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美 原 区 ビ ジョン 2025
美原区ビジョン2025は、10年後の美原区がめざすべき将来像やその実現のため
の基本方針を示すものです。今月号では、美原区ビジョン2025の基本理念と基本
方針を紹介します。

テーマ 美原区ビジョン

美原区ビジョン2025

美原区役所企画総務課 （☎363-9311 ℻362-7532）

みんな の架け橋になり、笑顔があふれるまち
〜さあ、一緒に挑戦しよう〜

区民とともにめざす美原区の将来像

基本理念

美原

基本方針

将来像を実現するために大切にしたいこと

1 安全、安心に暮らせる
● みんなで取り組む防災、
防犯活動

美原らしさの発揮

● 孤立させないコミュニティ力の強化

地域のつながり、伝統、歴史文化など美原らしさを発揮

新しい発想や技術の活用

● 安全で快適な交通環境への取組の強化

2 魅力的で訪れたくなる
● 企業へのアプローチによる地域経済力の強化
● アフターコロナを見据えた魅力の発信

AIやICTなどを利用した新しい技術やサービスを
新たな発想で活用

● みんなが主役の情報発信

2025や美原区の魅力
の発信方法について
日時 12月9日(木)19時
から
場所 みはら歴史博 物
館(美原区黒山281)
ホール
傍聴を希望する方は直
接会場へ。受付は18時
30分から。
先着5人。
会議内容などは、美原
区ホームページ参照。
美原区役 所 企画総
務課(☎363-9311
℻362-7532)

3 やってみたいが実現できる

誰一人取り残さないという決意

● 相互理解を深めチャレンジや自己実現を

多様性を認め合い「誰一人取り残さない」という決意を
もって活動

支え合える環境整備

● 地域の持続的な発展を支える仕組みの創出

美原区成人式 1月10日
美原区成人式を開催します。
日時 １月10日(祝日)10時開式 場所 アルテベル(美原区黒山167-1)ホール
対象 平成13年(2001年)4月2日〜14年(2002年)4月1日に生まれた方
式典の開催時間は、45分程度を予定しています。
式典の最新情報は、美原区ホームページ参照。
美原区役所自治推進課 (☎363-9312 ℻361-1817)

前年度の成人式

新型コロナウイルス感染症については広報さかい2・3ページをご覧ください。また、同感染症の拡大防止のため、本紙掲載の
イベントや行事の開催を中止・延期することがあります。最新の情報など詳しくは、市ホームページ(QRコード)をご覧になる
か各問い合わせ先にご確認ください。なお、催しに参加の際はマスクの着用・検温などにご協力ください。
〒587-8585

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

●Twitter ＠miharakucho

■企画総務課（美原区選挙管理委員会事務局）
庁舎管理、広報・広聴、相談、選挙など

☎363-9311

℻362-7532

■美原第１地域包括支援センター ☎369-3070
高齢者の生活支援など

℻369-3038

■自治推進課
自治会活動の支援、地域活動の振興など

☎363-9312

℻361-1817

■北部地域整備事務所
道路の維持、補修工事など

☎258-6782

℻258-6843

■保険年金課 ☎363-9314 ℻363-0020
国民健康保険、後期高齢者医療制度、国民年金など

■生活援護課 ☎363-9315
生活保護など

■地域福祉課 ☎363-9316 ℻362-0767
介護保険、障害者福祉・高齢者福祉など

℻362-0767

■子育て支援課 ☎341-6411 （子育て相談 ☎363-4151） ℻341-0611
認定こども園等利用、児童手当、児童扶養手当、家庭児童・ひとり親・女性・子育て相談など
■美原保健センター（美原区黒山782-11 ）
☎362-8681 ℻362-8676
健康に関する相談、母子健康手帳、各種健
（検）
診、難病の医療費助成、飼い犬の登録など
■美原基幹型包括支援センター
☎361-1950
高齢者の総合相談・支援、ダブルケアの相談など

℻361-1960

■美原区障害者基幹相談支援センター（別館）☎361-1883 ℻361-4444
障害者・児に関する相談、福祉サービスに関する相談など
■堺市社会福祉協議会美原区事務所
☎369-2040 ℻369-2060
地域福祉活動の相談・支援、校区福祉委員会活動の育成援助、ボランティア活動相談など

美原区役所庁外

美原区役所

■市民課
☎363-9313 ℻363-1586
証明書の発行、住所異動・戸籍届など

■上下水道局お客様センター
水道・下水道など

☎0570-02-1132（ナビダイヤル）
℻252-4132

または☎251-1132

■原池公園事務所
公園など

☎276-6818

℻279-9711

■環境業務課
生活ごみなどの収集

☎228-7429

℻229-4454

■粗大ごみ受付センター

0120-00-8400

携帯電話からは☎06-6485-5048

■市税事務所（三国ヶ丘庁舎）
法人諸税課

☎231-9741

℻251-5631

市民税課（個人市・府民税など）
固定資産税課（固定資産税など）
納税課（納税など）

☎231-9753
☎231-9764
☎231-9773

℻251-5632
℻251-5633
℻251-5634

（軽自動車税〈種別割〉
など）
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美原区黒山281
☎362-2736 ℻362-2260
メールm-rekishi@mc-mihara.jp

みはら歴史博物館の催し
休館日 12月6・13・20・27日〜1月

4日

開館時間 9時30分〜17時15分

（入館は16時30分まで）
観覧料 200円
（20人以上の団体
また は J A F 会 員 証 などの 提 携
カードを提示の方は160円）。中
学 生 以下 、市 内 在 住 の 6 5 歳 以
上、障害のある方は無料。
■鐘つき体験〜平成の梵鐘をつ
いてみよう〜
日時 12月5日(日)10〜15時
場所 鐘楼前 ￥ 無料
直接会場へ。1人1回に限ります。
■M・Cみはらのちょこっとモノ
づくり体験 オリジナル缶バッチ
をつくろう！
専用の用紙に好きな絵を描き色

時、13〜15時。各回30分で各5組
（中学生以上2人までを一組としま
〜1月3日
※12月28日10時から1月4日9時ま す）。完全入替制。
申込 12月3日10時から直接か電話
で返却ポストは利用できません。
開館時間 10〜20時(土・日曜日は で同館へ。
■移動図書館・くすのき号巡回日
18時まで)
程表
■12月のブックフェア
▷一般向け＝「深海アクアリウム」
駐車時間
日程
駐車場所
▷児童向け＝
「はる・なつ・あき・ふゆ」
13：30〜14：10 木青会館前
■おはなしのへやへ、
ようこそ！
12/3(金) 14：20〜15：00 上池公園 (平尾)
日時 いずれも15〜15時20分
かいづか公園
￥ 無料 直接会場へ。
15：20〜16：10 （さつき野）
▷みんなあつまれ！えほんタイム＝
８(水) 13：30〜14：10 大池公園
12月4日(土)
13：10〜13：50 今井地区公民館
▷絵本・紙芝居・パネルシアター(お
11（土） 14：10〜15：00 丹上公園
はなしひろばくれよん)＝12月11日
府営美原南余部
(土)
15：20〜16：10 住宅集会所前
▷おとなも楽しめるおはなし会(おは
12（日） 14：40〜15：40 東初芝中央公園
なしスプーンの会)＝12月18日(土)
13：30〜14：10 木青会館前
▷おはなし会(おはなしスプーンの
17（金） 14：20〜15：00 上池公園 (平尾)
会)＝12月25日(土)
かいづか公園
■乳幼児向けおはなし会(エンジェ
15：20〜16：10 （さつき野）
ル・エッグ
22(水) 13：30〜14：10 大池公園
日時 12月9日(木)10時30〜50分
13：10〜13：50 今井地区公民館
￥ 無料 直接会場へ。
■リサイクルフェア
25（土） 14：10〜15：00 丹上公園
府営美原南余部
市民からの寄贈本を譲与します。一
15：20〜16：10 住宅集会所前
般書のみで、児童書はありません。
26（日） 14：40〜15：40 東初芝中央公園
日時 12月10・11日10時30分〜12
休館日 12月6・7・13・20・27・29日

を塗って、オリジナル缶バッチを
つくります。
日時 12月25・26日9時30分〜16
時30分
場所 ギャラリー・体験工房室
￥ 無料 直接会場へ。
■シリーズ 講座みはら学びのす
すめ「資料が導く近代史〜明治
時代の堺〜」
歴史に関心を持つことができる
講座です。
日時 1月21日(金)13時30分〜15時
場所 ホール
講師 堺市博物館学芸員
￥ 無料
申込 12月2日から直 接 か電 話 、
FAX、メールで参加者の氏名、電
話番号を同館へ。
先着60人。
美原区黒山167-1
☎363-6868 ℻363-0070

アルテベルの催し
休館日 12月13・27・29日〜1月4日

受付時間 9〜20時

■歴 史セミナー
「源 頼 朝と鎌 倉幕
府」
日時 12月18日(土)10時30分〜12時
￥ 700円
講師 郷土史研究家・檜本多加三さん

■ハワイアンフラ
ハワイアンメロディーに合わせて体を
動かします。
初心者も参加できます。
日時 1〜3月の土曜日(全9回)12時
15分〜13時45分
￥ 1万3,500円
申込方法など詳しくは同館へ。

献血キャラクター
「けんけつちゃん」

美原区の相談
＝電話相談可

いずれも売り切れ 次 第終了。マイ
バッグを持 参。入場を制限するこ
とがあります。
▷12月4日(土)10〜12時、みはら
歴史博物館(美原区黒山281)ギャ
ラリーと体験工房室で。

日時 12月17日(金)10〜12時、
13〜

16時30分
場所 美原区役所本館1階風の広場
新型コロナワクチンを接種した方は、
48時間経過していれば献血ができ
ます。
ただし、
アストラゼネカ社製ワ
クチンを接種した方は、現時点では
献血をご遠慮ください。
なお、
府内で実施している当日と翌日
の献血場所については、
大阪府赤十
字血液センター( 0120-326759
〈土曜日、
祝休日、
年末年始を除く9〜
17時30分・祝日が日曜日と重なった
場合は開設〉
)で案内しています。
美原区役所自治推進課
(☎363-9312 ℻361-1817)

▷12月11・25日9時45分〜12時、
美原区役所本館１階風の広場で。
▷12月18日(土)10〜12時、美原本
通り商店街(美原区北余部45-12)
で。

美原区障害者基幹相談支援センター
☎361-1883 ℻361-4444

障害のある方が作業所で作った雑
貨や陶芸品、
野菜、
パン、ケーキ、菓
子などを販売します。
マイバッグを
持参。
日時 12月15日
（水）10〜13時
場所 美原区役所本館1階風の広場
古墳箸置き

（小・中学生の家庭教育や学校生活、転校手続きなど）

児童相談

＝他区でも相談可

相談時間 13:00〜16:00
場所 各区役所企画総務課(南区役所は総務課)
予約開始 9:00から ※日・祝休日は直前の執務日
先着各６人 同一相談は１回限り(25分以内)

ミファラ

ド・レ・美原♬マルシェ

教育相談

無料 12：00〜12：45と祝休日は休み

（子どものしつけ、虐待、非行、家族関係など）

月〜金 9：00〜17：00
市民相談・人権相談
（日常生活での問題や人権の問題など） 美原区役所企画総務課 ☎363-9311 ℻362-7532
12/20 14：00〜16：00 場所 美原区役所企画総務課
行政相談
（国の行政全般についての苦情、要望など） 問 市政情報課 ☎228-7475 ℻228-7444
12/1 1/5 14：00〜16：00 場所 美原区役所企画総務課
人権擁護委員による人権相談
問 人権企画調整課 ☎228-7159 ℻228-8070
12/27 10：00〜12：00 予約は12/21 9：00から先着4人
行政書士による相談
美原区役所企画総務課 ☎363-9311 ℻362-7532
月〜金 10：00〜17：00
交通事故相談
堺区役所企画総務課 ☎228‐7403 ℻228‐7844
12/8 13：00〜16：00 先着６人
登記・測量相談
堺区役所企画総務課 ☎228‐7403 ℻228‐7844

法律相談

美原朝市運営委員会
☎090-2590-8866

美原朝市

献血にご協力お願いします
血液は、
人工的に造ることができず、
長期間の保存ができません。
輸血に
必要な血液を十分に確保するために
は、
絶えず誰かの血液が必要となり
ます。
12月は大阪府献血推進月間です。
冬
は献血者が少なく、
血液が不足する
ことがあります。
皆さんの善意による
献血が多くの命を救います。
美原区では、
次のとおり献血を実施
します。

美原区黒山167-14
☎369-1166 ℻369-1168

美原図書館の催し

ひとり親相談※1
女性相談※2

（離婚、配偶者からの暴力、生活など）

子育て相談※3

（子どもとの関わり、健康・成長・発達など）

月〜金 9：00〜17：00
美原区役所企画総務課 専用☎340-5511

℻362-7532

月〜金 9：00〜17：30
美原区役所子育て支援課 ☎341-6411 ℻341-0611
※1 母子・父子自立支援員による相談は、
月・火・木・金曜日の
9：00〜16：00
※2 女性相談員は不在の場合がありますので、事前にご確認
ください。
※3 子育て相談 ☎363-4151

12/7・21 12：45〜15：45 場所 美原区役所企画総務課
申込 雇用推進課 ☎228-7404 ℻228-8816
水 14：00〜16：00 場所 美原区役所企画総務課
就労相談
（求人情報の提供、就職活動のサポートなど） 問 ジョブシップさかい
0120-010908 ℻244-3771
火 9：30〜17：00 場所 社会福祉協議会美原区事務所(美原区役所内)
生活・仕事相談
問 すてっぷ・堺 ☎225‐5659 ℻222‐0202
（くらしや仕事での困りごとなど）

労働相談

（解雇・賃金に関するトラブルなど）

区

堺区

中区

東区

西区

南区

北区

美原区

相談日

月・水・金

火・木

水・金

金・火

月・水

木・月

木

予約開始日※

相談日の前日

直前の月

直前の火

直前の木

直前の金

直前の水

直前の月

問合先

☎228-7403

☎270-8181

☎287-8100

☎275-1901

☎290-1800

☎258-6706

☎363-9311
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美原区黒山782-10
美原老人福祉センター便り ☎362-3939
℻362-1798

（美原総合福祉会館内）

場所 美原老人福祉センター
講師 堺ヤクルト販売の社員
￥ 無料
申込 直接か電話で12月27日までに同
センターへ。先着20人。

利用には利用証の提示が必要です。利
用証は市内在住の60歳以上の方に発
行しています。
■今月の講座
「ストレスと身体の健康」
日時 12月28日(火)10時30分〜11時30分

高齢の方の相談窓口 包括支援センター
「物忘れが気になる」
「体が弱って動きに
くくなった」など生活に気がかりなこと
があれば、
「高齢の方の相談窓口」であ
る包括支援センターに相談ください。

また、
「お金が戻ってくる」
などの不審な
電話や訪問があれば詐欺の可能性があ
るので、一人で判断したり抱え込まず、
身近な人や警察に相談しましょう。

高齢の方の相談窓口

名称
所在地
美原第1地域
美原区平尾595-1
包括支援
（美原荘内）
センター
美原基幹型
美原区黒山167-1
包括支援
センター （美原区役所本館1階）

電話番号

FAX

369-3070

369-3038

361-1950

361-1960

美原保健センターだより

メタボけんしん

がんけんしん

美原区黒山782-11
☎362-8681 ℻362-8676

健診受けて心も体も健康に
検診・相談など

日時

離乳食講習会 予約制／無料
５〜６カ月の子どもの保護者が対象

12月９日
（木）
10:30〜11:10

子どもの歯相談室 予約制／無料
歯科検診・フッ素塗布・歯科相談
フッ素塗布は１歳６カ月〜３歳11カ月に１回

12月７日
（火）
13:30〜15:00

成人の歯科相談 予約制／無料
歯科検診と相談。
妊婦も可

歯科けんしん

12月３日
（金）
9:30〜11:30

骨粗しょう症予防検診 予約制／640円
1月7日
（金）
市内在住で18歳以上の方が対象。
午後
費用が免除される場合がありますので、
お問い合わせください。
精神保健福祉相談 予約制／無料
こころの病気・アルコール問題などで悩む方や家族の相談

12月3日(金)・15日(水)・
23日(木)、
1月7日(金）
14:00〜16:00

食生活相談／生活習慣病予防相談 予約制／無料
医師、保健師、
栄養士による相談
感染症検査・相談 無料
ＨＩＶ、梅毒、クラミジアのセット検査です。
肝炎ウイルス検査 無料
市内在住で20歳以上の過去に肝炎ウイルス検査を
受診したことがない方が対象

12月23日
（木）
９:30〜11:00

風しん抗体検査 無料
市内在住で20歳以上の妊娠を希望する女性と
そのパートナーや同居者が対象
12月3日(金)・8日(水)・
20日(月)
９:30美原保健センター集合
（雨天中止）

次の健診・相談も行っています。いずれも美原保健センターで。
４カ月児健診、
１歳６カ月児健診、３歳児健診、BCG予防接種（対象の方に個別通知。
人数を
制限しているので、個別通知以外の方は、来所を控えてください。
／無料）
難病に関する相談 （随時／無料）

市内の医療機関でがん検診を受けられます

検診

がん検診総合相談センター
☎ 230-4616 ℻ 230-4636
（9:00〜20:00 12/29〜1/3除く）

乳がん検診

市内在住で40歳以上の偶数年齢の女性
（50歳以上の方の予約受付は終了）。
マンモグラフィ検査のみ。予約制。予約は
美原保健センターへ。

子育て支援活動ひろばとみはらっこわくわくルームの利用・催しはいずれも予
約制。なお、掲載の催しは、
オンライン開催へ変更・中止することがあります。
子育て支援活動ひろば
場所 いずれも子育て支援活動ひろば
(美原区役所別館１階) ￥ 無料
▶1歳ママあつまれ！！
日時 12月17日(金)10〜11時30分
対象 1歳の子どもとその保護者
申込 堺市電子申請システムで12月6〜
16日15時。先着10組。
▶赤ちゃんあつまれ！！
日時 12月24日(金)10〜11時30分、13
時30分〜15時
対象 0歳の子どもとその保護者
申込 堺市電子申請システムで12月13
〜23日。先着各10組。
▶あつまれ！はじめてのおでかけ親子
〜ベビーヨガを楽しみましょう♪〜
日時 1月5日(水)10時30分〜11時30分
対象 美原区在住の親子（首のすわった
4カ月〜1歳6カ月の赤ちゃんとその保
護者）
申込 堺市電子申請システムで12月20
日〜1月4日15時。先着7組。
子育て支援活動ひろばの
申込について
堺市電子申請システムは、美原区子
育て支援課ホームページからアクセ
スできます。

みはらっこわくわくルーム
場所 いずれもみはらっこわくわくルー
ム
（美原区役所別館1階） ￥ 無料
対象 いずれも未就学児とその保護者
▶利用の案内
開設日時 月〜金曜日(祝日は休館)
▷10〜12時
▷13時30分〜15時30分
申込 利用希望日の前週月曜日から。先
着各10組。当日の予約利用は、同課窓
口か電話で受付。1組につき週3回(う
ち、
午前の部は2回)まで申込可。
▶12月の催し
￥ いずれも無料
▷3歳〜5歳児へのかかわり方
日時 12月20日(月)11〜11時40分
▷今だから聞きたい！ママの心と身体
のストレッチ
日時 12月21日(火)10時45分〜11時45分
▷わくわく♪冬のおたのしみ会
日時 12月22日(水)10時45分〜11時
45分、
13時45分〜14時45分
先着各10組。
申込 12月6日から。
催しごとに予約が必要です。
みはらっこわくわくルームの
申込について
直接か電話、FA Xで利用者全員の
氏名、電話番号、子どもの生年月日、
校区、利用希望日、時間を同課へ。
内容等詳細は美原区ホームページ
やさかい子育て応援アプリ参照。

■親子の絆づくりプログラム「赤ちゃんがきた！」
月齢の近い赤ちゃんを育てているお母さん同士で、日頃の悩みやこれか
らの子育てについて話し合います。全4回(都合の悪い日は、欠席可)。
日時 1月13・20・27日、
2月3日13時30分〜15時30分
場所 美原保健センター ￥ 無料
対象 令和3年8月13日〜11月13日生まれの第1子とその母親
「リーフ」
申込 12月1日から電話かFAXで子ども家庭支援センター清心寮
(☎252-3521 ℻252-3522)へ。先着8組。

日時
12月20日(月)、
1月6日(木)
午前
12月６日
（月）
13:30〜15:00

12月８日
（水）
午前か午後を
選択できます。

■マタニティフェア
13:00〜16:30
家族みんなで子育てができるように、妊婦やそ
(受付時間は後日案内)
の家族も参加できます。母子健康手帳を持参。 ・沐浴(もくよく)など
安産エクササイズがあるため、動きやすい服装
育児体験
・妊婦体験
で。受付時間などの詳細については、申込受付
・こども園や産後うつ
後に案内を郵送します。
などの情報コーナー
日時 12月13日(月)
・
安産エクササイズ
場所 美原保健センター ￥ 無料
・歯科検診・塩分測定
対象 美原区・東区在住の妊婦とその家族
申込 電話かFAX、美原保健センターお問合せフォーム(QR
コード)で住所、氏名、電話番号、年齢、出産予定日、出産予
定医療機関名を12月6日までに同センターへ。
先着14組。
内容

市内在住で40歳以上の方。胸部レントゲ
ン検査のみの場合は予約不要。
「たん」の
肺がん・結核検診
検査は50歳以上の喫 煙される方。予約
制。予約は美原保健センターへ。

美原保健センター

市内在住で50歳以上の偶数年齢の方。
希望者は大腸がん検診も同時に受診で
胃がん検診
（大腸がん検診） きます。予約制。予約はがん検診総合相
談センターへ。

会場

美原区役所子育て支援課
☎363-4151 ℻341-0611

リーフか子ども家庭課 （☎228-7331 ℻228-8341）

https://www.sakai-kenshin.jp/

対象

子育てにこにこ通信

で 住所、氏名（ふりがな）、昼間に連絡
の取れる電話番号、
「 健康生活支援講
習希望」
を12月24日
（消印有効）
までに
日赤堺市美原区事務局（〒587-8585
美原区黒山167-1 美原区役所自治推
進課内 ☎363-9312 ℻361-1817
メールmijishin@city.sakai.lg.jp）
へ。
抽選35人。

時間

胃・子宮・乳がん検診は２年に１回、
肺・大腸がん検診は１年に１回継続し
て受けることが大切です。実施医療
機関は、がん検診総合相談センター
ホームページ参照。
なお、
美原保健センターでは次の日
程で実施します。いずれも無料。

高齢の方の自立をめざした介護や地域
での支援、高齢期を健康に過ごすため
に役立つ知識を学びます。
日時 1月27日、
2月3・10日13時30分〜
15時
場所 美原区役所本館
対象 美原区在住の方 ￥ 無料
申込 直接か電話、FA X、郵送、メール

美原区子育て支援課(子育てを楽しもう)ホームページ

HTLV-1検査 有料
３・８・０のつく日は｢歩こうデー｣ 無料
どなたでも参加できます。
約１時間、
健康づくり推進委員と
舟渡池公園などを歩きます。

赤十字健康生活支援講習

美原保健センター （☎362-8681 ℻362-8676）

