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「近隣への迷惑と法律問題」
大阪弁護士会では、１０月１日の「法の
日」を記念して市民講座を開催します。
「近隣への迷惑と法律問題」をテーマに、
弁護士が分かりやすく講義します。
１０月９日（水）、午後１〜３時、美原区
役所本館５階大会議室で。無料。

飼い犬・飼い猫の
引き取り方法

!!!!!!!!!!

市長から委嘱書を交付された後、同審議
会の会長、副会長の選出が行われ、会長
に武部委員、副会長に山本委員が再任さ
れました。
問 合 美原区役所企画総務課
（!３６３―
９３１１ !３６２―７５３２）へ。

問 合 美原区役所自治推進課
（!３６３―
９３１２ !３６１―１８１７）へ。

法の日週間記念市民講座

!!!!!!!!!!!!!!

事前相談・
予約制に
変わります

動物指導センターでは、９月から飼い
犬・飼い猫の引き取り方法を変更しま
す。動物愛護管理法の改正により、飼育困
難と認められない場合などは、犬・猫の引

申 込 直接か電話、FAX で代表者の
住所、氏名（ふりがな）、電話番号、参加
人数を書いて、９月２〜１３日に美原区役
所企画総務課（!３６３―９３１１ !３６２―７５３２）
へ。先着５０人。

き取りをお断りできるようになります。
飼育動物の命が終えるまで適切に飼育
することは、飼い主の責務です。引き取
りを求めるときは、理由などを必ず事前
に同センターに相談してください。相談
内容によりやむを得ないと判断した場合
のみ、日時・場所を指定し、引き取りま
す（有料）。
事前相談なしに窓口に犬・猫を連れて
来られた場合、引き取りをお断りするこ
とがありますのでご注意ください。
問 合 同センター
（!２２８―０１６８ !２２８
―８１５６）へ。

―私の「はたらく」をみつける―
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投票は９月２
９日
（日） 午前７時〜午後８時
期日前投票・不在者投票の期間は、
９月１
６〜２
８日
投票時間は午前８時３
０分〜午後８時
美原区の有権者の期日前投票所は美原
区役所本館５階大会議室です。他の区役
所では投票できませんので、ご注意くだ
さい。
投票には投票所入場整理券をお持ちく
ださい。期日前投票・不在者投票の方法
など詳しくは、広報さかい４ページをご
覧ください。
なお、第８投票区にお住まいの方の投
票所が表のとおり変更になります。詳し
くは、投票所入場整理券に同封の案内を
ご覧ください。
投票所入場整理券が届かなかったり、
紛失したりした場合でも、選挙人名簿に
登録されていれば投票できますので、投
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バスを利用しましょう

美原区自治連合協議会では、市内で唯
一鉄道駅のない美原区の重要な交通手段
であるバスの利用促進に、市と協働で取
り組んでいます。バスを利用しないと減
便や廃止となる可能性があり、利用者の
増加に向けた取り組みとしてバスマップ
の配布やバスを利用したイベントの企画
などで協力しています。
お出かけの際のバス利用に、ご理解と
ご協力をお願いします。

!!!!!!!!!!!!!!

堺

を除く１０回払い）
※就園を奨励するために、生活保護
受給、市民税所得割非課税世帯、児童
扶養手当受給者、長期疾病、生業不
振、失業や天災などで保育料の支払い
が困難な場合は入園料・保育料の減免
制度があります。入園後、同園からお
知らせします。
入園願書配布 ９月２日から、午前
９時〜午後５時（土・日曜日、祝日を
除く）、同園か美原区役所本館４階市
政情報コーナーで。
入園願書受付 １０月１〜３日、午後
１〜５時、美原区役所本館５階大会議
室で。
問 合 同園
（!３６１―８７７２ !３６１―
５５００）か学務課（!２２８―７４８５ !２２８―
７２５６）へ。

市長へ第４次答申を提出
市長から新委員へ委嘱書を交付

８月１日、市役所で美原地域審議会第
４次答申が武部会長、山本副会長から市
長へ提出されました。「堺市と美原町が
合併して９年目を迎え、基盤整備を始め
とする美原区域分の新市建設計画事業
は、概ね順調に事業推進が図られてき
た。また、残事業については、事業完了
に向けて、これまで以上に最大限努力す
る必要がある」など、同審議会第４期委
員の活動を総括したものです。
８月２２日には、美原区役所で第２８回美
原地域審議会が開催され【写真】、委員の
任期満了に伴い、新たに就任する委員へ
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堺市美原地域
審議会を開催
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●携帯版ホームページ
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

美 原 区
自治連便り

みはら大地幼稚園（美原区菅生５８７）
では、来年４月に入園する幼児を次の
とおり募集します。
入園資格 幼児と保護者の住所が美
原区にある方。
(３歳児（３年保育）!平成２２年４月
２日〜２３年４月１日生まれ
(４歳児（２年保育）!平成２１年４月
２日〜２２年４月１日生まれ
(５歳児（１年保育）!平成２０年４月
２日〜２１年４月１日生まれ
募集人員 (３歳児!１２０人 (４
歳児!２０人 (５歳児!３５人
※応募者が募集定員を超えた場合
は、１０月１６日に同園で、公開抽選を行
います。
入園料・保育料
(入園料!１万円
(保育料!年額１２万円（８月と３月
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票所か期日前投票所で係員に申し出てく
ださい。
投票区名 第８投票区
該当の住
小平尾、平尾４
２―４
所区域
東多治井会館（美原区小平
２）
３
５―４
変更後の 尾８
投票所 ※小平尾会館から変更にな
ります。
問 合 美原区選挙管理委員会事務局
（美原区役所企画総務課内 !３６３―９３１１
!３６２―７５３２）へ。

女性のための
就職応援フェア
女性の就職を支援する「さかい JOB
ステーション女性しごとプラザ」で
は、女性の働きたいを応援するイベン
ト「女性しごとプラザ美原区フェア」を
開催します。これからの就職活動に役
立つセミナーや個別相談会などを行い
ます。
９月１３日（金）、正午〜午後４時、美
原文化会館（美原区黒山１６７―１）５階研
修室１〜３で。無料。予約制の託児あ
り。
#こんな魅力ある企業が"美原区編
!正午〜午後０時３０分。「旬の企業情
報」をお伝えします。
$働くために知っていると便利なお
話〜保険・年金・税金の今を知る〜!
午後１〜３時。
%企業のニーズと求める「人物像」編

!午後３時３０分〜４時。「企業の生の
声」をお伝えします。
&個別相談会（お仕事なんでも相談
・企業情報相談）!正午〜午後３時３０
分。女性キャリアアドバイザーや企業
担当者による相談会を実施します。１
人約３０分。
'職業適性診断（随時受け付け）!正
午〜午後３時３０分。職業選択のヒント
になります。１人約３０分。直接会場へ。
申 込 受け付け中。直接か電話で、
９月１２日まで（託児は９月１１日まで）に
さかい JOB ステーション女性しごと
プラザ（堺東駅前 !２３８―４６５０"午前
１０時〜午後７時# !２３８―４６０５）か雇
用推進課（!２２８―７４０４ !２３８―８８１６）
へ。先着#〜%各２５人、&各８人。

（道路の維持、補修工事
■市民課（住民票・戸籍など証明・届出関係）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 ■北部地域整備事務所
など） 1258-6782 FAX258-6843
FAX 361-1889 納税担当：1363-9318 FAX 361-1889 ■地域福祉課 1363-9316 FAX 362-0767 ■子育て支援課 1341-6411 FAX 362-0767（地域子
（水道・下水道に関
育て支援センター専用 1363-4151） ■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） ■上下水道局お客様センター
すること）1251-1132 FAX252-4132
■自治推進課 1363-9312 FAX361-1817 ■美原保健センター（美原区黒山782-11）1362-8681 FAX 362-8676 ■美原基幹型包括支援センター 1361-1950
■原池公園事務所
FAX 361-1960 ■社会福祉協議会美原区事務所 1369-2040 FAX 369-2060 ■障害者基幹相談支援センター 1361-1883 FAX 361-4444
1276-6818 FAX279-9711

■環境業務課指導係（生活ごみなどの収集）!２
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