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賛同する個人、企業、団体等の取り組みを募集しています！

大阪SDGs行動憲章

SDGs 先進都市・大阪へ
できることからはじめよう

より良い世界をみんなで実現するため、SDGsの目標達成に向けて私たち一人一人が
できることはたくさんあります。大阪府では、SDGsを知ってもらい、どんな取り組みが
できるのか考えるきっかけとして、「大阪SDGs行動憲章」を策定しました。
まずは日常生活の中でできることから始めてみませんか。

こんな取り組みを行っています！

応募しよう  NPO × SDGs
「誰一人取り残さない」というSDGsの理念の
下、コロナ禍の社会課題解決に取り組むNPO等
に対し、民間と連携して資金援
助します。令和3年度事業を公募
中です。ぜひご応募ください。
問�府企画室推進課
HP � 大阪府　社会課題解決　NPO

使おう みんなでマイボトル
プラスチックごみゼロをめざして、事業者
や関係団体等と連携し、マイボトルの普及
活動を行っています。皆さん
もマイボトルを利用してみ
ませんか。
問�府エネルギー政策課
HP � 大阪府　マイボトル

見て学ぼう 万博・SDGsポスター
府内の小・中学校で、専用教材を使って、万博や
SDGsを学ぶ「教育プログラム」を行っています。
子どもたちが授業の中で制作に
取り組んだアイデアポスターを、３月
中旬から公共施設で展示予定です。�
問�2025年日本国際博覧会協会
HP � 万博教育プログラム

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。

エコバッグやマイボトル、
マイ容器を使おう！ 
プラスチックごみは
ルールに従って
適切にリサイクル・
ごみ出ししてな。

大阪府では、一日にたこ焼き
6,000万個（約1,180トン）
に相当する食品が捨てら
れている！

不用意に捨てられたごみは、
雨や風で流されて海へ流出。
このままでは2050年には海
のプラスチックごみの量が魚
の量※を超えてしまう！

身近な「もったいない」が
たくさん起こっている

海が汚れ、
海の生物がいなくなる

※�海洋中の魚は約10億トン、2050年には
プラスチックごみ累積量が約11億トン

12　つくる責任　つかう責任 14　海の豊かさを守ろう

日頃から冷蔵庫の中を把握して、
必要な分だけ買い足そう！

S
エスディージーズ

DGsってなに？
「誰一人取り残さない」という理念の
下、貧困や不平等・格差、気候変動など
の問題解決に向けて、世界の国々が話
し合って決めた2030年までの国際目
標です。大阪は、SDGs先進都市をめ
ざして取り組みを進めています。

例えばこんな問題点 例えばこんな問題点 こんな行動もSDGsこんな行動もSDGs
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経済センサス－活動調査にご協力ください！
全国すべての事業所・企業が対象です

■経済センサス‐活動調査って何？
日本の全産業の経済活動を全国的・地域的に明らかにす
るための調査です。総務省・経済産業省・大阪府・市区町
村が５年おきに実施します。
■どんなことに役立てられるの？
商店街活性化などの行政施策の立案、民間企業における
新規出店計画の策定など、広く活用されています。
■どうやって調査するの？
事業所・企業の規模、形態などにより、「調査員による訪問
調査」と「国等による郵送調査」の２つの方法で行います。
■いつ、どうやって回答するの？
令和3年6/1現在の状況を回答していただきます。紙の調
査票もありますが、安全で便利なインターネット回答がお
すすめです！
・調査票配布期間：5/20(木) ～ 31(月)
・インターネット回答期間：5/20(木) ～ 6/8(火)

■回答内容が漏れることはないの？
統計法に基づき、すべての情報は保護されます。回答内
容は統計作成のためだけに用いられます。
■必ず答えなくてはならないの？
統計法に基づき、回答する義務があります。日本経済の

「いま」を明らかにするための調査です。皆さんのご理解・
ご協力をお願いします。
HP  経済センサス活動調査2021
問 府統計課

 06(6210)9204

令和3年春の全国交通安全運動実施

4/6（火）～15（木）は春の全国交通安全運動期間です。交
通安全意識を高め、交通事故をなくしましょう。
■大阪重点
・信号遵守の徹底
■全国重点
・子供と高齢者を始めとする歩行者の安全の確保
・自転車の安全利用の推進
・歩行者等の保護を始めとする安全運転意識の向上
HP  春の全国交通安全運動
問 府道路環境課　  06(6944)9290

4/2 ～ 8は「発達障がい啓発週間」です
講演会をオンラインで開催します

発達障がいへの理解を深
めていただくため、「世界自
閉症啓発デー」である4/2
に大阪城天守閣、太陽の塔
などをブルーライトアップ
します。4/8（木）には塩野
義製薬株式会社と共催で
講演会を開催します。この
機会に、発達障がいについて考えてみましょう。
日 4/8（木）14：00 ～16：30
定 500人【申込先着順】
申 4/2（金）まで【必着】／インターネット／問まで
HP  大阪府　発達障がい啓発週間
問 府地域生活支援課　  06(6944)6689

「障がい者への合理的配慮」を義務化します

障がい者差別のない共生社会の実現に向けて、障がい者
差別解消条例を改正し、これまで努力義務とされていた事
業者による合理的配慮の提供を4月から義務化します。障
がいを理由とする差別に関する相談は、市町村の相談窓口
もしくは府広域支援相談員までお寄せください。
HP  大阪府　障がい者差別解消条例
問 府障がい福祉企画課　  06(6944)6271

府営住宅　令和3年度第1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
区町村等で配布します。
申 4/1（木）～15（木）【消印有効】／申込書を郵送、インター
ネット

税の申告や自動車の登録手続きはお済みですか？

■所得税の申告期限
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、十分な申告
期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図るた
め、申告所得税（および復興特別所得税）、贈与税および個
人事業者の消費税（および地方消費税）の申告期限につい
て、全国一律で令和３年４/15（木）まで延長しています。ま
た、国税庁HPを利用して、パソコンやスマートフォンなどで
e-Tax用申告等データを作成し、自宅等から電子申告する
ことができます。
■自動車の登録手続き
３月は自動車の名義変更や廃車等の登録手続きが１年の
中で最も集中します。特に３月下旬は運輸支局の窓口が極
端に混雑するため、自動車の登録手続きは、比較的空いて
いる３月の中旬までに済ませてください。
問 近畿運輸局大阪運輸支局　  050(5540)2058
なにわ自動車検査登録事務所　  050(5540)2059
和泉自動車検査登録事務所　　  050(5540)2060
※オペレーター対応は平日８：30 ～ 17：15まで。自動音声
案内は24時間ご利用になれます。

点訳・朗読奉仕員（ボランティア）
中級養成講座受講者を募集します

視覚に障がいのある人のため基礎的な学習を修了された
人を対象に中級養成講座を実施します。声の図書や点字
本の制作、対面朗読等の技術をさらに向上させボランティ
ア活動に役立てませんか。
日 受講判定試験：5/13（木）
養成講座：5/27（木）～11/25（木）
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 各25人
申 3/15（月）～ 4/30（金）【必着】／申込書を郵送・ＦＡＸ：

（一財）大阪府視覚障害者福祉協会（視覚障がい者支援セ
ンター）、インターネット：府自立支援課

 06(6748)0631
HP  大阪府点訳・朗読奉仕員

府公立学校教員採用選考テスト受験説明会

教員採用選考テストの概要説明のほか、現職教員が受験
体験談などを語るパネルディスカッション（4/3（土）のみ）
や質問コーナーなどを予定しています。
日 ①4/3（土）午前の部 10：00 ～12：00
 午後の部 13：30 ～15：30
　 ②4/8（木） 18：45 ～ 20：15
所 ①②エル・おおさか（地下鉄「天満橋」ほか）
定 ①各400人②100人【申込先着順】
申 3/19（金）17：00まで／インターネット

府職員採用試験（大学卒程度）
行政・警察行政・技術

行政職は平成8年4/2から平成12年4/1までに生まれた
人、警察行政職は平成4年4/2から平成12年4/1までに生
まれた人、技術職は平成4年4/2から平成12年4/1までに
生まれた人および平成12年4/2以降に生まれた人で、大
学、短大または高等専門学校卒業（見込み）の人が対象で
す。1次試験は行政職・警察行政職・技術職ともにSPI3と
エントリーシートで実施。学歴・職務経験不問。警察行政職
を除き、日本国籍の有無は問いません。令和3年度から警察
行政（大学卒程度）の1次試験日および試験科目が変更に
なります。3/1（月）10：00から試験案内を公表します。
日 1次試験5/16（日）
申 3/1（月）10：00 ～ 4/9（金）13：00 ／インターネット
HP  大阪府職員採用試験

児童扶養手当・特別児童扶養手当のお知らせ

児童扶養手当
離婚その他法令に定める理由により、父または母と生計
を同じくしていない児童(※)を育てているひとり親家庭
などに支給。
※18歳到達後最初の年度末までの児童。児童に法令で
定める程度の障がいがある場合は、20歳未満の児童。
■手当月額
1人目43,160円～10,180円の範囲で支給
2人目10,190円～5,100円の範囲で加算
3人目以降1人増えるごとに6,110円～3,060円の範囲で
加算
・請求者または配偶者および扶養義務者の所得に応じ
て、10円きざみで逓減されます。
・所得制限限度額は変更されることがあります。
■手当の支給
認定されると翌月分から支給され、奇数月に支払いがあ
ります。
■支給期間などによる支給停止制度
受給開始から一定期間経過したときは手当が２分の１に
減額となります。条件に該当する人は一部支給停止適用
除外の手続きを行えば、それまでと同様の手当を受給で
きます。対象となる人には、市区町村から事前に連絡があ
ります。
■公的年金給付等を受給している人の場合
公的年金給付等の額が、児童扶養手当の支給額を下回る
場合、その差額を児童扶養手当として受給することがで
きます。障がい基礎年金等を受給している人については
令和３年３月分（令和３年５月支払）から手当額の算出方
法と支給制限に関する所得の算出方法が変更されます。
既に認定を受けている人は申請不要ですが、障がい基礎
年金等を受給しているため手当の申請をしていない人は
お住まいの市区町村に申請が必要です。令和３年３/1に
手当の支給要件を満たしている人は令和３年６/30（水）
までに申請すれば令和３年３月分の手当から受給が可能
です。
特別児童扶養手当
20歳未満の法令で定める障がいの状態にある児童を育
てている父母(主として児童の生計を維持するいずれか
1人)等に支給。
■手当月額
障がいの程度に応じて１級または２級とし、手当額が異
なります。
１級52,500円、２級34,970円
■手当の支給
認定されると、請求月の翌月分から支給され、年3回支給
されます。

児童扶養手当・特別児童扶養手当の
認定請求等の手続き
■認定請求
お住まいの市区町村担当窓口で、必要な書類等を確
認・相談のうえ、手続きしてください。請求等の手続き
には、マイナンバー（個人番号）の記載が必要ですので、
マイナンバーと本人確認できる書類を提示ください。
■その他
児童が施設等に入所したり、年金を受給できるとき
は、支給対象外になる場合があります。また、手当額は
前年の所得額等により一部または全部支給停止され
るときがあります。

HP  大阪府　子育てのための手当制度
問 府家庭支援課　  06(6944)7532
またはお住まいの市区町村担当窓口

3月は自殺対策強化月間です
3月中は24時間電話相談を実施します

昨年、府内では、年間およそ1,400人、１日に約4人の人が自
殺で亡くなっています。悩みを抱えている人は、一人で悩
まず、専門機関にご相談ください。
■電話相談　「こころの健康相談統一ダイヤル」

 (0570)064 556（おこなおう　まもろうよ　こころ）
3/1（月）9：30～31（水）17：00の間、24時間相談ができま
す。※4月以降は平日9：30～17：00
HP  こころのオアシス

ブルーにライトアップされた
大阪城天守閣
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新型コロナウイルス感染症について

少しでも症状がある場合は、医療機関へ早めに相談を！

あなたとあなたの大切な人を守るため、一人一人の感染対策の徹底を！

国
立
文
楽
劇
場

5月 国立文楽劇場寄席
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
①19日（水）②20日（木）③21日（金）④22日（土）①～④13：00

新
歌
舞
伎
座

5月　島津亜矢コンサート2021劇場版スペシャル
▶1階席 9,000円を4,500円
⑤10日（月）⑥11日（火）⑤～⑥12：00　⑦9日（日）15：00　⑧10日（月）16：00

5月　レ・フレールーキャトル座ー
▶S席（1・2階） 5,000円を2,500円
⑨15日（土）16：00
5月　THE G・Sー栄光のグループサウンズー
▶S席（1・2階） 7,000円を3,500円
⑩16日（日）14：00　⑪16日（日）18：00
5月　八代亜紀プレミアムコンサート
▶1階席 9,000円を4,500円
⑫17日（月）12：30　⑬17日（月）16：30
5月　前川清ファミリーコンサート
▶1階席 9,000円を4,500円
⑭18日（火）12：30　⑮18日（火）16：30
5月　川中美幸歌手生活45周年2021コンサート「人・うた・心」
▶1階席 9,000円を4,500円
⑯19日（水）12：30　⑰19日（水）16：30
5月　坂本冬美コンサート2021
▶1階席 9,000円を4,500円
⑱25日（火）⑲26日（水）⑱～⑲12：00　⑳25日（火）㉑26日（水）⑳～㉑16：00
６月　山内惠介コンサートー歌の灯、あなたに届けますー
▶1階席 9,000円を4,500円
㉒14日（月）㉓15日（火）㉔16日（水）㉕17日（木）㉖18日（金）㉗19日（土）㉒～㉗12：00
㉘15日（火）㉙17日（木）㉚19日（土）㉘～㉚16：00
６月　演歌女子。～昭和・平成の名曲ヒットパレード～IN新歌舞伎座
▶1階席 7,000円を3,500円
㉛22日（火）12：00　㉜22日（火）16：00
６月　北島三郎コンサート
▶1階席 10,000円を5,000円
㉝25日（金）㉞26日（土）㉟27日（日）㉝～㉟15：00

大
阪
松
竹
座

5・6月　おあきと春団治　～お姉ちゃんにまかしとき～
▶藤山直美／西川きよし／西川忠志／田村亮／金子昇　ほか
▶1等席（1・2階）13,000円を6,500円
㊱5月21日（金）㊲24日（月）㊳26日（水）㊴27日（木）㊵28日（金）㊶31日（月）
㊷6月1日（火）㊱～㊷11：00
㊸5月22日（土）㊹23日（日）㊺27日（木）㊻29日（土）㊼30日（日）㊽6月3日（木）
㊾5日（土）㊸～㊾15：30
6月　ＯＳＫ日本歌劇団　レビュー夏のおどり
新トップスター　楊 琳 お披露目公演
▶OSK日本歌劇団
▶1等席（1・2階）8,500円を4,250円
㊿14日（月）�15日（火）�17日（木）�18日（金）㊿～�11：00
�13日（日）�15日（火）�17日（木）�19日（土）�～�15：00

南
座

5月　舟木一夫シアターコンサート2021 in 南座
▶A席（3階）6,500円を3,250円
�23日（日）�24日（月）�25日（火）�～�13：00

不妊に悩む方への特定治療支援事業について
制度の拡充と申請期限のお知らせ

助成制度が拡充されました
令和3年1/1以降に治療を終了した人について、助成金額
の増額、所得制限の撤廃、事実婚の人への助成等、制度が
拡充されました。詳しくは府HPをご確認ください。
申請期限の延長について
助成制度の拡充等に伴い、令和2年度（令和2年4/1から令
和3年3/31まで）に治療が終了した特定不妊治療費助成
金の申請期限について、府では今年度に限り5/31（月）まで
延長します。お問い合わせは、住所地を管轄する府保健所
へ（大阪・堺・豊中・吹田・高槻・枚方・寝屋川・八尾・東大阪の
各市にお住まいの人は、各市の窓口へ）。
HP  大阪府　不妊助成
問 府地域保健課　  06(6944)6698

知る、分かる、考える、統合型リゾート（IR）セミナー

第3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、「ニューノーマルに対応した大阪の観光」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 3/25(木)14：30 ～16：30
所 堺商工会議所（地下鉄「なかもず」ほか）
定 100人【申込先着順】
申 3/18（木）締切／インターネット、ＦＡＸ／問まで
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

福祉の就職総合フェアSPRING in OSAKA
今年は4日間のオンライン開催！

福祉・介護の仕事に関心のある
人と、府内の社会福祉施設等

（150法人）との合同求人説明
会をオンラインにより開催しま
す。就活に役立つWEBセミナー
も同日開催。ぜひ、ご参加くださ
い。
日 3/13(土)、14(日)、20(土・祝)、21(日) 12：30 ～18：00
申 インターネット
HP  大阪　春　福祉就職
問 （福）大阪府社会福祉協議会・大阪福祉人材支援センター

 06(6762)9020

ねんりん美術展・ねんりんピック岐阜2021
美術作品と大阪府代表選手の募集

60歳以上の人を対象に、「大
阪府ねんりん美術展」へ出品
する作 品と、10/30(土) ～
11/2（火）に岐阜県内で開催
される「ねんりんピック岐阜
2021」交流大会（ゲートボー
ルや卓球、テニスなど）に派
遣する選手を募集します。参加資格は、府内在住（大阪市、
堺市を除く）で昭和37年4/1以前に生まれた人です。募集
期間および申し込みは、競技等により異なりますので詳し
くはHPをご覧ください。
HP  ねんりん　ファイン財団
問 （一財）大阪府地域福祉推進財団

 06(4304)0294

依存症理解啓発府民セミナーを開催します

依存症の理解啓発と正しい知識の普及のためのセミナー
を、WEB配信します。詳しくは府HPをご確認ください。
日 3/16（火）～ 31（水）
HP  依存症理解啓発府民セミナー
問 府こころの健康総合センター

 06(6691)2818　  06(6691)2814

大阪府20世紀美術コレクション展
「彼我の絵鑑（ひがのえかがみ）」

大阪を拠点に活躍する気鋭
の画家野原万里絵さんが、
府のコレクションから選ん
だ作品と、ｅｎｏｃｏで滞在
制作した新作等をあわせて
展示します。そこから絵と共
に生きる人々の思考が垣間
見えるような空間を構成しま
す。ぜひ、お楽しみください。
日 ３/30（火）～５/1（土）11：00 ～19：00　※月曜日休館
所 府立江之子島文化芸術創造センター（地下鉄「阿波座」）
HP  彼我の絵鑑、ひがのえかがみ
問 府立江之子島文化芸術創造センター（enoco）

 06(6441)8050

申込方法  63円の往復はがきに◎①〜�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3月8日（月）〔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。5月分当落通知は3月31日頃、6月分当落通知は4月19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 5・6月

65歳以上の人から順に一般向け接種が始まります。接
種は無料で、お住まいの市町村から接種券が送付され
ますので、事前予約のうえ受診してください。

高齢者施設等の職員や入所者に少しでも症状がある場
合に、スマートフォンやパソコンで、インターネットから検
査申し込みができます。詳しくは府HPをご確認ください。
HP  スマホ検査センター

新型コロナワクチンの
一般接種が始まります

高齢者施設「スマホ検査センター」
をご活用ください

HP  大阪府　コロナ　検査

交流大会の様子

伊藤継郎「スケッチ・ブック」
（大阪府20世紀美術コレクション）

手洗いの徹底 マスクの着用「3つの密」を避ける

密接

密集 密閉

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

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

感染に気付いていない
人や無症状・軽症の人
が感染対策をせず人
に接すると、重症化や
死亡リスクの高い人（※）

に感染を広げる可能
性があるねん。

※高齢者や基礎疾患のある人
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http://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/boshi/josei.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/irs-suishin/semina-/index.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/houjin/jinzai/harufaira.html
http://www.fine-osaka.jp/
http://www.pref.osaka.lg.jp/kokoronokenko/osakaaddiction/addiction-seminar.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/bunka/enokojima/enokojima-higa.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/j_fusei/f_menu.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/bunka/news/hangakukansyo.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/sinryokensa.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikifukushi/coronafukushi/index.html


安心して医療を受けるために

HP  おおさかアスマイル
問 おおさか健活マイレージアスマイル事務局

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

国民健康保険(国保)の
お知らせです

市町村では、身体計測や血圧・血糖等を測定する特定健診や、がん検診を実施していま
す。体の状態が分かれば、生活習慣病につながるリスクを早期に発見することができ、
病気の予防や日々の健康づくりにつながります。
コロナ禍の外出自粛などの影響で、知らず知らずのうちに、生活習慣病のリスクがより
高まっているかもしれません。今だからこそ、自分の健康管理を始めましょう！
受診券や案内が届いたら、ぜひ受診してください。
　各健診（検診）の実施場所では、コロナ禍でも安心して受診いただけるよう、感染防止対策を徹底しています。

◆施術には、健康保険を「使えるもの」と「使えないもの」があります

◆�施術月ごとに作成される｢療養費支給申請書｣は､内容を確認の上､原則、
患者さん自身で署名し､領収書は必ず受け取り保管してください。

HP 大阪府　柔道整復療養費 　問 府国民健康保険課　  06(6944)6660

柔道整復師、はり師・きゅう師、
あん摩マッサージ指圧師の施術を受けられる人へ

保険適用
施術種別 ○ 使えます × 使えません

柔道整復師の施術
（整骨院・接骨院など）

・ 骨折、脱臼、打撲および捻挫
（「肉ばなれ」を含む）
 ※ 骨折および脱臼は、応急の場合

を除き医師の同意書などが必
要です

・単なる肩こり、筋肉疲労
・ 交通事故等による後遺症
・ 仕事中に起きた事故に
よる負傷　　　　

など

はり師・きゅう師の
施術
（鍼

しん

灸
きゅう

院など）

・ 医師の同意書等を得た､神経痛､

   リウマチ､頸
けい

腕
わん

症候群、五十肩、
 腰痛症､頸

けい

椎
つい

捻挫後遺症など

・ 原則として左記以外の
もの

・ 保険医療機関で同一疾
病を治療中の場合

あん摩マッサージ
指圧師の施術
（マッサージ院など）

・ 医師の同意書等を得た､筋まひ・

 筋萎縮・関節拘
こ う

縮
しゅく

など、医療上の
 マッサージを必要とする症例

・ 原則として左記以外の
もの

・ 疲労回復や慰安が目的
のあん摩マッサージ

実はメタボ予備群⁉血圧高かったんだ…

お問い合わせは
▶40歳から74歳までの人
　（特定健診対象） お住まいの市区町村窓口へ

▶75歳以上の人
　（健康診査対象）　

後期高齢者医療広域連合へ
 06(4790)2031

▶がん検診について 健診（検診）についてのお問い合わせ
はお住まいの市区町村窓口へ

「アスマイル」は、日々の健康活動を記録して自身
の健康管理ができるアプリです。電子マネーなど
が当たる抽選など、お得な機能も付いています。
この機会に、
ぜひご登録
ください！

アプリのダウン
ロードはこちら

詳しくはこちら
（��大阪けんしん
ポータルサイト）

アスマイルは
22万人※が登録しているアプリです！ 

大阪府の市町村保険者一覧はこちら

※ お試し登録を含む。令和3年1月時点

「アスマイル」を活用しましょう！あなたは今、健康ですか？
自分の体を知りましょう！

国保への切り替え手続きは、
14日以内に お住まいの市区町村
窓口で行ってください

国保は、他の公的医療保険制度(協会けんぽ、健康保
険組合、共済組合など)に加入していない、すべての
人に加入が義務付けられています(生活保護を受け
ている人を除きます)。会社を退職されたなどで、他
の保険を脱退した人は、14日以内に国保へ加入して
ください。
◆加入手続きがお済みでないと…

　  保険証が提示できないため、医療機関窓口での支払
いは全額自己負担となります。国保への加入となる
人は、早めに切り替え手続きを行ってください。
◆�保険料(税)の支払いは
　口座振替が便利です!

　 安全・確実・便利な口座振替にす
ることで、納め忘れの心配がなく
なります。

お問い合わせはお住まいの市区町村窓口へ

市区町村窓口の電話番号がわからない
ときは、府民お問合せセンターまで
お問い合わせください。

 06(6910)8001　  06(6910)8005
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https://www.asmile.pref.osaka.jp/index.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/houjin/juseitop/index.html



