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美原区区民評議会から答申が提出されました

公立小・中学生の就学援助申請受け付け

今後、区民の皆さんと協働で答申に
美原区区民評議会では、区内の課題
解決に向け、区の特性に応じた施策に 沿った取り組みを進めますので、理解
係る計画、方向性について調査審議を と協力をお願いします。
問 合 美原区役所企画総務課
行っています。
（☎
平成28年度は、地域のつながり強化 363-9311 FAX362-7532）へ。
について審議し、6回の会議を経て、
スポーツをテーマとする地域間、世代
間の交流イベントが有効であることな
どを内容とする答申がまとまりました。
答申書は３月17日、同評議会・戸谷
会長から井野区長へ渡されました【写
真】。

公立の小・中学校に通う子どものいる す。
詳しくは、４月上旬に学校で配布する
家庭で、経済的な理由により就学にお困
りの方に、学用品の費用の一部や小学校 「就学援助制度のお知らせ」か広報さかい
10ページ、市ホームページ（アドレスは
給食費などを援助します。
４月14～28日（土・日曜日を除く）に、 広報さかい１ページ参照）でご覧になれ
在籍する学校か美原区役所本館3階301 ます。
問 合 学務課
会議室で申請してください（府立は区役
（ ☎ 228所のみ）。５月以後も受け付けますが、 7485 FAX228-7256）へ。
支給対象は申請した月の分からになりま

飼い犬の登録と狂犬病予防注射を
狂犬病予防法により、生後91日以上の
全ての飼い犬には、登録（生涯に１度）と
狂犬病予防注射（毎年１回）が義務付けら
れています。
飼い犬の狂犬病予防集合注射を表のと
おり実施します。費用は、１頭につき注
射2,700円、注射済票交付手数料550円。
未登録犬は別途、登録手数料3,000円が
必要。直接会場へ。雨天決行。荒天時は
中止する場合があります。
当日、問診票に記入のうえ、予防注射
を受けてください。問診の結果、注射を
受けることができない場合があります。
会場へは犬を制御できる方が連れてき

てください。また、ふんなどの後始末
は、必ず飼い主が行ってください。
注射は、動物病院や美原区以外の会場
でも受けることができます。他区の日程
は、市ホームページ（アドレスは広報さか
い１ページ参照）をご覧になるか、動物
指導センター（☎228-0168 FAX228-8156）
へ。
注射済票

美原区の集合注射日程

日

会

場

さつき野コミュニティセンター
4月11日
（火）（美原区さつき野東１-６-10）

美原体育館（美原区多治井878-１）

14日
（金）美原保健センター（美原区黒山782-11）
18日
（火）

菅生地区会館（美原区菅生378-１）

時間
13：30～14：10
14：50～15：30
13：30～14：10
14：50～15：30

美原の地名あれこれ ❺ ～旧美原町発行「美原町歴史散歩」から～

菅生
（すごう）

平安時代、源順によって著わされた
『倭名類聚抄』の丹比郡の項に菅生郷が
見えます。古代は、中臣氏から分かれ
た菅生朝臣の本拠地となっていました。
地名の起こりは、菅（すげ）が生い茂
っていたので菅生と名付けたという説
と、菅原道真公の誕生の地であったか

美原朝市

親と子のよい歯の
コンクール

「歯と口の健康週間」事業の
一環として、「親と子のよい歯
のコンクール」を開催します。
昨年4月1日～今年3月31日に美原保
健センターで3歳児健康診査を受けたむ
し歯のない子どもとその父か母が対象。
5月11日（木）に同センターで審査（む
し歯の有無、歯並び、歯のかみ合わせ、
歯磨き状況など）を行い、最優良親子、
優良親子を選出します。選出された方々
は６月に行われる大阪中央審査会に出席
していただきます。
申 込 電話かFAXで住所、氏名、電
話番号、生年月日（親子）を４月３～14日
に同センター（☎362-8681 FAX362-8676）
へ。

高齢者いい歯自慢
コンテスト

～８０２０（ハチマルニイマル）をめざして～
市と大阪狭山市・堺市美
原区歯科医師会では「高齢
者いい歯自慢コンテスト」
を開催します。
80歳以上（昭和12年3月
31日以前に生まれた方）で自分の歯を20
本以上持つ方が対象。なお、今までに同
コンテストで最優秀賞、南河内歯科医師
会長賞、大阪狭山市・堺市美原区歯科医
師会長賞を受賞した方は応募できませ
ん。
5月11日（木）に美原保健センターで審
査し、特に優秀な方を表彰します。
申 込 電話かFAXで住所、氏名、電
話番号、生年月日を４月14日までに同セ
ンター（☎362-8681 FAX362-8676）へ。

※「親と子のよい歯のコンクール」
「高齢者いい歯自慢コンテスト」の表彰式は審査
当日に合同で行います。

14：50～15：30

木材団地ちびっこ公園（美原区青南台1197-112） 14：50～15：30

20日
（木）大池公園（美原区小寺12-１）

参加者募集

ら菅生と名付けたとする説がありま
す。
菅生新田は菅生の出郷が大きくなっ
たもので、江戸時代の文書に出在家と
も見えます。
問 合 美原区役所企画総務課
（☎
363-9311 FAX362-7532）へ。

4 ・ 5 月 は 出張出店も

新鮮野菜や餅、ジャムなどを販売して ごろ（売り切れ次第終了）、美原本通り商
店街内JA大阪南・旧北余部支店（美原区
います。
第２・４土曜日、午前９時45分～正午 北 余 部 44- 1）
（売り切れ次第終了）、美原区役所本館１ で。
問 合 美原朝
階風の広場で。
また、美原本通り商店街つどいの広場 市 運 営 委 員 会
みっぱらに出店します【写真】。
（☎090-25904月15日、5月20日、午前10時～正午 8866）へ。

春の地域安全運動
４月18～27日、春の地域安全運動を実
施 し ま す。 期 間 中、「 そ れ は 詐 欺！
ATMで還付金」
「 カギ締めて 荷物残さ
ず からっぽに」などをスローガンに、
特殊詐欺や車上狙い、部品狙いの被害防
止を重点に、関係団体とともにキャンペ

みんなで力をあわせて
安全・安心まちづくり

ーンを行います。
犯罪は、少しの注意や防犯グッズの活
用で防ぐことができます。油断せず、防
犯意識を高めましょう。
問 合 黒 山 警 察 署（☎362-1234 FAX
363-0895）へ。

美原区教育・健全育成会議

子どもの教育・健全育成に関する会議
を開催します。
４月20日（木）、午後３時30分から美原
区役所本館５階大会議室で。
傍聴を希望する方は直接会場へ。午後
３時から受け付け。先着10人程度。

過去の会議録など詳しくは、美原区ホ
ームページ（アドレスは上記参照）でご覧
になれます。
問 合 美原区役所企画総務課
（☎3639311 FAX362-7532）へ。

美原区教育・健全育成相談窓口の案内

区役所に子どもの教育・健全育成に関 ださい。
開設日時は、月～金曜日（祝休日を除
する相談窓口を設置しています。
小・中学生の保護者などを対象に、家 く）の午前９時～午後５時です。
問 合 美原区教育・健全育成相談担当
庭教育や学校生活など、子どもに関する
悩みに元教員が関係機関と連携し対応し （美原区役所企画総務課内 ☎340-5511
ます。電話や直接窓口で気軽にご相談く
FAX362-7532）へ。

■市民課（住民票・戸籍など証明・届出関係）☎363-9313 FAX 363-1586 ■美原市税事務所 市民税担当：☎363-9317 FAX 361-1889 納税担当：☎363-9318
FAX 361-1889 ■地域福祉課 ☎363-9316 FAX 362-0767 ■子育て支援課 ☎341-6411 FAX 341-0611（地域子育て支援センター専用 ☎363-4151）
■生活援護課 ☎363-9315 FAX 362-0767 ■保険年金課 ☎363-9314 FAX 363-0020 ■企画総務課（美原区選挙管理委員会事務局） ☎363-9311 FAX 362-7532
■自治推進課 ☎363-9312 FAX361-1817 ■美原保健センター（美原区黒山782-11）☎362-8681 FAX 362-8676 ■美原基幹型包括支援センター ☎
361-1950 FAX 361-1960 ■社会福祉協議会美原区事務所 ☎369-2040 FAX 369-2060 ■障害者基幹相談支援センター ☎361-1883 FAX 361-4444

■北部地域整備事務所
（道路の維持、補修工事
など） ☎258-6782 FAX258-6843
■上下水道局お客様センター（水道・下水道に関
すること） ☎0570-02-1132
（ナビダイヤル）
ま
たは251-1132 FAX252-4132
■原池公園事務所 ☎276-6818 FAX279-9711

■環境業務課指導係
（生活ごみなどの収集） ２２８―７４２９ ■粗大ごみ受付センター… ０１２０―００―８４００／携帯電話からは ☎０６―６４８５―５０４８ ■固定資産税事務所… ☎２４７―８８７１

２４７―８８７０
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