
大阪弁護士会堺法律相談センターの相談（月～金曜日、１０：００～１２：３０、１３：３０～１６：３０／面談・事前予約制。
有料〈サラ金、労働、交通等は無料〉）。�月～金曜日、９：００～１７：００、詳細は同センター（�２２３―２９０３）へ。

司法書士総合相談センター堺の相談（月～金曜日、１３：３０～１６：３０／面談・事前予約制）登記・裁判手続
などに関する無料相談。�月～金曜日、１０：００～１６：００、詳細は大阪司法書士会（�０６―６９４３―６０９９）へ。

区役所の問合先

企画総務課
�２２８―７４０３
�２２８―７８４４

子育て支援課
�２２８―７０２３
�２２２―４８０１

企画総務課
�２７０―８１８１
�２７０―８１０１

子育て支援課
�２７０―０５５０
�２７０―８１９６

企画総務課
�２８７―８１００
�２８７―８１１３

子育て支援課
�２８７―８１９８
�２８６―６５００

企画総務課
�２７５―１９０１
�２７５―１９１５

子育て支援課
�３４３―５０２０
�３４３―５０２５

企画総務課
�２９０―１８００
�２９０―１８１４

子育て支援課
�２９０―１７４４
�２９６―２８２２

企画総務課
�２５８―６７０６
�２５８―６８１７

子育て支援課
�２５８―６６２１
�２５８―６８８３

企画総務課
�３６３―９３１１
�３６２―７５３２

子育て支援課
�３４１―６４１１
�３４１―０６１１

堺区役所 中区役所 東区役所 西区役所 南区役所 北区役所 美原区役所

�市民相談・人権相談【電話相談も可】
（日常生活での問題や人権の問題など） 月～金曜日、９：００～１７：００、各区役所企画総務課で。 �各区役所企画総務課

�法律相談
（予約開始日�土・日曜日、祝休日の場合
はその直前の執務日�の９：００から電話
予約。先着各６人）

相談日 月・水・金曜日
１３：００～１６：００

火・木曜日
１３：００～１６：００

水・金曜日
１３：００～１６：００

金・火曜日
１３：００～１６：００

月・水曜日
１３：００～１６：００

木・月曜日
１３：００～１６：００

木曜日
１３：００～１６：００ １回２５分以内

�各区役所企画総務課予 約
開始日

相談日の
前日

相談日直前の
月曜日

相談日直前の
火曜日

相談日直前の
木曜日

相談日直前の
金曜日

相談日直前の
水曜日

相談日直前の
月曜日

※�の法律相談については、できるだけ多くの市民の方に公平に相談の機会を設けるため、同じ内容の相談は全区を通じて１回限りとしています。
�行政相談【電話相談も可】
（国の行政全般についての苦情・要望など）

１２／１２
１４：００～１６：００

１１／１
１４：００～１６：００

１２／２３
１４：００～１６：００

１１／２０
１４：００～１６：００

１２／１７
１４：００～１６：００

１１／２７
１４：００～１６：００

１２／１６
１４：００～１６：００

�市政情報課（�２２８―７４７５ �
２２８―７４４４）

�人権擁護委員による人権相談
【電話相談も可】

１１／７
１４：００～１６：００

１１／２２
１４：００～１６：００

１１／１９
１４：００～１６：００

１１／１３
１４：００～１６：００

１１／１２
１４：００～１６：００

１１／２０
１４：００～１６：００

１１／６
１４：００～１６：００

�人権推進課（�２２８―７４２０ �
２２８―８０７０）

�行政書士による相談（遺言、相
続、契約などの書類作成に関することなど）
※予約開始日の９：００から電話予約。先着
各４人。

相談日 １２／１７
１０：００～１２：００

１２／２０
１０：００～１２：００

１１／１２
１０：００～１２：００

１２／１８
１０：００～１２：００

１１／２１
１０：００～１２：００

１１／８
１０：００～１２：００

１２／２３
１０：００～１２：００ １回２５分以内

�各区役所企画総務課予 約
開始日 １２／１１ １２／１６ １１／６ １２／１２ １１／１５ １１／１ １２／１７

�交通事故相談【電話相談も可】 月～金曜日、１０：００～１７：００、堺区役所企画総務課で。 �堺区役所企画総務課
�登記・測量相談（電話予約可。先着各６人） １１／１３、１３：００～１６：００、堺区役所企画総務課で。１回２５分以内。 �堺区役所企画総務課
	教育相談【電話相談も可】（小・中学生の家庭
教育や学校生活、転校手続きなど）

月～金曜日、９：００～１７：００、各区役所企画総務課（区教育・健全育成相談窓口）で。FAX番号は各区役所企画総務課と同じです。 �各区役所区教育・健全育成
相談窓口�２２８―０２９２ �２７０―８１４７ �２８７―８１０９ �３４３―５０８０ �２９０―１８０５ �２５８―６７４８ �３４０―５５１１


児童相談（子どものしつけ、虐待、非行、家族関係など） 月～金曜日、９：００～１７：３０、各区役所子育て支援課（家庭児童相談室）で。

�各区役所子育て支援課
�ひとり親相談（離婚後の生活や不安、児童の養育など） 月～金曜日、９：００～１７：３０（母子・父子自立支援員は月・火・木・金曜日の９：００～１６：００）、各区役所子育て支援課で。
�女性相談（離婚、夫の暴力、生活など） 月～金曜日、９：００～１７：３０（女性相談員が不在の場合もありますので、ご確認ください）、各区役所子育て支援課で。

子育て相談【電話相談も可】
（乳幼児のしつけ、健康、成長発達など）

月～金曜日、９：００～１７：３０、各区役所子育て支援課で。FAX番号は各区役所子育て支援課と同じです。
�２２８―７０２３ �２７８―０１７８ �２８７―８６１２ �２７１―１９４９ �２９０―１７４４ �２５８―６６２１ �３６３―４１５１

�労働相談（解雇、賃金未払いに関するトラ
ブルなど）【面談は予約制】

雇用推進課で
実施Ｐ１１参照

１１／１３・２７ １１／１４・２８ １１／６・２０ １１／８・２２ １１／１２・２６ １１／５・１９ �雇用推進課（�２２８―７４０４ �
２２８―８８１６）いずれも１２：４５～１５：４５。面談予約は月～金曜日９：００～１７：３０（直前執務日締切）、雇用推進課へ。

�就労相談
（求人情報の提供、就職活動のサポートなど）

ジョブシップさかい
で実施Ｐ１１参照

水曜日
１０：００～１２：００

月曜日
１０：００～１２：００

月曜日
１４：００～１６：００

木曜日
１４：００～１６：００

金曜日
１４：００～１６：００

水曜日
１４：００～１６：００

�ジョブシップさかい（�０１２０―
０１０９０８ �２４４―３７７１）

�生活・仕事相談（くらしや仕事の困りごと
など）※堺区以外は、社会福祉協議会区事務所で
実施。

「すてっぷ・堺」
で実施（※）

木曜日
９：３０～１７：００

火曜日
９：３０～１７：００

水曜日
９：３０～１７：００

月曜日
９：３０～１７：００

水曜日
９：３０～１７：００

火曜日
９：３０～１７：００

�堺市生活・仕事応援センタ
ー「すてっぷ・堺」（�２２５―５６５９
�２２２―０２０２）（※）「すてっぷ・堺」（堺市総合福祉会館内）では、どの区にお住まいの方でも相談できます（月～金曜日、９：００～１７：３０）。

無料。１２：００～１２：４５を除く。祝休日は休み。�～�は、どの区でも可。

堺
区

中
区

東
区

西
区

南
区

北
区

美
原
区

行政書士による無料相談会行政書士による無料相談会 司法書士による休日・夜間無料法律相談会司法書士による休日・夜間無料法律相談会司法書士による休日・夜間無料法律相談会

野良猫への無責任なエサやりは
やめましょう

１１９番の日

１１月９日は「１１９番の日」です。１１９番す
るときは、慌てずに落ち着いて正しく通

報してください。
なお、いたずら電
話は本来の消防業
務に支障をきたす
ので、絶対にしな
いでください。
�通報するときは安全な場所から!
�火事・救急・救助の別をはっきりと!
�住所や付近の目標を詳しく!

■休館日 １１月１１・１８・２５日
■開館時間 火～金曜日�午前１０時～
午後８時、土・日曜日、祝日�午前１０
時～午後６時
■１１月のブックフェア
毎月テーマを決めて本の紹介をして
います。展示している本は借りること
ができます。
【一般向け】ほめる育児
【児童向け】みんなで歌おう
■読書会
同じ本を読んで、感想を語り合いま
せんか。いずれも北区役所３階研修室で。
�新金岡子どもの本を読む会�１１月
の本はゴメス�セルダ著の「雨あがり
のメデジン」。１１月１３日（水）、午前１０
時～正午。費用１００円。
�新金岡読書会�１２月の本はさだま
さし著の「解夏」。１２月１日（日）、午後
２～４時。無料。申し込み方法など詳
しくは同館へ。

■おはなし会
子ども向けに昔話などの語り聞かせ
や絵本の読み聞かせを行います。１１月
２・９・１６・２３日、午後３～３時３０分、３
階おはなし室で。無料。直接会場へ。
■絵本よみきかせ
手遊びや童歌、絵本の読み聞かせを
行います。赤ちゃんから参加できま
す。１１月７・２１日、午前１１～１１時３０
分、同館閲覧室で。無料。直接会場へ。
■土曜日のよみきかせ
平日に忙しい方もぜひご参加くださ
い。１１月９日（土）、午前１１～１１時３０分、
３階おはなし室で。無料。直接会場へ。
■おはなし大会「パクリ ゴックンー
おいしいおはなしー」
おいしいおはなしがもりだくさん!
皆さん、ぜひ聞きに来てください。１１
月３０日（土）、１回目午後３時から、２
回目午後３時３０分から。無料。直接会
場へ。先着各４０人。
■対面朗読室
視覚に障害のある方や、活字資料の
利用が困難な方を対象に、朗読サービ
スを行っています。利用には、事前の
申し込みが必要です。詳しくは同館へ。

防災コーナー 防災コーナー 防災コーナー 
�北消防署（�２５０―０１１９ �２５３―

２０１６）。

すり替え詐欺に注意�

大阪府下では、警察官や金融機関を騙
り高齢者宅に訪れ、キャッシュカードを
出させて隙を見て偽物とすり替える「カ
ードすり替え詐欺」の被害が急増してい
ます。

犯人は「あなたのカードが偽造されて
いる可能性がある。金融庁の職員を自宅
に向かわせる。カードを止める必要があ
る。暗証番号を書いたメモと一緒に封筒
に入れて保管するように。封筒に割り印
を押すので、印鑑を持って来てほしい」
と嘘を言い、印鑑を取りに行っている隙
に別の封筒にすり替える手口が発生して
います。
警察や金融機関がキャッシュカードの
暗証番号を聞いたり、自宅に取りに行く
ことは絶対にありません。

餌を放置したりばらまいたりすると、
猫だけでなく虫やカラスも集まるなど近
隣の生活環境の悪化に繋がります。
また、不妊手術を行わないまま野良猫
に餌だけを与えると猫が増え、糞尿被害
の増加などの問題を招きます。餌を与え
る場合は置き餌はせず、不妊手術や糞尿
の始末などを行い近隣住民の理解を得ら
れるようにしましょう。
野良猫による問題を地域の問題として
取り組み、解決をめざす活動として地域
猫活動があります。地域住民の有志の方

が、地域の合意のもと、今いる猫たちを
不妊手術し、ルールを守り適切に管理す
る活動です。
市では、地域猫活動を実施するグルー
プに対して、不妊手術費用の一部助成な
どの支援を行っています。
市では野良猫の駆除・引取りは行って
いません。飼い主のいない猫を増やさな
いためにも、飼い猫は最後まで室内で適
正に飼育するよう努めましょう。
�動物指導センター（�２２８―０１６８ �

２２８―８１５６）。

最寄りの移動図書館を気軽にご利用ください。交通事情により遅れることもあ
ります。また、北区以外の日程は中央図書館（�２４４―３８１１ �２４４―３３２１）へ。

遺言、相続、内容証明や各種契約書の
作成、帰化申請、建設・産廃業や宅建業な
どの営業許可申請、会社設立などについ
て相談できます。電話相談はできません。
１１月１６日（土）、午後１時３０分～４時

（受け付けは午後３時３０分まで）、堺市産

業振興センター（中百舌鳥駅前）セミナー
室３で。予約可。予約は、大阪府行政書
士会堺支部（�２３４―３９９９ �２６１―３５８３）
へ。
�同会堺支部か市民人権総務課（�２２８

―７５７９ �２２８―０３７１）。

相続・遺言・不動産・成年後見などの
手続きに関する相談に無料で応じます。
電話相談はできません。
１１月２日、午後１～４時、１１月２０日、
午後６～９時、司法書士総合相談センタ
ー堺（堺東駅前）で。要予約。予約は、大

阪司法書士会堺支部（�
０８０―４２３３―４０４０�土・日曜
日、祝休日を除く�午前
１０時～午後４時）へ。
�同会堺支部か市民人
権総務課（�２２８―７５７９ �２２８―０３７１）。

サンヴァリエ中百舌鳥集会所前

駐車場所
北花田第一公園
府営浅香山住宅８棟北
サンヴァリエ中百舌鳥集会所前
中百舌鳥公園団地内 中央広場
北花田第一公園
府営浅香山住宅８棟北

中百舌鳥公園団地内 中央広場
北花田第一公園
府営浅香山住宅８棟北

駐車時間
１３：３０～１４：３０
１４：５０～１５：５０
１３：３０～１４：２０
１０：００～１１：３０
１３：３０～１４：３０
１４：５０～１５：５０
１３：３０～１４：２０
１０：００～１１：３０
１３：３０～１４：３０
１４：５０～１５：５０

１１月の日程

１日（金）

３日（祝日）
７日（木）

１５日（金）

１７日（日）
２１日（木）

２９日（金）

移動図書館のご利用を

北図書館
��２５８―６８５０
�２５８―６８５１

�北堺警察署生活安全課（�２５０
―１２３４）。

防防犯犯ココーーナナーー

令和元年（２０１９年）１１月１日２


