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春みはら・ミニ・コンサート

美原区役所では、区民の皆さんに親
しまれる区役所づくり事業として、ミ
ニ・コンサートを開催します。区役所
の展望ロビーからの夜景を眺めなが
ら、素晴らしい演奏をお楽しみくださ
い。
３月１４・１５日、午後６〜７時３０分、
美原区役所本館６階展望ロビーで。美
原区在住・在勤・在学の方が対象。無
料。
１４日（金）はサックス、出演は１５８サ
クソフォン カルテットの皆さん【上写
真】、１５日（土）はピアノ、出演は仲野
友恵さん【下写真】。
申 込 電話か FAX、
郵送、電子メー
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平成26年1月1日推計
（ ）
は前月比

●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

美原区広報 編集・発行：美原区役所企画総務課
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入場
無料

ルで氏名、住所、連絡先（電話番号な
ど）、参加希望日（両日可）を書いて、３
月４日（必着）までに美原区役所自治推
進課（〒５８７―８５８５ 美原区黒山１６７―１
!３６３―９３１２ !
mi
３６１―１８１７
jishin@city.sakai.
lg.jp）へ。抽選各
８０人。
電 子
メール

♪ トワ イ ラ イト ジャズ ♪
2月9日（日）午後4〜6時

美原文化会館（アルテベル）ホールで

みはら音楽フェスティバル実行委員
会では、関西を拠点に活動している
「飯田一樹カルテット」を迎え、ジャズ
コンサートを開催します。美原区域で
活動している「和太鼓 京（みやこ）」と
のアンサンブルもあります。ジャズと

みはら
区民まつり

和太鼓のダイナミックな演奏をお楽し
みください。無料。直接会場へ。先着５４１
人。
問 合 みはら音楽フェスティバル実
行委員会事務局（美原区役所自治推進
課内 !３６３―９３１２ !３６１―１８１７）へ。

第１０回記念イベントのご意見・アイデア募集

「みはら区民まつり」は回を重ね、今年
で第１０回の節目を迎えます。
みはら区民まつり実行委員会では、
「これまで広げてきた地域や人の輪を生
「堺市
 かして、美原区が一体となること」
 ・美原町の合併１０年を契機に、さらに美
 原区の地域性・個性を生かした魅力ある
まちづくり事業とすること」を目的とし
１２月１日、美原西小学校で美原西校区
て、第１０回の記念事業を検討しています。
まちづくり協議会主催の「第２回美原西
そこで記念事業の開催にあたって区民
のつどい」が開催されました。
の皆さんからご意見やアイデアを募集し
当日は、約１，
０００人の来場があり、太
ます。
鼓や踊り、大道芸など、多彩なステージ
皆さんからいただいたご意見などを参
プログラムや地域で活動している団体に
考にさせていただきます。様式は問いま
よる模擬店など、盛りだくさんのイベン
トで、会場は大盛況でした。
また、パネルディスカッション（公開
美原区域路線バス（４路線）は、堺市と
討論会）
【写真】では、「いま、大地震が起
美原町の合併に伴い、美原区域から堺市
こったら 子どもたちと高齢者の命を守
を再認識できた一日となりました。
問 合 美原区役所自治推進課
（!３６３―
内の鉄道駅へアクセスするために新設さ
る防災とは」をテーマに、有意義な意見
９３１２ !３６１―１８１７）へ。
れた路線です。現在、路線の維持に向け
交換が行われ、地域のつながりの大切さ
て、区民・バス事業者・行政が協力して美
原区内のバスの利用促進に取り組んでい
ます。バス利用者は増加傾向にあります
が、まだまだ少ない状態が続いています。
〜美原がめざすまちづくり〜
日常生活を支えるバスを維持していく
ためには、より多くの方に乗っていただ
美原町が堺市と合併して１０年目を迎えました。「美原区になって何が変わった

美原西校区で地域まちづくり支援事業

せん。たくさんのご応募、お待ちしてい
ます。 申 込 はがきか FAX、電子メー
ルで、住所、氏名、電話番号、ご意見を
書いて、２月２８日（必着）までにみはら区
民まつり実行委員会事務局（〒５８７―８５８５
美原区黒山１６７―１ 美原区役所自治推
mi
進課内 !３６３―９３１２ !３６１―１８１７
jishin@city.sakai.lg.jp）へ。
電 子
メール

ま前
つ回
りの
のみ
様は
子ら
区
民

おでかけの際にはバスのご利用を!

くことが必要です。
おでかけの際にはバスを利用し、みん
なで美原区内のバスを守りましょう。
問 合 公共交通課
（!２２８―７５４９ !２２８
―８４６８）へ。

わが心のふるさと美原①

の？」というご質問に、美原区長がお答えし、シリーズで美原区のまちづくりを
ご紹介していきます。
問 合 美原区役所企画総務課
（!３６３―９３１１ !３６２―７５３２）へ。
美原区になったのはいつ？
平成１８年４月です。美原町が平
成１７年２月に堺市と合併し、平
成１８年４月に政令指定都市・堺市の美
原区になりました。

平成２３年２月に策定された「まちづく
りビジョン」の実現をめざし、市民主
体のまちづくりが進められています。
例えば新市建設計画の事業として、学
校や公園などが整備されました。

合併して１０年目になるんだね。
この１０年でどんなことが変わっ
たの？

そうか!学校の耐震工事が進
み、プールもできたよね。他に
はどんなことがあるの？
もっと教えて!

「堺市・美原町合併新市建設計
画」に基づき、まちが整備され、

はい、次回は安全・安心なまちの
取り組みについてお話します。

おでかけ応援バスをご利用ください
市内在住の６５歳以上の方が南海バス・
近鉄バスを１回１００円で乗車できる「おで
かけ応援バス」は、月〜金曜日（祝休日と
１月２・３日を除く）に利用できます。
運賃を支払う際に「おでかけ応援カー
ド」を乗務員に提示してください。
「おでかけ応援カード」は市内郵便局
（簡易郵便局を除く）で発行しており、郵

便局で備え付けの
申請書に必要事項
を記入し、健康保
険証、運転免許証
などの本人確認書
類を提示すれば、その場で無料で受け取
れます。 問 合 公共交通課（!２２８―７５４９
!２２８―８４６８）へ。

市・府民税の申告は２月１７日〜３月１７日
平成２６年度の市・府民税の申告を２月
１７日〜３月１７日（土・日曜日を除く）、午
前９時〜午後５時１５分、美原区役所本館
３階３０２会議室で受け付けます。
対象者、持ち物など詳しくは本紙と同
時に配布している「市税についての大切
なお知らせ」をご覧ください。
期間中は大変混雑し、長時間お待たせ
することがあります。時間に余裕を持っ

てお越しください。また、駐車台数には
限りがあり、入場できない場合もありま
す。周辺道路も大変混雑しますので、来場
には公共交通機関をご利用ください。
なお、所得税の確定申告を済ませた方
は、市・府民税の申告の必要はありませ
ん。広報さかい７ページに関連記事あり。
問 合 美原市税事務所
（市民税）
（!３６３
―９３１７ !３６１―１８８９）へ。

（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 市民税担当：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
２８―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
1-C3-13-0059

