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大阪市民の方くらしの相談

日時

定員

問合

日時

場所

問合

対象

－ － －

要予約（電話）

6月8日（水）・
15日（水）・22日（水）
13時～17時

行政相談 行政書士
による相談

専門相談員による
人権相談

予約不要 予約不要

6月8日（水）
10時～12時

6月16日（木）
13時～16時

7月1日（金）
13時～15時

6月17日（金）
14時～
6月22日（水）
13時30分～

日曜法律相談
要予約（電話）

浪速区役所 浪速区役所4階

法律相談

要予約（電話）予約不要

犯罪被害者等
支援のための
総合相談窓口

ひとり親家庭相談
（離婚前相談を含む） くらしの困り事

相談

くらしサポート
センターなにわ
TEL 6536-8861
FAX 6536-8864

市民局人権企画課
（市役所4階）

日曜法律相談予約

6月26日（日）
9時30分～13時30分

大阪市総合
コールセンター
TEL
FAX

TEL

6月23日（木）、24日（金）
9時30分～12時

予約受け付け

6373-3302

6208-8805

4301-7285

各相談日の
前開庁日9時～
※1人30分

無料

国の行政全般の
苦情・要望

TEL 6647-9968
FAX 6644-1937

     保健福祉課
（地域保健活動）
区

TEL 6647-9895

     保健福祉課
（子育て支援）
区

     総務課
（企画調整）

TEL 6647-9683

区      総務課
（企画調整）

TEL 6647-9683

区     総務課
（企画調整）

TEL 6647-9683

区

場所 浪速区役所 浪速区役所 浪速区役所浪速区役所

浪速区   広報なにわ  令和4年6月号

警察だより

消防だより

     総務課
（企画調整）

TEL

区

6647-9683

人権啓発・相談センター

TEL 6532-7830
FAX 6531-0666

7830@osaka-jinken.net

▼電子メール相談
　専用アドレス

▼相談専用電話番号

相談受け付け
平日 9時～21時
日曜・祝日 9時～17時30分
 土曜日・年末年始
（12月29日～1月3日）を除く

8名（先着） 各16名（先着）

　コロナ禍では、避難所が新型コロナウイルスの感染
元となる危険があるため、自宅が安全な場合は「自宅
避難」も有効な避難方法です。自宅の防災対策を強化
していれば避難せずに自宅で過ごすことができ、感染
症のリスクを減らせるかもしれません。ご家族で今だ
からこそ防災について考えてみませんか。

市民局人権企画課
（市役所４階）

TEL 6208-7489
FAX 6202-7073

浪速消防署問合 TEL 6641-0119 FAX 6634-0119

予約受け付け

浪速区役所

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

自宅が安全な場合は原則
自宅で避難！

新型コロナ禍で
災害が起きた場合は

市民防災マニュアルの
ダウンロードはこちらから

TEL 6647-9734 FAX 6633-8270
問合 市民協働課（市民協働）区

申込

回収できるもの：家庭から排出される蛍光灯管
　　　　　　　（電球・グロー球・LEDを除く）

※会社や商店、マンション共用部など、事業活動に伴
うものは回収できません。蛍光灯を処理できる産業廃
棄物処理業者にご相談ください。

家庭から排出される「蛍光灯管の
電話申し込みによる訪問回収」を
実施しています 無料

（月）～（土）の8時30分～17時
祝日も含む（年始1月1日～3日を除く）
環境局
中部環境事業センター出張所
（大阪市浪速区塩草2-1-1）
6567-0750  　　 6567-0721

問合

TEL FAX

     保健福祉課（保健）問合 区
FAX 6644-1937TEL 6647-9973

　快適な生活を送るために、感染症や食中毒を媒介す
るゴキブリを防除しましょう。そのためにはまず、エサ
になる食べカスをなくし、台所などの整理整頓、清掃に
よりゴキブリが住み着かない環境を作りましょう。

6月は「ゴキブリ防除強調月間」です
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　現在70隊ある大阪市消防局の救急隊は、年間約22万件の救急事
案に対応するべく昼夜活動しています。
　救急現場では、一昨年来からの新型コロナウイルス感染症の感染
拡大により、今までにない苦しい戦いを強いられています。
　ひっ迫する救急医療体制の状況の中においても、懸命に活動する
救急隊の姿を知っていただきたく、PR動画を作成しました。
　必ず訪れる明るい未来に向けて、共に頑張っていきましょう。

大阪市消防局
救急隊PR動画

大阪市消防局の救急隊を
PRする動画を制作しました!

9時～17時30分
（土・日・祝日・
年末年始を除く）

社会保険労務士
による相談

（労働、年金、保険など）（相続、入管、帰化など）
予約不要

中央区役所
（中央区久太郎町1-2-27）
平野区役所
（平野区背戸口3-8-19）

要予約（電話）

精神科医師による
こころの健康相談

9時～17時30分
（土・日・祝日・
年末年始を除く）

毎週火・木曜日
9時30分～17時30分
（祝日・年末年始を除く）

浪速警察署問合 TEL 6633-1234 FAX 6645-5862

電話・面談・FAX・
電子メール

●食品ロスをなくそう
●住環境を見直してみよう
●車での移動をなるべく減らそう
●マイボトルを持ってでかけよう
●自らの行動を発信しよう

環境局環境施策課問合
FAX 6630-3580TEL 6630-3491

マイボトルの利用ができる！
マイボトルスポットMAPは
こちら

地球のために環境にいい活動を
楽しく始めましょう！

身近なことから行動しよう！

6月は環境月間、
6月5日は世界環境デーです

ストップ！ATMでの携帯電話
　令和3年中の大阪府内における特殊詐欺について、還付金
詐欺が大きく増加し、特殊詐欺被害全体の約53％が還付金
詐欺という状況となっています。
　それを受けて、大阪府警では「ストップ！ATMでの携帯電
話」運動を推進しています。
　還付金詐欺は、犯人が被害者をATMに誘導し、被害者に
携帯電話で会話をさせながら振込操作をさせる手口である
ことから「ATMでの携帯電話の通話は、しない、させない」こ
とを社会の常識として定着させることで、還付金詐欺被害の
防止を図るものです。
　区民の皆様には
　　 ATM利用時に携帯電話で通話をしないこと
　　 ATM利用時に通話をしている高齢者などがいれば、声を
かけて通話を止めさせること
について、ご協力をお願いします。

犯罪発生状況（4月中） 

難波元町

立葉

幸町

塩草

浪速

大国

敷津

恵美

新世界

日東

日本橋

元町2で痴漢が発生 

久保吉1で公然わいせつ、久保吉2で特殊詐欺、
桜川4で特殊詐欺が発生 
主要な犯罪発生情報はありません。
引き続き犯罪被害防止に努めてください

塩草2で特殊詐欺、稲荷1で部品ねらいが発生

浪速東3で車上ねらいが発生 

大国2で車上ねらい、大国3で部品ねらい、
特殊詐欺、戎本町1でひったくりが発生 
敷津西1で部品ねらい2件、敷津西2で部品ねらい、
敷津東3で部品ねらいが発生 
主要な犯罪発生情報はありません。
引き続き犯罪被害防止に努めてください 
恵美須東3で部品ねらい、車上ねらい、
ひったくりが発生 
日本橋西2で部品ねらい、
日本橋東3で部品ねらいが発生 
下寺1で車上ねらい、下寺2で特殊詐欺、
日本橋4で特殊詐欺、車上ねらいが発生 


