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浪速区   広報なにわ  令和4年7月号

　マイナンバーカードは顔写真付き本人確認書類とし
て使用できる、裏面にマイナンバー（個人番号）が記載さ
れたカードです。浪速区に住民登録している方であれ
ば、どなたでも申し込んでいただけます。
　マイナンバーカードがあればコンビニエンスストアで
住民票の写しなどが取得できます。健康保険証としても
使え、オンラインで確定申告などの各種行政手続きも
可能です。さらに、今なら最大20,000円分のマイナポイ
ントがもらえるチャンス。

　郵送で申し込めますが、二次元コード付き交付申請
書があればスマートフォンやパソコン、証明用写真機で
も申し込めます。
　二次元コード付き交付申請書が必要な方は区役所
へお越しください。
　また梅田、難波サービスカウンターで申請し、郵送で
受け取ることができます。
　詳細は各サービスカウンターにお問い合わせください。

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

粗大ごみ収集
受付センターのご案内

マイナンバーカードとは

マイナンバーカードを初めて作る方へ

問合 梅田サービスカウンター TEL 6345-0874
問合 難波サービスカウンター TEL 6211-0874

問合 マイナンバー総合フリーダイヤル
（デジタル庁）

FAX 0120-601-785TEL 0120-95-0178

マイナンバー制度に関すること

FAX 6260-4334TEL 6260-4333

区役所での
マイナポイント申し込みに関すること

大阪市マイナポイント特設ブース
運営事務局

問合

※問い合わせ可能日、可能時間（平日9時30分～17時）

     窓口サービス課（住民情報）問合 区

FAX 6633-8270
TEL 6647-9963

マイナンバーカードの
受け取りについて

大阪市環境局 中部環境事業センター出張所問合
TEL 6567-0750

TEL 固定電話：0120-79-0053（通話料無料）
携帯電話：0570-07-0053（通話料有料）
受付日：（月）～（土）の9～17時
　　　  祝日も含む（12月29日～1月3日を除く）
※月曜日や祝日の翌日、また受け付け開始直後は
　申し込みが多く、電話がつながりにくい場合があります。

電話での申し込み

24時間、365日いつでも申し込み可能です。
インターネットでの申し込み

https://s-kantan.com/kankyo-osaka-u/

警察だより 浪速警察署問合 TEL 6633-1234 FAX 6645-5862

「還付金詐欺」多発警報！ 犯罪発生状況（5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

難波中1で強盗未遂、元町3で特殊詐欺、
元町1で車上狙い、難波中1で車上狙いが発生。

幸町1で部品狙いが発生。

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。
桜川2で車上狙い、
桜川1で公然わいせつが発生。
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。 
大国3で車上狙い、
大国1で部品狙いが発生。
敷津東3で強制わいせつ、敷津西1で特殊詐欺、
敷津西2で部品狙い、敷津西2で車上狙いが発生。
恵美須西1で車上狙い、恵美須西2で車上狙い
2件、恵美須西3で車上狙いが発生。
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。
日本橋東3で部品狙い、
日本橋5でひったくりが発生。
難波中2で強制わいせつ、日本橋4で特殊詐欺未遂、
日本橋4で車上狙い2件が発生。

※会社や商店など、家庭以外から出されるものは収集できません。

マイナンバーカードの
申請はお早めに

大阪市民の方くらしの相談 対象

7月6日（水）・13日（水）
20日（水）・27日（水）・
8月3日（水）13時～17時

8月5日（金）
13時～15時

無料

7月13日（水）
10時～12時

浪速区役所

浪速区役所
TEL 6647-9683
     総務課（企画調整）区

7月21日（木）
13時～16時

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

7月15日（金）
13時30分～16時

市民局人権
企画課
（市役所4階）

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）

9時～17時30分
（土・日・祝日・年末年始を除く）

（土・日・祝日・年末年始を除く）
9時～17時30分 浪速区役所

4階

     総務課（企画調整）
TEL 6647-9683
区

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

TEL 6647-9895
保健福祉課（子育て支援）区

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

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

内容 日時 場所 問合

要予約
（電話）

法律相談
8名（先着）定員 ※1人30分

各相談日の
前開庁日9時～予約

受付

予約
不要

行政相談
（国の行政全般の苦情・要望）

予約
不要

行政書士による相談
（相続、入管、  帰化など）

予約
不要

社会保険労務士に
よる相談
（労働、年金、  保険など）

犯罪被害者など
支援のための
総合相談窓口

予約
不要

予約
不要

予約
不要

（離婚前相談を含む）
ひとり親家庭相談 要予約

（電話）

くらしの困り事相談

人権擁護委員による
特設人権相談所

（電話・面談・FAX・電子メール）

専門相談員による
人権相談

西区役所、
天王寺区役所
西淀川区役所、
住之江区役所

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

※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。

消防だより

浪速消防署問合 TEL 6641-0119 FAX 6634-0119

　今年も暑い夏がやってきました。新型コロナウイルス感染症予防
の「新しい生活様式（密集・密接・密閉の回避）」を守りながら、この
時期になりやすい熱中症の予防対策も心掛けていきましょう。

熱中症対策～コロナ禍時代編～

■ 周囲の人と十分離れていたら、こまめにマスクを外しましょう。
■ のどが渇いていなくても、こまめに水分補給をしましょう。
■ 冷房使用時でも、こまめに換気をしましょう。
■  換気後はエアコンの温度を、こまめに再設定しましょう。

2m以上 2m以上

野外で十分な距離があるときはマスクを外そう!

　区役所1階では「マイナンバーカードを作りたい
けど申請が難しそう…」と思っている方のために
申請サポートコーナーを設置しています。
　月曜～金曜の9時30分から17時まで開設してい
ます。ぜひご利用ください。

※掲載している件数は、いずれも速報値となります。 

　令和4年4月末現在の大阪府内における特殊詐欺の認知
件数は、567件（前年同期比195 件増加）、被害金額は約8億
8千万円(前年同期比約1億9千万円増加）と、いずれも過去
最悪であった令和元年同期を上回っています。特に、還付
金詐欺の認知件数は251件（前年同期比 106件増加）で、特
殊詐欺全体の約44％を占めており、被害金額は約2億7千
万円（前年同期比約1億2千万円増加）に上るなど、危機的
な状況となっています。 
　電話口で、区役所の職員などを名乗り、
 　「医療費の還付金がある」 
 　「取引のある銀行はどこですか」 
 　「期限が過ぎているが、今日ならATMで手続きができる」 
などと、あなたを騙してきます。 
　このような内容は、「詐欺」です。電話を切り、家族や警察
に相談してください。 

日曜法律相談 ナイター法律相談

予約
受付

予約
受付

TEL 6208-8805（予約専用）
7月21日（木）、22日（金）9時30分～12時

受付開始時（18時予定）に順番を抽選、
以降先着順

16名（先着）定員大正区役所（大正区千島2-7-95）場所
7月24日（日）9時30分～13時30分日時

32名（先着）定員北区民センター（北区扇町2-1-27）場所
7月20日（水）18時30分～21時日時

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

要予約（電話） 予約不要


