
要チェック！

令和３年度から大阪でも、熱中症の危険性が極めて高くなると予測された場合に注意を呼びかける
「熱中症警戒アラート」が発表されます。（都道府県ごとに発表）

 1つでも該当したら救急車を呼びましょう
◦重の症状がある　
◦重の症状でなくても
　▶呼びかけに応えない ▶水を自分で飲めない ▶症状が改善しない

● 適宜、マスクをはずす
・  気温、湿度が高い中でのマスク着用

は要注意。
・   屋外で人と十分な距離（２メートル以上）を確保できる場合

には、マスクをはずす。
・        マスクを着用しているときは、強い負荷のかかる作業や運動

を避けましょう。また、周囲の人との距離を十分にとった上
で、適宜マスクをはずして休憩を。

● のどが渇いていなくてもこまめに水分補給
・1日当たり1.2リットルを目安に
・大量に汗をかいた時は塩分補給も忘れずに

● 冷房時も換気
・冷房時でも換気を確保しつつ、室内温度を適切に管理。

新しい生活様式における熱中症予防行動
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こんな症状に注意！

事前の情報入手で

暑さ対策

駅前広場等の暑さ対策
多くの人々が暑くても待たざるを得ない駅前広場などで植栽や微細
ミストなどの暑さ対策に取り組んでおり、今夏、金剛駅（大阪狭山市）
など21カ所で供用が開始されます。

おおさかクールオアシスプロジェクト
外出時に、暑さをしのぐための一時避難所として
お気軽にお立ち寄りいただける施設・店舗があります。
協力施設・店舗には、標識を掲げています。

外出時には暑さから身を守るための場所を利用しましょう

   症状があったら、涼しい場所へ移動し、すぐに体を冷やしましょう

◦ 暑さ指数（※）の予測値が都道府県内のどこかで
33以上になる場合の、前日17時頃および当日5時頃

　※暑さ指数とは、気温・湿度なども考慮した熱中症予防のための数値です。
◦ 気象庁と環境省のウェブサイト、テレビやラジオ、各種天気

予報サイトなどで確認することができます。
◦ 熱中症警戒アラートのメール配信サービス（無料※）があります。
　※情報取得にかかる通信料は利用者の負担となります。

◦外での運動や活動を中止・延期する
◦ 高齢者など熱中症のリスクが高い

人に注意するように声かけする。
◦ 昼夜を問わず、エア

コンを使用し室内
温度を調整

いつ、どのように
発表されるの？

発表されたら
どうするの？

メール配信サービスの案内のほかにもさまざまな暑さ対策
情報も紹介していますので、府HPを見て活用しましょう。

大阪府　熱中症HP

大阪府　 暑さ対策情報ポータルサイト
大阪府　暑さ対策HP
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府営住宅　第3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
区町村で配布します。
申 8/2（月）～16（月）／郵送【消印有効】、インターネット

「心の輪を広げる体験作文」・「障がい者週間ポスター」の募集

障がいのある人とない人との心
のふれあい体験をつづった作
文（小学生部門、中学生部門、高
校生部門、一般部門）や、障がい
者への理解を促進するポスター

（小学生部門、中学生部門）を募
集します。入賞者には、賞状など
を贈呈します。※募集部門は、支
援学校の児童生徒を含む。
申 9/3（金）【必着】／作文：郵送、
メール、持参　ポスター：郵送、
持参／問 まで
※大阪市・堺市にお住まいの人
は各市担当課へ
HP  ■■ 大阪府　作文・ポスター募集　 
問 府障がい福祉企画課

 06（6944）6271　  06（6942）7215

「介護のお仕事」はじめてみませんか？
介護分野への就労・定着促進事業

介護に興味のある人、転職をお考えの人、大阪福祉人材支
援センターをぜひご利用くだ
さい！当センターHPに掲載す
る、本事業参加求人に応募し
て就職した場合、働きながら
無料で介護職員初任者研修
を受講できます。
HP  ■■ 大阪府介護分野 　 
問 府福祉人材・法人指導課　  06（6944）0286

高濃度PCBは直ちに処理が必要です！

事業所などでPCBを含む電気機器はありませんか？万一
高濃度PCBを発見した場合は直ちに処分手続きが必要で
すので、至急所管の行政窓口へご連絡ください（中小企業
などを対象とした処理料金の軽減制度があります）。なお、
低濃度PCBは令和9年3月末までに処分が必要です。
HP  ■■ 大阪府　PCB　 
問 府産業廃棄物指導課　  06（6210）9583

不育症検査費用助成事業が始まります

令和3年4月以降に所定の不育症検査を行った府内（大阪・
堺・豊中・吹田・高槻・枚方・八尾・寝屋川・東大阪の各市を除
く）在住の人を対象に、当該検査費用の一部を助成します。
詳しくは府HPをご確認ください。
HP  ■■ 大阪府　不育症検査費用助成事業　 
問 府地域保健課　  06（6944）6698

7月は「少年非行・被害防止強調月間」です
無視するな　心の中の　正義感

SNSを通じた自画撮りなどの性被害防止、大麻などの薬物
乱用防止、暴走族追放など少年の非行・被害の防止に向け
た広報啓発活動を府内各地において行います。
日 7/6（火）14:00 ～16:30ほか
所 イオンモール大阪ドームシティ（地下鉄「ドーム前千
代崎」ほか）ほか
HP  ■■ 大阪府　少年非行防止月間　 
問 府青少年課　  06（6944）9152

7月は「夏の交通事故防止運動月間」です

みんなで交通ルールを守り、正し
い交通マナーを実践して、交通事
故をなくしましょう。詳しくは府
HPをご確認ください。

HP  ■■ 大阪府　交通対策協議会　 

8月は「こども110番月間」です

地域の子どもは地域で守り、子どもたち
が安心して暮らせる環境を確保するた
め、「こども１１０番」運動を推進していま
す。月間中は、府内各地で子どもの安全
についての広報啓発活動を行います。
HP  ■■ 大阪府　こども１１０番　 

個人事業税（第1期分）の納期限は8/31（火）です

納税通知書を8/2（月）に発送します。納税通知書に記載の
金融機関やコンビニエンスストアなどで納付できます。詳
しくは府ＨＰをご確認ください。
HP  ■■ 大阪府　個人事業税　納期限　 

高次脳機能障がいについて知ろう！
～脳卒中や事故などの後、もしかすると!? ～

脳卒中や交通事故などにより、脳が傷つき言語や記憶な
どに生じる障がいを「高次脳機能障がい」と呼びます。外見
では判断しにくい障がいですが、早く適切な支援につなが
ることにより安心して暮らすことができます。この機会に
高次脳機能障がいについて知ってみませんか？当日は相
談ブースも設けています。
日 ７/10（土）13:00 ～16:00
所 イオンモール堺北花田（地下鉄「北花田」）
HP  ■■ 大阪府　高次脳　 
問 府地域生活支援課　  06（6944）6671

特殊詐欺の被害に注意！

「あなたの名義で〇〇の権利が当選しました」や「あなたの名
義を譲って」などの電話がかかってきていませんか？応じてし
まうと、弁護士などを名乗る者からさらに電話がかかってきて

「名義貸しは犯罪だからあなたは逮捕される」などと脅され、
解決金名目で現金をだまし取られます。これは詐欺です。この
ような電話がかかってきたらすぐに警察に相談してください。
HP  ■■ 大阪府警察　特殊詐欺　 

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のある盲ろう者福祉に熱意
がある人を対象に、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 9/14（火）～令和４年2/24日（木）の期間で18日間開講
予定
所 大阪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（募集定員を超えた場合は、受講者を選考によ
り決定）
申 ８/13（金）【必着】／郵送、ＦＡＸ、メール／問まで

「必要事項」、最寄駅、メール、志望理由、受講への配慮と理由、
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 （社福）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

「舞台芸術オープンカレッジ」演劇作品・ 
 「芸術・文化コンテスト」の出演者募集

■「舞台芸術オープンカレッジ」
芸術性や表現力を伸ばし、クオリティの高い作品作りを
行うプログラム「舞台
芸術オープンカレッジ
2021創造のコース」の
演劇作品出演者を募集
します。障がいの有無に
かかわらず演劇に興味
のある人は、ぜひご応
募ください。
■「芸術・文化コンテスト」
府内にお住まいまたは勤務、通学などしている障がいのあ
る人で、芸術文化活動を行っている個人または団体（団体
の場合、10人以内で障がいのある人が出演者に半数以上
含まれること）を対象に、舞台芸術の成果を披露する「障が
い者芸術・文化コンテスト2021」への出演者を募集します。
日 発表日：11/21（日）13：00 ～16：00（予定）
所 国際障害者交流センター（ビッグ・アイ）多目的ホー
ル（泉北高速鉄道「泉ケ丘」）
定 カレッジ：20人　コンテスト：提出資料により選定
申 7/31（土）まで／ビッグ・アイ「演劇オーディション」係：
郵送【必着】、メール、FAX ／「コンテスト」係：郵送【必着】
HP  ■■ 大阪府　オープンカレッジ　コンテスト　 
問 国際障害者交流センター（ビッグ・アイ）

 072（290）0962
 072（290）0972（カレッジのみ）

明るい選挙啓発ポスターコンクール

小学校・中学校・高等学校・特別支援学校の児童・生徒を対
象に、明るい選挙を呼びかける啓発ポスターを募集してい
ます。
申 9/10（金）まで／在住・在学の市区町村選挙管理委員会
HP  ■■ 大阪府　選挙啓発　 

令和2年度
小学生部門最優秀賞

こども110番運動の
キャラクター

令和２年創造のコース練習風景

夏の交通事故防止
運動ポスター
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2 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、中止・変更となる場合があります。ホームページなどで、最新の情報をご確認ください。令和3年（2021年）7月1日

7・8月

https://www.pref.osaka.lg.jp/j_fusei/f_menu.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/koseishonen/kyochogekkan/index.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/dorokankyo/anzen/r03natunojikobousi.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/chiantaisaku/kodomo/110ban.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/zei/alacarte/kojin_1kibun.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/jiritsusodan/kojinou/
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/seikatsu/tokusyusagi/index.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/jiritsushien/jiritsushien/jukouannai.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/jiritsushien/jiritsushien/culture.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/senkan/akaruisenkyo/index.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/keikakusuishin/syougai-info/r3sakubunposuta.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/houjin/jinzai/syurou_teichaku.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshoshido/pcb/index.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/boshi/huikushou.html


新型コロナウイルス感染症について
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9月 国立文楽劇場寄席　上方演芸特選会
▶漫才　海原はるか・かなた／講談　旭堂南北／落語　林家染雀／
浪曲　春野恵子　ほか
▶全席指定2,200円を1,100円
①15日（水）②16日（木）③17日（金）④18日（土）①～④13：00
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9月　ミュージカル　ジェイミー
▶森崎ウィン・髙橋颯(WATWING) Wキャスト／安蘭けい
▶S席（1・2階） 12,800円を6,400円
⑤4日（土）17：00　⑥7日（火）⑦8日（水）⑥～⑦13：00　⑧11日（土）12：00
9月　ブロードウェイ・ミュージカル　エニシング・ゴーズ
▶紅ゆずる／大野拓朗／廣瀬友祐／愛加あゆ／一路真輝／平野綾／
市川猿弥／陣内孝則
▶S席（1・2階） 14,000円を7,000円
⑨17日（金）15：00　⑩18日（土）⑪22日（水）⑫25日（土）⑩～⑫17：00
⑬20日（月・祝）⑭23日（木・祝）⑮24日（金）⑬～⑮13：00
⑯22日（水）⑰25日（土）⑯～⑰12：00
10月　醉いどれ天使
▶桐谷健太／高橋克典／佐々木希／田畑智子／篠田麻里子／髙嶋政宏
原作：黒澤明／植草圭之助／脚本：蓬莱竜太／演出：三池崇史
▶S席（1・2階） 14,000円を7,000円
⑱1日（金）⑲2日（土）⑳3日（日）㉑4日（月）㉒5日（火）㉓6日（水）㉔7日（木）
㉕8日（金）㉖9日（土）㉗10日（日）㉘11日（月）⑱～㉘12：00
㉙2日（土）㉚6日（水）㉛9日（土）㉜10日（日）㉙～㉜17：00
10月　渡辺真知子コンサート2021
▶S席（1・2階） 6,500円を3,250円
㉝14日（木）18：00
10月　五木ひろしコンサート
▶1階席 10,000円を5,000円
㉞16日（土）㉟17日（日）㉞～㉟15：00
10月　細川たかしとファミリー達2021
▶細川たかし／彩青／田中あいみ／大川良太郎
▶1階席 9,000円を4,500円
㊱18日（月）15：00　㊲19日（火）13：00
10・11月　夫婦漫才
▶大地真央／中村梅雀
原作：豊川悦司／演出：ラサール石井／脚本：池田テツヒロ
▶1階席 10,000円を5,000円
㊳10月24日（日）12：00
㊴10月25日（月）㊵26日（火）㊶27日（水）㊷28日（木）㊸30日（土）㊹31日（日）
㊺11月1日（月）㊻2日（火）※10月公演と同じ取り扱いとなります。㊴～㊻11：00
㊼10月26日（火）㊽30日（土）㊼～㊽16：00
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9月　喜劇　老後の資金がありません
▶渡辺えり／高畑淳子／原嘉孝／松本幸大（ジャニーズJr.）／
宇梶剛士／羽場裕一　ほか
▶1等席（1・2階）12,000円を6,000円
㊾2日（木）㊿3日（金）�4日（土）�6日（月）�9日（木）�13日（月）�14日（火）
㊾～�11：00　�2日（木）�4日（土）�6日（月）�9日（木）�11日（土）
�13日（月）�～�15：30
10月　十月花形歌舞伎　GOEMON　石川五右衛門
▶片岡愛之助／今井翼／中村壱太郎／中村種之助／上村吉弥／中村鴈治郎
▶1等席（1・2階）14,000円を7,000円
�12日（火）�13日（水）�15日（金）�22日（金）�～�11：00

南
座

9月　九月南座超歌舞伎　本公演
映像　超歌舞伎の魅力
一、都染戯場彩　二、御伽草紙戀姿絵
▶中村獅童／初音ミク／澤村國矢　ほか
▶1等席（1・2階） 13,000円を6,500円
�3日（金）�15日（水）�22日（水）�～�15：30
9月　九月南座超歌舞伎　リミテッドバージョン
映像　超歌舞伎の魅力
一、御伽草紙戀姿絵
▶中村獅童（口上）／初音ミク／澤村國矢　ほか
▶S席（1・2階） 6,500円を3,250円
�5日（日）�7日（火）�14日（火）�17日（金）�24日（金）�～�15：30

笑いDE学ぶ消費者トラブルHS（ハイスクール）編2021
消費者トラブルについて動画で楽しく学ぼう!

若者が陥りやすい消
費者トラブルについ
て、人気お笑い芸人
の見取り図さん、森田
まりこさん（吉本新喜
劇）がコントでわかり
やすく解説します。動
画を見て、クイズとアンケートに回答してくれた人の中か
ら抽選で10名様に出演者のサイン色紙をプレゼント！
日 7/8（木）～ 8/31（火）
HP  ■■ 大阪府　笑いDE学ぶ消費者トラブル　 

ヒアリ等にご注意ください

府内では、平成29年度に大
阪港で確認されて以降、毎
年、陸揚げされたコンテナ内
などで確認されています。疑
わしいアリを発見したら下
記にご連絡いただくととも
に、素手では触らないように
してください。
HP  ■■ 大阪府　ヒアリ　 
問 環境省ヒアリ相談ダイヤル　  （0570）046 110

大阪府立大学・大阪市立大学等授業料等無償化の実施

府では、親の経済事情や家庭の個別事情によって、大阪
の子どもたちが進学を諦めることなくチャレンジできる
よう、大阪で子育てをしている世帯への支援として、一定
の要件のもと府立大学・市立大学・府大高専の授業料な
どの無償化を実施しています。詳しくは府HPをご確認く
ださい。
HP  ■■ 府大・市大　授業料等無償化　 
問 府府民文化総務課　  06（6210）9257

私立高校生等に対する奨学のための給付金

授業料以外の教育費の経済的負担を軽減するため、低所
得者世帯の保護者などに対し、奨学のための給付金を支
給します（支給要件あり）。詳しくは府HPをご確認ください。
申 府認可校生は学校が定める日までに学校に申請。その
他生徒は7/1（木）～ 8/2（月）に府へ郵送【消印有効】
HP  ■■ 大阪府　私立　奨学のための給付金　 

府職員・府公立学校職員採用特集

府職員
■①職員採用試験（高校卒程度）
　　行政・警察行政・技術（土木・建築・機械・電気）
平成12年4/2から平成16年4/1までに生まれた人が対象
です。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。7/1(木）に試験内容を公表します。
※7/27（火）に職員採用説明会を開催予定です。
■②職員採用試験〔行政（社会人等：35-49）〕
昭和47年4/2から昭和62年4/1までに生まれた人が対象
です。学歴・職務経験・国籍不問。就職氷河期世代の人の受
験可能な試験です。7/12（月）に試験内容を公表します。
■③職員採用試験（社会人等）
　　行政・技術（土木・建築・機械・電気）
行政職は昭和62年4/2から平成8年4/1までに生まれた
人、技術職（土木・建築・機械・電気）は昭和62年4/2から平
成4年4/1までに生まれた人が対象です。学歴・職務経験・
国籍不問。8/4（水）に試験内容を公表します。
※8/7（土）に職員採用説明会を開催予定です。

日 １次試験：①③9/26（日）、②8/29（日）
申 インターネット：①7/1(木）10：00 ～ 8/13（金）13：00、
②7/12(月）10：00 ～ 26（月）13：00、
③8/4(水）10：00 ～ 23（月）13：00
HP  ■■ 大阪府　職員採用案内　 

■障がい者を対象とした府職員採用選考
「事務職」および「電話交換手職」を募集します。「事務職」は
身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者、「電話交換手
職」は視覚障がいのある人が対象です。受験資格など詳し
くは、7/19（月）更新予定の府HPまたは府内10カ所の情報
プラザなどで配布予定の選考案内をご確認ください。
日 1次選考：事務職9/26（日）、電話交換手職10/24（日）
申 インターネット：7/19（月）～ 8/11（水）18：00まで／
郵送：7/19（月）～ 8/18（水）まで【消印有効】
HP  ■■ 大阪府　職員採用選考　 

府公立学校職員
■①府公立義務教育諸学校事務職員採用選考
令和4年度採用予定の府内公立小・中学校などの「事務
職員」（一般対象・障がい者対象）を募集します。
■②府立学校実習教員採用選考
令和4年度採用予定の府立高等学校・支援学校の「実習教
員」（一般対象・障がい者対象）を募集します。
■③府職員（農芸員）採用選考
令和4年度採用予定の府立高等学校の「府職員（農芸員）」

（一般対象・障がい者対象）を募集します。

日 １次選考：①②9/26（日）、③10/24（日）
申 インターネット：①②7/20（火）～ 8/20（金）、③8/3（火）
～ 9/3（金）※障がい者対象選考は郵送または持参可
HP  ① ■■ 大阪府　学校事務職員採用　 
HP  ② ■■ 大阪府　実習教員採用　 
HP  ③ ■■ 大阪府　農芸員採用　 

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7月8日（木）〔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。9月分当落通知は7月29日頃、10月分・11月分当落通知は
8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。
※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 　	 　	府担当課：文化課

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 9・10月

府では、大規模接種会場を設置、運営しています。詳しくは府HPを
ご確認ください。
日 11/30（火）まで　9:00 ～ 21:00（土日・祝含む）
所 マイドームおおさか（地下鉄「堺筋本町」ほか）
HP  ■■ マイドーム　ワクチン　 
申  インターネット／大阪府公式LINEアカウント（インターネット予 

  約システムへ）※電話、FAXでの予約は受け付けていません。
問 大阪府コロナワクチン接種センター  コールセンター（8:30 ～ 21:00）

 06（6442）6000　  06（6442）6030

大阪府コロナワクチン接種センター

就職活動に関する不安や悩みをご相談いただける窓口を設けています。電話やチャットでの相談が可
能ですので、お気軽にご利用ください。また、就職をめざす若者を対象に、Googleやサイボウズなどが
デジタルスキルの習得支援を無償で提供しており、さまざまなコースで受講者を募集しています。
HP  ■■ にであう　 　問 OSAKAしごとフィールド（コロナ禍での就職活動を応援する特別相談窓口）

 06（6232）8580（平日9:00～18:00）

コロナ禍での就職活動を応援します

市町村が実施するワクチン接種を補完する目的で、市町村以
外でも府や防衛省が運営する接種センターを設けています。ワクチン

自衛隊大阪大規模接種センター
防衛省では、大規模接種会場を設置、運営しています。詳しくは防
衛省HPをご確認ください。
日 5/24（月）から３カ月　8:00 ～ 20:00（土日・祝含む）
所 大阪府立国際会議場（グランキューブ大阪）（京阪「中之島」ほか）
HP  ■■ 防衛省　ワクチン　 
問 自衛隊大阪大規模接種センター専用窓口（7:00 ～ 21:00）

 （0570）080 770（一般）　  （0570）060 221（English）
 （0570）075 922（副反応）

HP  ■■ 大阪府　雇用促進支援金　 
問 大阪府雇用促進支援金事務局
 （平日9:00 ～ 18:00）

 06（4794）7050

大阪府雇用促進支援金

大阪府飲食店等感染症対策備品設置支援金
HP  ■■ 大阪府　備品設置支援金　 
問 大阪府飲食店等感染症対策備品設置支援金 
 コールセンター（平日9:00 ～ 18:00）

 06（７７３９）４３７６

HP  ■■ 大阪府　営業時間短縮協力金　 
問 大阪府時短・大規模施設等協力金コールセン 
 ター（平日9:00 ～ 18:00）

 06（7166）9987　  06（6210）9481

大阪府営業時間短縮協力金（第４期以降）

HP  ■■ 大阪府　大規模施設等協力金　 
問 大阪府時短・大規模施設等協力金コールセン 
 ター（平日9:00 ～ 18:00）

 06（7166）9987　  06（6210）9296

大阪府大規模施設等協力金

感染拡大の防止や、求職者の雇用にご協力いただいた事業者への協力金・支
援金制度を設けています。詳しくは府HPをご確認ください。協力金・支援金

就職活動支援

ヒアリ
写真提供：上田昇平
（大阪府立大学）

見取り図さん 森田まりこさん
（吉本新喜劇）

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
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