
堺市社会福祉協議会北区事務所 �２５８―４７００ �２５８―４７７０
北区障害者基幹相談支援センター �２５１―８１６６ �２５０―８８００
北基幹型包括支援センター（高齢者総合相談窓口） �２５８―６８８６ �２５８―８０１０
〈北区役所庁外〉
北第１地域包括支援センター（東浅香山・新浅香山・五箇荘・五箇荘東の各小学校区）

�２４０―０１２０ �２４０―０１２１
北第２地域包括支援センター（東三国丘・光竜寺・新金岡・新金岡東の各小学校区）

�２５２―０１１０ �２５７―２９４１
北第３地域包括支援センター（大泉・金岡・金岡南・北八下の各小学校区）

�２５７―１５１５ �２５７―１５２５
北第４地域包括支援センター（中百舌鳥・百舌鳥・西百舌鳥の各小学校区）

�２７６―３８３８ �２７６―３８００
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大阪メトロ
2号出口

駐車場へ
の進入は
左折のみ可

北区役所

駐車場へ
の進入は
左折のみ可

中央環状線

北図書館

新金岡市民
センター
新金岡市民
センター

新金岡駅

北部地域北部地域
整備事務所整備事務所
北部地域
整備事務所

・大阪メトロ御堂筋線「新金岡駅」2号
出口から東へ約200m
・バス停「北区役所前」下車すぐ

粗大ごみ受付センター �０１２０―００―８４００（携帯電話からは�０６―６４８５―５０４８）／上下水道局お客様センター �０５７０―０２―１１３２ �２５２―４１３２／北部地域整備事務所 �２５８―６７８２ �２５８―６８４３
市税事務所 法人諸税課（軽自動車税に関すること）�２３１―９７４１ �２５１―５６３１／固定資産税課（固定資産税に関すること）�２３１―９７６４ �２５１―５６３３

市民税課（個人市民税に関すること）�２３１―９７５３ �２５１―５６３２／納税課（市税の納税に関すること）�２３１―９７７３ �２５１―５６３４

企画総務課 �２５８―６７０６
北区教育相談 �２５８―６７４８

�
�
�
�２５８―６８１７

自治推進課 �２５８―６７７９
美化担当 �２５８―６８６５

�
�
�
�２５８―６８７４

市民課 �２５８―６７１３ �２５８―６９０５
保険年金課 �２５８―６７４３ �２５８―６８９４
〈北保健福祉総合センター〉
生活援護課 �２５８―６７５１ �２５８―６６７８
地域福祉課 �２５８―６７７１
介護保険係 �２５８―６６５１

�
�
�
�２５８―６８３６

子育て支援課 �２５８―６６２１ �２５８―６８８３
北保健センター �２５８―６６００ �２５８―６６１４
北図書館 �２５８―６８５０ �２５８―６８５１

〒５９１―８０２１
北区新金岡町5丁１番4号
　 kitakiso＠city.sakai.lg.jp
■北区ホームページ
http���www.city.sakai.lg.jp�
kita�index.html

■モバイルさかい北区Web
http���www.city.s
akai. lg. jp�i�kuya
kusho�kita�index.
html

編集・発行／北区役所企画総務課月号８
令和3年（2021年）

第185号

北区内で今年２～７月に実施し
た、家庭から出た古紙や衣類などの
集団回収に対する報償金の申請を８
月３１日まで北区役所自治推進課で受

け付けます。報償金の申請には、事
前に団体登録が必要です。
�北区役所自治推進課（�２５８―６７７９
�２５８―６８７４）

集団回収報償金の申請は８月中に集団回収報償金の申請は８月中に

●総人口／１５９,２９４人 （２３人増）
●男／７４,６４２人 （１６人増）
●女／８４,６５２人 （７人増）
●世帯数／７２,９６４世帯 （７１世帯増）
●人口密度／１０,２１１人／㎢
●面積／１５.６０㎢
令和３年７月１日推計（ ）内は前月比

人
の
う
ご
き

投稿の際にタグ
「#魅力図鑑 夏みっ
け」をつけて投稿

STEP❹
ニックネーム
などを入力して
登録完了

STEP❸
ニ
な
登

STEP❷
「堺市北区エリ
ア」を選択
「
アアア

ピアッザ
アプリを
ダウンロード

STEP❶

写真を撮って、北区で見つけたあなた
の夏を「ピアッザ」に投稿！（8/1～8/31）

　ピアッザ内での北区役所の取り組みとして、「北区・みんなで魅力図鑑」のバ
ナーを特設します。季節ごとにテーマを決め、北区内で発見したその季節なら
ではの魅力を集めていきます。写真を添えてぜひ投稿してください。
8月のテーマは「夏みっけ」です！
次の内容を「魅力図鑑夏みっけ」のタグを選択し、投稿してください♪
●夏の風物詩に見える北区のスポットや景観
●北区で夏を感じた場所、イベント、出来事　など

　北区は、大阪市高速電気軌道株式会社・南海
電気鉄道株式会社・西日本旅客鉄道株式会社 
近畿統括本部 大阪支社・PIAZZA株式会社と、
７月５日に連携協定を結び、地域SNSアプリ「ピ
アッザ」に「堺市北区エリア」を開設しました。北区
の魅力や区政情報を発信します。
■地域SNSアプリ「ピアッザ」とは？
　身近なイベントや日常の暮らしに関する情
報交換、不用品のやり取りなどを通じて、地域
密着型のコミュニケーションを促進するため
のアプリです。

■どんなことができるの？
「イベント」「お譲りします」「教えて」「グループ」
「ニュース」のカテゴリーに分かれていて、知り
たい情報が分かりやすく見つかります。
・身近なイベントや地域のグルメ情報、遊び場な
どの（地域ならではの）口コミ情報が得られる
・おもちゃや家具、家電などの譲り合い情報が得られる
・鉄道各社の沿線情報のほか、駅長うんちくな
どの面白い情報が得られる
・北区ホームページ新着情報との自動連携によ
り、区政情報が得られる

問北区役所企画総務課（☎258-6706 FAX258-6817）
※詳しくは下記北区役所ホームページをご参照ください

投
稿
方
法

〈アプリイメージ〉

北区役所でじりじりと照り付ける
夏の熱い太陽を発見！大きさが
3.5m×7m と外の太陽に匹敵する
ほどの存在感のタペストリーです。
今日も来庁される人々を照らして
います #魅力図鑑夏みっけ

夏の空を覆う入道雲みたいで、思わ
ず圧倒された金岡神社の大きなク
スノキ。推定樹齢が900年と聞き、
不思議なパワーを感じました。　　
　　　　　　#魅力図鑑 夏みっけ

　自然災害から自分自身や大切な
人、財産を守るために防災につい
て学びましょう。高齢の方をはじ
め、大人も子どもも楽しめる講座
です。
▶講座内容　▷人型ロボットＰｅ
ｐｐｅｒによる「防災教育 大雨と
地震」　▷災害備蓄アドバイザーに
よる「災害後の行動と知識」　▷元

緊急消防援助隊員による「震災被
災地での体験談と家庭内の防火」
９月５日（日）13 ～ 15 時 30 分、新
金岡市民センター（北区新金岡町４
丁１ -８）３階新金岡公民館大集会
室で。無料。マスク着用。受付時
に検温を実施。　８月３日９時か
ら直接か電話、ＦＡＸで北区区民活
動支援コーナー新金岡市民セン
ター２階　☎・FAX258-3911〈月曜
日・祝日は休館〉へ。 先着45人

　区の実情や特性に応じた政策形
成を進め、特色ある区行政の実現
を図るため、区民や有識者などか
ら意見を聴取する北区政策会議を
開催します。
日時：９月２日（木）10 時から　
場所：北区役所３階 302 会議室

楽しい防災講座楽しい防災講座

９月５日（日）に開催を予定しておりました同フェスタは、新型コロナ
ウイルス感染症の収束が不透明な中、ご来場いただく方々や出展者の健
康・安全面を最優先に考慮した結果、開催を中止することとしました。
ご理解くださいますようお願いします。問北区子育てフェスタ実行委員
会事務局（北区役所企画総務課内　☎258-6706　FAX258-6817）

～令和３年度 北区子育てフェスタの開催中止について～

7月号のアクション1～3につづく

第1回北区政策会議を開催
テーマ：北区の魅力発掘・発信・
創出について
傍聴：希望される方は直接会場へ。
９時30分から10時まで受け付け。先
着６人。
問北区役所企画総務課（☎258-6706 
FAX258-6817）

登録して活用しませんか？

ダウンロードは
こちらから

大阪府や堺市から感染拡大防止に向けた要請がでている場合は、不要不急の外出・移動を控えてください。

掲載している内容については、新型コロナウイルス感染状況により中止か延期になる場合があります。

〈登録方法〉簡単３ステップ


