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オール大阪で
地元パビリオンを
出展するで！

都市移動用のモビリティ
ミライ都市を自動走行する車をイメージ
したモビリティに乗り込み、健康データ
を取りながらさまざまな未来を体験

ミライの
ヘルスケア体験　
ヘルスケアやビューティー
ケア、フィットネス、ヒーリ
ングなどさまざまな体験
ができるエリア

大阪・関西万博特別仕様ナンバープレートの
交付が決定しました！

←�詳しくは
　こちら

「ミライの都市生活」をテーマに子どもから大人までが
楽しみながら、未来の医療や大阪の可能性を

感じることができる展示を計画中

見るものすべてが新しい見るものすべてが新しい
感動とわくわくの連続感動とわくわくの連続

大阪パビリオンでは、
皆さまからの寄付を
募集しています。

詳しくはこちら→

定まった形はなく、赤い部分は
分裂し、青い部分は自在に形
を変えます。万博に関わる全て
の人々、一人一人の頭の中で、�
いろいろな姿に変化します。
今の多様性の世の中からよき
未来の姿をうつし出すことを
願い制作されました。
今夏には愛称が決定する予定
です。
皆さまお楽しみに‼

７/18（月・祝）、万博の開催までちょうど1000日
前という大きな節目を迎えます。いよいよカウン
トダウンに入る万博。大阪から全国に向け、さら
に広く発信していきます。

今  夏今  夏
愛称決定‼愛称決定‼

大阪パビリオン大阪パビリオン 乞うご期待‼乞うご期待‼

詳しくはこちら→

大阪・関西万博開催1000日前！
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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 8/1（月）～ 15（月）／郵送【消印有効】、インターネット
HP  	■ 大阪府　府営住宅　 

「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や
障がい者への理解を促進するポ
スターを募集します。入賞者には、
知事から賞状などを贈呈します。
申 9/2（金）まで【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

「ええやん！大阪商店街」
大阪府商店街魅力発見サイトをオープンします！

万博開催を見据え、コロナ禍でも頑張る商店街や店舗の
魅力を発信するポータルサイト「ええやん！大阪商店街」
を開設します。イ
ベント情報やお
得なキャンペー
ン情報なども随
時更新していき
ますので、ぜひご
覧ください！
日 7/1(金)14：00オープン
HP  	■ ええやん大阪商店街　 
問 大阪府商店街店舗魅力向上支援事業事務局

 06（6636）1034

大阪公立大学等の授業料等無償化の実施

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
と大阪公立大学・大阪公立大学高専等の授業料などの無
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  	■ 大阪公立大学　授業料等無償化　 
問 府 府民文化総務課　  06（6210）9257

個人事業税（第１期分）の納期限は8/31（水）です

納税通知書を8/1（月）に発送します。金融機関のほか、コ
ンビニやスマホ決済アプリ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　 

7月は「少年非行・被害防止強調月間」
日頃から　家族と会話　防ぐ非行

SNSを通じた性被害防止、大麻などの薬物乱用防止、暴
走行為の防止など、少年の非行・被害防止のための活動
に集中的に取り組みます。夏休みの過ごし方やSNSの使
い方などについて家庭で話し合うことや、夜間に出歩く
少年などに対する地域での声掛け活動へのご協力をお
願いします。
HP  	■ 大阪府　少年非行防止月間　 
問 府子ども青少年課　  06（6944）9152

７月は「夏の交通事故防止運動月間」

飲酒運転は犯罪です。
絶対にやめましょう。
また、信 号などの基
本的な交通ルールを
しっかり守り、交通事
故のない楽しい夏に
しましょう。詳しくは府HPをご確認ください。
HP  	■ 大阪府　交通安全　夏　 

８月は「こども110番月間」

地域の子どもは地域で守り、
子どもたちが安心して暮ら
せる環境を守るため、「こど
も110番」運動を推進してい
ます。トラブルに巻き込まれ
そうな子どもを保護し、警察
や学校に連絡するなど、地域ぐるみで子どもたちの安全
を守る運動にぜひご協力を！
HP  	■ 大阪府　こども110番　 

７/20は「中小企業の日」
７月は「中小企業魅力発信月間」

大阪では、オンリーワンの技
術をもった中小企業が多数
活躍しています。府では、大
阪経済を支える中小企業の
発展のために、さまざまな取
り組みを進めています。詳し
くは府HPをご確認ください。
HP  	■ 大阪府　中小企業振興条例　 

7/10（日）は参議院議員通常選挙の投票日です

選挙は政治に参加する大切な機会です。18歳以上の有
権者の皆さん、投票へ行きましょう。当日に旅行などを予
定されている人は、期日前投票または不在者投票をしま
しょう。詳しくは、お住まいの市区町村選挙管理委員会へ
お問い合わせください。
■参議院議員通常選挙【投票日】
日 7/10（日）7：00 ～ 20：00
■期日前投票または不在者投票
日 7/9（土）まで 8：30 ～ 20：00(期日前投票所・不在者
投票記載場所により異なる場合があります）

ストップ！河川水難事故
水難事故を防ぐために

これから暑くなり、川で泳
ぐ魚を見たり、水辺で遊
んだりするなど子どもた
ちには楽しいことがたく
さんあります。しかし、急
な流れや深み、増水など
命に関わる危険も潜んで
います。川に遊びに行く
ときは、必ず保護者など
大人が同伴し、ライフジャ
ケットを着用するなど安
全な活動に努めてくださ
い。近くに看板があれば
必ず内容を確認しましょう。危ないと感じたら、周りにも
声を掛けて川に近づかないようにしましょう。
HP  	■ 大阪府　川をよく知ろう　 
問 府河川環境課　  06（6944）9304

肝炎ウイルス検査を受けましょう！
7/25 ～ 31は肝臓週間

肝炎ウイルスは慢性肝炎
の原因となり、放置すると
肝硬変・肝がんに進行す
ることがあります。まだ肝
炎ウイルス検査を受けた
ことのない人は、症状が
なくても肝炎ウイルス検
査を受けましょう。特に感染者の多い60歳代・70歳代の
人には受検をおすすめします。
所 府委託医療機関、市町村委託医療機関、市保健所、保
健センターほか
HP  	■ 大阪府　肝炎ウイルス検査 　 

第27回山
やまがた
片蟠
ばん
桃
とう
賞（大阪国際文化賞）

贈呈式・記念講演会　参加者募集
大阪が生んだ世界的町人学者・山片蟠桃の名にちなんだ
国際文化賞として、日本文化を広く海外に紹介し、国際理
解を深めた著作とその著者を表彰しています。受賞者の
タイモン・スクリーチ氏の贈呈式と記念講演会「東海道
を歩んだ西洋人 大坂経由で長崎から江戸へ」を開催しま
す。講演は日本語で行います。ぜひ、ご参加ください。
日 8/10(水)13：30 ～ 15：30
所 大阪歴史博物館4階講堂（地下鉄「谷町四丁目」）
定 140人【申込先着順】
申 7/27（水）まで／インターネット／1組2人まで
HP  	■ 山片蟠桃賞 　 

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8/1（月）までに府へ郵送【消印有効】
HP  	■ 大阪府　私立　奨学のための給付金　 

令和３年度小学生部門最優秀賞

サイトはこちら

看板の見本
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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/r04natu.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/chiantaisaku/kodomo/110ban.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/shokosomu/shinkojorei/index.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/kasenkankyo/kawawoyokushirou/index.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/kanentaisaku/
https://www.pref.osaka.lg.jp/bunka/news/bantou.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/shigaku/shigakumushouka/syougaku_kyuuhu.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/jutaku_kikaku/boshujigyo/
https://www.pref.osaka.lg.jp/keikakusuishin/syougai-info/r4sakubunposuta.html
https://osaka-shotengai-info.com
https://www.pref.osaka.lg.jp/fukatsu/musyo/index.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/zei/alacarte/kojin_dai1.html


新型コロナウイルス感染症について 熱中症にご注意を
お出掛けするときも

感染予防対策を続けましょう

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

熱中症を防ぐために屋外ではマスクをはずしましょう
大阪府が設置するワクチンの接種会場（７/1時点）

新型コロナ電話相談窓口（24時間受付） 毎年、夏の時期に多くの人が熱中症により救急搬送されています。
「こまめな水分・塩分補給」など熱中症対策を実践しましょう。

問 府脱炭素・エネルギー政策課　  06（6210）9553

マスクの着用により熱中症のリスクが高まります。「屋外で、周り
の人と2m以上離れている時、人とすれ違うことはあっても会話
はほとんど行わない場合」は、マスクをはずしましょう。
HP  	■ こわいんやで熱中症 　 
問 府地域保健課　  06（6944）6697

HP  	■ 大阪府　暑さ対策　 

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掛ける
「熱中症警戒アラート」が発表されます。

新型コロナワクチン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。
詳しくはHPをご確認ください。
●４回目接種：大阪府 心斎橋接種センター
●３回目接種：大阪府庁 新別館接種センター / 大阪府庁 咲洲接種センター
●１・２回目接種およびノババックス接種：大阪府ホテルプリムローズ大阪接種センター

HP  	■ 大阪府コロナワクチンポータルサイト　 

● 暑さ指数※の予測値が府内のどこか
で３３以上になる場合の、前日１７：00
ごろ、または、当日５：00ごろ

●外での運動などを原則、中止/延期する
●昼夜を問わずエアコンを使用する　など

「大阪府暑さ対策情報ポータルサイト」
で、詳しく紹介しています。

● 気象庁と環境省のウェブサイト、テレ
ビなどで確認することができます。

● 陽性者の健康相談、宿泊（ホテル）療養先へ
の案内など

　「自宅待機SOS」
　（コロナ陽性者24時間緊急サポートセンター）
　 （0570）055 221
　  06（4560）9037
● 発熱などの感染疑い、濃厚接触、後遺症に
関する相談

　「発熱者SOS」
　（大阪府新型コロナ受診相談センター）
　  06（7166）9911  06（7166）9966
　  06（6944）7579

※ 未就学児のマスク着
用の取り扱いや、屋
外・屋内でのマスク着
用について、国から見
解が示されました。

※ 暑さ指数とは温湿度や日差しなどからなる
熱中症の危険性を示す指標です。

笑いDE学ぶ消費者トラブルHS（ハイスクール）編2022

若者が陥りやすい消費
者トラブルについて、
人気お笑い芸人のアキ
ナさん、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。インターネットで
動画を見て、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 7/21（木）～ 9/16（金）
HP  	■ 大阪府　笑いDE学ぶ 　 

ヒアリ・アカカミアリにご注意ください

平成29年に大阪港で確認さ
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
発見したら相談ダイヤルに
ご連絡いただくとともに、素
手では絶対に触らないよう
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

SNSなどは、便利な半面、使い方を間違えると危険
な目に遭う可能性があり、毎年多くの児童・生徒が
犯罪の被害に遭っています。ネットだけの知り合
いに会ったり、住所、氏名などの個人情報を教えた
りしないでください。保護者の皆さんは、犯罪から
お子さんを守るために、フィルタリングの活用とス
マートフォンなどを正しく利用するために家庭内で
のルール作りをお願いします。少年におけるSNSの
利用などで困りごとがあれば、相談してください。
HP  	■ 大阪府警察　有害情報　 
問 少年総合相談（グリーンライン）

 06（6944）7867

大阪府警察からのお知らせ
「SNS等を利用した犯罪から身を守るために！」

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13年4/2から平成17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(金）に試験内容を公表します。
※７/26(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48年4/2から昭和63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。7/11（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63年4/2から平成9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63年4/2から平
成5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（木）に試験内容を公表します。
※8/6(土)に職員採用説明会を開催予定です。

日 １次試験：①9/25（日）、②8/28（日）、③10/2（日）
申 インターネット：①7/1(金）10：00 ～ 8/31（水）13：00、
②7/11(月）10：00 ～ 25（月）13：00、
③8/4(木）10：00 ～ 23（火）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。受験資格や申し
込み方法など詳しくは7/19（火）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9/25（日）、電話交換手職10/23（日）
申 インターネット：7/19（火）～ 8/12（金）18：00
HP  	■ 大阪府　障がい者選考　 

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５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５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５年度採用予定の府立高等学校の「府職員（農芸員）」

（障がい者対象）を募集します。

日 １次選考：①②9/25（日）、③10/23（日）
申 インターネット：①②7/20（水）～ 8/19（金）③8/2（火）
～ 9/2（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　障がい者対象　 

手洗い マスクの
着用※3密回避

国
立
文
楽
劇
場

9月　国立文楽劇場寄席　上方演芸特選会
㊟出演者は劇場HPでご確認ください。
▶落語・浪曲・漫才　ほか　▶全席指定2,200円を1,100円
①21日（水）②22日（木）③23日（金・祝）④24日（土）①～④13：00

新
歌
舞
伎
座

9月　こまつ座　第143回公演｢頭痛肩こり樋口一葉｣
▶貫地谷しほり／若村麻由美 ほか　▶1階席11,000円を5,500円
⑤2日（金）⑥3日（土）⑦4日（日）⑧5日（月）⑨7日（水）⑩8日（木）⑪9日（金）
⑫10日（土）⑬11日（日）⑤～⑬12：00 ⑭3日（土）⑮5日（月）⑯10日（土）⑭～⑯17：00

9月　ゴダイゴ コンサート2022
▶S席（1・2階）7,500円を3,750円　⑰18日（日）14：00

9月　吉田兄弟コンサート～ THE YOSHIDA BROTHERS ～
▶S席（1・2階）7,000円を3,500円　⑱19日（月・祝）17：00

9月　辰巳ゆうとデビュー5周年記念コンサート～ありがとうを届けたくて～
▶1階席7,000円を3,500円　⑲21日（水）15：00

10月　ミュージカル「モダン・ミリ―」
▶朝夏まなと　ほか
▶S席（1・2階）11,500円を5,750円　⑳1日（土）12：00　㉑1日（土）17：00

10月　五木ひろし劇場
▶五木ひろし／市川由紀乃　ほか　▶S席（1・2階）11,000円を5,500円
㉒20日（木）㉓22日（土）㉔25日（火）㉕27日（木）㉖29日（土）㉒～㉖11：00
㉗20日（木）㉘22日（土）㉙25日（火）㉚27日（木）㉛29日（土）㉗～㉛16：00

大
阪
松
竹
座

9月　アンタッチャブルビューティー
▶紅ゆずる／三田村邦彦／内場勝則／松島庄汰／江口直彌　ほか
▶1等席（1・2階）12,000円を6,000円
㉜17日（土）㉝19日（月・祝）㉞23日（金・祝）㉟25日（日）㉜～㉟11：00
㊱17日（土）㊲18日（日）㊳19日（月・祝）㊴25日（日）㊱～㊴15：30

10月　新作怪談歌舞伎　貞子×皿屋敷「時
ときをこえりんねのふるいど

超輪廻古井処」
▶片岡愛之助／今井翼／中村壱太郎　ほか
▶1等席（1・2階）14,000円を7,000円
㊵５日（水）㊶７日（金）㊷12日（水）㊸18日（火）㊹21日（金）㊺24日（月）㊵～㊺11：00
㊻6日（木）㊼11日（火）㊽14日（金）㊾18日（火）㊿20日（木）�24日（月）㊻～�15：30

10月　サラリーマンナイトフィーバー
▶錦織一清／純名里沙／渋谷天笑／舞羽美海／惣田紗莉渚／古原靖久
▶1等席（1・2階）11,000円を5,500円
�29日（土）�30日（日）�～�11：00　�28日（金）�29日（土）�～�15：30

南
座

9月　超歌舞伎2022 Powered by NTT(本公演）
一、超歌舞伎のみかた　二、萬

つきせぬはるかぶきおどり

代春歌舞伎踊　三、永
とわのはなほまれのいさおし

遠花誉功
▶中村獅童／初音ミク／小川陽喜（ 8日

～11日）／澤村國矢／中村蝶紫
▶1等席(1・2階）13,000円を6,500円 �8日(木)�9日(金)�11日(日)
�17日(土)�18日(日)�19日(月・祝)�24日(土)�～�11：00 �8日(木)�10日(土)
�17日(土)�19日(月・祝)�20日(火)�22日(木)�23日(金・祝)�～�15：30

9月　超歌舞伎2022 Powered by NTT(リミテッドバージョン）
一、永

とわのはなほまれのいさおし

遠花誉功 ▶澤村國矢／初音ミク／中村蝶紫　ほか／口上
のみ中村獅童

▶1等席(1・2階）6,500円を3,250円　�9日(金)�18日(日)�24日(土）�～�15：30

10月　藤山寛美三十三回忌追善 喜劇特別公演
一、えくぼ　二、〈映像〉藤山寛美 偲面影　三、はなのお六（藤山直美ご挨拶）
▶藤山直美／中村亀鶴／澤村宗之助／いま寛大／大津嶺子／
市村萬次郎／渋谷天外／藤山扇治郎／髙田次郎　ほか
▶1等席(1・2階）13,000円を6,500円　�1日（土）�4日（火）�10日（月・祝）
�13日（木）�20日（木）�～�11：00　�1日（土）�2日（日）�6日（木）�8日（土）
�13日（木）�15日（土）�18日（火）�20日（木）�22日（土）�～�16：00

10月・11月　女の一生
▶大竹しのぶ／高橋克実／段田安則／銀粉蝶／風間杜夫　ほか
▶1等席(1・2階）13,000円を6,500円　�10月27日（木）�28日（金）
�31日（月）�11月1日（火）�4日（金）�7日（月）�～�11：00　�10月29日（土）
�31日（月）�11月3日（木・祝）�5日（土）�7日（月）�～�16：00
※11月分の当落通知は10月分と同日程で発送します。

芸能芸術
府民のための 9～11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7月8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。9月分当落通知は7月27日頃発送、入金締切は8月4日。10
月分当落通知は8月22日頃発送、入金締切は8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）

発表されたら徹底した予防行動を！いつ、どのように発表されるの？

ヒアリ
写真提供：上田昇平
（大阪公立大学）

詳しくはこちら

アキナさん

森
田
ま
り
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ん

（
吉
本
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劇
）

3令和4年（2022年）7月1日

http://www.kanshokyo.jp/web/kouza/2022c/summer.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/midori/seibututayousei/gairaisyu.html
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/seikatsu/kodomo_jyosei/2/index.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/j_fusei/f_menu.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/jinji-i/saiyo/index.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/jinji/senkou/index.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/kyoshokuin/jimu/index.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/kyoshokuin/jissyuukyouin/index.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/kyoshokuin/nogeiin/index.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/bunka/news/hangakukansyo.html
https://sites.google.com/view/osaka-vaccine-portal
https://www.pref.osaka.lg.jp/chikyukankyo/jigyotoppage/atsusataisaku.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/nettyusyou/



