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浪速区 広報なにわ　令和2年 5月号3
毎月第4日曜日は、9時から17時30分まで窓口サービス課（住民情報・保険年金）の一部業務窓口を開設しています。

詳しくは総務課（a06-6647-9625　b06-6633-8270）まで

総務課（企画調整）
a06-6647-9683
〔行政相談〕国の行政全般の苦情・要望
〔行政書士による相談〕相続、入管、帰化など
〔社会保険労務士による相談〕労働、年金、保険など

総務課（企画調整）a06-6647-9683
【予約受付】各相談日の前日9時～

保健福祉課（子育て支援）
a06-6647-9895

保健福祉課（地域保健活動)
a06-6647-9968
くらしサポートセンターなにわ
a06-6536-8861　b06-6536-8864

予約不要行政相談

行政書士による相談

社会保険労務士
による相談

ひとり親家庭相談
（離婚前相談を含む）

精神科医師による
こころの健康相談

くらしの
困りごと相談

5月13日（水）10時～12時

法律相談
定員8名（先着）/1人30分

電話・面談・メール・FAX

5月13・20・27日（水）
6月3日（水）13時～17時

内容 日時 場所 問合せ先

6月5日（金）13時～15時

5月21日（木）13時～16時

毎週火・木曜日
9時15分～17時30分

5月15日（金）・27日（水）
14時～15時30分

9時～17時30分

市民局人権企画課
a06-6208-7489 b06-6202-7073

9時～17時30分

要予約

要予約

要予約

犯罪被害者等支援の
ための総合相談窓口

予約不要
（土・日・祝日・年末年始を除く）

（土・日・祝日・年末年始を除く）

（祝日・年末年始を除く）

市役所
４階

浪速
区役所

d平日9時～21時 日・祝日9時～17時30分（土・年末年始（12/29～1/3）を除く）

相談専用番号 a06-6532-7830（なやみゼロ）b06-6531-0666
メール相談専用 7830@osaka-jinken.net

専門相談員による
人権相談

人権啓発・
相談センター

c大阪市総合コールセンター　a06-4301-7285 b06-6373-3302

d5月24日（日）9時30分～13時30分
e大正区役所
【予約受付】a06-6208-8805
5月21日（木）･22日（金）9時30分～12時

日曜法律相談 要予約 定員16名（先着）

d5月28日（木）18時30分～21時
e北区民センター

ナイター法律相談

※受付開始時間（17時30分予定）に順番を抽選、
以降先着順

定員40名（先着） 予約不要

くらしの相談

なでこちゃんの
健 康 場広

vol.49

みんなで守ろう!子どもの安全
c浪速警察署a06-6633-1234 b06-6645-5862

警 察 だ よ り

　浪速区は、子どもたちの元気な笑い声が行き交う
活気あるまちです。
　これからも次代を担う子ども一人ひとりが、笑顔で
安心して暮らせるまちでありますように、私たち大人
がそれぞれの立場で見守り支えることが、何よりも大
切です。新学期が始まった今、ご家庭でも「５つの約
束」について話し合い、大切な子どもが危ない目にあ
わないようにしましょう。

１１９番通報は落ち着いて
c浪速消防署a06-6641-0119 b06-6634-0119

消 防 だ よ り

　「火事、救急は１１９番」これは誰しもがご存知だと
思います。では、いざ通報するときは、どのように伝
えれば良いでしょうか？１１９番を受信していると、
「○○さんのタバコ屋を入ったとこや!」「○○薬局の
前や前！」というように、最寄りの消防署に繋がって
いると思われている方が多くいらっしゃいます。大阪
市内の１１９番通報は、西区の消
防局指令情報センターで受信し
ています。もし通報するときは、
まず落ち着いて住所から順に
しっかりと伝えてください。
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犯罪発生状況  （3月中）

k無料　j大阪市民の方

3か月児健診■★

1歳6か月児
健診■★

3歳児健診■★
ＢＣＧ接種■
結核健診(胸部Ｘ線間接撮影)

5月13日(水)9時～ 
6月10日(水)9時～
5月7日(木)13時20分～
6月4日(木)13時20分～
5月28日(木)13時20分～

不要 無料

生後5～8か月未満の方(標準的な接種月齢)
大阪市民で15歳以上の方

実施日は変更となる場合があります。
対象者には個別に通知します。

5月21日(木)14時～15時
5月20日(水)10時～11時

種 別 実施日時（受付時間） 対 象 予約 費用

健診・予防接種などのお知らせ
f・c保健福祉課(保健) a06-6647-9882 b06-6644-1937　e■区役所 3階　■区役所 7階

c区役所3階33番窓口
保健福祉課（地域保健活動）
a06-6647-9968

保健福祉課（保健）
a06-6647-9882
b06-6644-1937

c保健福祉課（保健）
a06-6647-9882
b06-6644-1937

★乳幼児健診の対象は予定で変更になる場合があります。対象の方へは事前に通知します。当日、健診の都合により時間が前後する場合があります。
※がん検診では、後期高齢者医療被保険者証・高齢受給者証・大阪市老人医療証をお持ちの方、市民税非課税世帯・生活保護世帯の方で証明書類をお持ち
の方は料金が免除されますので、検診当日に証明書類を提示してください。

乳
幼
児
健
診

麻しん風しん混合（ＭＲ）ワクチンの接種をうけましょう！！
●麻しん・風しんってどんな病気？ 大阪市の麻しん・風しんの発生数

●麻しん風しん混合（MR）ワクチンって？

感染力が強くて、
かかると７～１０日
間も発熱、せき、発
しんなどが続き、
乳幼児では肺炎や
脳炎など重症にな
ることもあります。

妊婦がかかると、お腹の赤
ちゃんに生まれつき耳、目
や心臓の障がいをもつ可
能性が高くなります。症状
（発しん、発熱など）は3日
程度ですが、大人は重症
化しやすいです。

　1回接種のみでは免疫がつかなかったり、免疫が持続せずに風しんにか
かってしまうことがありますが、2回の接種で98～99％の子どもに免疫
がつきます。
　定期接種対象は「1歳」「小学校入学前の年（年長児）」のお子さんです。
予防接種手帳があれば無料!
　定期接種対象以外の方は、1万円程度の費用がかかります。
　対象の年齢になれば、できるだけ早めにワクチン接種をしましょう。

　病気や障害を抱えながら自宅で
過ごすことは、本人・家族にとって常
に不安がつきまといます。
　そういった不安に医師・薬剤師・ケ
アマネ・ヘルパーなど医療、福祉と分野の違う専門
職とともに皆さんの思いを共有し、訪問看護師とし
て、体調の事、薬の相談、自宅での過ごし方などをＡ
ケアカードに情報提供しています。傷などの場合は
写真による相談を行い、リアルタイムで的確な指示
をもらっています。
　Ａケアカードを活用するようになり、関係者が情
報を共有し意見交換することで、必要な時に力を合
わせて在宅生活が続くように支援しているという実
感を持つことができています。

麻しん（はしか） 風しん（3日ばしか）

■麻しん
■風しん

1 6 5

平成29年 平成30年 平成31年

53
63

72
麻しんは10倍

以上!

風しんも増え
てます!!

特別な
治療法がなく、

ワクチン（予防接種）
だけが身を守る
唯一の方法　　

です!

愛染園訪問看護ステーション 下  聡子
Ａケアカード
参加機関一覧
はこちら▶ 

ＡケアカードでＯＮＥ ＴＥＡＭＡケアカードでＯＮＥ ＴＥＡＭ
ワン チーム

難波中１で車上ねらいが発生

桜川２・桜川４で車上ねらいが発生

幸町１で痴漢が発生

稲荷２で車上ねらい未遂が発生

浪速西１で部品ねらいが発生

大国１で車上ねらいが発生

敷津東２で車上ねらいが発生

恵美須西１で部品ねらいが発生

恵美須東３で痴漢、車上ねらいが発生

日本橋西２・日本橋５で部品ねらいが発生
難波中２・日本橋４で車上ねらい、
日本橋３で部品ねらいが発生。

５つの約束 ～危ない目にあわないために～
・ひとりで遊びません
・知らない人に、ついていきません
・連れていかれそうになったら、大声で知らせる
・出かける時は「だれとどこで遊ぶか、いつ帰るか」
を、家の人に言ってから出かける
・友達が連れていかれそうになったら、すぐに大人の
人に知らせる

胃がん検診(胃部X線間接撮影) 大腸がん検診(免疫便潜血検査)
肺がん検診(胸部X線撮影・かく痰検査) 乳がん検診(マンモグラフィ検査)
骨粗しよう症検診 特定健康診査・後期高齢者医療健康診査

右記の検診は
新型コロナウイルス
感染拡大防止のため
中止になりました。

※転入などで予防接種手帳の
ない方は、区役所34番で手続
きが必要です。


