
令和5年（2023年）4月から  「大阪市立小学校」・「大阪市立中学校」・「大阪市立義務教育学校」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。

◆「入学のご案内」が  届かなかった  とき
にゅうがく

しょうがっこう はいぎむきょういくがっこう ねんせい

あんない とど

つぎの  ものを  持って  区役所へ  来てください。

●「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）
●中学校に  入る  ひとは  「小学校の  卒業が  わかる  書類」
　（住んでいる区の  「大阪市立小学校・義務教育学校」へ行っている  ひとは  いりません。）

「大阪市立小学校」・「大阪市立中学校」・「大阪市立義務教育学校」は  住んでいる  ばしょで  入る
学校が  決まります。でも  住んでいる  区の  なかで  学校を  えらぶ  ことが  できる  場合があります。
8月末ごろに  区役所から  「学校案内」と「学校選択制希望調査票」を  送ります。
入りたい  学校が  あるときは  「学校選択制希望調査票」を  令和4年（2022年）10月28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  学校が  決まったら  令和4年（2022年）12月31日までに  区役所から  「就学通知書」を  送ります。
ここに  入る  学校の  なまえが  書いてあります。 

はい がっこう ばあい

入る  学校を  えらべる  場合が  あります

「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」
◆小学校・義務教育学校（1年生）へ  入ることが  できる  ひと

ちゅうがっこう はいぎむきょういくがっこう ねんせい

◆中学校・義務教育学校（7年生）へ  入ることが  できる  ひと
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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。
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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」が  届きます。
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。
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外国人の  こどもが  日本の  学校へ  入るときの  てつづき
がいこくじん にほん がっこう はい

「令和5年(2023年)  3月に  小学校を  卒業する  ひと」
※義務教育学校（6年生）  から  （7年生）へ進級する  ひと  は  てつづきはいりません。

子育て

生野区子ども・子育てプラザ（巽北 2-4-16）
☎・FAX06-6752-8000

ところ
問合せ

子ども・子育てプラザの
イベント情報

無 料 要申込

5組（先着順）定 員
9月17日（土）10：30～11：30と き
プレママ・プレパパ対 象
8月17日（水）～電話または来館にて　　　へ申込み 問合せ

◆マタニティ広場 プレママ・プレパパ講座

4名（先着順）定 員9月21日（水）13：15～15：00と き
8月21日（日）～電話または来館にて　　　へ
※個別相談となります。

申込み 問合せ

◆保育所（園）入所（園）相談

離乳食講習会
8月16日（火）10：00～11：30と き
区役所 2階集団検診室ところ
離乳食の進め方について（お話し中心）内 容
　保健福祉課 2階24番
☎06-6715-9882　FAX06-6712-0652

問合せ

無 料

妊婦歯科健診 無 料 要予約

8月16日（火） 受付13：30～13：50と き
区役所 2階201会議室ところ
8月15日（月）までに　　　へ申込み 問合せ
　保健福祉課 2階24番
☎06-6715-9882　FAX06-6712-0652

問合せ

いくのっ子広場　ミニフェスタ

9月3日（土）10：00～12：00と き
区役所 6階大会議室ところ
　保健福祉課 2階21番
☎06-6715-9024　FAX06-6715-9967

問合せ

小さいこどもさん向けのイベントです。保育所入所の
説明コーナーもあります。

要予約

要予約

標準的な接種期間（生後5か月～8か月）の乳児
（1歳の誕生日の前日まで接種可能）

対 象

問合せ

①BCG予防接種
予防接種を受けましょう 無 料

受付・接種ともに区役所 2階集団検診室
※会場等が変更になる場合は、当日に区役所
　正面玄関でお知らせします。

ところ

母子健康手帳・予防接種手帳持ち物

８月１９日（金） 受付13：30～14：30
※整理券は当日13：00から区役所2階集団
検診室前で配付

と きと き

標準的な接種年齢は小学６年生です。
（１１歳から１３歳の誕生日の前日まで）

対 象

1回回 数

②ジフテリア・破傷風混合（ＤＴ）予防接種

・生後６か月～９０か月未満（１期：３回接種）
※標準的な接種年齢は３歳・４歳
・９歳～１３歳未満の方（２期：１回接種）
※標準的な接種年齢は９歳

対 象
③日本脳炎予防接種

　保健福祉課 2階24番　
☎06-6715-9882
FAX06-6712-0652

問合せ

市内の委託医療機関でも接種可能です。
くわしくは市HPをご覧ください。▶▶▶

※日本脳炎の予防接種は平成17年度から平成21
年度にかけて、積極的な接種勧奨が差し控えられ
ており、これにより接種を受ける機会を逃した方
［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　　　へ

問合せ

②③は市内の委託医療機関へ直接予約してください。
予診票がお手元にない場合は交付しますので母子健
康手帳をお持ちいただき、　　　までお越しください。

申込書の配布を9月5日（月）から行います（予定）。
くわしくは、広報紙９月号をご覧ください。

令和５年４月から保育施設の利用を
希望される方へ

　保健福祉課 2階21番
☎06-6715-9857　FAX06-6715-9967

問合せ

月１回の全３回コース。産前・産後の健康管理や出産・
育児に関するお話をします。（どの回からでも参加可）

8月16日（火）14：00～16：00（受付：13：40から）と き
・妊娠中と赤ちゃんのお口の中の健康（歯科衛生士）
・ママと赤ちゃんのための食事のおはなし（ミニ）（栄養士）

内 容

ウェルカムベビースクール（妊婦教室）

区役所 ２階集団検診室ところ
冊子「わくわく」・母子健康手帳・筆記用具
手鏡・歯ブラシ・ハンドタオル

持ち物

区内在住の妊婦、及びその配偶者
（パートナーの方もどうぞ）

 対 象 

　保健福祉課 2階23番
☎06-6715-9968  FAX06-6712-0652

問合せ

無 料

市立小学校・中学校・
義務教育学校選択制についての
学校案内等をお届けします

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、学校選択制を実施
しています。対象となる方へは、手続きや学校公開日
などについて詳しく記載された「学校案内」と「学校選
択制希望調査票」を８月末ごろにお届けします。

　窓口サービス課 1階5番　
☎06-6715-9963  FAX06-6715-9110

問合せ

無 料

かんしょう

イベントなどが延期・中止、内容や場所が変更となる場合があります。くわしくは区HPまたは電話でご確認ください。
健診・講座・相談などに参加される際には、マスクの着用をお願いします。 区HP

●生野区の面積：8.37k㎡ ●人口：126,669人 ●世帯数：69,046世帯（令和4年7月1日現在）
●「広報いくの」は72,500部を発行し、8月号1部あたりの発行単価は約19.6円です。そのうち約3.3円を広告収入でまかなっています。

2022年（令和4年）8月号


