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美原地域審議会から意見書を市長に提出
１０月２５日に美原区役所で第２３回美原地
域審議会が開催され、新市建設計画の進
ちょく状況などについて、活発な議論が
交わされ、新市建設計画に係る平成２４年
度予算編成に向けた意見書を提出するこ
とを決定しました。
これを受けて、１１月１０日、新市建設計
画の「美原町地域事業に関する実施方針
案」における残事業について、より魅力
ある美原区の実現に向け、着実な推進を
図ることを内容とする意見書を同審議会
から市長に提出しました。

市・府民税の申告は
区役所本館で
市・府民税申告受付会場は、美原区役
所本館３階３０２会議室です。
開設期間 ２月１６日〜３月１５日（土・日

富田林税務署
からのお知らせ

意見書は武部会長
【写真中央】
、山本副
会長
【写真左】
から市長へ提出
問 合 美原区役所企画総務課
（!３６３―
９３１１ !３６２―７５３２）へ。

曜日を除く）、午前９時〜午後５時１５
分。なお、期間中は、立体駐車場の混雑
が予想されますので、来場の際には、公
共交通機関をご利用ください。
問 合 美原市税事務所
（!３６３―９３１７
!３６１―１８８９）へ。

確定申告相談は「すばるホール」で

確定申告相談会場は、すばるホール
（富田林市桜ヶ丘２―８）です。
開催期間中は、富田林税務署庁舎内に
は確定申告相談会場を設けておりませ
ん。
開設期間 ２月１日〜３月１５日（土・日

曜日・祝日を除く。ただし２月１９・２６日
は開設）、午前９時〜午後５時。なお、
すばるホール会場では納税手続及び納税
証明書の発行は行っておりません。
問 合 富田林税務署個人課税部門
（!
０７２１―２４―３２８１）へ。

安全でおいしい水道水をお届けしています

##############################
上下水道局では、大阪広域水道企業団
で高度浄水処理された安全でおいしい水
をお届けしています。
高度浄水処理とは、オゾン処理や粒状
活性炭処理などのことで、かび臭をほぼ
完全に除去し、トリハロメタンなどの不
純物も取り除くことができます。
水がおいしいと感じる要素に水温があ
ります。水道水を冷蔵庫でよく冷やして
からお飲みいただくと、水質の良さを感
じていただけると思います。また、塩素

#津軽三味線＆よさこいコラボステ
ージ
京極流師範代の腕前を持つ実力派女
性津軽三味線ユニット「来世楽」
（ らせ
ら）による津軽三味線と、プロダンサ
ー、よさこいダンスチームによる華や
かなショーが実現。２月２６日（日）、午
後２〜４時、１階ホールで。前売券!

のにおいが苦手という方は、一度沸とう
させてからお飲みください。ただし、沸
とうさせると塩素の消毒効果が無くなっ
てしまうため、早めの飲用をお願いしま
す。
今後も、上下水道局では安全でおいし
い水を安定的に供給するために、水道施
設の整備に取り組みますので、理解と協
力をお願いします。
問 合 上下水道総務課
（!２５０―９２０８
!２５０―６６００）へ。

休館日 １月・１〜３・１６・２３・３０日
（１月４日（水）、午前９時まで返却ポ
ストでの返却受け付けはできません。
ご注意ください。）
開館時間 午前１０時〜午後８時（土・
日・祝日は午後６時まで）
問 合 美原図書館
（!３６９―１１６６ !
３６９―１１６８）へ。
■１月のブックフェア
"一般向け!「夜空に光るもの」
"児童向け!「はたらくくるま・の
りもの」
■おはなしのへやへ、ようこそ"
いずれも午後３〜３時３０分、同館
で。無料。直接会場へ。
"みんな集まれ!えほんタイム!１
月７日（土）
"絵本、紙芝居、パネルシアター
（読書友の会・おはなしひろばくれよ
ん）!１月１４日（土）
"おとなも楽しめるおはなし会（お
はなしスプーンの会）!１月２１日（土）
"おはなし会（おはなしスプーンの
会）!１月２８日（土）
■乳幼児向けおはなし会（エンジェ
ル・エッグ）
１月１２日（木）、午前１０時３０分〜１１

１，
５００円。当日券!１，
７００円。全席自由
席。直接同館へ。先着５４１人。
問 合 美原文
化会館（!３６３―
６８６８ !３６３―
００７０）へ。受け
付けは午前９時
〜午後８時。第
２・４月曜日は
休館（ただし、
祝日は開館）。
来世楽

時、同館で。無料。直接会場へ。
■子どもたちと絵本をつなぐ人にな
る〜読み聞かせボランティア養成講座
〜
絵本の読み聞かせについての講義と
実演をします。１５歳以上で２回とも参
加できる方が対象。講師は美原図書館
職員。
１月２７日、２月３日、いずれも午前
１０時３０分〜正午、同館２階会議室で。
無料。
申 込 １月４日、午前１
０時から直接
か電話で同館へ。先着１０人。
移動図書館・くすのき号巡回日程表
日程

駐車時間
駐車場所
１３：３０〜１４：１０ 木青会館前
１／１３
１４：２０〜１５：００ 上池公園（平尾）
（金）
１５：２０〜１６：１０ かいづか公園（さつき野）
１０：３０〜１１：１０ 大池公園
１４ １３：１０〜１３：５０ 今井地区公民館
（土） １４：１０〜１５：００ 丹上公園
１５：２０〜１６：１０ 府営美原南余部住宅集会所前
１５
（日）１４：４０〜１５：４０ 東初芝中央公園
１３：３０〜１４：１０ 木青会館前
２７
１４：２０〜１５：００ 上池公園（平尾）
（金）
１５：２０〜１６：１０ かいづか公園（さつき野）
１０：３０〜１１：１０ 大池公園
２８ １３：１０〜１３：５０ 今井地区公民館
（土） １４：１０〜１５：００ 丹上公園
１５：２０〜１６：１０ 府営美原南余部住宅集会所前
２９
（日）１４：４０〜１５：４０ 東初芝中央公園

無料。１
２：０
０〜１
２：４
５を除く。祝休日は休み。!"$%は、どの区でも可。年始は１月４日から。
堺区役所
!市民相談・人権相談
（日常生活での問題や人権の問題など）

中区役所

東区役所

西区役所

南区役所

北区役所

美原区役所

月〜金曜日
月〜金曜日
月〜金曜日
月〜金曜日
月〜金曜日
月〜金曜日
月〜金曜日 電話相談も可
９：００〜１６：００ ９：００〜１６：００ ９：００〜１６：００ ９：００〜１６：００ ９：００〜１６：００ ９：００〜１６：００ ９：００〜１６：００ 問 合 企画総務課へ

月・水・金曜日 火・木曜日
水・金曜日
金・火曜日
月・水曜日
木・月曜日
木・月曜日
"法律相談
実施日
１３：００〜１６：００ １３：００〜１６：００ １３：００〜１６：００ １３：００〜１６：００ １３：００〜１６：００ １３：００〜１６：００ １３：００〜１６：００ 全区とおして、
（予約日"土・日曜日、祝休日の場合は
同じ内容の相談は１回限り
直前の執務日#の９：００から電話予約。 予 約
問 合 企画総務課へ
前日
月曜日
火曜日
木曜日
金曜日
水曜日
水曜日
先着各６人）
開始日
#交通事故相談

電話相談も可
問 合 堺区役所企画総務課へ

月〜金曜日、１０：００〜１７：００、堺区役所企画総務課で。

$行政相談
（国の行政全般についての苦情・要望など）
%人権擁護委員による人権相談

地域福祉課

０１ !２
１
０
３
!２７０―８１
７
０―８
企画総務課

地域福祉課

東 !２８７―８１００ !２８７―８１１２
１３ !２
１
１
７
!２８７―８１
８
７―８

西 !２７５―１９０１ !２７５―１９１２

電話相談も可
１／５・２／２
１／２７
１／１７
１／１１
１／１２
１／１８
１／４・２／１
問 合 人権推進課（!２２８―
１４：００〜１６：００ １４：００〜１６：００ １４：００〜１６：００ １４：００〜１６：００ １４：００〜１６：００ １４：００〜１６：００ １４：００〜１６：００
７４２０ !２２８―８０７０）へ

南 !２９０―１８００ !２９０―１７４４

問 合 堺区役所企画総務課へ

１／６・２０、２／３、１３：００〜１６：００、堺区役所企画総務課で。要予約、事前に各区役所の上記!へお越しください。

月〜金曜日、９：００〜１７：３０
（女性相談員は月〜水・金曜日、堺・南区は月〜金曜日の９：００〜１６：００）、※区役所地域福祉課で。

大阪弁護士会堺法律相談センターの相談（予約制、電話相談不可）

花と緑の相談コーナー
毎月第４木曜日に開設

地域福祉課

１５ !２
９
１
９
!２７５―１９
７
５―１
企画総務課

子育て支援室

１４ !２
８
１
８
!２９０―１８
９
０―１
企画総務課

子育て支援室

１７ !２
８
８
３
!２５８―６８
５
８―６

問 合 地域福祉課へ
※南・北区は子育て支援室へ

)母子相談（離婚後の生活や不安、児童の養育など） 月〜金曜日、９：００〜１７：３０
（母子自立支援員は月・火・木・金曜日の９：００〜１６：００）、※区役所地域福祉課で。

相談予約は月〜金曜日（祝休日を除く。年始は１月５日から）、午前９時３０分〜正午、午後１〜４時３０分、同センター
（堺区南花田口町２丁３―２０ 住友生命堺東ビル６階）へ。料金は３０分以内５，
２５０円、１５分延長ごとに２，
６２５円（消費税込
み）。３０分以内の無料サラ金相談も実施しています。 問 合 電話で同センター（!２２３―２９０３）へ。大阪弁護士会館で
も、平日夜間、土・日曜日に無料サラ金相談を実施しています。詳しくは同会館（!０６―６３６４―１２４８）へ。

企画総務課

北 !２５８―６７０６ !２５８―６６２１

(児童相談（子どものしつけ、虐待、非行、
月〜金曜日、９：００〜１７：３０、※区役所地域福祉課（家庭児童相談室）で。
学校生活、家族関係、心の悩みなど）
*女性相談（離婚、夫の暴力、生活など）

企画総務課

中 !２７０―８１８１ !２７０―８１９５

電話相談も可
問 合 市政情報課（!２２８―
７４７５ !２２８―７４４４）へ

今月は実施
１／６
今月は実施
１／１８
今月は実施
１／２５
今月は実施
しません １４：００〜１６：００ しません １４：００〜１６：００ しません １４：００〜１６：００ しません

&登記・測量相談（電話予約可。先着各６人） １／１１・２５、
１３：００〜１６：００、堺区役所企画総務課で。
'特別
（サラ金）
相談（先着各５人）

区役所の問合先
企画総務課 地域福祉課
堺 !２２８―７４０３ !２２８―７４７７
４４ !２
８
７
０
!２２８―７８
２
８―７

企画総務課

地域福祉課

美 !３６３―９３１１ !３６３―９３１６
原
３２ !３
７
６
７
!３６２―７５
６
２―０

司法書士総合相談センター堺の相談（予約制）
大阪司法書士会は、登記及び裁判手続きと法律についての無料相談センターを開設しています。毎週月
〜金曜日（祝休日を除く。年始は１月６日から）、午後１時３０分〜４時３０分、同センター（堺区南花田口町
２丁３―２０ 住友生命堺東ビル８階）で。 申 込 毎週月〜金曜日（年始は１月６日から）、午前１０時〜午後
４時、電話で大阪司法書士会（!０６―６９４３―６０９９）へ。

●今月は２６日（木）、午前１０時〜正午、午後１〜４時、
美原区役所１階で。無料。直接会場へ。

皆さんの身近な花と緑の相談窓口としてご利用ください。
問 合 都市緑化センター
（!２４７―０３１０ !２４７―１４９２）へ。

