
至堺東

阪和自動車道 高野線 至北野田

堺富田林線
日置荘中学校

泉大津美原線

東区役所北

東区役所前

Ｐ

阪和自動車道

萩原天神駅

至堺東

高野線 至北野田

堺富田林線

泉大津美原線

東区役所北

東区役所前

北

東区役所
東保健センター
東老人福祉センター

東区役所 〒599―8112 東区日置荘原寺町195番地1 https www.city.sakai.lg.jp/higashi/index.html

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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9 第198号

令和4年8月1日推計（  ）は前月比東区の人口
人口

84,576人
（36人増）

世帯
37,289世帯
（56世帯増）

人口密度
8,063人／㎢

面積
10.49㎢

秋色ガーデン
まだ出会った
ことのない花に
出会えるかも…！？

自治会に

加入したいけど、

どこに連絡すれば…

秋色満載♪あなたの｢秋｣をみつけて

9月29日～10月31日　9～17時30分(土・日曜日、祝日を除く)
東区役所　健康ふれあいひろば
区民の皆さんに育てていただいたコスモスをはじめとして、
ジニアやマリーゴールドなど、たくさんの花が皆さんをお迎えします。
秋を彩る花を楽しみに、ぜひ区役所へお越しください。
※生育状況により、開花時期が前後する場合があります。
問 東区役所自治推進課(☎287-8122　℻287-8113）

　 東区役所企画総務課(☎287-8100　℻287-8113)問 東区役所企画総務課(☎287-8100　℻287-8113)

あ

一緒に
作ろう！

が
し

ひ

東区の歴史や日常の1コマなど、内容は自由！
あなたが魅力だと思う東区の見どころ、良いところを一句
詠んでみませんか？
詳しくは区 HP （QRコード）か東区役所市政情報コーナー
などに配架しているチラシで。
応募期間 10月31日まで
応募方法 住所、氏名、電話番号、読み句、句の説明をFAX
か郵送（消印有効、送付先は下記参照）、メール、電子申請
システム、東図書館や東区役所市政情報コーナーなどに設
置している応募BOXへ

詳細はこちら！

区民の皆さんに育てていただいたコスモスをはじめとして、
ジニアやマリーゴールドなど、たくさんの花が皆さんをお迎えします。
秋を彩る花を楽しみに、ぜひ区役所へお越しください。
※生育状況により、開花時期が前後する場合があります。
問 東区役所自治推進課(☎287-8122　℻287-8113）

主催：東区役所、公益財団法人　堺市公園協会

読み句を
採用された方には
完成したかるたを

贈呈!!

東区長直行便
～聞かせてあなたの想い～

学生の音楽活動で

まちを活気づけ

たいんやけど…

皆さんからの

直行便、

お待ち

しています!

師
走
の
夜…

…
…

…
…
…
…

区に関するご提案やご意見など、皆さんの想いをお聞きし、区政運営などの参

考にさせていただきます。「東区長直行便」は9月1日から区 HP で開始します。

なお、特定の個人や団体を誹謗中傷するものなど、お受けできないものがあり

ますので、ご投稿いただく際は、必ず注意事項などをお読みください。

問 東区役所企画総務課  (☎287-8100　℻287-8113)

東区HP

東区公式
YouTube
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　【戸籍・住民票など証明・届出関係】

区役所外東区長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】

地域SNS
ピアッザ
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