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履歴書、筆記用具、ハローワークの紹介状持物

浪速区   広報なにわ  令和4年8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

警察だより

特別児童扶養手当・
特別障がい者手当などの所得状況届
および現況届の提出について

　特別児童扶養手当の認定を受けている方は「所得
状況届」を、特別障がい者手当・障がい児福祉手当・福
祉手当の認定を受けている方は「現況届」を、8月12日
（金）～9月12日（月）（土・日・祝日を除く）に区役所3階
32番窓口へ提出してください。
　これらの届は支給要件や所得状況を確認するもの
で、8月分以降の手当の受給に必要な手続きです。期
間内に提出されないと、手当の支給が遅れる場合があ
りますので、必ず期間内に提出してください。
　なお、前年の所得額などにより、支給が停止される
ことがあります。

保健福祉課（障がい者支援）問合
TEL 6647-9897 FAX 6644-1937

障がいのある方の「働く！」
応援イベントを開催します

　ハローワーク大阪西と大阪市西・港・大正・浪速区
役所、就労系福祉サービス事業所が連携して、障がい
のある方の「働く！」応援イベントを開催します。

完全予約制

場所 大阪市立浪速区民センター（稲荷2-4-3）

就職を希望する障がいのある方
（令和5年3月大学など卒業予定者を含む）

対象

9月2日（金）13時～16時30分日時

新型コロナウィルス感染予防対策として、当日はマスク着用・検温・手指消毒にご
協力をお願いします。また、感染拡大の状況により中止になる場合があります。

●障がい者就職面接会 in なにわ
6社（予定。参加企業は、ハローワーク大阪西ホーム
ページで公開）の就職面接会です。

ハローワーク大阪西
3階大会議室（港区南市岡1-2-34）

場所

就職を希望する障がいのある方、家族など対象
8月26日（金）13時～16時日時

　　  ハローワーク大阪西 専門援助部門問合    
TEL 6582-5271（音声案内42♯） FAX 4393-0577

●し・ご・とオープンキャンパス（協力：ハローワーク大阪西）
障害者福祉事業所から就労系福祉サービスのご案
内をします。

区

大阪市民の方くらしの相談 対象

8月28日（日）
9時30分～13時30分

浪速区役所
西淀川区役所
（西淀川区
御幣島1-2-10）

要予約
（電話）

日曜法律相談
各16名（先着）定員

8月10日（水）・17日（水）・
24日（水）
13時～17時

9月2日（金）
13時～15時

無料

8月10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

8月18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

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

（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

（電話・面談・FAX・電子メール）

専門相談員による
人権相談

予約
受付

TEL 6208-8805（予約専用）
8月25日（木）、26日（金）9時30分～12時

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

なやみゼロ

浪速消防署問合
TEL 6641-0119 FAX 6634-0119

もう1杯！いや、
その1杯少し待って

　バーベキューやビアガーデンなど、屋外で
の飲酒の機会が増える時期がやってきまし
た。暑い中での冷たいビールなど、ついつい
何杯も飲んでしまう方もいらっしゃるのでは
ないでしょうか。しかし、そこには脱水症や熱
中症、急性アルコール中毒を引き起こす危険
性があります。
　アルコールには利尿、発汗作用があり、ア
ルコールを分解する際にも、体内の水分を消
費します。それに、夏場の地面など
からの熱（輻射熱）による発汗も相
まって、脱水が進んでしまいます。
　アルコールで水分補給はできな
い、むしろ、より多くの水分を必要と
することを知っておいてください。

消防だより

浪速警察署問合 TEL 6633-1234 FAX 6645-5862

窃盗犯被害増加中!

犯罪発生状況（6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では特殊詐欺未遂、難波中1で車上狙い2件、
難波中3で車上狙い、湊町1で強盗致傷が発生。

久保吉1で強制わいせつが発生。

幸町で特殊詐欺未遂が発生。

桜川で特殊詐欺未遂、
稲荷2で車上狙い未遂が発生。

浪速東3で車上狙い未遂が発生。

大国1で部品狙い、
大国3で強制わいせつが発生。

敷津東2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。
恵美須東1で車上狙い、特殊詐欺未遂、
恵美須東3で強盗致傷が発生。

日本橋東3で特殊詐欺未遂。

日本橋東1で強制わいせつ、日本橋東2で車上狙い、
下寺2で車上狙いが発生。

　令和4年5月末現在、大阪府内において、ひったくり、自動車
盗、車上狙い、忍び込みの被害が昨年に比べて増加しています。
　それぞれの手口における防犯対策をご紹介します。

おくもくやくしょがつ にちねんねんれいわ

おくあんないにゅうがくくやくしょにちがつねんねんれいわ

かにゅうがくしんせいしょあんないにゅうがく

● てつづき
①令和4年（2022年）8月16日ごろに 区役所から 「入学のご案内」を 送ります。
②「入学のご案内」の みぎがわの 「入学申請書」を 書いてください。
③令和4年（2022年）9月30日までに 区役所 へ 持ってきてください。ゆうびんで 送ることも できます。

そつぎょうしょうがっこうちゅうがっこう れいわ がつねんねん

うねん にちがつねんへいせいかがつねんねんへいせいしょうがっこう

はいがっこう

● 学校へ 入ることが できる こども
・ 小学校 「平成28年（2016年） 4月2日から 平成29年（2017年）4月1日までに 生まれた ひと」
・ 中学校 「令和5年（2023年） 3月に 小学校を 卒業する ひと」

外国人の こどもが 日本の 学校へ 入る てつづきに ついて（お知らせ）
しはいがっこうにほんがいこくじん

とどあんないにゅうがく

ざいりゅうす しょるい

いも くやくしょしょるい

そつぎょう しょるいしょうがっこう そつぎょうおおさかしりつしょうがっこうちゅうがっこう くすはい

● 「入学のご案内」が 届かない とき
　つぎの 書類を 持って 区役所へ 行ってください。

  ・ 「住んでいる ばしょ や なまえが わかる 書類」（在留カード・ パスポート など）

  ・ 「小学校の 卒業が わかる 書類」（中学校に 入る ひと。 住んでいる区の 「大阪市立小学校」を 卒業する ひとは いりません。）

● 「学校選択制」（入る 学校を えらぶ しくみ）について
　「大阪市立小学校」「大阪市立中学校」は 住んでいる ばしょで 入る 学校が 決まります。 ただし 「学校選択制」
で 区のなかの 学校を えらぶ ことが できます。　9月に 区役所から「学校案内」と「学校選択制希望調査票」と
「封筒」を 送ります。 入りたい 学校が あるときは 令和4年（2022年）10月28日までに「学校選択制希望調査票」を 
区役所へ ゆうびんで 送って下さい。
　入る 学校は 12月31日 までに 区役所が 「就学通知書」で 知らせます。

がっこうせんたくせいがっこうおおさかしりつちゅうがっこうおおさかしりつしょうがっこう きす はい

がっこうはいがっこうせんたくせい

ふうとう ねん ねん がつ にち がっこうせんたくせいきぼうちょうさひょうれいわがっこうおく

がっこうく がっこうあんない がっこうせんたくせいきぼうちょうさひょうくやくしょがつ

ししゅうがくつうちしょくやくしょにちがつがっこうはい

おく くだくやくしょ

はい

　　      窓口サービス課（住民情報25番窓口）問合    区
ばんまどぐちじゅうみんじょうほうか まどぐちといあわせ

TEL 6647-9963 FAX 6633-8270

◆ ひったくり  - 認知件数は昨年から約8割増加 -

スマホを見たり、イヤホンをした状態での被害が増加
※ながら通行は控えるようにしましょう!

◆ 自動車盗  - 認知件数は昨年から約4割増加 -

被害の約2割は、キー付きの被害
※短時間でも、必ず車の施錠をしましょう!

◆ 忍び込み（家人就寝中での侵入窃盗） - 認知件数は昨年から約6割増加 -

一戸建て住宅の上げ下げ窓付き勝手口ドアの網戸を破り、無施
錠の窓から手を入れて開錠する手口が多発
※就寝中は、窓の施錠をしましょう!　

◆ 車上狙い  - 認知件数は昨年から約1割増加 -

車の被害の約半数がガラス割り
※車内に荷物を置きっぱなしにしないようにしましょう!


