本キャンペーンの対象外となります。
　　◦詳細は「アスマイルホームページ」をご確認ください。

　大阪府が提供する、大阪府民の健康をサポートするアプリです。健康
活動を記録することで、健康管理だけでなくポイントがたまり、電子マ
ネーなどが当たるうれしい機能付き。協力企業からのお得なクーポン
や健康関連の記事の定期配信も。この機会にぜひご登録ください。

◦歩く　　　　　　　　 　300ポイント/毎日1回

ジェネリック医薬品とは先発医薬品と同じ有効成分を
使った、品質・効き目・安全性が同等の低価格なお薬の
ことで、患者さんのために、より飲みやすく工夫されて
いるものもあります。
大阪府では安心して使用できる環境づくりを進めてお

り、ジェネリック医薬品を使用することで、医療費が削
減され、未来の医療保険制度を守ることになります。
子どもたち世代のために、皆さんもジェネリック医薬
品を選んでみませんか？

◆ 詳しくは「おおさかアスマイル」で検索
　 おおさかアスマイルHP

アスマイル関連YouTube
動画も好評配信中！
右のQRコードにアクセス！

◦健康記録をつける　　 　各50ポイント/毎日1回
　（体重・食事・睡眠・歯磨きなど）

◆ 他にも各種イベントへの参加やアンケートへの回答（いずれも不定期
開催）でポイントがたまります！

大阪府　ジェネリックHP

で、国保加入者限定の新規登録
キャンペーンを実施しています！

「アスマイル」
とは

◦アスマイルを始める　 　 500ポイント/初回のみ
◦ログインする　　　　   　 50ポイント/毎日1回
◦友達を紹介する　　 　   500ポイント/随時

◦健康コンテンツを読む　  　50ポイント/1日（月～金曜日）
　 トップページのタイムラインに配信される健康情報をご覧ください。当日配

信分のコンテンツに限り、「読んだ」ボタンを押すとポイントが付与されます。

アスマイルアプリ本登録※1で、
1,000円相当の電子マネーが必ずもらえます!※2

 06(6131)5804
受付時間　9：00～17：00（12/29～1/3除く）

おおさか健活マイレージ アスマイル事務局

先着10,000名様限定！

❶ アスマイルアプリをダウンロードする
❷ メールアドレスを登録する
❸ 本人確認書類を登録する
　 国民健康保険証の画像をアプリ内で添付
❹   アスマイル事務局で国民健康保険加入者であることを

確認（おおむね１～２カ月かかります）
❺ 国保登録完了！各種特典を受けられるようになります

4 令和2年（2020年）6月1日

国民健康保険（国保）のお知らせです

1,000ポイントで「週トク抽選（週1回開催）」、
5,000ポイントで「月トク抽選（月1回開催）」に
参加できます。

ためたポイントで毎週・毎月の
抽選に参加できる！

日々のデータもわかる！
歩数・体重・睡眠時間・朝食の有無など毎日記録でき、
過去のデータも見られます。

健康づくりの参考になる情報、季節ごとの情報など、
健康コラムを発信しています。

健康情報もお届け！

登録方法

http://www.pref.osaka.lg.jp/yakumu/generic/index.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/kokuho/platform/index.html



