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北市税事務所 市民税 �２５８―６７１４
納税 �２５８―６７２４
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北図書館 �２５８―６８５０ �２５８―６８５１
〈北保健福祉総合センター〉
生活援護課 �２５８―６７５１
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

北区障害者基幹相談支援センター �２５１―８１６６ �２５０―８８００
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駐車場へ 
の進入は 
左折のみ可 
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駐車場へ 
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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 
整備事務所 
北部地域 
整備事務所 

・地下鉄御堂筋線「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

固定資産税事務所 �２４７―８８７１ �２４７―８８７０ 北部地域整備事務所 �２５８―６７８２ �２５８―６８４３

編集・発行／北区役所企画総務課
月号
第138号

平成29年（2017年） 人 の う ご き

９
●総人口／１５８，９８７人 （２１人減）
●男／７５，３５８人 （３２人減）
●女／８３，６２９人 （１１人増）
●世帯数／６９，３６２世帯 （１９世帯増）
●人口密度／１０，１９１人／�
●面積／１５．６０�
平成２９年８月１日推計（ ）内は前月比

市民課 �２５８―６７１３ �２５８―６９０５
保険年金課 �２５８―６７４３ �２５８―６８９４
堺市社会福祉協議会
北区事務所

�２５８―４７００ �２５８―４７７０

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

企画総務課
北区教育・健全育成相談窓口
自治推進課
美化担当

�２５８―６７０６
�２５８―６７４８
�２５８―６７７９
�２５８―６８６５
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�２５８―６８１７

〒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.cit
y.sakai. lg. jp�i�
kuyakusho�kit
a�index.html

登録までの今後のスケジュール

第798号

月号9

１０月１日現在で行う

同調査は、日本の就業

構造を明らかにするた

めに、統計法に基づき

実施する国の統計調査

です。

調査結果は、雇用・経済政策などの企

画・立案のための資料として活用されま

す。

府知事発行の調査員証を携帯した調査

員が、９月上旬に対象地域の全世帯を訪

問します。９月下旬に調査をお願いする

世帯を無作為に選び、１５歳以上の方に調

査票を配布します。ご協力をお願いしま

す。

なお、調査への回答内容を統計作成以

外に使用することはありません。
問 合 北区役所企画総務課（�２５８―

６７０６ �２５８―６８１７）か企画部調査統計担
当（�２２８―７４５０ �２２２―９６９４）へ。

９月２１日（木）、午前９時３０分から北区

役所３階３０２会議室で、第４回北区教育

・健全育成会議を開催します。どなたで

も傍聴できます。午前９時から受け付

け。直接会場へ。

会議の詳細や過去の開催状況は北区ホ

ームページ（アドレスは下記参照）でご覧

になれます。
問 合 北区役所企画総務課（�２５８―

６７４８ �２５８―６８１７）へ。

「みんなの道路、みんなできれいに」を

合言葉に、大泉・金岡・新金岡東校区の

皆さんや、同校区の児童、市内企業・団

体など約８００人が参加し、清掃美化活動

を行います。

９月２０日（水）、午前１０時から大阪中央

環状線八下中学校南交

差点～長曽根交番北交

差点の区間とその周辺

道路で。雨天中止。参

加希望の方は路政課（�２２８―７４１７ �２２８
―８８６５）へ。

市民協働・市民参加による地域のまち

づくりを推進するため、地域の課題解決

や北区の魅力づくり、活性化などの取り

組み・事業に対して、補助金を交付しま

す。

校区まちづくり協議会、北区内にある

NPO法人、ボランティア団体、その他

営利を目的としない団体で新規に行う事

業が対象。１団体あたり１事業まで。募

集期間は１０月２日まで。

対象となる事業や補助金額、対象経費

など詳しくは、北区役所市政情報コーナ

ーにある募集チラシか北区ホームページ

（アドレスは下記参照）でご覧になれま

す。
問 合 北区役所自治推進課（�２５８―

６７７９ �２５８―６８１７）へ。

北区の有権者の期日前投票所は、北区役所か大阪府立大学中百舌鳥キャンパス

（１９・２０日のみ）です。他の区役所では投票できませんので、ご注意ください。

投票には、投票所入場整理券をお持ちください。

投票所入場整理券が届かなかったり、紛失したりした場合でも、選挙人名簿に登

録されていれば投票できますので、投票所で係員に申し出てください。
問 合 北区選挙管理委員会事務局（北区役所企画総務課内 �２５８―６７０６ �２５８

―６８１７）へ。

百百舌舌鳥鳥八八幡幡宮宮（（地地図図参参照照））のの秋秋祭祭りりはは、、中中秋秋のの名名月月ににああたたるる旧旧暦暦８８月月
１１５５日日ににかかけけてて行行わわれれるるたためめ「「月月見見祭祭」」とと呼呼ばばれれ、、古古くくかからら堺堺・・泉泉州州のの人人
にに親親ししままれれててききままししたた。。稲稲のの成成熟熟期期をを迎迎ええ豊豊作作のの祈祈願願とと満満月月をを祝祝うう風風
習習がが神神社社のの祭祭りりととななっったたももののとといいわわれれ、、記記録録にによよるるとと３３００００年年以以上上のの伝伝
統統ががあありりまますす。。今今年年のの中中秋秋のの名名月月はは現現行行暦暦でではは１１００月月４４日日（（水水））ににああたた
りり、、名名物物ののふふととんん太太鼓鼓奉奉納納行行事事【【写写真真】】はは１１００月月７７・・８８日日にに行行いいまますす。。
ふふととんん太太鼓鼓はは、、太太鼓鼓台台のの上上部部にに朱朱色色のの座座布布団団にに似似たた装装飾飾をを積積みみ上上げげ
たた形形状状かからら、、ここのの名名でで呼呼ばばれれてていいまますす。。重重ささ約約３３ｔｔ、、高高ささ約約４４ｍｍののふふ
ととんん太太鼓鼓はは約約７７００人人でで担担ががれれ、、氏氏子子各各町町かからら奉奉納納さされれてて終終日日境境内内をを練練りり
歩歩ききまますす。。
見見せせ場場はは、、ふふととんん太太鼓鼓をを担担いいででのの正正面面参参道道のの石石段段のの昇昇りり降降りりやや、、クク
ススノノキキのの大大樹樹（（府府指指定定天天然然記記念念物物））のの
緑緑のの下下ででふふととんん太太鼓鼓のの響響ききにに合合わわせせ
てて躍躍動動すするる大大房房ななどどでで、、そそのの勇勇壮壮華華
麗麗ささがが見見物物人人をを魅魅了了ししてていいまますす。。
毎毎年年２２日日間間でで約約１１００万万人人以以上上のの人人でで
ににぎぎわわいい、、泉泉州州のの秋秋祭祭りりととししてて有有名名
行行事事ににななっってていいまますす。。

【行事内容】
�１０月４日（水）中秋の名月
�祭典�午後２時から本殿内で。
�１０月７日（土）ふとん太鼓宮入り
午前１１時から。氏子各町から、ふとん太
鼓９台が順次宮入りし、各１時間境内を練
り、その晩は境内に宿ります。
�１０月８日（日）ふとん太鼓宮出し
午前９時３０分から。前日に宮入りしたふ

とん太鼓が、順次境内を練って宮出し、各
町に帰ります。
�放生祭�午前１１時から稚児約８０人の奉
仕により、境内の放生池に稚魚を放ち、生
き物の成長を祈る神事を行います。
問 合 百舌鳥八幡宮社務所（�２５２―１０８９
�２５２―８２９３ ホーム

ページhttp���www.mozu8.com�）か
北区役所企画総務課（�２５８―６７０６ �２５８―
６８１７）へ。

※両日とも神社周辺道路は終日交通規制行
いますので、公共交通機関をご利用くだ
さい。

２１：３０百舌鳥陵南町９番

２０：２０百舌鳥梅北町８番

１９：１０百舌鳥梅町７番

１８：００土塔町６番

１６：５０百舌鳥本町５番

１５：４０百舌鳥西之町４番

１４：３０土師町３番

１３：２０中百舌鳥町２番

１２：１０子供太鼓連合特番

１１：００百舌鳥赤畑町１番

開始時間町名宮入順

１０月７日（土）

２１：００土師町９番

１９：５０百舌鳥梅町８番

１８：４０百舌鳥赤畑町７番

１７：３０中百舌鳥町６番

１６：２０百舌鳥西之町５番

１５：１０土塔町４番

１４：００百舌鳥梅北町３番

１２：５０百舌鳥陵南町２番

１１：４０百舌鳥本町１番

１１：０５御稚児行事特番

９：３０子供太鼓連合特番

開始時間町名宮出順

１０月８日（日）
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北

みんなの道路、
みんなできれいに 大阪中央環状線一斉清掃大阪中央環状線一斉清掃大阪中央環状線一斉清掃

北区教育・健全育成会議北区教育・健全育成会議北区教育・健全育成会議

◎投票日は
９月２４日（日）、午前７時～午後８時
◎期日前投票・不在者投票は
９月１１～１８日、午前８時３０分～午後８時
９月１９～２３日、午前８時３０分～午後９時
※９月１９・２０日、午前１０時～午後５時、大阪府立大学中百舌鳥キャンパス
（中区学園町１―１）でも期日前投票できます。

堺市長選挙 就業構造基本調査にご協力を

明るい選挙キャラクター
選挙のめいすいくん

北区のまちづくり活動を支援北区のまちづくり活動を支援北区のまちづくり活動を支援
応募型地域まちづくり支援事業を募集応募型地域まちづくり支援事業を募集応募型地域まちづくり支援事業を募集


