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　1人で抱え込まず気軽にご相談ください。
※大阪市からの委託を受け公正中立な立場でご相談に応じます。

　高齢者の皆さんが、地域で安心して自分らしい生活
を続けられるよう、さまざまな関係機関と協力して支
援します。

あなたのまちの高齢者相談窓口
9月は高齢者福祉月間です

◆「介護保険サービスを利用したい」
◆「1人暮らしの高齢者が心配」　◆「介護に疲れた」
◆「お金の管理ができなくなった」
◆「高齢者が虐待を受けているかも」
◆「物忘れがひどい」など…

　9月9日（金）は「救急の日」です。「救急の日」の呼びかけの中に「救急車の適正利用」とい
うものがあります。しかし、突然、ケガや病気になったときに、その症状で本当に救急車が必
要ないのか判断することは大変難しい事だと思います。
　そこで、大阪市消防局では、その判断の手助けとなる、「救急安心センターおおさか」や
「小児救急支援アプリ」などの情報を右記のホームページ上に掲載しています。もしもの事
が起こる前に、今一度ご確認ください。

警察だより

浪速警察署問合 TEL 6633-1234 FAX 6645-5862

消防だより 浪速消防署問合
TEL 6641-0119 FAX 6634-0119

浪速区   広報なにわ  令和4年9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

突然の
病気やケガで
困ったら

9月9日は「救急の日」

問合 難波ブランチ（幸町2-3-11 特養なにわ内）
FAX 6568-1288TEL 6568-1230

立葉、幸町、塩草地域

TEL 6636-6029 FAX 6636-6028

問合 浪速区地域包括支援センター
（難波中3-8-8 浪速スポーツセンター内）

問合 浪速区オレンジチーム
（認知症初期集中支援事業）

FAX 6636-6028TEL 6636-6071

浪速区全域

問合 浪速ブランチ
（浪速西2-11-6 スワンなにわ内）

FAX 6562-0330TEL 6562-0456

浪速、大国地域

問合 日本橋ブランチ
（恵美須東2-1-4
日本橋地域在宅デイサービスセンター内）

FAX 6630-3336TEL 6632-2340

日東、日本橋、恵美・新世界地域

大阪市民の方くらしの相談 対象

9月7日（水）・14日（水）・
21日（水）・28日（水）・
10月5日（水）
13時～17時

無料

9月14日（水）
10時～12時

浪速区役所

浪速区役所

9月15日（木）
13時～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

内容 日時 場所 問合

要予約
（電話）

法律相談
8名（先着）定員

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

（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

予約
不要くらしの困り事相談

令和5年度
保育施設等一斉入所のご案内

　令和5年4月から保育施設などの利用を希望される
方の申し込み受け付けを行います。
対象 保護者の就労や疾病、その他の事由により

児童を家庭で保育できない場合
場所 区役所4階会議室

※利用申し込みの受け付けは区役所のみで行います。
※利用申し込みの受け付けと併せて面接を行います。申し込みの
際には、必ず入所を希望される児童と一緒にお越しください。

（※土・日・祝日除く）

申込 大阪市行政オンラインシステムにて事前予約
予約開始：9月9日（金）9時～
申込書配布：9月5日（月）～
区役所3階32番窓口（保健福祉課）及び、
下記「保育施設情報一覧」の「認可保育所（園）」
「小規模保育施設等」の各施設にて配布
受付期間：10月3日（月）～17日（月）

浪速区
保育施設
情報一覧

　申し込み状況は、10月末頃に大阪市ホームページ
にて公表予定です。保育施設の見学を希望される場
合は、事前に各保育施設にお問い合わせください。
　浪速区内の保育施設一覧は、特集　 ・　 面をご覧
ください。また、保育施設の最新情報は、浪速区役所
ホームページで公表しています。
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秋の
全国交通安全運動

9月21日（水）～30日（金）期間

　一般運転者講習会は、今春に引き続き新型
コロナウイルス感染防止のため中止とします
（感染防止にご理解をお願いします） 。
　講習に代わる措置として「在宅講習」資料を
警察署において配布します（詳しくは、平日の
9時～17時45分の間に下記までお問い合わせ
ください）。 

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人（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。）

浪速区学校選択制
制度説明会を開催します 

　浪速区の学校選択制に対する理解を深めていただ
くために、制度説明会を開催します。
　30分程度の浪速区学校選択制についての説明と、
質疑応答を行います。ぜひご参加ください。 

FAX 6633-8270TEL 6647-9743

日時 9月9日（金）18時～18時30分

対象 令和5年度に浪速区内の
小・中学校に入学予定の
児童・生徒の保護者 

場所 浪速区役所7階会議室 
問合 市民協働課（教育・学習支援） 区

予約不要

後日、説明会の動画を
浪速区ホームページに

掲載します

犯罪発生状況（7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 難波中1で車上狙い2件、難波中3で痴漢、ひったくり、
湊町2で部品狙いが発生。

大国3で車上狙い2件、
戎本町1で強制わいせつが発生。
敷津西1で車上狙い、強盗致傷、痴漢、
敷津東1で部品狙い、敷津東2で車上狙い、
敷津東3で部品狙いが発生。

幸町2で部品狙い、幸町3で車上狙いが発生。

桜川1で車上狙い2件、桜川2で車上狙い、痴漢、
塩草3で強制わいせつが発生。

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。
恵美須東2で強盗致傷、車上狙い、痴漢、
恵美須東3で強制わいせつ、痴漢が発生。

日本橋5で車上狙いが発生。

日本橋
日本橋西1で車上狙い未遂、痴漢2件、
日本橋東2で車上狙い、日本橋3で自動車盗、
日本橋4でひったくり、難波中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。

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。

日曜法律相談 ナイター法律相談

予約受付 受付開始時（18時予定）に順番を抽選、以降先着順
予約
受付

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

16組（先着）定員東淀川区役所（東淀川区豊新2-1-4）場所
9月25日（日）9時30分～13時30分日時

32組（先着）定員
天王寺区民センター（天王寺区生玉寺町7-57）場所
9月12日（月）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

大阪市行政
オンライン
システム

（9月5日9時公開）


