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※   特に記載のないものは市外局番「06」です。

子育て支援や子どもの教育環境のさらなる充実子育て支援や子どもの教育環境のさらなる充実子育て支援や子どもの教育環境のさらなる充実子育て支援や子どもの教育環境のさらなる充実
　大阪市では、「子どもの教育・医療 無償化都市・大阪」をめざして5歳児にかかる幼児教育の無償化に取り組むととも
に、子育てしやすい環境や子どもの教育環境の整備・充実を図っています。

南部こども相談センターを開設します（10月3日）
　児童相談件数が急速に増加していることから、市内南部に第2の児童相談所として、「南部こども相談センター」
を開設します。阿倍野区・住吉区・東住吉区・平野区にお住まいの方は、南部こども相談センターへご相談ください。

新たに18校で学校調理方式での中学校給食をスタートします
　温かい給食の提供、分量調整、アレルギーなどに、より柔軟に対応するため、学校調理方式での中学校給食へと
順次移行しており、今年度は2学期から新たに18校でスタートします。
　より充実した中学校給食の提供をめざし、平成31年度の2学期までに、市内全中学校において、学校調理方式
に移行します。
※学校調理方式には、小学校等から中学校へ給食を配送する「親子方式」と「自校調理方式」があります。

　現在、住民意思の的確な反映と効率的・
効果的な行政体制の整備といった大都市
の抱える課題解決に向け、総合区制度・特
別区制度について検討を進めています。
そこで、今後の制度案づくりの参考とさ
せていただくため、広く皆さんのご意見
をお聴かせください。
　また、直接ご意見を伺う「総合区・特別
区（新たな大都市制度）に関する意見募
集・説明会」は、全24区で順次開催してい
きますので、ぜひご参加ください。

●応募方法
インターネット ホームページの意見募集フォームより受け付け。
送付 〒530-8201 北区中之島1-3-20 副首都推進局住民対話担当へ。
持参 副首都推進局（市役所5階）または各区役所（出張所除く）で意見
用紙を受け付け。
※資料については、副首都推進局（市役所5階）または各区役所（出張
所除く）に配架、「意見募集・説明会」で配布。ホームページからもご覧
いただけます。
●応募期間　平成29年2月下旬まで（予定）
※いただいたご意見は後日まとめてホームページに掲載します。

※申し込み方法など詳細は、ホームページまたは「参加申込案内」をご覧ください。

施設一体型小中一貫校の児童生徒を募集します
　小学1年生からの英語学習や、小学校から一部教科担任制を取り入れた授業を行うなど、9年間を見通した特
色ある教育を実施しています。また、小中学校教職員の連携等により、学力向上、生活環境支援などさまざまな面
で、一貫性・連続性のある指導を行うことで、子どもの教育環境をさらに充実できると考えています。
　平成29年度入学に向けて、施設一体型小中一貫校の児童生徒（小学1年生、中学1年生）を全市募集します。

南部こども相談センター
平野区喜連西6-2-55
 6718-5050
 6797-1511

※里親相談、教育相談につ
いては、阿倍野区、住吉区、
東住吉区、平野区にお住ま
いの方もこども相談セン
ターへご相談ください。

迅速な意思決定や丁寧なケース検討等、効果的・効率的な事業実施のため、今後も児童相談所の充実に取り組みます。
こども青少年局こども相談センター　  4301-3100　  6944-2060

教育委員会学校保健担当　  6208-8944　  6202-7053

教育委員会学事課　  6208-9114　  6202-7052

児童相談所の拡充

子どもの教育環境の整備

学校公開・学校説明会日程

　「幼稚園等の園児募集」「幼稚園・保育所等に通う子どもの保護者の皆さんへ」「児童発達支援利用者負担給付金
の受領委任払の開始」については、「おおさか掲示板」の「お知らせ」をご覧ください。

その他

問い合わせ

大阪市待機児童解消特別チームを設置しました
　特に待機児童が多い地域（西、天王寺、浪速、淀川、城
東、阿倍野の6区）を中心に、保育事業者の公募促進策
や、保育ニーズの地域偏在への対応など、地域事情をふ
まえた対応の検討・実施を図ることで、大阪市全体の待
機児童対策の一層の強化に取り組みます。

民間保育所等を整備します
　民間保育所や地域型保育事業の新設のほか、幼稚園
の認定こども園への移行促進などにより、平成30年4
月までに待機児童※1解消はもとより保育を必要とする
全ての児童に対応する約5万5000人分※2の入所枠を
確保します。（※1待機児童数273人〈平成28年4月時
点〉、※2在籍児童数4万8821人〈平成28年4月時点〉）

保育人材の確保を進めます
　保育士・保育所支援センター事業に加え、今年度から
保育士が新たに保育所等に就職した場合に、特別給付
（就職時10万円、就業1年後10万円）を保育所等に助成

する制度を新設しました。また、潜在保育士の就職時に
就職準備金（上限20万円）を貸し付ける制度、新規採用
保育士用の宿舎を保育所等が借り上げる経費を助成す
る制度、保育士の負担軽減のためのICT化促進制度な
どを実施することで、保育士の処遇向上と離職防止を
図ります。

地域型保育事業所（小規模保育など）と保育所等との連
携をサポートします
　地域型保育事業所（6か月～2歳児対象）と、3歳児以降
の受入先となる連携施設（民間保育所・認定こども園・私
立幼稚園）を確保するため、連携施設に保育士の雇用経費
を補助し、連携施設の確保に向けた取り組みを進めます。

保育の安全・安心に取り組みます
　新規参入施設や既存の保育事業所に対して、指導員
が巡回し、保育指導や相談支援などを実施することで、
保育の安全・安心の維持・向上を進めます。

こども青少年局保育企画課
 6208-8041　  6202-6963

こども青少年局保育企画課
 6208-8041　  6202-6963

こども青少年局保育企画課
 6208-8031　  6202-6963

こども青少年局保育企画課
 6208-8037　  6202-6963

こども青少年局保育企画課
 6208-8340　  6202-9050

待機児童の解消や保育の充実

問い合わせ

問い合わせ

問い合わせ

問い合わせ

問い合わせ

問い合わせ

問い合わせ

副首都推進局住民対話担当　  6208-9511　  6202-9355問い合わせ

南部こども相談センター こども相談センター（中央区）

担当区 阿倍野区、住吉区、
東住吉区、平野区 左記以外の20区

相
談
内
容

養護相談 ○ ○
障がい相談 ○ ○
非行相談 ○ ○
育成相談 ○ ○
里親相談 ※ ○
教育相談 ※ ○

日時 会場 募集定員 申込締切日

10月15日(土)14:00~16:00 生野区民センター 370人

9月28日（水）10月22日(土)10:30~12:30 浪速区民センター 270人

10月22日(土)15:00~17:00 阿倍野区民センター 390人

学校公開 学校説明会
小中一貫校　むくのき学園
（啓発小学校・中島中学校）

9月7日（水） 10:00～11:35 9月10日（土）  8:45～10:35（授業公開）9月9日（金） 13:45～15:15 11:00～12:00（学校説明会）
やたなか小中一貫校
（矢田小学校・矢田南中学校）

9月14日（水） 11:00～15:00 9月17日（土）  8:45～10:25（授業公開）9月15日（木） 14:00～16:30 10:45～12:00（学校説明会）
いまみや小中一貫校
（新今宮小学校・今宮中学校）

9月15日（木）   9:45～11:35 9月17日（土）  8:45～11:35（授業公開）9月16日（金） 13:20～16:30 11:00～11:45（学校説明会）

総合区総合区 特別区特別区（新たな大都市制度）に関して、ご意見をお聴かせください・

◆10月の「意見募集・説明会」日程（申し込み多数の場合は抽選）
事前申込制

意見募集の概要



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF5e8358318a8c300c3075308c3042304457ce6771300dff37ff25ff22300130c730b830bf30eb30d630c330af7528306eff30ff24ff2630c730fc30bf30924f5c62103057307e30593002000d00440069007300740069006c006c006500725c027528306e30d730ea30bb30c330c8306730593002000d30a430f330c730b630a430f33067ff25ff30ff3366f8304d51fa3057300100440069007300740069006c006c006500723067ff25ff30ff33304b3089ff30ff24ff26306b590963db30573066304f3060305530443002000d000d00440069007300740069006c006c006500723067ff25ff30ff332192ff30ff24ff26306b590963db3057307e30593002>
  >>
  /ExportLayers /ExportVisibleLayers
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads true
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Japan Web Coated \(Ad\))
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


