
この記事のお問い合わせ先　問 万博推進局　  06(6690)7801　  06(6690)7805　HP 万博推進局

大阪・関西万博まであと３年。大阪府・大阪市では、１月1日に「万博推進局」を共同で設置しました。
万博開催都市として、開催に向けたさまざまな取り組みを大阪府・大阪市一体でスピード感を持って進めていきます。

2025年 大阪・関西万博がさらに加速！

大阪府知事　吉村 洋文

万博開催都市として、オール
大阪で「大阪パビリオン」の出
展を計画しています。
出展参加テーマはREBORN

（リボーン）～「人」は生まれ変
われる、新たな一歩を踏み出
す～、「いのち」や「健康」の観点
から、ワクワクしながら明るい
未来を感じることができるパ
ビリオンをめざしています。

大阪の魅力発信と国内外の人々の交流
の場として、インターネット上の仮想空
間「バーチャル大阪」の公開をはじめま
した。
新しい大阪の都市空間で、あなた自身が分
身（アバター）となって楽しんでください。
2月に本格オープンし、続々とイベント・
コンテンツを展開していきます。ぜひご
体験ください！

万博開催に向けて次世代モビリティや
カーボンニュートラル、デジタル技術な
どの実証・実装の実験を進めています。
夏ごろには、空飛ぶクルマの実証実験
がはじまる予定です。万博で、空飛ぶク
ルマの実現をめざしています！

大阪パビリオン展示・体験ゾーンイメージ

提供：2025年日本国際博覧会協会

バーチャル大阪 エントランスエリアイメージ

空飛ぶクルマ
出典：経済産業省ウェブサイト

（https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/
mono/robot/aam_eng.html）

　新年を迎え、府民の皆さまにごあいさつ申し上げます。
　昨年は、新型コロナウイルス感染症の急拡大により厳
しい時期もありましたが、ワクチン接種の促進や治療薬の
実用化が進むなど今後の明るい兆しも見えた１年でした。
府民・事業者の皆さまには、外出自粛などさまざまな要請
に対してご協力をいただき、改めて感謝申し上げます。引
き続き、府民のいのちと暮らしを守るため、早期治療体制
の拡充や必要病床の確保、ワクチン追加接種の実施など
コロナ対策に万全を期します。府民の皆さまには、基本的
な感染防止対策の徹底をお願いします。
　令和4年は、大阪経済を回復させ、再び成長軌道に乗せ
ていく１年としていきます。
　開催まで３年余りとなった万博は、ポストコロナの新た

な未来を切り開くシンボルです。万博の成功に向けた取
り組みをスピード感を持って進めるとともに、世界の課題
解決に貢献するＳＤＧｓ先進都市をめざします。また、地
元大阪としては、未来の医療や生活を感じていただける、
参加型「大阪パビリオン」の出展に向け取り組みを進め
ます。
　さらに、大阪経済の持続的な成長のエンジンとして期
待される世界最高水準の成長型ＩＲの実現や、大阪の
さらなる飛躍に向けた新たな柱となる「国際金融都市
ＯＳＡＫＡ」の実現をめざした取り組みを加速させます。
こうした取り組みを進めることで、コロナという未曽有の
危機を乗り越え、日本の成長をけん引する東西二極の
一極となる「副首都・大阪」の実現につなげていきます。

大阪パビリオン出展に向けた取り組み

未来社会の実現に向けた取り組み

バーチャル大阪がまちびらき

今後も、大阪府のホームページなどでさまざまな情報を発信していきますので、
ご期待ください！

7月18日で万博開催1000日前を迎えます！

万博開催と開催後の大阪・関西の成長基盤となるよう、会場周辺をはじめと
するインフラや会場へのアクセス向上などの整備に取り組んでいます。

万博開催に向けてインフラ整備などを進めています！

バーチャル大阪公式サイトはこちらから！
バーチャル大阪への入り口があります。

ぜひご登録ください！ HP バーチャル大阪
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テーマ  いのち輝く未来社会のデザイン “Designing Future Society for Our Lives”
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https://www.virtualosaka.jp/
https://www.pref.osaka.lg.jp/bu_bampakusuishin/


新型コロナウイルス感染症について

府政TOPICS
トピックス

1・2月

1/17は「防災とボランティアの日」	
	1/15 ～ 21は「防災とボランティア週間」

災害に備え、日頃からハザードマップを確認しておくこと
やボランティア活動への参加など、一人一人ができること
についてこの機会に考えてみましょう。また、府では災害
時にボランティア活動ができる団体の事前登録を受け付
けています。詳しくは府HPをご確認ください。
HP  ■■ 大阪府　災害ボランティア　 

2/7は「北方領土の日」

日本固有の領土である北方領土の返還
を1日でも早く実現することは、日本に
とって重要な課題です。府では、北方領
土問題に対する府民の関心と理解を深
めていただくため、機運醸成に取り組
んでいます。ぜひこの機会に北方領土
問題について考えてみましょう。
HP  ■■ 大阪府　北方領土返還運動　 

鳥飼仁和寺大橋有料道路で	
	新たなキャッシュレス決済を導入

２月からＥＴＣカードで通
行料金の支払いができる
新たなキャッシュレス決済

（ＥＴＣＸ）を導入します。ま
た、ＥＴＣＸのひと月の利
用回数に応じた割引もあり
ます。詳しくは府道路公社
のＨＰをご確認ください。
※ＥＴＣＸは一般のＥＴＣとは異なり、事前の利用登録や
通行時は料金所でいったん停止などが必要です。
HP  ■■ 大阪府道路公社 　 
問 府道路公社企画保全課　  06（6941）2511

「大阪マラソン2022」に伴う交通規制

2/27（日）に「第10回大阪マラソン・第77
回びわ湖毎日マラソン統合大会」を開催
します。これに伴い、大会当日は大阪市
内において、大規模な交通規制を実施し
ます。ご不便をおかけしま
すが、安全な大会運営のた
め、ご理解とご協力をお願
いします。詳しくは大阪マ
ラソンHPをご覧ください。
日 2/27（日）7：15頃～16：45頃
HP  ■■ 交通規制　第10回大阪マラソン　 
問 大阪マラソン組織委員会（交通規制お問合せデスク）

 06（6614）2811（1/12（水）10：30 ～）

統計調査にご回答をお願いします

府では、国の委託を受け多くの統計
調査を実施しています。調査結果は、
景気対策や雇用対策などさまざまな
場面で活用され、私たちの暮らしの
向上に役立てられています。毎月行
う調査は次の4つです。統計調査員
が調査対象の世帯、事業所を訪問し
ましたら、ご回答をお願いします。
・労働力調査
就業率や完全失業率などを明らかにする調査
・家計調査
世帯の収入や支出などを明らかにする調査
・小売物価統計調査
商品の小売価格やサービスの料金、家賃などの価格の変
化を明らかにする調査
・毎月勤労統計調査
賃金、労働時間および雇用の変動を明らかにする調査
※関係者には法律で厳格な守秘義務が課せられています。
個人情報の漏えいや統計以外での利用はありません。
※統計調査をよそおった「かたり調査」にご注意ください！
※統計調査員は必ず調査員証を携帯しています。
※不審に思われたら、府統計課にお問い合わせください。
問 府統計課　  06（6210）9191
■統計調査員を募集しています※20歳～ 69歳
HP  ■■ 大阪府　統計調査員　 
問 府統計課　  06（6210）9194

みんなで購入すると電気代がおトクに！
再生可能エネルギー電気の共同購入募集開始

日々の生活に使う電気を、太陽光や風力など発電時に二
酸化炭素を排出しない環境にやさしい「再生可能エネ
ルギー電気」に切り替えることができます。参加登録は
無料です。この機会に、おうちで簡単にできるSDGsに
取り組んでみませんか?
日 1/7（金）～ 4/28（木）
HP  ■■ 大阪　EE電　 
問 大阪　EE電（いいでん）事務局　  0120（457）200

「おなかのがん」について学びませんか?
WEBにて開催

皆さん、がん検診を受けていますか?消化器内科・消化器
外科の専門医が「おなかのがん」と、その治療方法につい
て分かりやすく解説します。
日 2/12(土)13：30 ～ 15：00　定 700人【申込先着順】
申 1/4（火）～ 2/9（水）／インターネット
HP  ■■ 府民講座おなか　 
問 大阪急性期・総合医療センター

 06（6692）1201 （平日11：00～15：00）

府営住宅　第6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。
日 2/1（火）～15（火）【消印有効】
申 申込書を郵送、インターネット
HP  ■■ 大阪府　府営住宅　 

養子縁組について考えてみませんか？

府内にはさまざまな事情によ
り、家庭で暮らせない子どもが
約3,000人おり、中には新しい
親を必要とする子どももいま
す。イベントでは養子縁組をし
た親子のエピソードをもとにし
た朗読劇と、脚本家や養親など
との対談を行います。詳しくは
府HPをご確認ください。
日 2/11（金・祝）13：00 ～ 16：00
所 東大阪市文化創造館小ホール（近鉄「八
戸ノ里」）
定 150人【申込先着順】
申 2/6（日）まで／インターネット、メール、FAX／（公社）
家庭養護促進協会

 06（6762）5239　  06（6762）8597
HP  ■■ 大阪府　さとおや通信　 
問 府家庭支援課　  06（6944）6318

身体障がい者を対象とした	
	府非常勤職員採用選考

身体障がい者を対象とした非常勤職員を募集します。
詳しくは1月初旬に府HPで公表します。
HP  ■■ 大阪府職員採用選考案内 　 

ハンセン病問題に関するシンポジウム

ハンセン病回復者・家族に対する偏見・差別をなくすた
め、それぞれの立場でできることを一緒に考えてみませ
んか？
日 2/19(土)13：00 ～ 16：00
所 ドーンセンター（地下鉄「天満橋」ほか）、WEB
定 50人（会場）、500人（WEB）【いずれも申込先着順】
申 1/4（火）～ 31（月）／メール／ 問まで
HP  ■■ ハンセン病問題講演会 　 
問 （福）恩賜財団済生会支部大阪府済生会ハンセン病回
復者支援センター

 06（7506）9424　  06（7506）9425

ワクチン打ってもつづけよう、感染予防対策！

マスクの着用
鼻出しマスク・あごマス
クは避け、外側を触らず
にひもを持って着脱し
ましょう。

手洗い・手指消毒
食事の前後や外出から
の帰宅時など、こまめに
手洗い・手指消毒をしま
しょう。

こまめな換気

一方向の窓を少し開けて常時換気
をすることで、室温変化を抑えな
がら換気を行うことができます。

おしゃべりは、
マスクつけて

飛沫感染を防ぐため、食事中で
あっても会話の際はマスクを着用
しましょう。

※できれば不織布マスクを着用

室温18℃以上、湿度40％以上が目安です。

追加接種（3回目接種）の
実施について

新型コロナワクチン追加接
種（３回目接種）を実施して
います。接種券などはお住
まいの市町村から発送され
ます。発送時期などについ
ては、お住まいの市町村へ
お問い合わせください。ま
た、接種の判断にあたり参考
となる正しい情報を、HPや
Twitter【@osakacoronaV】
で発信しています。ぜひご確
認ください。
HP  ■■ 大阪府コロナワクチンポータルサイト　 

鳥飼仁和寺大橋有料道路

こちらからも
確認できます

北方領土
イメージキャラクター

エリカちゃん

申し込みは
こちら

Twitterは
こちら

冬場の換気のポイント
さらに

会食時には

調査員証
調査員名・任命期間・
任命した知事名を記載

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

HP  https：//www.pref.osaka.lg.jp/fumin/occ/index.html

2 令和4年（2022年）1月3日 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。

https://www.pref.osaka.lg.jp/j_fusei/f_menu.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/shobobosai/saigaivolunteer/index.html
http://www.hoppouryoudo.jp/
https://www.osaka-road.or.jp/
https://www.osaka-marathon.com/2022/info/traffic/
https://www.pref.osaka.lg.jp/jutaku_kikaku/boshujigyo/
http://www.pref.osaka.lg.jp/kateishien/satooyaseido/
https://www.pref.osaka.lg.jp/jinji/senkou/index.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/hansen/hansen_kouen.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/toukei/top/bosyu.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/eneseisaku/kyodo02/index.html
https://osaka-gs.jp/2021/10/news4446/
https://sites.google.com/view/osaka-vaccine-portal


●

1  もずやん福袋 

おはもずShop
から福袋をプレ
ゼント！何が届く
かお楽しみに！

2  阪九フェリー 
スイートルーム 
ペア往復乗船券

優雅なクルージ
ングでやすらぎ
の旅へ。堺泉北港

（泉大津）から新門
司港（北九州）ま
での往復乗船券

3  フェリーさんふらわあ 
デラックスルーム 
ペア往復乗船券

クルーズで過ご
す非日常体験。
大阪港（南港）か
ら志布志港（鹿
児島）までの往
復乗船券

4  オレンジフェリー 
スイートルーム 
ペア往復乗船券

全便・全室個室
でゆったり船の
旅。大阪港（南港）
から東 予 港（愛
媛）までの往復
乗船券

5  名門大洋フェリー 
デラックスルーム 
ペア往復乗船券

新造船で快適な
瀬戸内海のフェ
リー旅行。大阪港

（南港）から新門
司港（北九州）ま
での往復乗船券

6  グランピング 
ペア平日宿泊券 

大阪府立農業公
園内にあるグラ
ンピング平日宿
泊券

7  浜寺公園 
交通遊園 
割引共有券

こども汽 車（片
道）乗車券また
はゴーカート乗
車券として使用
できる共通乗車
券４枚つづり

8  岬町海釣り公園 
「とっとパーク小島」 
ペア入場券

関西国際空港二
期事業の土砂搬
出桟橋を利用し
た人気の海釣り
公園

9  石川河川公園 
パークゴルフ場 
無料券

１組（４名まで）
１ラウンド無料。
貸しクラブは１
日無料

�  1970年大阪万博50周年記念公式ガイド& 
2025年大阪・関西万博グッズ

�  府立近つ飛鳥博物館の 
ペア入館招待券 

令和３年度冬季
特別展「オホー
ツク文化―あな
たの知らない古
代―」（3/13（日）
まで）

�  府立弥生文化博物館の 
ペア入館招待券 

令和３年度ミュージ
アムギャラリー「創
作風いずみ―和泉
市文化協会美術部
門八部門の粋―」

（3/21（月・祝）まで）

1970年に開催された大阪万博を振り
返る至極のガイドブックと、2025年
大阪・関西万博の公式ロゴマーク入り
トートバック、フリクションペン、マ
ウスパッド、クリアファイル

�  亀屋茂廣 
懐中志る古2個入り 

「懐中志る古」は、
大阪の阿倍野王 
子が発祥で、ご
年配の人はよく
知っている優し
い味です。

�  大阪いちじくプリン 
5個入り 

大阪のいちじく
を100％使用し
たコラーゲン配
合の濃厚でおい
しいプリン

�  大阪旨ソーッス！ 
30枚（5枚入り6パック） 
詰め合わせ 

府と企業が協働
してレシピを公
募した障がい福
祉施設で生産し
ているお菓子

�  富士山ぐい呑
のみ

  

逆さにすると富
士山の形になる、
大阪の伝統工芸
品「大阪浪華錫
器」のかわいい
ぐい呑

�  和泉櫛
ぐし

  

ツゲの櫛は静電
気を起こしにくく、
髪を傷めず、使用
すればするほど
美しいあめ色の
光沢を増します。

�  深江菅
すげ

細工 
「小丸」 

大阪市深江に古
くから伝わる伝
統工芸品。鍋敷
きにちょうどよ
い大きさです。

�  大阪欄間 
透かし彫刻額 

木材の集散地で
あった大阪で発
展を遂げた大阪
欄間。職人手作
りの今年のえと

（寅）の彫刻額

�  浪華本染め日傘 
「太陽の花」 

熟練の染色職人
と傘職人が丁寧
に仕上げた手作
りの伝統的工芸
品・浪華本染め
日傘

1組
2名

1組
2名

10名

5名

1組
2名

10組
20名

10組
20名

2名

1名

1組
2名

10名

セットで
10名

2名

5名

1組
2名

8名

5名

10組
20名

5名

2名

抽選でプレゼント！
全部で20種類！

冬場のヒートショックにご注意！

冬場は、入浴時に寒い脱衣所から熱いお湯につかること
などにより、失神や不整脈などの症状が見られる「ヒート
ショック」が起こりやすい時期です。重症の場合は死に至
る恐れがあるので、十分気を付けましょう！
HP  ■■ 大阪府　ヒートショック
問 府医療対策課　  06（6944）9168

障がい福祉サービス等の対象となる疾病が追加

令和3年11月に障害者総合支援法に基づく障がい福祉
サービスなどの対象疾病が追加されました。対象者は、障
がい者手帳をお持ちでなくても、障がい支援区分の認定
や支給決定などの手続きを経て、必要と認められた障が
い福祉サービスなどを利用できます。詳しくはお住まいの
市町村の担当窓口にお問い合わせください。
HP  ■■ 大阪府　障がい者総合支援制度

大阪府職員業務セミナー
WEBにて開催

さまざまな職種・部署の職員が、体験談や座談会を通し
て、大阪府の魅力や仕事のやりがいをお伝えします。プ
ログラムや申込方法など、詳しくは府HPをご確認くだ
さい。
日 【第1回】1/20(木)（全5回予定）　申 インターネット
HP  ■■ 大阪府　職員採用案内
問 府任用審査課　  06（6210）9925

国
立
文
楽
劇
場

3月　国立文楽劇場寄席
上方演芸特選会
▶落語　桂弥太郎（10日・12日）、桂紋四郎（9日・11日）、桂文昇／
浪曲　天中軒景友、松浦四郎若／漫才　ボルトボルズ、平和ラッパ・
梅乃ハッパ／奇術　キタノ大地
▶全席指定2,200円を1,100円
①9日（水）②10日（木）③11日（金）④12日（土）①～④13：00

4月　文楽公演
▶豊竹咲太夫／鶴澤清治／吉田和生／桐竹勘十郎　ほか
▶全席指定5,500円を2,750円
㊟各部の演目につきましては、劇場HPにてご確認ください。
〈第一部〉「演目鋭意選定中」
⑤3日（日）⑥7日（木）⑦11日（月）⑧19日（火）⑤～⑧11：00
〈第二部〉「演目鋭意選定中」
⑨3日（日）⑩7日（木）⑪11日（月）⑫19日（火）⑨～⑫14：15
〈第三部〉「演目鋭意選定中」
⑬3日（日）⑭7日（木）⑮11日（月）⑯19日（火）⑬～⑯17：30

新
歌
舞
伎
座

3月　40th Anniversary 稲垣潤一コンサート2022
▶S席（1・2階席）6,000円を3,000円
⑰2日（水）19：00

3月　福田こうへいコンサート2022
▶1階席9,000円を4,500円
⑱8日（火）⑲9日（水）⑱～⑲16：00

3月　KOBUDO―古武道―デビュー 15周年記念公演
古武道歳時記～浪速春しぐれ～
▶古川展生：チェロ／妹尾武：ピアノ／藤原道山：尺八／
ゲスト　岩崎宏美：ボーカル
▶S席（1・2階席）7,000円を3,500円
⑳12日（土）15：00

3月　小野リサコンサート2022 ～ Music Journey ～
▶S席（1・2階席）6,000円を3,000円
㉑13日（日）17：00

4月　神野美伽コンサート2022
▶1階席10,000円を5,000円
㉒2日（土）12：00　㉓2日（土）16：00

4月　天童よしみ・コロッケ スペシャルコンサート
▶1階席11,000を5,500円
㉔8日（金）㉕9日（土）㉖10日（日）㉗11日（月）㉘13日（水）㉙14日（木）㉔～㉙11：00
㉚9日（土）㉛10日（日）㉜12日（火）㉚～㉜16：00

4月　半﨑美子 ～ 5周年記念特別コンサート2022 ～
▶S席（1・2階席）6,500円を3,250円
㉝15日（金）18：00

4月　中澤卓也コンサート2022in新歌舞伎座
▶1階席6,500円を3,250円
㉞22日（金）13：00

4月　松井誠特別公演2022
▶1階席8,500円を4,250円
㉟23日（土）15：00　㊱24日（日）11：00

大
阪
松
竹
座

4月　毒薬と老嬢
▶久本雅美／藤原紀香　ほか
▶1等席（1・2階）12,000円を6,000円
㊲17日（日）㊳19日（火）㊴24日（日）㊲～㊴11：00
㊵16日（土）㊶18日（月）㊷21日（木）㊸22日（金）㊵～㊸15：30

南
座

3月 三月花形歌舞伎
「演目鋭意選定中」
㊟各部の演目・配役につきましては、劇場HPにてご確認ください。
▶坂東巳之助／中村壱太郎／中村米吉／中村隼人／中村橋之助　ほか
▶1等席11,000円を5,500円
㊹2日（水）㊺3日（木）㊻4日（金）㊼5日（土）㊽6日（日）㊾7日（月）㊿8日（火）
�9日（水）�10日（木）�11日（金）㊹～�11：00　
�2日（水）�3日（木）�4日（金）�5日（土）�6日（日）�7日（月）�8日（火）
�9日（水）�10日（木）�11日（金）�～�15：30

4月　都をどり
泰平祈令和花模様　全八景
▶2等席4,000円を2,000円
�1日（金）�4日（月）�5日（火）�6日（水）�7日（木）�8日（金）�12日（火）
�13日（水）�14日（木）�15日（金）�～�12：00

芸能芸術
府民のための 3・4月

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1月10日（月・
祝）〔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。3月分当落通知は1月31日頃、4月分当落通知は2月16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

府政だよりWEB版 今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検索検索府政だより ※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

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）…（0570）020156

110番は事件、事故の緊急通報用電話です。緊急では
ないご相談、ご要望については、警察相談専用電話

「＃9110」または最寄りの警察署などへ連絡してくだ
さい。110番の適正な利用にご協力をお願いします。

大阪府警察からのお願い
「緊急時には110番」

応募方法  はがき、パソコンまたはスマートフォンで①プレゼント番号
②郵便番号③住所④氏名⑤電話番号を書いてご応募ください。
※ 記入漏れや文字が判読不明な場合、応募対象外として取り扱うことがあります。
※ 1～�から一つ選んでください。ご応募はお一人1種類に限ります。
※ 当選者の発表はプレゼントの発送をもって代えさせていただきます。
※ ご意見・ご感想への個別のお返事はいたしかねます。ご了承ください。

▶ はがき 〒540-8570 府民お問合せセンター
「もずやんのお年玉プレゼント！」係（住所記載不要）
※ 料金不足の応募はがきは受け取れませんのでご注意ください。
▶インターネット　 検索検索もずやんのお年玉プレゼント 応募はこちら

締切 
1月14日（金）

【必着】

3令和4年（2022年）1月3日

https://www.pref.osaka.lg.jp/j_fusei/f_menu.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/qq/heat.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/keikakusuishin/jiritushien/
https://www.pref.osaka.lg.jp/jinji-i/saiyo/index.html
https://www.shinsei.pref.osaka.lg.jp/ers/input?tetudukiId=2021110090
http://www.pref.osaka.lg.jp/bunka/news/hangakukansyo.html



