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子育て支援課
【子育て相談に関することなど】 ２８７―８６１２ ２８６―６５００
【児童・ひとり親・女性に関することなど】 ２８７―８１９８ ２８６―６５００

自治推進課 ２８７―８１２２ ２８７―８１１３
【自治会・美化など地域振興活動】
美化担当 ２８７―８１０３ ２８７―８１１３

３
階

東保健センター ２８７―８１２０ ２８７―８１３０
【乳幼児健診・各種健康相談など・健康づくりに関すること】

企画総務課 ２８７―８１００ ２８７―８１１３
【庁舎管理・広報・広聴・相談・市政情報コーナーなど】

社会福祉協議会東区事務所
２８７―０００４ ２８７―０４４４

【市民活動・ボランティアに関することなど】

地域福祉課
【障害に関することなど】 ２８７―８１１２ ２８７―８１１７
【介護に関することなど】 ２８７―８１２３ ２８７―８１１７

２
階

東基幹型包括支援センター（高齢者総合相談）
２８７―８７３０ ２８７―８７４０

生活援護課 ２８７―８１１０ ２８７―８１１７
【生活保護に関することなど】

東区障害者基幹相談支援センター（障害者に関する相談）
２８５―６６６６ ２８７―６７６７

保険年金課 ２８７―８１０８ ２８７―８６２１
【国民健康保険・国民年金など】

１
階

東老人福祉センター ２８７―８１５０ ２８７―８１６０
【高齢者の健康増進など】

市民課 ２８７―８１０２ ２８８―２１５０
【戸籍・住民票など証明・届出関係】

粗大ごみ受付センター ０１２０―００―８４００
（携帯電話などから ０６―６４８５―５０４８）
環境業務課指導係（家庭ごみの収集） ２２８―７４２９
上下水道局お客様センター ０５７０―０２―１１３２
北部地域整備事務所 ２５８―６７８２ ２５８―６８４３
東消防署 ２８６―０１１９ ２８６―０１２６
市税事務所（三国ヶ丘庁舎）
法人諸税課 ２３１―９７４１ ２５１―５６３１
市民税課 ２３１―９７５３ ２５１―５６３２
固定資産税課 ２３１―９７６２ ２５１―５６３３
納税課 ２３１―９７７３ ２５１―５６３４
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令和4年1月1日推計（  ）は前月比東区の人口
人口

84,708人
（22人減）

男
40,199人
（6人増）

女
44,509人
（28人減）

世帯
37,040世帯
（7世帯増）

人口密度
8,075人／㎢

面積
10.49㎢

令和4年度の市・府民税の申告を受け付けます。期間中に申告をしてください。

対象者や持ち物など、詳しくは広報さかい10ページ参照。

日時 2月16日～3月15日(土・日曜日、祝日を除く)9～17時15分

場所 東区役所2階201・202会議室

・所得税の確定申告をする方は、市・府民税の申告の必要はありません。

・申告書は自宅で作成して郵送することができます。3密回避のため、郵送提出にご協力ください。

・お越しの際は、マスク着用をお願いします。37.5℃以上の発熱・せきなどの症状がある方や体      

　調不良の方、感染の不安がある方は、ご来庁を見合わせてください。

・できるだけ公共交通機関をご利用ください。 パネル見本パネル見本

※感染対策を実施しています※感染対策を実施しています

市・府民税の申告は2月16日～3月15日
簡単で便利な郵送による申告がおススメです

問 市民税課ナビダイヤル(☎0570-001-731)か同課(☎・℻番号は下記参照) 問 東区役所自治推進課(☎287-8122 ℻287-8113)

ひがしふぉと展 
～みんなでシェア、東区の魅力！～
ご応募いただいた魅力あふれる写真を
パネルにして展示します。
｢いいね｣と思った作品に投票してください。
日時 2月14日～3月3日 （土・日曜日、祝日を除く）
       9～17時30分(最終日は15時まで)
場所 東区役所 1階ロビー
※展示場所などは変更になる
　場合があります。

HP東区子育て支援課では、次のような取り組みをしています。詳しくは今後の子育てつうしんや区　　、さかい子育て応援アプリで。て支援課では 次のような取り組み東区子育て支援課では 次のような取り組みをし

子育てつうしん
し い しくは今後の うしんや さかい プリHPしています 詳しくは今後の子育て うしんや区 さかい子育て応援アプリでをし

ママ・パパ応援スペシャルママ・パパ応援スペシャル

ひがし・ママパパスタート応援事業ひがし・ママパパスタート応援事業
ベビーマッサージ・ベビーヨガなどを開催しています。子ども１人につ

き１回、無料。保護者同士の交流や、保育士・子育て支援コーディネー

ター・保健師による相談も行います。

子育てひろば子育てひろば
親子が交流できるひろばです。

堺市にお住まいの方が利用できます。

相談や子育て情報の提供も行います。

子育てサークル・サロン子育てサークル・サロン
地域の親子の交流場所です。

子育て支援課スタッフが訪問し、

相談を伺うこともあります。

子育て応援MAP子育て応援MAP

東区内の保育施設の紹介や、

子育てに役立つ情報を掲載しています。

問 子育て支援課(☎287-8198 ℻286-6500)か地域子育て支援事業担当(☎287-8612)問 子育て支援課(☎287-8198 ℻286-6500)か地域子育て支援事業担当(☎287-8612)

※ちぎった新聞紙は、子どもが食べないように
　注意して下さい。
※写真は、新型コロナウイルス感染拡大前の様子です。

お部屋に新聞紙の山ができたら、
シャワーのように降らせてみて下さい。
子どもは大喜び。
片付けは、競争しながら袋詰め。
音楽をかけると盛り上がります。

新聞紙をビリビリと
破り、

感触を楽しみます。

詳しくはこちら！

区HP さかい子育て応援アプリ

～新聞紙あそびのご紹介～～新聞紙あそびのご紹介～
おうち時間をお子さんと楽しく過ごしてみませんか。
特別なおもちゃを用意しなくても、大人が笑って

一緒に遊ぶと子どもにとってうれしい時間になります。

おうち時間をお子さんと楽しく過ごしてみませんか。
特別なおもちゃを用意しなくても、大人が笑って

一緒に遊ぶと子どもにとってうれしい時間になります。

展示
開始!!

HP

YouTube
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１
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　【戸籍・住民票など証明・届出関係】

区役所外

Twitter

●市民課　☎287-8102　℻288-2150 ●東老人福祉センター【高齢者の健康増進関係】　
　☎287-8150　℻287-8160 ●粗大ごみ受付センター

  【家庭から出る粗大ごみの収集申し込み】
　　   0120-00-8400
   （携帯電話などから　☎06-6485-5048）
●環境業務課指導係 【家庭ごみの収集】
　☎228-7429
●上下水道局お客様センター  【水道・下水道関係】
　☎0570-02-1132
●北部地域整備事務所 【道路維持・管理】　
　☎258-6782　FAX258-6843
●東消防署
  【火事・救急・救助・予防に関すること】
　☎286-0119　FAX286-0126
●市税事務所（三国ヶ丘庁舎）
　法人諸税課【軽自動車税関係】　
　☎231-9741　FAX251-5631
　市民税課【市・府民税】 
　☎231-9753　FAX251-5632
　固定資産税課【固定資産税】 
　☎231-9762　FAX251-5633
　納税課【納税】☎231-9773　FAX251-5634

　☎285-6666　℻287-6767

　☎287-8730　℻287-8740

●東区障害者基幹相談支援センター【障害者に関する相談】
　【国民健康保険・国民年金関係】

●保険年金課　☎287-8108　℻287-8621

　【生活保護関係】

●生活援護課　☎287-8110　℻287-8117 ●東基幹型包括支援センター【高齢者総合相談窓口】

　【庁舎管理・広報・広聴・相談・市政情報コーナー】

●企画総務課　☎287-8100　℻287-8113
　【乳幼児健診・各種健康相談など・健康づくり関係】

●東保健センター　☎287-8120　℻287-8130

　【自治会・美化など地域振興活動関係】

●自治推進課　☎287-8122　℻287-8113

美化担当 (不法投棄 )　☎287-8103　℻287-8113
　【子育て相談】☎287-8612　℻286-6500
　【児童・ひとり親・女性相談】☎287-8198　℻286-6500

●子育て支援課

　【障害者・高齢者福祉】☎287-8112　℻287-8117
　【介護保険関係】☎287-8123　℻287-8117

●地域福祉課

☎287-0004　℻287-0444
●社会福祉協議会東区事務所【市民活動・ボランティア関係】

最新情報は
HPやSNSで
チェック!

令和4年（2022年）


