
「ふれあい城東」は新聞折込（朝日・毎日・読売・産経・日本経済・大阪日日）で毎月1日（休刊日などの場合は翌日）に
お届けしています。

地域包括支援センターとは？
住み慣れた地域で、いつまでも安心して生活で

きるよう、介護・医療などの個々のサービスだけで
なく、地域ぐるみで高齢者を総合的・包括的に支え
る機関です。一部地域では、より身近な総合相談窓
口「ブランチ」も設置しています。
どこに相談してよいかわからない心配事や悩み
などをおもちの方は、まず、地域包括支援センター
またはブランチにご相談ください!!

【例えば】
●介護保険のサービスを利用したい…
● おばあちゃんの介護に疲れてしまい、
どうしたらよいかわからない…

● 最近､おじいちゃんの物忘れがひどい､
認知症かもと心配…

● 近所に住む高齢者が､家族から虐待をうけているようすがある…
● 引っ越してきたばかりなので､地域の高齢者が集まるところを
教えてほしい…　など

  地域包括支援センター〈平日9:00～19:00、土曜日9:00～17:00〉　総合相談窓口（ブランチ）〈月～金曜日9:00～17:30〉

■城東区地域包括支援センター　  6936-1133
　（担当地域　聖賢・鯰江・榎並・成育）
　・地域内のブランチ･･･蒲生ブランチ（和光）
　　  6935-0577（担当地域　成育）

■城東・放出地域包括支援センター　  6964-0808
　（担当地域　諏訪・東中浜・今福・放出）

■城陽地域包括支援センター　  6963-6700
　（担当地域　中浜・森之宮・城東・鴫野）

■菫・鯰江東地域包括支援センター　  6786-2255
　（担当地域　関目・関目東・菫・鯰江東）
　・地域内のブランチ･･･鯰江ブランチ（城東園）
　　  6931-3825（担当地域　鯰江・鯰江東）

高齢者が安心して暮らせるまちづくり ～9月は高齢者福祉月間です～

左記の新聞を未購読の方で配付（無料）をご希望の方は、区役所総務課  6930-9095へ。点字版、SPコード対応版もあり
ます。CD版の貸出しも行っています。区ホームページにデジタルブック版、PDF版、音声版を掲載しています。

トピックス

ピックアップ区政会議
区政会議のさまざまな情報を発信します

1919№№
区政会議とは▶区が行政を運営していくにあたって、
区の実情や特性に応じ、計画段階から区民の皆さんより
さまざまな意見をお聴きするために開催しています。

 主なご意見
・ 新区民ホールの利用料が高い。区民が利用しや
すい料金を検討してほしい。
・ こども食堂や認知症カフェは、対象を絞らず、誰
でも来られるようにすることが大切。
・ こどもの貧困対策では、本当に困っている人の
状況を調査することが必要。
・保育所の待機児童問題は深刻。ぜひ解消を。
・ 津波を想定した防災訓練については、地域や区
を越えた訓練の実施が重要。　　など

17ページに高齢者福祉月間関連記事を掲載しています。

 区役所総務課（総合企画）　
 6930-9937　  6932-0979
 http://www.city.osaka.lg.jp/joto/

page/0000131063.html

平成28年度 第1回区政会議を開催しました！
7月21日（木）19:00から区役所において第１回区政会議本会を

開催しました。
今回は区役所のこれまでの取組みについて振り返り、29年度に

向けてさまざまな課題について意見をいただきました。
詳しい議事内容については、区ホームページや区役所3階32番
窓口などで情報発信していますので、皆さんぜひご覧ください。

 区役所市民協
働課（防災・防犯）

 6930-9045　
 6931-9999

 http://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000315981.html

第5回   　　　　　　　　  が
9月5日（月）に開催されます!

   　　　　　　　　　     

平成29年4月に小・中学校へ入学される方へ平成29年4月に小・中学校へ入学される方へ

「学校選択制」のご案内です「学校選択制」のご案内です

お気軽にご相談ください！地域包括支援センターとブランチ

5544

No.2442016.9トピックス

 区役所総務課（総合企画）　  6930-9136　  6932-0979

城東区の学校選択制
学校選択の機会は
　区内の大阪市立小・中学校に
入学する際、それぞれ1回のみ

選択できる範囲は
小学校▶ 隣接する通学区域（校区）の

学校（区内の学校に限る）
※詳しくは「学校案内」をご覧ください。

中学校▶ 区内のすべての学校
施設一体型小中一貫校▶ 
15ページに掲載しています。（詳しくは「学校案
内」75ページをご覧ください。）

　9月上旬までに、対象となる
方に「学校案内」と「学校選択制
希望調査票」をお届けします。
● 小学校入学予定者には郵送し
ます。

● 中学校入学予定者で、区内の
大阪市立小学校に在籍する人
には学校から渡し、それ以外
の人には郵送します。

　 選択希望校などを「学校選択制希望調査票」
に記載し、10月31日（月）までに区役所へ
提出してください。（必着）

　● 城東区では、第3希望まで選択できます。
　● 通学区域の学校を選択される方も必ず提
出してください。

　 11月上旬に各校の希望者数などを区ホー
ムページで公表します。

　 11月14日（月）～18日（金）に区役所窓口
サービス課（1階14番窓口）で希望変更をお
受けします。

　 希望者が多く、受入れ可能人数を超える学
校があった場合は、公開抽選により就学で
きる学校を決定します。

　 抽選結果を区ホームページで公表し､12月
末までに就学通知書を送付します。

※詳しくは「学校案内」をご覧ください。

公開抽選
とき▶12月9日（金）10:00～
ところ▶区役所1階 101会議室

1

2

3

4

5

入学する学校が決まるまでの手順

従来の通学区域(校区)は残ります
居住地の通学区域の学校を選択すれば、
必ずその学校に就学することができます。
 居住地の通学区域の学校がわからない場合
は、「学校案内」13ページをご覧ください。

学校選択制の説明会・学校公開・
学校説明会を実施します

9月に区役所で学校選択制についての説明
会を開催します。
また、おおむね9月～10月に、運動会や授業
参観などのようすを実際にご覧いただく「学
校公開」、学校の運営方針などを説明する「学
校説明会」をそれ
ぞれの学校で実施
します。
いずれも、具体的
な日時や参加の方
法は「学校案内」に
記載しています。

今後のスケジュール今後のスケジュール
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