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美原地域包括支援センターは美原基
幹型包括支援センターとして、区役所
１階の社会福祉協議会美原区事務所内
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あります。申告されていない方は、お
早めに下記までご相談ください。
問 合 美原市税事務所課税担当
（!
３６３―９３１７ !３６１―１８８９）へ。

市では、市立の小・中学校への就学
に、経済的な理由でお困りの方に、学用
品の費用の一部や給食費などを援助しま
す。
平成２４年度の受け付けは、４月１６〜２７
日（土・日曜日を除く）の間に、在籍する
学校か各区役所の申請会場で申請してく
ださい。用紙の配付も同期間です。
受付期間以後も受け付けますが、支給
対象は、申請した月の分からになります。

詳しくは、４月上旬に学校から配布さ
れる「就学援助制度のお知らせ」や広報さ
かい７ページ、市ホームページ（アドレ
スは広報さかい１ページ参照）をご覧く
ださい。
また、高校生への奨学金についても広
報さかい７ページに掲載していますので
ご覧ください。
問 合 学務課
（!２２８―７４８５ !２２８―
７２５６）へ。

飼い犬の登録と
狂犬病予防注射を

２，
６５０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
必要です。直接会場へ。
いずれの会場でも注射を受けることは
できます。また、かかりつけの動物病院
でも受けることができます。必ず犬を制
御できる方が連れて来てください。ふん
をした場合は、必ず飼い主が持ち帰って
ください。
問 合 動物指導センター
（!２２８―０１６８
!２２８―８１５６）へ。

月 日
４月９日
（月）
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会 場
さつき野コミュニティセンター
美原保健センター
美原体育館
菅生地区会館
（菅生地車倉庫前）
木材団地ちびっこ公園
大池公園
美原ふる里公園

＊雨天の場合も実施します。
＊美原区以外の会場でも注射を受けるこ
とはできます。他の区の日程について
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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
指導センターへお問い合わせください。

出入口

●美原区障害者基幹相談支援センター
堺市美原区黒山１６７―９
美原区役所別館２階
!３６１―１８８３ !３６１―４４４４

原池公園事務所美原分室を統合
４月１日から、原池公園事務所美原分
室を原池公園事務所に統合しました。
美原区域内の公園の維持、管理、補修
などについては原池公園事務所（中区八

田寺町３２０）へお問い合わせください。
問 合 原池公園事務所
（!２７６―６８１８
!２７９―９７１１）へ。

ベントを実施します。

４月１４・２８日 古代米フェア
美原朝市では、農家の方が食べるため
に作っている野菜を、地元の人に直接販
売しています。旬の野菜の美味しさを味
わってください。
毎月第２・４土曜日、午前１０時〜正午
（売り切れ次第終了）、美原区役所東側エ
ントランスで開催しています。
今年度は朝市のメンバーとふれあうイ

４月のイベントとして朝市に出店して
いるメンバーなどによる、古代米を使っ
た商品を販売します。お餅やパンのほ
か、たくさんの新商品を取りそろえま
す。作り方などメンバーに聞いてみませ
んか。
問 合 美原朝市運営委 員 会（ !３６２―
０００８）か美原区役所企画総務課（!３６３―
９３１１ !３６２―７５３２）へ。

新 区 長のあいさつ
美原区民の皆様、全国公募区長として４月１日に就任
しました宮田知弥です。
「みんなでつくるまち」
「誰もがずっと暮らせるまち」を
基本とするまちづくりに、区民の皆様と共に取り組み、
より良い美原区を実現していきたいと思っています。
美原区の各校区自治連合会や、区民まちづくり会議
（美原 未来・まちデザインひろば）など、区民の皆様が主体となって推進して
いる活動がさらに活発となり、また今後も美原区がさらに発展することを、
心から願い、全力を尽くしてまいります。
今後もより一層、発展する可能性のある美原区を担当できることを大変光
栄に思っています。皆様のご支援・ご協力をよろしくお願い致します。

■市民課 1363-9313 FAX 363-1586 ■保険年金課 1363-9314 FAX 363-0020 ■美原市税事務所 課税担当： 1363-9317
FAX 361-1889 納税担当：1363-9318 FAX 361-1889 ■地域福祉課 1363-9316 FAX 362-0767 ■生活援護課 1363-9315
FAX 362-0767 ■企 画 総 務 課 1363-9311 FAX 362-7532（美 原 区 選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局） ■自 治 推 進 課 1363-9312
FAX361-1817 ■美原保健センター（美原区黒山 728-11）1362-8681 FAX 362-8676 ■美原基幹型包括支援センター
1361-1950 FAX 361-1960 ■社会福祉協議会美原区事務所 1369-2040 FAX 369-2060

■粗大ごみ受付センター…70120-00-8400 ／携帯電話からは

は、広報さかい３ページをご覧くださ
い。
問 合 美原区役所企画総務課
（!３６３
―９３１１ !３６２―７５３２）へ。

これまで身体・知的・精神の障害ごと
に設置していた「障害者（児）生活支援セ
ンター」を、３障害ワンストップの相談窓
口となる「障害者基幹相談支援センター」
へ変更し、区役所別館内に設置します。

市立小・中学生の就学援助申請を受け付け

生後９１日以上の飼い犬は、狂犬病予防
法により、登録（生涯に１度）と毎年１回
の狂犬病予防注射が義務付けられていま
す。
市では、下記日程表のとおり狂犬病予
防注射と飼い犬の登録を実施します。費
用は、１頭につき３，
２００円（ 注 射 費 用
■美原区日程表
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問 合 美原区役所地域福祉課
（!３６３―
９３１６ !３６２―０７６７）へ。

美原区平尾５９５―１（美原荘内）美原第１地域
包括支援センター
!３６９―３０７０ !３６９―３０３８

平成２３年分確定申告が不要な方で
も、市・府民税の申告が必要な場合が

7

４月から 区役所内に
障害者基幹相談支援
センターを設置します

区役所
別館

●美原基幹型包括支援センター

市・府民税の申告について
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平成24年3月1日推計
（ ）
は前月比
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別館
駐車場

区役所内に設置している地域包括支援
センターを次のように拡充します。

美原
図書館

問 合 高齢施策推進課
（!２２８―８３４７
!２２８―８９１８）へ。

●美原第１地域
包括支援センター

!"

で業務を行います。
また、美原区役所別館に障害者基幹
相談支援センターを開設します。
基幹型包括支援センター、障害者基
幹相談支援センターの業務など詳しく

９号
３０
国道

地域包括支援センター
（高齢者総合相談窓口）
のご案内

美原区黒山１６７―１（美原区役所１階）
!３６１―１９５０ !３６１―１９６０

73!

"

●携帯版ホームページ http://www.city.sakai.lg.jp/i/mihara/index.html
●〒587-8585
〒587-8585 美原区黒山167-1 ＴＥＬ363-9311
Ｌ363-9311 FAX 362-7532 ●ホームページ
ホームページ http://www.city.sakai.lg.jp/mihara/index.html

執務室などの移転・開設のご案内
４月２日から執務室などを一部移
転、開設します。市政情報コーナーは
区役所４階に移転します。
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美原区長

宮田

■北部地域整備事務所（ 道路の維持、補修
工事など ） 1258-6782

知弥

モバイル美原区 Ｗｅｂ

FAX258-6843

■美原下水道管理事務所

1362-1821

FAX362-1822

■原池公園事務所

1276-6818

FAX279-9711

106-6485-5048
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