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大阪市民の方くらしの相談 対象

10月12日（水）・
19日（水）・26日（水）・
11月2日（水）
各日13時～17時

無料

浪速区役所

浪速区役所

     総務課（企画調整）
TEL 6647-9683
区

内容 日時 場所 問合

要予約
（電話）

10月7日（金）、
11月4日（金）
13時～ 15時

予約
不要

行政書士による相談
（相続、入管、帰化など）

10月20日（木）
13時～16時

予約
不要

社会保険労務士に
よる相談
（労働、年金、  保険など）

市民局人権
企画課
（市役所4階）

9時～17時30分
（土・日・祝日・年末年始を
除く）

市民局人権企画課（市役所４階）
TEL 6208-7489 FAX 6202-7073

犯罪被害者など
支援のための
総合相談窓口

予約
不要

浪速区役所
毎週（火）・（木）
9時30分～17時30分
（祝日・年末年始を除く） TEL 6647-9895

保健福祉課（子育て支援）区
（離婚前相談を含む）
ひとり親家庭相談 要予約

（電話）

（電話・面談・FAX・電子メール）

専門相談員による
人権相談

人権啓発・相談センター
TEL 6532-7830 FAX 6531-0666相談専用電話番号▶

土曜日・年末年始（12月29日～1月3日）を除く電子メール相談専用アドレス▶7830@osaka-jinken.net

平日 9時～21時
日曜・祝日 9時～17時30分

相談
受付

なやみゼロ

（土・日・祝日・年末年始を
除く）

9時～17時30分 浪速区役所
4階 TEL 6536-8861 FAX 6536-8864

くらしサポートセンターなにわ予約
不要くらしの困り事相談

10月12日（水）
10時～12時

予約
不要

行政相談
（国の行政全般の苦情・要望）

TEL 6647-9683
     総務課（企画調整）区 各相談日の

前開庁日9時～
予約
受付

※1名（組）30分以内（相談後に弁護士が記録を作成す
る時間や入れ替わりの時間なども含みます）。

警察だより

浪速警察署問合
TEL 6633-1234 FAX 6645-5862

浪速区   広報なにわ  令和4年10月号

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（　　6647-9625　　　6633-8270）まで。TEL FAX区

10月23日（日）
9時30分～13時30分

都島区役所
（都島区中野町2-16-20）
住之江区役所
（住之江区御崎3-1-17）

要予約
（電話） 予約

受付
TEL 6208-8805（予約専用）

10月20日（木）、21日（金）9時30分～12時

大阪市総合コールセンター
TEL 4301-7285 FAX 6373-3302

なにわ落書き一掃運動（人権啓発市民学習会）

～インターネットと人権問題～

出席予定機関： 大阪労働局、大阪府、大阪市、
日本年金機構、大阪弁護士会、近畿税理士会、
大阪司法書士会、大阪府社会保険労務士会　など

　近畿管区行政評価局では「相続・登記・税金・年金な
ど行政なんでも相談所」を開設します。当日は、各機関
から専門の担当者が出席し、無料でご相談に応じま
す。お気軽にご予約ください。

大阪1日合同行政相談

中央区民センター ホール（中央区久太郎町1-2-27）場所
11月11日（金）10時～16時日時

要予約（電話）

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、中止する場合があります。

近畿管区行政評価局問合

　10月17日（月）から23日（日）までは「行政相談週間」
です。総務大臣委嘱の行政相談委員が、次の行政相談
所を開設します。
　毎日の暮らしの中、国・府・市（区）の仕事などで、
「困った」、「納得できない」、「もっと詳しく知りたい」な
ど相談事がありましたら、お気軽にご利用ください。

TEL 6941-8358

行政相談所

10月12日（水）10時～12時日時

日時 10月31日（月）14時～16時

※発熱、せきなど体調不良の方はご参加をお断りする場合があります。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当日参加者の方に氏名・連
絡先の記入、「大阪コロナ追跡システム」へのご協力をお願いします。

無料

　LGBTについて知ることで、個性を認め合う社会の
実現に向けてのはじめの一歩を学びます。
　「LGBTっていったい何のこと？」「LGBTって性同
一性障害？」「LGBTは生まれつき？」「LGBTはなぜ周
りにいないの？」「LGBTは何に困ってるの？」「LGBTに
どう接したらいいの？」「LGBTの割合は？」…など、
LGBTの基礎のキソをお伝えします。

大阪市立難波市民学習センター問合
TEL 6643-7010 FAX 6643-7050

日時 11月12日（土）13時30分～16時

事前に電話・来館・
インターネット「いちょうネット」にて受け付け

申込
講師 一般社団法人結婚トータルサポート協会
定員 20名（先着順）

場所 大阪市立難波市民学習センター
湊町1-4-1 OCATビル4階
最寄駅：Osaka Metro各線「なんば駅」、JR「JR難波駅」

令和４年度なんば市民セミナー

「はじめて知るLGBT」
～ LGBTって何だろう？～ 無料

あなたの家は大丈夫？
電気配線による火災

消防だより

電気配線A

令和３年中の浪速区内の火災、
出火原因1位は2つありました。
ひとつ目は「放火」、
ではもうひとつは何？

Q

　生活を豊かにしてくれる
電化製品ですが、間違った
使い方をすると、火災を引
き起こす恐れがあります。
　正しく使用することを心がけ、使用状況を
定期的にチェックしましょう。

近畿管区行政評価局行政相談課問合
TEL 6941-8358

10月31日（月）～11月7日（月） 9時～17時（土日祝を除く。）予約受付

※日時や場所など、詳しくは右記のくらしの相談をご確認ください。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、中止する場合があります。

対象 どなたでも 手話通訳あり

法律相談
8名（組）
（先着）

定員

日曜法律相談
各16名（組）
（先着）

定員

場所 区役所7階会議室
定員 40名（当日先着順） 講師 弁護士 岡田 健一さん

無料

浪速区役所場所

　大阪弁護士会所属の弁護士が、法律的な知識を要
する問題の相談に応じ、アドバイスを行います。
　相談時間は45分以内、相談費用は無料です。

離婚・養育費相談

浪速区役所（詳細は予約受付時にご案内します）場所

大阪市内にお住まいで、離婚・養育費について
お悩みの、未成年のこどもがいる父母

対象

10月25日（火）14時～17時日時

要予約（電話）無料

　住吉区役所、西成区役所にて、人権擁護委員による
特設人権相談所を開設します（当区での開催はありま
せんが、当区の方もご相談いただけます）。

大阪第一人権擁護委員協議会問合
TEL 6942-1489 FAX 6943-7406

特設人権相談

西成区役所、住吉区役所場所
10月21日（金）13時30分～16時日時

無料

電話にて予約 予約開始：10月18日（火）9時～申込
保健福祉課（子育て支援）問合 区

TEL 6647-9895 FAX 6644-1937

MicrosoftTeamsでご自宅のパソコンからオンラインでもご覧いただ
けます。オンライン視聴をご希望の方は以下のアドレスへお申し込
みください。なお、収録動画を後日、浪速区ホームページでも視聴す
ることができます。

市民協働課（教育・学習支援）問合
TEL 6647-9743  FAX 6633-8270

区

市民協働課（tj0002@city.osaka.lg.jp）
メールにて受け付け
件名に「市民学習会オンライン申し込み」と記入
してください。メール本文は空欄で結構です。

申込

浪速消防署問合
TEL 6641-0119 FAX 6634-0119

新今宮
eat around
食まちフェスタ

　11月3日（木）から6日（日）に恵美公園グラウンドで「新今宮の
まちを歩いて楽しむ」イベントの開催を予定しています。

新今宮駅周辺観光まちづくり推進協議会事務局
（（株）インプリージョン内）

問合
TEL 6624-8555

詳しくは
こちら

全国地域安全運動が
実施されます！

10月11日（火）～20日（木）期間
運動の重点は…
◆子供と女性の犯罪被害防止
◆特殊詐欺の被害防止
◆自動車関連犯罪の被害防止
「みんなで力をあわせて 安全・安心まちづ
くり」をメインスローガンに、自主防犯活動
を促進し、犯罪のないまち浪速区をめざし
ましょう！

犯罪発生状況（8月中） 

立葉

幸町

塩草

浪速

大国

敷津

恵美

新世界

日東

難波元町 元町1で強盗未遂、車上狙い、元町2で車上狙い、湊町1で
部品狙い、難波中1で車上狙い、 強制わいせつが発生。

大国2で車上狙い、戎本町2で車上狙いが発生。

敷津西1で車上狙い、敷津西 2で車上狙いが発生。

幸町1で車上狙い、幸町2で車上狙い、久保吉1で車上狙い、
桜川3で車上狙いが発生。

桜川1で部品狙い、桜川2で強制わいせつ、
稲荷1で車上狙い2件、塩草1で自動車盗が発生。

主要な犯罪発生はありません。 
引き続き犯罪被害防止に努めてください。

恵美須東3で車上狙いが発生。

日本橋5で車上狙い4件が発生。

日本橋 日本橋東1で車上狙い2件、日本橋東2で車上狙い、
難波中2で車上狙い2件、下寺2で車上狙いが発生。

主要な犯罪発生はありません。
引き続き犯罪被害防止に努めてください。

木津川2で車上狙い、浪速西1で車上狙い末遂が発生。

　人権侵害につながる落書きを許さない
まちづくりに向け、学習会を行います。近
年、SNSの普及などもあり、インターネッ
トでの誹謗中傷やいじめ、差別的書き込
みなどの人権問題への対応が大きな課題
となっています。こうした問題の解消に向
け、現在、国などで進められている取り組
みの動向や、人を傷つける投稿をしてしまわないため
の注意点、人権侵害などの被害にあった際の対応や相
談方法などについて学びます。ぜひご参加ください。


