
広告 広告

妊婦さん乳幼児子育て向け！
災害時のママ・パパ
心構えセミナー

※広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任は広告主に帰属します。 また、大阪市が推奨等するものではありません。

9月号（2022/No.316）

05 わがまち北区

防災・
安全・安心

新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントなどが中止となる場合があります。

小学校3年生の娘、1日に
何度かタブレットのアプリ
で天気予報を見ています。
「天気を見て何を判断し
てるの？」と聞くと「気温で
長袖にするか半袖にするかと、雨か晴れかで
傘がいるか調べてる」と予報に合わせて衣服
と持ち物を決めているようです。日常から情
報収集の習慣が定着していて感
心します。天気予報のチェックは、
台風などの時の行動判断に役
立つねと家族で話しました。 
ジシン本サポーター・笠井

子どもの情報収集
My防災  ジシン本実践編

子育て

ジシン本
HPはこちら ▶

大阪市空家利活用
改修補助事業HP ▶

大阪市
空家対策HP ▶

9/9は「救急の日」
消防だより

びん
ちゃん

めい
ちゃん9/9を「救急の日」とし、この

日を含む１週間を「救急医療
週間」としています。 今年は9/4～10です。
「救急車を呼ぶほどではないけれど、今、開
いている病院はどこなの？」「近くの救急病
院は？」「救急車を呼んだ方がいい？」など、
病気やケガで迷ったら…24時間病院案内
／救急安心センターおおさか（電話#7119）
へお問合せください。 緊急の場合は迷わず
119番へお電話ください。
北消防署　☎06-6372-0119問

犯人は、区役所等の職員を名乗り「医療費
の過払い金があるので、ATMに行き手続き
をしてください」等と高齢者宅に電話をかけ
銀行等に誘導し、ATMを操作させて犯人
の口座に現金を振り込ませます。 ATMで医
療費等のお金は戻ってきませんので、このよ
うな電話があれば、すぐに警察に通報してく
ださい。
〈被害防止のポイント〉
❶留守番電話機能の活用
❷電話番号の変更
❸番号表示サービスの利用
❹防犯機能付電話機等の使用

警察だより
還付金詐欺にご注意ください！

大　淀警察署　☎06-6376-1234
曽根崎警察署　☎06-6315-1234
天　満警察署　☎06-6363-1234

問

くらし・
手続き

区役所の開庁時間 9:00～17:30  　　 19:00まで延長（一部業務）　　　　　9:00～17:30（一部業務）※毎月第4日曜日　   総務課  ☎06-6313-9625平日 金曜 9/25（日） 問

北区民センター
☎06-6315-1500　　06-6367-1990
申問

11/8・15・22・29（いずれも火曜日）
10:00～12:00（全4回）
北区役所、北区民センター（北区役所隣）

【対象】 区内在住の11/8時点で生後2～5
か月の赤ちゃん(第1子)とお母さん(初めてこ
のプログラムに参加する方）
【定員】 各会場10組(申込先着順)
テキスト代1,100円（税込）

【申込】 9/12（月）～電話・窓口にて受付
健康課

☎06-6313-9968　    06-6362-1099

要申込

親子で交流しながら少し先を見通した子育
てについて一緒に考えてみませんか？

親子の絆づくりプログラム
赤ちゃんがきた！

￥

申問

感性を磨き、未来の子どもを育む!!
こどもまなびフェス

津波避難ビルの一時使用休止
（北スポーツセンター）

「絵付け体験」「手作り
楽器」「ダンス＆体操」
「将棋」「食育」など親
子で楽しめる催しです。
9/18（日）
13:00～17:00
北区民センター（北区役所隣）
500円（各催し毎） 

※別途材料費が発生する催しがあります
【申込】 9/16（金）17:00まで電
話・FAX・来館・ホームページにて
受付 ※FAXには住所、氏名、電話番号
を明記　※多数抽選、当日も受付可

要申込

津波や河川氾濫などの水害から身を守るた
めの「津波避難ビル」指定施設である北ス
ポーツセンター2階屋上（中津3-4-27）は、
外壁改修及び屋上防水工事のため令和4
年10月から令和5年3月（予定）の間、避難
施設としての使用を一時休止いたします。 
周辺の津波避難ビル指定状況については、
北区防災マップ等で確認できます。
※スポーツ施設としての利用はこれまでどおり可能です

空家を放置していませんか？
空家は個人の財産であり、所有者または管
理者が適切に維持・管理をする責任があり

ます。
適切に管理されず、安全・衛生・景観・防犯
等の面で近隣住民の生活環境に支障をき
たす場合は、「空家等対策の推進に関する
特別措置法」に基づき、特定空家等として、
市町村の指導・勧告等の対象になる可能
性があります。
また、管理不全が原因で第三者に損害を与
えた場合、民法717条による損害賠償責任
を負う可能性があります。
区役所では、空家を所有している、または所
有する可能性がある場合や近隣の空家に
関するご相談を受付ています。

地域課　
☎06-6313-9734　　 06-6362-3823
問

保険年金課　
☎06-6313-9956　　 06-6362-3822
問

建設局市岡工営所　
☎06-6576-0761　　 06-6576-2162
問

●近隣の管理不全な空家について
地域課　☎06-6313-9734

●空家利活用について
住まい情報センター ☎06-6882-7053

問

問

詳細は北区民
センターHP ▶

日

場

9/24（土）11:00～11:30
北図書館2階読書室（本庄東3-8-2）

【内容】 絵本を中心にパネルシアターなど
【対象】 小学生までの子どもと保護者
【出演】 絵本の会北
【定員】 10組（申込先着順）
【申込】 9/3（土）～23（金祝）まで電話・来
館にて受付

日
場

小さな子も楽しめる
えほんのじかん 要申込

無料

北図書館
☎06-6375-0410　　06-6371-3177
申問

10/1（土）10:00～13:00
北区民センター（北区役所隣）

【対象】 妊産婦・乳幼児子育て中のママ・パパ
【講師】 西尾歩氏（一般社団法人大阪府助
産師会）
【定員】 15名（多数抽選）
【申込】 9/29（木）17:30まで電話・FAX・
メール・来館にて受付
※FAX・メールには住所・氏名・電話番号を明記

日
場

要申込

無料

北区社会福祉協議会
☎06-6313-5566　　06-6313-2921
　 kitawaniwani@osaka-kitakusyakyo 
u.com

申問

後期高齢者医療制度の
被保険者証の送付
対象の方に、被保険者証（黄色）を
9月中旬に送付します。
9月中に届かない場合や郵便局の保管期限
を過ぎた場合は、お問合せください。現在
の被保険者証（水色）は10/1から使えなく
なりますのでご注意ください。
10月の制度改正により、住民税課税所得が
28万円以上の方で一定以上の所得の方は、
現役並み所得者（3割負担）を除き、医療費
の窓口負担割合が2割となりますが、施行後
3年間は外来の月々 の負担増加額を最大
3,000円までに抑え、差額を後日、高額療養
費として払い戻す配慮措置があります。
2割負担となる方で高額療養費の口座を登
録されていない方には、9月下旬に大阪府
後期高齢者医療広域連合から、事前に口
座を登録するための申請書が送付される予
定ですので提出をお願いします。

端建蔵（はたてくら）橋
通行止めのお知らせ
端建蔵橋（中之島６丁目～西区川口２丁目）
は架け替え工事に伴い、終日通行止めとな
ります。ご理解・ご協力をお願いします。
【期間】 9/16（金）～令和7年3/31（月）
（予定）

　　  あおぞら司法書士事務所内
　　  （担当：赤松）  
☎0120-676-888（平日9：00～18：00）

　　  大阪府行政書士会北支部
☎06-6105-3219（平日9：00～17：00）

申問

申問

無料

無料

要予約

要予約

要予約

相談内容 日　時 問合せ先

司法書士相談

北区役所での相談

9/14（水）13:00～16:00
※事前に電話予約

要予約行政書士相談 9/28（水）13:00～16:00
※事前に電話予約外国人のビザ手続・帰化、

建設業・民泊等の各種
営業許可などの相談

法律相談 9/7（水）・21（水）・10/5（水）
13:00～17:00
※当日9:00から電話予約

9/28（水）13:00～16:00
※事前に電話予約（先着順）

　　  政策推進課（広聴担当）
☎06-6313-9683
申問

行政相談 9/15（木）13:00～15:00
※予約不要

　 政策推進課（広聴担当）
☎06-6313-9683
問

不動産相談 　　  公益社団法人全日本不動産協会
大阪府本部北支部
☎06-6373-1511（平日10:00～15:30）

申問

人権相談

犯罪被害者等支援
のための総合相談

随時受付
9:00～17:30
（土日祝・年末年始を除く）

市民局人権企画課
（中之島1-3-20 
大阪市役所4階）

　 市民局人権企画課
☎ 06-6208-7489　
　 06-6202-7073

受付／月～金 9:00～21:00
　　　日祝 9:00～17:30

専門相談員が電話・面談・FAX・メールで相談
をお受けします。 区役所等での出張相談を希
望される方は、その旨ご連絡ください。

問

　　  大阪市人権啓発・相談センター
☎ 06-6532-7830　
　 06-6531-0666
　 7830@osaka-jinken.net

申問

要予約

日曜法律相談 9/25（日）
9:30～13:30

東淀川区役所
（東淀川区豊新2-1-4）

予約受付：9/21（水）・22（木） 
9：30～12：00
予約専用電話  ☎06-6208-8805
　 大阪市総合コールセンター
☎06-4301-7285
問

相談内容 日　時 場　所 問合せ先

その他の相談

ナイター法律相談 9/12（月）
18:30～21:00

天王寺区民センター
（天王寺区生玉寺町7-57）

　 大阪市総合コールセンター
☎06-4301-7285

※受付時間18:00～20:00。18:00～順番を抽選。 以降先着順（必ずマスク着用）

問
当日受付 ※

￥

日

場


