
コロナを克服し、大阪の再生・成長を実現
　令和４年度は、いまだ続くコロナとの闘いを何としても克服し、
大阪の再生・成長を実現するための取り組みに全力を尽くします。
　「感染症対策の徹底」「経済・雇用の回復」「セーフティネット
の充実」を３本柱に、感染症対策と社会経済活動の両立をめ
ざします。
　その上で、今年度は成長に向けた布石を打っていきます。
万博開催の2025年をターゲット・イヤーとし、大阪を世界の
中で輝かせていくため、健康医療関連産業の世界的クラス
ターの形成や空飛ぶクルマの実用化などを進めます。あわせ
て、万博とともに大阪・関西の飛躍のけん引役となる、ＩＲと
国際金融都市の実現に向けしっかり取り組みます。
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令和4年度 当初予算
参考   令和3年度 当初予算
▶一般会計　3兆5,085億7,936万4千円
▶特別会計　2兆8,505億2,166万5千円（ （一般会計  3兆7,798億　132万8千円

特別会計  2兆9,086億9,863万2千円

一 般 会 計
歳入と歳出の内訳

単位＝億円、（ ）内は構成比
 端数処理の関係上、各項目の合計額が合わないことがあります。

主 な 事 業
Ⅳ 万博をインパクトにした成長・飛躍の取り組み � 339.4億円Ⅰ 命を守る感染症対策 �������� 3,757.5億円

ワクチン接種体制の確保、相談・検査体制の整備・充実、
医療・療養体制の確保、福祉施設などにおける感染防止対策　など

Ⅱ 経済・産業の回復、雇用を支える取り組み � 56.9億円
観光・文化芸術への支援、商店街の活性化、事業転換への支援、
緊急雇用対策、DX※人材の活躍推進　など
※ DX（デジタルトランスフォーメーション）とは…データとデジタル技術を活用して、

ビジネスモデルや組織をより良い方向へ変えていくこと。

バーチャル大阪のイメージ

Ⅲ セーフティネットの充実 ������� 272.6億円
自殺・依存症対策、悩みを抱える女性への支援、教育環境の充実、
ヤングケアラーへの支援強化、児童虐待対応力強化　など

●成⻑をけん引する産業の創出、イノベーションの促進 ������ 12.8億円
　 健康医療関連産業のクラスター形成、空飛ぶクルマの実現に向けた取り組み、 

カーボンニュートラルに向けた産業創出　など
● スマートシティ化の推進 ������������������� 10.3億円
● 万博成功に向けた準備、IR 開業に向けた取り組み ������� 71.6億円 

 大阪パビリオン出展に向けた準備、バーチャル大阪を 
活用したPR　など

●SDGs先進都市をめざす取り組み �� 31.6億円
●国際⾦融都市の実現����������1億円
●魅⼒あるまちづくりの推進���� 134.5億円
●災害対応⼒強化���������� 77.6億円
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感染症対策と社会経済活動の両立

世界の中で躍動し、
成長し続ける大阪

万博をインパクトとした再生・成長
万博のレガシーを継承したさらなる飛躍

全体の特徴
▶ 社会保障関係経費や、新型コロナウイルス感染

症対策などの一般施策経費が前年度より増加。
▶  一方、府税収入は、景気の持ち直しの動きを背

景に、おおむねコロナ前の水準に回復する見込み。
▶  その結果、収支均衡のための財政調整基金の取

り崩し額は、前年度より減少。
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新型コロナウイルス感染症について

府政TOPICS
トピックス

4・5月

5/14 ～ 20は「ギャンブル等依存症問題啓発週間」

依存症は、本人の意志や性格に関係なく、誰もがなりうる
病気です。「やめたくてもやめられない」のは、依存症かも？

「もしかして」と思ったら、保健所などに相談してください。
HP  	■ 大阪依存症包括支援拠点 　 
問 府地域保健課　  06（6944）7524

HPVワクチン(子宮頸
けい

がんワクチン)の接種について
対象の人は無料で接種できます！

HPVワクチン接種により、子宮頸がんの原因の50 ～ 70%
を占めるウイルス感染を防ぐことができます。対象者には、
お住まいの市町村から予診票や、リーフレットが送付され
る予定ですので、内容をご確認の上、ワクチン接種をご検
討ください。
HP  	■ 大阪府　HPVワクチン　 
問 府感染症対策企画課　  06（4397）3549

自動車税（種別割）の納期限は5/31(火)です

納税通知書の裏面に記載している金融機関などに加え、イ
ンターネットからクレジットカードでも納付できます。詳し
くは府HPをご確認ください。
HP  	■ 府税あらかると 　 
問 自動車税コールセンター　  （0570）020156

府公立学校教員採用選考テストの実施

受験資格など詳しくは受験案内をご確認ください。
日 第１次筆答テスト：6/25（土）　所 府立高校など
申 4/22（金）18：00まで／インターネット※障がいによ
りインターネット出願が困難な場合は郵送【消印有効】ま
たは持参可
HP  	■ 大阪府公立学校教員採用選考テスト　 

府育英会奨学生の募集
高等学校・専修学校（高等課程）など

各学校が定める日（4月中旬～5月上旬）までに申込書類、収
入に関する証明書などを在学する学校へ提出してください。
HP  	■ 大阪府育英会 　 
問 在学する学校または（公財）大阪府育英会

 06（6357）6272

身体障がい者補助犬使用者の募集

一人でも多くの人の自立と社会参加の促進を図るため、盲
導犬、介助犬および聴導犬の使用者を募集します。使用者は
選考により決定します。本事業への寄付も随時募集中です。
申 5/13（金)まで【必着】／府HPまたは各市町村障がい福
祉担当窓口で配布する申請書に記入の上、郵送／問まで
HP  	■ 大阪府　身体障がい者補助犬　 
問 府自立支援課　  06（6944）9176

「大阪府シニア美術展」に出品しませんか?
今回から募集対象を府内全域の在住者とします！

60歳以上の人（府内在住）を対象に、作品（日本画・洋画・彫
刻・工芸・書・写真）を募集します。出品規定など、詳しくはHP
をご確認ください。
日 開催日：6/23(木) ～ 26（日)10：15 ～ 17：00（最終日は
12：00まで）
所 府立江之子島文化芸術創造センター（地下鉄「阿波座」）
申 5/6（金）まで【必着】／郵送、FAX、メール／問まで
￥  2,000円（出品料）
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　  06（4304）2941

大阪府立農業公園がグランドオープンしました！
かいづか いぶきヴィレッジ　from Universal-Guardian project

体験農園や直売所をはじめ、カフェ
レストランやグランピングなどを楽
しむことができる施設です。緑豊か
な奥貝塚で、非日常的な時間を過ご
してみませんか。詳しくはHPをご確
認ください！
HP  	■ かいづか	 いぶきヴィレッジ 　 
問 SDGs　LABO

 072（479）8026

国
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7月　国立文楽劇場寄席　上方演芸特選会
㊟演目・出演者につきましては劇場HPにてご確認ください。
▶落語・浪曲・漫才　ほか　▶全席指定2,200円を1,100円
①20日（水）②21日（木）③22日（金）④23日（土）①～④13：00

7・8月　夏休み文楽特別公演
㊟各部の演目につきましては劇場HPにてご確認ください。
▶豊竹咲太夫／鶴澤清治／吉田和生／桐竹勘十郎　ほか

〈第二部〉「演目鋭意選定中」　▶全席指定6,000円を3,000円
⑤7月24日（日）⑥26日（火）⑦28日（木）⑧31日（日）⑨8月1日（月）
⑤～⑨13：30予定

〈第三部〉「演目鋭意選定中」　▶全席指定5,300円を2,650円
⑩7月17日（日）⑪19日（火）⑫27日（水）⑬29日（金）⑭30日（土）⑮8月2日（火）
⑩～⑮17：30予定
※8月分の当落通知は7月分と同日程で発送します。
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7月　八神純子Live　キミの街へ～ for all living things ～
▶S席（1・2階）7,000円を3,500円　⑯2日（土）16：00

7月　水森かおりコンサート～歌謡紀行～
▶1階席10,000円を5,000円　⑰9日（土）13：30　⑱9日（土）17：30

7月　松下奈緒 コンサートツアー 2022 －FUN－
▶全席指定(1～3階)6,800円を3,400円　⑲10日（日）17：00

7・8月　氷川きよし特別公演
▶A席(2階)10,000円を5,000円
⑳7月30日（土)㉑31日（日)㉒8月1日（月)㉓2日（火)㉔3日（水)㉕4日（木)
⑳～㉕11：00　※8月分の当落通知は7月分と同日程で発送します。

8月　東儀秀樹プレミアムステージ　ゲスト 川井郁子
▶S席（1・2階）9,000円を4,500円　㉖6日（土）17：00

8月　川井郁子スペシャルコンサート　ゲスト 東儀秀樹
▶S席（1・2階）9,000円を4,500円　㉗7日（日）16：00

8月　ザ・ニュースペーパー　瓦版～大阪夏の陣～
▶S席（1・2階）6,000円を3,000円　㉘18日（木）15：00

8月　加藤登紀子 エターナルコンサート2022
▶S席（1・2階）7,500円を3,750円　㉙20日（土）16：00

8月　香西かおりコンサート 35th
▶1階席10,000円を5,000円　㉚28日（日）15：00

8月　川中美幸45周年コンサート「人・うた・心」
▶1階席10,000円を5,000円　㉛30日（火）15：00

大
阪
松
竹
座

7月　七月大歌舞伎
㊟演目・出演者・配役につきましては劇場HPにてご確認ください。
▶片岡仁左衛門　ほか　▶1等席（1・2階）17,000円を8,500円
㉜5日（火）㉝6日（水）㉞７日（木）㉟12日（火）㊱13日（水）㊲20日（水）㊳21日（木）
㊴22日（金）㉜～㊴12：00予定　㊵5日（火）㊶6日（水）㊷10日（日）㊸12日（火）
㊹14日（木）㊺18日（月・祝）㊻22日（金）㊼24日（日）㊵～㊼16：30予定

南
座

7月　OSK日本歌劇団創立100周年記念公演 レビュー in Kyoto
〈第一部〉陰陽師　闇の貴公子⛤安倍晴明　〈第二部〉INFINITY
▶楊琳／舞美りら／千咲えみ／桐生麻耶(特別専科)　ほか
▶1等席8,500円を4,250円
㊽9日（土）㊾10日（日）㊿12日（火）�13日（水）�15日（金）�16日（土）
�17日（日）㊽～�11：00　�9日（土）�10日（日）�17日（日）�～�15：00

7月　坂東玉三郎 特別舞踊公演
㊟演目につきましては劇場HPにてご確認ください。
▶1等席17,000円を8,500円
�25日（月）�26日（火）�27日（水）�～�14：00

8月　坂東玉三郎 特別公演　東海道四谷怪談
・四谷町伊右衛門浪宅の場 ・伊藤喜兵衛内の場 ・元の浪宅の場
▶坂東玉三郎／片岡愛之助　ほか　▶1等席17,000円を8,500円
�2日（火）�3日（水）�4日（木）�5日（金）�8日（月）�10日（水）�12日（金）
�16日（火）�17日（水）�18日（木）�～�14：00

芸能芸術
府民のための 7・8月

申込方法 	 126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4月22日（金）
〔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。7月分当落通知は5月25日頃発送、入金締切は6月2日。8
月分当落通知は6月22日頃発送、入金締切は6月30日。※当落通知発送日から4日
を過ぎても未着の場合は必ず入金締切日前日までにお電話にてお問い合わせください。

その他 	 チケットの手配には、入金締切日までに郵便局備え付けの振込用紙にて
チケット代金、送料（414円）、手数料（1人あたり300円、国立文楽劇場分を除く）の
入金が必要となります。詳細は当選通知をご確認ください。
※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 （平日10：00～17：00）※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

大阪府警察からのお知らせ 4/18～27は「春の地域安全運動」

みんなで力をあわせて安全・安心まちづくり
HP  	■ 大阪府警察　地域安全運動 　 

ワクチンの追加接種（３回目接種） 第11期大阪府営業時間
短縮協力金大阪府では、新型コロナワクチンの３回目接種を促進するため、複数

の大規模接種会場を設置しています。 営業時間短縮の要請にご協力いただい
た飲食店に対し、協力金を支給してい
ます。申請期限は5/18（水）です。

接種の判断にあたり参考となる正しい情報を「大阪府コロナワクチン
ポータルサイト」やTwitter【@osakacoronaV】で発信しています。

●大阪府庁 新別館北館接種センター
●大阪府庁 新別館南館接種センター
●大阪府 心斎橋接種センター（４月下旬まで）
※	咲洲接種センターでは予約なし接種を行っておりません

HP  	■ 大阪府コロナワクチン接種センター　 

HP  	■ 大阪府　協力金　 

マスク着用・手洗い・
こまめな換気など、引き続き

感染予防対策の徹底を！

予約なし接種を
実施している
会場

●子どもと女性の犯罪被害防止
●特殊詐欺の被害防止
●自動車関連犯罪（車上ねらいなど）の被害防止

運動の
重点

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 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4年（2022年）4月15日

https://www.pref.osaka.lg.jp/j_fusei/f_menu.html
http://kokoro-osaka.jp/oatis/index.php
https://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/hpvsoudanmadoguchi.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/zei/alacarte/noukishuchir4.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/kyoshokuin/kyosai/
https://www.fu-ikuei.or.jp/news/r4zaigakubosyu/
https://www.pref.osaka.lg.jp/jiritsushien/jiritsushien/assistance_dog.html
http://www.fine-osaka.jp/jigyou/plan01/nenrin.htm
https://ibuki-village.jp/
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/seikatsu/anzen/16/1/10949.html
https://osaka-mvc.com/
https://www.pref.osaka.lg.jp/kyouryokukin/kyoryokukin-11ki/index.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/bunka/news/hangakukansyo.html



