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美原区区民
評議会

美原区教育・
健全育成会議

美原区では美原区区民評議会と美原区教育・健全育成会議の提案からさまざまな取り組みを行っています。
問 合 美原区役所企画総務課
（☎363-9311 FAX362-7532）へ。
区民の皆さんが主体となって行う、避難所運営ワークショップや訓
練と、みはらスポーツ大会の支援に取り組みました。これらは校区を
単位とする地域のつながりを強化するために行ったものです。

子どもの規則正しい生活習慣や家庭学習習慣、読書習慣の形成・定
着に取り組みました。
■自主学習用ノート
自主学習用ノートとノートに貼るハニワ
課長・ハニワちゃんの表彰状シール・頑張
ったねシールを配布し
ました。

■避難所運営ワークショップ・訓練
昨年度から取り組みを始めた黒山校区では、校区避難所運営マニュアルと校区
防災カルテを作成しました。また３年めの最終年度であった平尾校区と美原西校
区では、同マニュアルの見直しワークショップや安否確認訓練などを行いました。

美原西校区での訓練

■美原区
「早ね・早おき・
朝ごはん」
プロジェクト
美原にしこども園と連携
して子どもの規則正しい生
活習慣の定着に向けたモデ
ル事業に取り組みました。
モデル事業の結果は、美
原区ホームページ（アドレス
は下記参照）でご覧になれ
ます。

平尾校区での訓練
黒山校区でのワークショップ

■みはらスポーツ大会
美原体育館で校区対抗のディスコン大会を開催
しました
【写真】
。今年は「子どもの部」を創設し、各
校区からのフリー、子どもの各チームに加え、青少
年指導員会、こども会、区役所もチームを出し、小
学生〜80代の180人の方が熱戦を繰り広げました。
フリーの部は黒山校区Bチーム、子どもの部は黒山校区チームが優勝しました。

就学
学援
援 助 申 請 受け
受 け 付け
付け
公立小・中学校（国立小・中学校、支
援学校は除く）に通う子どものいる家庭
で、経済的な理由により就学にお困りの
方に、学用品の費用の一部や小学校給食
費などを援助します。
４月１２〜２６日（土・日曜日を除く）に、
在籍する学校か美原区役所本館３階３０１
会議室で申請してください。５月以降も
受け付けますが、支給は申請した月の分

飼い犬の登録と

からになります。
詳しくは、４月上旬に学校で配布する
「就学援助制度のお知らせ」や広報さかい
５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）でご覧になれ
ます。
問 合 学務課
（!２２８―７４８５ !２２８―
７２５６）へ。

狂犬病予防注射
を
狂犬病予防注射を
市内で飼育されている生後９１日以上
の全ての犬には、市への登録（鑑札の
交付）と、毎年１回の狂犬病予防注
射、注射済票の交付を受けることが義
務付けられています。予防注射は、動
物病院や市が行う集合注射で受けるこ
とができます。
市が委託した動物病院では、予防注
射と同時に登録や注射済票の交付がで
きます。費用は、委託動物病院に直接
お問い合わせください。
また、美原区内で集合注射を表のと
おり行います。費用は１頭につき登録
済犬は３，
２５０円、未登録犬は６，
２５０円。
直接会場へ。荒天中止。事前に送付し
た書類をお持ちの方は問診欄を記入し
持参。会場へは犬を制御できる方が連
れて来てください。
集合注射は、美原区以外の会場でも

みはら歴史博物館
堺美原郷土研究会から寄贈を受けました
堺美原郷土研究会から市に河内鋳物師
に関する古文書の複製品とパネルが寄贈
され、３月１８日に竹山市長が同研究会に
感謝状を贈呈しました【写真】。
寄贈された資料は、４月６日からみは
ら歴史博物館（美原区黒山２８１）の常設展
示室河内鋳物師コーナーに展示します。
同館の今月の催しは広報さかい１８ペー
ジでご覧になれます。
問 合 堺市博物館
（!２４５―６２０１ !２４５

統一地方選挙の
投票日は４月７日

―６２６３）へ。

４月７日（日）は、市議会議員選挙と府
議会議員選挙、府知事選挙の投票日で
す。投票時間は午前７時〜午後８時。詳

しくは、広報さかい３ページをご覧くだ
さい。
問 合 美原区選挙管理委員会事務局

受けることができます。
他区の日程と委託動物病院は、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（!２２８―０１６８ !２２８―８１５６）
へ。
実施日

４月
９日
（火）

実施時間

会

場

１３：３
０〜
１
４：１
０

さつき野コミュニテ
ィセンター（美原区
さつき野東１丁目６
―１０）

１４：５
０〜
１
５：３
０

美原体育館（美原区
多治井８７８―１）

１
１日 １４：５
０〜
（木） １
５：３
０

美原保健センター

１
２日 １４：５
０〜
（金） １
５：３
０

大池公園（美原区小
寺１
２―１）

１３：３
０〜
１
４：１
０
１
５日
（月） １４：５
０〜
１
５：３
０

菅生地区会館（美原
区菅生３７
８―１）
木材団地ちびっこ公
園（美原区青南台２
丁目１１
９７―１１
２）

（美原区役所企画総務課内 !３６３―９３１１
!３６２―７５３２）へ。

■美原第１地域包括支援センター

☎369-3070

FAX369-3038

■北部地域整備事務所（道路の維持、補修工事など） ☎258-6782

FAX258-6843

（高齢者の生活支援に関すること）

美原区役所

ホームページ（スマートフォン版）

■市民課
■地域福祉課 1363-9316
1363-9313 FAX363-1586
■子育て支援課 1341-6411（子育て相談等 1363-4151）FAX341-0611
■生活援護課 1363-9315 FAX362-0767
■保険年金課 1363-9314
■企画総務課（美原区選挙管理委員会事務局）1363-9311 FAX362-7532
■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 FAX362-8676
■美原基幹型包括支援センター
1361-1950 FAX361-1960
■美原区障害者基幹相談支援センター（別館） 1361-1883 FAX361-4444
■社会福祉協議会美原区事務所
1369-2040 FAX369-2060

FAX362-0767
FAX363-0020

美原区役所庁外

〒587-8585 美原区黒山167-1
ホームページ http://www.city.sakai.lg.jp/mihara/index.html
携帯サイト
http://www.city.sakai.lg.jp/i/mihara/index.html

■美原区子どもの
生活習慣等実態調査
区内の３歳児クラス〜中
学３年生を持つ全世帯を対
象に家庭での生活習慣や学
習習慣などの実態を調査し
ました。調査の結果など詳
しくは、美原区ホームペー
ジでご覧になれます。

■美原まちなか文庫
美原こども館
４館に美原まち
なか文庫を設置
し、子どもが多
くの本に触れら
れる機会をつく
美原こども館ひらおの
りました。
まちなか文庫

■上下水道局お客様センター
（水道・下水道に関すること）

■原池公園事務所
■環境業務課指導係（生活ごみなどの収集）
■粗大ごみ受付センター
■市税事務所＜三国ヶ丘庁舎＞
法人諸税課（軽自動車税に関すること）
市民税課（個人市民税・府民税に関すること）
固定資産税課（固定資産税に関すること）
納税課（納税に関すること）

☎0570-02-1132（ナビダイヤル）
または251-1132 FAX252-4132
☎276-6818 FAX279-9711
☎228-7429 FAX229-4454
7 0120-00-8400
携帯電話からは☎06-6485-5048
☎231-9741 FAX251-5631
☎231-9754 FAX251-5632
☎231-9764 FAX251-5633
☎231-9773 FAX251-5634
1-C3-18-0022

