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安心連絡カード【写真】は、外出時の急
病や事故などの「もしもの時」に備えて、
緊急連絡先やかかりつけ医などの情報を
記載し、常時携帯するものです。美原区
では、昨年に各自治会の皆さんの協力の

市立小・中学校に通う子どものいる家
庭で経済的な理由により就学に困ってい
る方に、学用品の費用の一部や給食費な
どを援助します。
平成２６年度の用紙の配付と申請受け付
けは、４月１５〜３０日（土・日曜日、祝日
を除く）に在籍する学校か美原区役所本
館３階３０１会議室で行います。以後も受

もと、戸別配布しました。
新たに転入してきた方などお持ちでな
い方は、社会福祉協議会美原区事務所
（美原区役所本館１階）で配布します。
問 合 社会福祉協議会美原区事務所
（!３６９―２０４０ !３６９―２０６０）へ。
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平成26年3月1日推計
（ ）
は前月比

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月上旬に学校で配布され
る「就学援助制度のお知らせ」か広報さか
い６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。 問 合 学務課（!２２８―７４８５ !２２８
―７２５６）へ。

経済的な理由により、高校などで修学
するのにお困りの方に、奨学金を給付し
ます（所得や世帯状況の審査あり）。
市内在住で、高校、高等専門学校（４
・５年生を除く）、中等教育学校（後期課
程）、支援学校の高等部、専修学校（修学
年限が２年以上の高等課程のみ）のいず
れかに在学している方が対象。世帯全員
の所得額などの審査を行い、困窮度の高
い世帯を優先のうえ、定員の範囲内で採

用者を決定します。
平成２６年度の受け付けは、４月１５〜３０
日（土・日曜日、祝日を除く）、美原区役
所本館３階３０１会議室で行います。
詳しくは、広報さかい６ページか市ホ
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。
問 合 学務課
（!２２８―７４８５ !２２８―
７２５６）へ。

美原北校区で地域まちづくり支援事業を開催
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〜安全・安心がつながるまちづくり〜

美原区では、下水道整備が、ほ
とんどの地域で完了しつつあ
り、道路舗装の本復旧が進み、その結
果、道路がきれいになってきています
よ。
わたしの家の近くでも道路がき
れいになったところがあるよ。
道路関係では、その他にも、生
活道路や歩道の整備、都市計画
道路の整備などが進んでいます。国道
３０９号の歩道の防護柵も、整備されま
した。

明るくなって安全になるだけじ
ゃなく、エコにも配慮している
んだね。

歩行者の安全に配慮してくれて
いるんだね。

向陵多治井線

南阪奈有料道路

みはら歴史
博物館
黒姫山古墳

北

府
道
泉
大
津
美
原
線

９号
３０
国道

４月７日に開通 向陵多治井線
新市建設計画に位置付けられている都
市計画道路・向陵多治井線（国道３０９号〜
府道泉大津美原線 延長約５５０ｍ）が、４
月７日（月）に開通します。 問 合 道路計
画課（!２２８―７４２３ !２２８―７１３９）へ。
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「美原区になって何が変わったの？」というご質問に美原区長がお答えするシリ
ーズ３回目の今回は、安全・安心なまちづくりについてご紹介します。
問 合 美原区役所企画総務課
（!３６３―９３１１ !３６２―７５３２）へ。

合併後、美原区になってから道
路照明灯【写真上】が４００基程度
新たに整備されまし
た。交差点や見通しの
悪いカーブなどに設置
されています。また、
地域の防犯灯【写真下】
も LED を使用してい
ただくなど、環境に配
慮したまちづくりも進
んでいます。
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平成２６年度 堺市奨学金制度

援センター（!３６１―１８８３ !３６１―
４４４４）か美原区役所地域福祉課（!
３６３―９３１６ !３６２―０７６７）へ。

わが心のふるさと美原③

「美原区になって明るくなった」
という声を聞いたけど、本当？
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市立小・中学校の就学援助申請受け付け

障害福祉サービス事業所で作られた
授産製品を展示・販売

「安心連絡カード」
お持ちですか
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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

美原区広報 編集・発行：美原区役所企画総務課

障害のある方が通う事業所で作
られた授産製品（織物・陶芸・ク
ッキー・パン・野菜など）
【 写真】
の展示・販売を行いますので、気
軽にお立ち寄りください。
毎月第３水曜日（４月は１６日、
５月は２１日、６月は１８日）、午前
１０時〜午後２時、美原区役所本館
１階「風の広場」で。入場無料。直
接会場へ。
問 合 美原区障害者基幹相談支
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３月１５日、美原北校区まちづくり協議
との歴史と文化を再認識するとともに、
会主催の「美原北校区ふるさと再発見"
地域コミュニティーの活性化につながる
〜郷土歴史講演会とふるさとまつり〜」 事業となりまし
が開催されました。
た。
問 合 美原区
みはら歴史博物館（Ｍ・Ｃみはら）で
役所自治推進課
は、同館学芸員による「私たちのふるさ
と 美原北〜郷土の歴史と文化を知り、 （!３６３―９３１２
!３６１―１８１７）
次世代につなぐ〜」をテーマとした講演
へ。
会【写真上】、美原北小学校５年生による
「防災」についての活動発表会、鋳物づく
り体験コーナーの見学や河内鋳物師のパ
ネル展示も行われました。また、美原ふ
る里公園では、ふるさとまつりを開催
し、模擬店の出店【写真下】や交流のつど
いも実施されました。
当日は、約４５０人が参加され、ふるさ

美原区の特産品をＰＲ
4月26日 美原区の特産品をＰＲ
27日 堺サウスビアカーニバルに出品
４月２６・２７日、午前１１時〜午後７時、
ハーベストの丘（南区鉢ヶ峯寺２４０５―１）
マーチ広場で、日本のクラフトビール文
化を体験する堺サウスビアカーニバルが
開催されます。
今回、美原 未来・まちデザインひろ
ばのメンバーが古代米を使った日本酒の
「美原くろひめ」
【写真左】などの特産品を
出品し、美原区の魅力を来場者に PR し
ます。ぜひ、お越しください。
このビアカーニバルは、関西の地ビー
ルメーカーやビアパブが集まり、世界に
通用する日本のクラフトビール文化を体
験していただくもので、ハーベストの丘
で製造されたソーセージ【写真右】をはじ
め、ビールに合う食べ物も出品されま

す。
また、星空のステージでは大道芸や音
楽演奏、ダンスなども行われ、大人も子
どもも楽しめます。
前売り券など詳しくは、ハーベストの
丘（!２９６―９９１１ !２９６―９９２０）へ。
問 合 美原区役所企画総務課
（!３６３―
９３１１ !３６２―７５３２）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
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