
選択可能校

東中川   9月19日（木）13:45 ～ 14:30   9月19日（木）14:30 ～ 15:00
10月26日（土）   8:45 ～  9:30

小路   9月  7日（土）   9:45 ～ 11:00   9月  7日（土）11:00 ～ 11:45
10月  4日（金）14:00 ～ 14:45 10月  4日（金）14:55 ～ 15:40

東小路   9月22日（日）   9:00 ～ 15:00
10月17日（木）13:45 ～ 14:30 10月17日（木）14:50 ～ 15:30

巽   9月29日（日）   9:00 ～ 14:30
10月17日（木）13:45 ～ 14:30 10月17日（木）14:40 ～ 15:10

北巽   9月11日（水）   9:00 ～ 17:00   9月11日（水） 15:30 ～ 16:30
  9月28日（土）   9:00 ～ 12:30   9月28日（土） 11:30 ～ 12:30

巽南   9月14日（土）10:00 ～ 12:00
10月21日（月）13:40 ～ 15:30 10月21日（月）15:30 ～ 16:00

巽東   9月28日（土）   8:50 ～ 10:30   9月28日（土）10:50 ～ 11:30
10月16日（水）13:55 ～ 14:40

選択可能校

大池   9月  9日（月）～ 13日（金）8:30 ～ 15:00   9月12日（木）15:00 ～ 16:00
10月26日（土）   8:30 ～ 12:30 10月26日（土）12:30 ～ 13:30

東生野    9月30日（月）～ 10月5日（土）（随時）   9月30日（月）～ 10月5日（土）（随時）

巽   9月30日（月）   9:00 ～ 16:00   9月30日（月）   9:00 ～ 16:00（随時）
10月12日（土）   9:00 ～ 12:00 10月12日（土）   9:00 ～ 12:00（随時）

新生野   9月  2日（月）～ 6日（金）10:00 ～ 14:00 9月  2日（月）～6日（金）（随時）
  9月  7日（土）   9:00 ～ 11:00   9月  7日（土）11:00 ～ 11:40

新巽   9月13日（金）10:30 ～ 15:30   9月13日（金）15:30 ～ 16:00
  9月14日（土）10:00 ～ 12:15   9月14日（土）11:30 ～ 12:00

【対象者】中川、東中川、小路、東小路、巽、北巽、巽南、巽東小学校区に居住し、令和2年４月に中学校へ進学する方。
中学校

学校説明会日時

学校説明会日時

学校公開日時

学校公開日時

※日時は変更となる場合がありますので、9月に届く「学校案内」でご確認ください。

※日時は変更となる場合がありますので、9月に届く「学校案内」でご確認ください。

※1週間前までに要予約

子育て

問合せ 　保健福祉課 2階24番
☎6715-9882  FAX6712-0652

要予約

要予約

無 料

ところ 区役所1階　「いくみんの庭」
※ベビー服、子ども服が不足しています。汚れ
がなく、再使用できるものは、少量でも訪問
回収します。また区役所2階キッズルーム前
に回収BOXも設けています。

と き 8月15日（木）、9月19日（木）
いずれも10:00 ～11:30（毎月第3木曜）
※1家族2点まで

問合せ

ところ

と き

問合せ
東部環境事業センター
☎6751-5311　FAX6753-3041

問合せ 　保健福祉課 2階21番
☎6715-9857　FAX6715-9967

問合せ こども青少年局子育て支援部こども家庭課
☎6208-8034　FAX6202-6963

無 料

ごみ減量啓発、相談コーナーも開催しています。

現在、児童扶養手当を受給している方に「お知らせ
（現況届について）」をお送りしますので、期間中にお
手続きください。この届の提出がない場合は、令和2
年1月期からの児童扶養手当の支払を受けることが
できなくなります。

11月分の児童扶養手当の支給を受ける母もしくは父
で、10月31日時点で「①これまでに法律婚をしたこと
がない」かつ「②事実婚をしていないか、事実婚中だ
が相手の生死不明等」の要件を満たす方に特別給付
金（17,500円）が令和2年1月期に支給されます。該
当する方は児童扶養手当現況届提出時に一緒に申請
してください。申請には戸籍謄本（費用：自己負担）が
必要になります。

対 象 標準的接種期間 生後5カ月～8カ月の乳児
（１歳の誕生日の前日まで接種可能）

対 象 11歳～13歳の誕生日の前日まで
回数１回

対 象 ・生後6カ月～90カ月未満（1期：3回接種）
・9歳～13歳未満の方（2期：１回接種）
※平成7（1995）年4月2日から平成19（2007）
年4月1日生まれの方は、20歳未満の間、特
例対象者として無料で接種を受けられます。
詳しくは　　　まで。

ところ 区役所 2階集団検診室（受付及び接種）

と き 8月16日（金）、9月20日（金）※予約不要
（受付時間 13:30～14:30）

ところ 区役所 6階602会議室
と き 8月9日（金）、13日（火）～15日（木）

持ち物 母子健康手帳・予防接種手帳

※整理券は当日12時頃に2階集団検診室前で配布

②③のご予約は
市内の委託医療機関へ直接予約してください。
予診票がない場合は交付しますので、母子健康手帳
を持参の上、　　　までお越しください。
各予防接種の問い合わせは・・・・

予防接種を受けましょう

無 料ベビー服・子ども服等
無料提供会

未婚の児童扶養手当受給者に
対する臨時・特別給付金

児童扶養手当現況届手続きについて

①BCG予防接種

②ジフテリア・破傷風混合
　（DT）ワクチン

要予約無 料③日本脳炎ワクチン

生野区
子育て情報サイト

がいこくじん にほん がっこう はい し

生野区では、教育活動など学校の特色で入学する学校を希望できる機会を提供するため、一部の小学校・中学
校で学校選択制（特定地域選択制）を実施しています。対象となる方へは、手続きや学校公開・説明会などにつ
いて詳しく記載した「学校案内」と「希望調査票」を９月にお届けします。

【対象者】東中川、小路、東小路、巽、北巽、巽南、巽東小学校区に居住し、令和2年４月に小学校へ進学する方。

市立小・中学校選択制についてのお知らせ

　地域まちづくり課  4階43番　☎6715-9920　FAX6717-1163問合せ

小学校

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）
外国人の  こどもが  日本の  学校へ  入るには  てつづきが  いります。令和2年（2020年）４月 「  に 大阪市立
小学校」・「大阪市立中学校」へ  入りたいときは  住んでいる区の  区役所  で  てつづきを  してください。
◆学校へ  入ることが  できる  こども
・小学校「  平成25年(2013年)  ４月２日から  平成26年(2014年)４月１日までに  生まれた  ひと」
・中学校「  令和2年(2020年)  ３月に  小学校を  卒業する  ひと」
◆てつづき
①令和元年（2019年）8月15日ごろに  区役所 「  が 入学のご案内」を  送ります。
②「入学のご案内 「  のわがぎみ  の」 入学申請書」を  書いてください。
③ 令和元年（2019年）9月30日までに  住んでいる  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。
◆「入学のご案内」を  持っていない  とき
つぎの  書類を  持って  区役所へ  行ってください。
・「はんこ」
・「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。

「  しだた 学校選択制」は  住んでいる  区の  なかで  学校を  えらぶ  ことが  できます。  ９月に  住んでい
る  区役所から「学校案内」を  送ります。  入りたい  学校 「  はきとるあ  が 学校案内」と  いっしょに  送る  
「学校選択制希望調査票」を  令和元年（2019年）10月31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。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。

わからないことは「生野区役所  窓口サービス課  １階５番窓口  電話  06-6715-9963」へ  きいてください。

問合せ

問合せ

●生野区の面積:8.37k㎡ ●人口:129,554人 ●世帯数：66,985世帯（令和元年7月1日現在）
●広報いくのは68,000部を発行し、8月号1部あたりの発行単価は約27.6円です。そのうち4.2円を広告収入で賄っています。

2019年8月号

令和２年度新入学生 学校選択制事務手続き説明会

　窓口サービス課  1階5番　☎6715-9963　FAX6715-9110
区役所 1階 101会議室

中学校
①9月  7 日（土）11:00 ～ 12:00
②9月 13日（金）19:00 ～ 20:00

小学校
①9月  6 日（金）19:00 ～ 20:00
②9月  7 日（土）  9:30 ～ 10:30 


