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●各種制度、資格・試験、催し、窓口案内　●府政に対するご意見

What’s  New  in  Osaka
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検索府政だよりhttp：//www.pref.osaka.jp/

 平成23年（2011年）12月1日 1：フヒント

地域で暮らす地域で暮らす地域で暮らす 働く働く働く 情報・コミュニケーション情報・コミュニケーション情報・コミュニケーション

障がいのある人は職場でもさまざまな
配慮が必要です。障がいの特性を理解
し、障がいのある人が生き生きと働く
ことができるよう、
体調などを考慮
した勤務時間の
柔軟な設定等、適
切な配慮をお願
いします。

視覚や聴覚に障がいのある人へ情報を伝えるため、点字
による資料や手話通訳等、必要に応じたコミュニケー
ションの配慮をお願いします。

暮らしの中の「合理的配慮」をお願いします
平成23年8月に障害者基本法が改正され、障がいのある人が生活するうえでのさまざまなバリアーを解消するために、合理的な範囲で必要な配慮を
行うことが求められています。障がいのある人も障がいのない人も暮らしやすい社会とするために、今日から一緒に始めましょう！

円滑な移動への支援（駐車場の適正利用など） 働く環境の整備（勤務条件への配慮など） 情報の確保（点字による資料、手話通訳の配置など）

府では本年度からハートフルオフィスを設置し、障がいの
ある人に府庁で業務経験を積んでいただき、企業などへ
の就労につなげる取り組みを行っています。

障がいのある人が職場で
活躍しています

府では「ともに学び、ともに育つ」教育を推
進するため、学校において障がいのある
なしにかかわらず、誰もが学びやすい環境
づくりに取り組んでいます。

「ともに学び、ともに育つ」教育の推進

学ぶ学ぶ学ぶ

　　 地域で
共に生きる！
障がいのある人と
障がいのない人が

広がりはじめています。地域での共生！広がりはじめています。地域での共生！

グループホームやケアホームでは障がいのある人が、専門のスタ
ッフの支援を受けながら、地域の中で少人数で生活しています。

地域で暮らすグループホーム

暮らす暮らす暮らす
働く働く働く

車いす使用者駐車スペースでは、車いすを使用される人が
スムーズに移動・駐車ができるようご協力をお願いします。

ほかにも・・・ グループホームやケアホームなど、障がいの
ある人の地域における生活の場づくりにご理解をお願いします。

ほかにも・・・ 身体に障がいのある人のため、段差を
なくすなど職場のバリアフリー化をお願いします。

ほかにも・・・より多くの人に情報を伝えるため、ひらがな
や平易な文章、識別がしやすい色の使用をお願いします。

冬も節電を
お願い
します！

■問府障がい福祉室　■206（6944）6271

http://www.pref.osaka.jp/
http://www.pref.osaka.jp/j_fusei/f_menu.html


2 府庁へのお問合せ …   府民お問合せセンター   ■2＃8001 または 06（6910）8001 ：ォヒント

市町村　人権特別相談
人権週間にあわせ、府内市町村では通常の人権相談に加えて人権特別相談を実施
します。詳しくはホームページまたは府民お問合せセンターへ。

光が美しい冬の水辺で、リバーサイドキャンドルやライ
ブ、クルーズ、温かくておいしい飲食販売などを実施。
冬のにぎわいを創造します！
▶日時：12月14日（水）～25日（日）　▶場所：八軒家浜
（地下鉄「天満橋」ほか）

大阪のまちを「カンヴァス」に見立て、府咲洲庁舎や通天
閣などを中心にアーティストが制作した作品を展示。参加
型の作品もあります。
▶日時：平成24年1月末まで（作品によって異なります）

エアコンは、設定温度を20℃以下にして、
電気を使わない暖房に努めてください。

12月10日から16日は「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」です
拉致問題は重大な人権侵害であり許されません！
啓発週間にあわせ、映画「めぐみ」上映と政府からの報告を行います。当日は入館料は不要です。
▶日時：12月18日（日）13：30　▶場所：ピースおおさか（JR「森ノ宮」ほか）
▶定員：250人【先着順】（要申し込み）

府では、宅地建物取引の場におけるさまざまな人権問題を解消していくため「宅地
建物取引業人権推進指導員」の養成に取り組んでいます。
人権推進指導員を置く宅地建物取引業者では、従業員に対して
人権に関する教育・啓発を行い、事務所には右のステッカーを掲
示しています。

宅地建物取引業人権推進指導員制度

考えよう　相手の気持ち　育てよう　思いやりの心

みんなで築こう  人権の世紀

昭和23年（1948年）12月10日、国際連合が人権および自由を尊重し確保するた
めに世界人権宣言を採択しました。わが国では12月4日から10日を人権週間と定め
ており、府でも人権尊重の社会づくりのためさまざまな取り組みを行っています。

平成23年度　最優秀賞入選者
●作文（3部門）
　中田  夢乃さん（大阪信愛女学院小学校6年生）
　黒澤  香澄さん（大阪教育大学附属平野中学校1年生）
　戸田  光一さん（関西創価高等学校1年生）
●ポスター（2部門）
　堀井  萌里さん（八尾市立竹渕小学校6年生）
　岸本  みきさん（羽衣学園中学校2年生）

障がい者福祉の推進に貢献された方
および自立し、その社会参加への取り
組みが他の模範となる方を表彰します。

障がいのある人と障がいのない人との心のふれあいの体験を
つづった「心の輪を広げる体験作文」、障がいへの理解を深めるた
めの「障がい者週間のポスター」の入選作品を決定しました。

府では、障がいのある人と障がいのない人が共に暮らしやすい社会となるよう、障がい者週間を中心として、府民の皆さんの
障がいへの理解を深める取り組みを市町村などと連携して行っています。

福島第一原子力発電所事故による風評被害などの偏見や差別
を考えるシンポジウムを開催します。
▶日時：12月11日（日）　13：00～16：00
▶場所：南御堂・同朋会館（地下鉄「本町」）
▶定員：250人【先着順】（当日受付）

福島への
偏見や差別を
考えるシンポジウム

拉致被害者を取り戻すためのシンボル
ブルーリボン

「ビリケン物語～太郎とマリケン純情篇～」（京都精華大学  ＴＭゼミ）

■問府民お問合せセンター
■2＃8001または06（6910）8001 検索検索大阪府  人権週間特別相談

■問府民お問合せセンター　■2＃8001または06（6910）8001■問（財）大阪府人権協会　■206（6581）8613 検索検索大阪府人権協会

■問府人権室　■206（6210）9280

■申 電話で12月17日（土）までにピースおおさかに申し込み　■206（6947）7208

12月4日から10日は人権週間です！

けないで！　あ

りませんい

まい話は
要注意う

んりょなくえ
かしいと
思ったらお

訪問販売には、迷惑なら
「帰ってください」と
はっきり言いましょう。

「今ならお買い得」「もうかる」
には注意しましょう。

高額な買い物は一人で
決めず、家族や信頼できる
知人に相談しましょう。

一人で悩まずに
相談してください。

電話勧誘販売には、
あいまいな返事ではなく、
はっきり断りましょう。

あ い おう え被害にあわないための

お住まいの市町村等の消費生活相談窓口をご案内します
消費者ホットライン０５７０（０６４）３７０

ゼロ・ゴー・ナナ・ゼロ   　  守ろうよ、          みんなを！

検索検索府消費生活センター■問  府消費生活センター  ■206（6945）0711
府消費生活センター電話相談  ■206（6945）0999

高齢者の消費者被害・相談が増えています

12月3日から9日は「障がい者週間」です

「心の輪を広げる体験作文」
「障がい者週間のポスター」入選作品決定！

障がい者週間知事表彰

シンポジウムや講演会、交流会、パネ
ル展など府内各地で障がい理解の啓
発イベントを開催します。

障がい理解の啓発イベント

「大阪府ハートフル企業顕彰制度」は、障がいの
ある人の雇用の促進につながる企業の活動を評
価し、広く紹介する制度です。平成23年度の
「ハートフル企業大賞」は、『株式会社ユー・エス・
ジェイ』、「ハートフル企業教育貢献賞」は、『上新
電機株式会社』に決定しました。

「大阪ハートフル企業顕彰制度」
受賞企業決定！

小学生の部 最優秀賞　堀井 萌里さんの作品

…ホームページ■HP

■HP

■HP

■HP

■問府民お問合せセンター
■2＃8001または06（6910）8001

検索検索ハートフル企業顕彰制度■HP

検索検索宅地建物取引業とじんけん■HP

検索検索大阪府人権  イベント・講座■HP

冬も節電にご協力を
お願いします！ 健康に影響のない範囲で

ご協力をお願いします。

■問府民お問合せセンター  ■2＃8001または06（6910）8001 検索検索大阪ふれあいキャンペーン■HP
詳しくはホームページまたは府民お問合せセンターへ

おおさかカンヴァス推進事業作品展示

水都大阪  光のリバースクエア

■動画 

この冬も電力不足が心配されます。府では、関西広域連合の一員として、
10%以上の節電を目標に、冬の節電を呼びかけています。

※緊急の場合（関西電力が提供するでんき予報97％超の場合）は、
　さらなる節電をお願いします。 検索検索モットキットと一緒■HP

詳しくはホームページまたは府民お問合せセンターへ

検索検索おおさかカンヴァス■HP

検索検索水都大阪■HP

節電の期間・時間帯
●12月19日（月）～平成24年3月23日（金）の平日

●9：00～21：00
（12月29、30日、1月3、4日除く）

※ご家庭では、特に18：00～21：00
　に重点的な取り組みをお願いします。

暖房 使用する部屋を少なくし、不要な
照明はこまめに消してください。照明

消費電力の高い電気製品（テレビ、電気
ポットなど）の使用は、必要最低限にして
ください。

その他

ご家庭で、こんなことに取り組んでください

被災された方の生活・子育てなどの「困りごと」や偏見、差別など
についての相談窓口です。
▶電話：0120（760）222（フリーダイヤル）
　　　 毎週火曜日14：00～20：00（平成24年3月27日（火）まで）
▶メール：so-dan@jinken-osaka.jp

東日本大震災で
被災された方専用
相談窓口

（財）大阪府人権協会では、専門的な人権相談を実施しています。
▶電話：06（6581）8634　平日9：30～17：30

専門的人権相談

■問府民お問合せセンター　■2＃8001または06（6910）8001

■問府民お問合せセンター　■2＃8001または06（6910）8001

12月は地球温暖化
防止月間です。

節電の取り組みを通じて、省エネ型のライフスタイルをめざしませんか。関連イベントは
ホームページまたは府民お問合せセンターへ 検索検索大阪府  温暖化防止月間■HP

http://www.pref.osaka.jp/keikakusuishin/syougai-info/fureai.html
http://www.pref.osaka.jp/koyotaisaku/heartfull-kensyo/index.html
http://www.jinken-osaka.jp/
http://www.pref.osaka.jp/jinken/course/index.html
http://www.pref.osaka.jp/jinken/talk/net.html
http://www.pref.osaka.jp/kenshin/sido-jinken/
http://www.pref.osaka.jp/shouhi/
http://www.osaka-info.jp/suito/
http://www.pref.osaka.jp/koho/doga/
http://osaka-canvas.jp/
http://www.pref.osaka.jp/chikyukankyo/setsuden/
http://www.pref.osaka.jp/chikyukankyo/jigyotoppage/gekkan_12.html
http://www.pref.osaka.jp/keikakusuishin/syougai-info/fureai.html
http://www.pref.osaka.jp/keikakusuishin/syougai-info/syougai-hyousyou23.html
http://www.pref.osaka.jp/keikakusuishin/syougai-info/fureai.html
http://www.pref.osaka.jp/koyotaisaku/heartfull-kensyo/index.html
http://www.jinken-osaka.jp/
http://www.jinken-osaka.jp/
http://www.jinken-osaka.jp/
http://www.pref.osaka.jp/shouhi/shokai.html


携帯での登録は
ＱＲコードから

検索検索大阪府ムービーニュース　　　

登録は 検索検索大阪府メールマガジン

大阪ミュージアム

検索検索大阪ミュージアム構想

この冬、光のまち大阪のさまざまな表情を皆さんのカメラで
表現する新たなコンテスト。さてこのイベントの名称は？
「イルミネーション○○○コンテスト」

問題

イベント情報などをインターネットによる動画で配信しています。動画
マークがある記事も、動画でご紹介！ぜひご覧ください。

検索検索大阪府　ミュージアムクイズ

応募方法

ヒント　　　   「御堂筋イルミネーション」をはじめ、各地のイルミネーションを対象にＪ：ＣＯＭやＺＡＱ
とコラボレーションするコンテスト。応募期間は12/26（月）まで。各イルミイベントの魅力を
集結して大阪のまちを元気に輝かせます。府政だよりの1～3面にもヒントがあります。詳しく
はhttp://web.zaq.ne.jp/photoへ

正解は次号！

府の最新情報を毎週お届け！今なら
新規登録者、読者の中から大阪ミュ
ージアムショップの商品大阪欄間工
芸協同組合の「干支『昇り龍』透
かし額」を2名様にプレゼント！桐
材を使用し、400年に渡り受け継が
れる大阪欄間の透かし彫りの技術・
技法を用いて平成24年の干支「龍」
を彫り上げました。今すぐご登録を！

大阪がわかる！ プレゼントが当たる！ 大阪府メールマガジン

大阪府ムービーニュース
松原商工会議所の
「合鴨カレー」詰め合わせ

正解者の
中から

プレゼント！
抽選で5名様

今 号 の プ レ ゼ ン ト 　　　　　ハガキ、パソコンまたは携帯で①クイズの答え②郵便番号③住所④氏
名⑤電話番号⑥府政だよりへのご意見・ご感想を書いて下記までご応募ください。
▶ハガキ　〒540-8570 府民お問合せセンター  
　　　　  「大阪ミュージアムクイズ」係 （住所記載不要）

▶パソコン
▶携   帯  右のＱＲコードから
締切 12月15日（木）【必着】

※当選者の発表は商品の
　発送をもって代えさせて
　いただきます。前号の答え ：

松原で育った「合鴨」と「地場野菜」を使用
したご当地カレーです。

大阪ミュージアムタイアップ商品（売上げの一部を
大阪ミュージアム基金に寄附いただいている商品）から

発 明 記 念館
インスタントラーメン

3府庁へのお問合せ …   府民お問合せセンター   ■2＃8001 または 06（6910）8001

役立つ情報いっぱい

      06（6910）8005　 送付先 〒540-8570（住所記載不要）
府民お問合せセンター
＃8001または06（6910）8001■2 検索検索大阪府　情報BOX

■日…日 時
■2…電 話

■所…場 所 ■定…定 員 ■￥…料 金 ■申…申し込み
■FAX

■FAX

…ＦＡＸ ■動画… 検索検索大阪府ムービーニュース

ホームページ■HP

情報 B OX
■動画 マークのある記事は　　　　　　　　　　　　　　　　　　　で動画をご覧いただけます。検索検索大阪府ムービーニュース　　　：トヒント

運 転 免 許…06（6906）0055  
府 営 住 宅…06（6945）6000

エイズ予防・検査…06（6942）9520  
自　 動　車　税…06（6939）1570

  

テレホンサービス
音声テープによりご案内しています

エイズ予防・検査…06（6942）9520  
自　 動　車　税…06（6939）1570 府政だよりWEB版 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。

※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

記事

検索検索府政だより

大阪の情報いっぱい
「府政だより」を
よろしくお願いします！

　　　　　　　　　　　 情報BOXの全ての記事の詳細、
お問い合わせ先、申し込み先をご案内しています。

　　　　　　　　   記事中に申し込み先の記載のあるものは記載先に、
それ以外のものは府民お問合せセンターにお申し込みください。

お問い合わせについて 申し込みについて

催　し

お知らせ

学　び

御堂筋イルミネーション
御堂筋を光で飾り、美しい光のまちとして、
人々をひきつける賑わいをつくります。昨
年度より500ｍ延長し、日本最長の約1.9ｋ
ｍに。装飾には、消費電力の少ない発光ダ
イオード（LED）を使用し、節電に努めます
■日 12/14（水）～平成24年1/22（日）17：00
ごろ～23：00（初日は18:00ごろ～）■所淀屋
橋交差点（地下
鉄「淀屋橋」ほ
か）～新橋交差
点（地下鉄「心
斎橋」）■動画
久宝寺緑地 やんちゃクラブQFO
「クリスマスの飾りを作ろう」
松ぼっくりを色づけし、モール（色とりどりの
ひも飾り）などをつけたクリスマス飾りや、枝
のモビール（風で揺れる飾り）などを作ります
■日 12/4（日）13:00～15:00■所久宝寺緑地
（JR「久宝寺」ほか）■定約20人（5～12歳程
度。6歳までは保護者同伴。当日先着順）
紀泉わいわい村 冬休みいろりキャンプ
ローストチキンなどクリスマス料理に挑戦。
五右衛門風呂で冬を満喫！
■日 12/25（日）～26（月）■所紀泉わいわい
村（泉南市信達葛畑207）
■定小学生40人【先着順】■￥ 15,000円
■申紀泉わいわい村まで電話で申し込み
■2 072（485）0661■動画
府立弥生文化博物館冬季企画展Ⅰ
『子規の叔父「加藤拓川」が残した絵
葉書－明治を生きた外交官の足跡－』 
明治の外交官 加藤拓川が残した、当時の
多彩な人物との交流を物語る絵はがき
などを展示
■日 12/3（土）～平成24年1/29（日）9:30
～17:00（入館は16:30まで）
■所府立弥生文化博物館（JR「信太山」ほか）
■￥ 一般　400円

まるごとぜーんぶ大阪産（もん）！
ＪＡグループ大阪合同農業祭
府内の全14JA（農協）が一堂に会し、地元
産農産物・加工品を即売
■日 12/9（金）10：00～14：00（農産物など
が売り切れ次第終了）■所ＮＨＫ大阪アトリ
ウム（地下鉄「谷町四丁目」）

府立高等職業技術専門校等　
平成24年4月入校生募集
就職につながる技術を身に付けるための
職業訓練です。障がいのある人が対象の
科目もあります（教科書代などの実費の
み必要）
■申平成24年1/10（火）～2/7（火）まで（知的
障がい者対象科目は12/2（金）～平成24年
1/12（木）まで。その他身体障がい者対象、
発達障がい者及び精神障がい者対象科目
は別途お問い合わせください）／応募書類
をお住まいの地域のハローワークへ提出

府職員採用セミナー
府職員の仕事を知っていただくための職
種別プログラムや個別質問・相談会などを
実施。国籍不問
■日平成24年1/13（金）13：00～17：30
■所府庁新別館南館（地下鉄「谷町四丁目」）
■定 450人【多数抽選】■申ホームページで
12/16（金）18：00までに申し込み
公立学校講師希望者登録受付
府内の公立学校（大阪市立・堺市立学校を
除く小・中・高・特別支援学校）において、講
師（常勤・非常勤）として勤務を希望する人
の登録を受付中
■申申込書を持参、郵送またはホームページで申
し込み／府教職員人事課 ■2 06（6944）6895

年末の交通事故防止運動
12/1～31まで「子どもと高齢者の交通事

故防止」「飲酒運転の根絶」「自転車の安
全利用の推進」を重点に実施。ルールを守
り、交通事故をなくしましょう！

まいど子でもカード4周年キャンペーン
4周年を記念して、平成24年2/29（水）時
点で登録されている人を対象に、抽選で
素敵な賞品をプレゼント。18歳未満の子
どものいる世帯の人ならどなたでも登録
できます。この機会にぜひご登録を！

「大阪教育ゆめ基金」への寄附の
お願い
大阪の子どもたちの確かな「学び」と「は
ぐくみ」を支えるため、寄附を呼びかけて
います。皆さんのご協力をお願いします

12月は「大阪府献血推進月間」です！
冬場は献血者が減少し、輸血用血液が不足
する恐れがあります。府内の献血場所（当日
と翌日）は、　　0120-524133でご案内

「アタックス2011」　　　　　
12月は税収確保重点月間
滞納者に対する徹底した催告や差押えな
どを実施し、納期内に納税された人との公
平性を確保します。市町村においても税
収確保に向けた取り組みが実施されます。
納税にご理解・ご協力をお願いします

木造住宅の耐震化補助制度
昭和56年以前に建築の木造住宅の耐震
診断、耐震設計及び耐震改修について、補
助制度があります。地震に備え、住宅を耐
震化しましょう。各市町村の住宅耐震化の
担当窓口でご相談ください

誰もが安心して住まいを借りられ
るように
高齢者や障がい者、外国人、子育て世帯な
ど、住まいを借りられずに困っている人が
おられます。府では、このような人の入居
を拒まない「あんしん賃貸住宅」などの登
録制度を設けています。皆さんのご理解
とご協力をお願いします

総合労働事務所北大阪センターの廃止
本年12/31（土）をもって廃止します（業務
終了は12/28（水））。業務は、大阪市中央
区の総合労働事務所（地下鉄「天満橋」ほ
か）で行います。なお、労働相談について
は、平成24年1/12（木）から府豊能府民セ
ンタービル（阪急「池田」）で、毎週木曜日
（10：00～16：00）に行います
歳末労働相談会とセミナー
①電話または面談による労働相談会を
実施②弁護士相談、社会保険労務士相談、
職場のメンタルヘルス相談（面談のみ）
③労働者、使用者、若者向けに労働関係
の法律基礎セミナー（4講座）も開催し
ます
■日①、②12/8（木）、9（金）9：00～20：00、
12/10（土）10：00～17：00、大東市では
12/9（金）13：00～17：30③12/8（木）、
9（金）講座により開催時間は異なります
■所①、②府総合労働事務所（地下鉄「天満
橋」ほか）、同北大阪センター（北大阪急
行「千里中央」ほか）、同南大阪センター
（南海「堺東」）、大東市役所南別館（ＪＲ
「住道」）③講座により異なります
■定①無し②若干名【先着順】③講座により
異なります【30～40人 先着順】
■申①申し込み不要②当日まで／電話で
事前相談の上、申し込み③当日まで／
電話、FAX、ホームページで申し込み／
必要事項：氏名、お住まいの市町村名
または会社名、電話番号／府総合労働
事務所
■2 06（6946）2608■FAX  06（6946）2635

ノロウイルスなどによる感染性胃
腸炎にご注意
ノロウイルスは感染力が強いので、せっけ
んを使い、手をしっかり洗いましょう。加熱
が必要な食品は、中心部までしっかり加熱
して食べましょう！
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