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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

�
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�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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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 �２３１―９７６４ �２５１―５６３３ 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141号

平成29年（2017年） 人 の う ご き

１２
●総人口／１５９，１３６人 （９３人増）
●男／７５，４２７人 （６２人増）
●女／８３，７０９人 （３１人増）
●世帯数／６９，５５２世帯 （９１世帯増）
●人口密度／１０，２０１人／�
●面積／１５．６０�
平成２９年１１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
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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

12月16日(土)  北区役所エントランスホールで
ツリーのまわりでコンサートツリーのまわりでコンサート

☆北八下幼稚園
☆新宝珠幼稚園
☆なかよしの森認定こども園

☆光明幼稚園
☆あいこども園北花田

過去の園児発表会

ピアニカの魔術師

Cat's a ｍelody

TOCO-TONE

園児の発表会園児の発表会
絵画展も
開催しています
絵画展も
開催しています

第1回 9：05～9：50

☆ときわこども園
☆新金岡西保育園
☆なないろ保育園

第3回 10：40～11：25
☆わんぱく保育園
☆中央幼稚園
☆子音つばさ保育園

第4回 11：35～12：20

第2回 10：00～10：30
出演順です。なお、回ごとに客席を入れ替えます。

午前８時30分開場

※開催期間中はツリーのライトアップも行います。
※12月15・16日は２階市政情報コーナー前で展示します。

主催  北区役所

◆11月30日～
　　　 12月５日
◆12月７～12日
◆12月14～19日
◆12月21～26日

子音つばさ保育園・ときわこども園
新金岡西保育園・新宝珠幼稚園 
なないろ保育園・わんぱく保育園

北八下幼稚園・光明幼稚園

北区役所ではエントランスホールに高さ約

１０ｍのツリーを飾り、「ツリーのまわりでコ

ンサート」を開催します。第１部は午前９時

５分～午後０時２０分、第２部は午後５～６時

３０分。無料。直接会場へ。

第１部の園児の発表会では、北区内の幼稚

園・保育園・こども園の園児が鼓笛・歌・踊

りなど日ごろの練習の成果を発表します。

第２部のトワイライト・コンサートでは、ピ

アニカの魔術師による演奏や大阪府立大学の

アカペラグループ TOCO―TONE と Cat's

ａ melody によるアカペラ演奏を行います。
問 合 北区役所自治推進課（�２５８―６７７９

�２５８―６８１７）へ。

１１月４日、「北区交流まつり２０１７」が金

岡公園野球場で開催され、当日は

約３万人の方が来場しました。

ステージ【写真】ではさまざまな
演目が披露され、校区の模擬店や

各出展団体のブースも大いににぎ

わいました。
問 合 北区交流まつり実行委員

会事務局（北区役所自治推進課内

�２５８―６７７９ �２５８―６８１７）へ。

北区交流まつり2017　盛況に開催北区交流まつり2017　盛況に開催

北区一斉クリーン作戦北区一斉クリーン作戦

北区自治連合協議会・北区役所

12月３日（日）、午前９時～正午12月３日（日）、午前９時～正午
主催

北区の１５小学校区で一斉に清掃

活動を行います。

地域住民の環境美化意識の高揚

を図ることや、地域住民の交流を

促進し、お互いが理解し協力する

助け合いの気持ちを育むことを目

的に実施します。

自分の住んでいるまちを奇麗に

することで、「住みたくなるまち」

を一緒に作っていきます。多くの

方の参加をお願いします。
問 合 北区役所自治推進課（�

２５８―６７７９ �２５８―６８１７）へ。

百舌鳥八幡宮絵馬殿前８：３０
中百舌鳥
西百舌鳥
百舌鳥

金岡南校区地域会館

９：００

金岡南

各単位町会館・一時避難
場所・公園金岡

南花田町東会館・中村町
会館北八下

光竜寺校区地域会館光竜寺
金岡東公園８：５０大泉
ブリック公園９：３０新金岡東

新金岡校区地域会館東隣
広場

９：００

新金岡

新浅香山校区地域会館新浅香山
東浅香山校区地域会館東浅香山
五箇荘東校区地域会館五箇荘東
五箇荘校区地域会館五箇荘
東三国丘校区地域会館東三国丘

場所集合時間校区

１０月２４日に発生した大阪府の今池水

みらいセンター内での下水道管破損事

故による常磐町３丁への下水流出につ

いて、ご迷惑をお掛けしたことをお詫

び申し上げます。また、１０月２９日に応

急復旧工事が完了するまで下水道の使

用自粛にご協力いただき、改めてお礼

申し上げます。

現在、原因究明と再発防止へ向けた

調査を進めるとともに、本復旧に向け

て全力で取り組んでいます。

今後とも上下水道事業にご理解とご

協力をお願いします。
問 合 堺市上下水道局お客様センタ

ー（�０５７０―０２―１１３２か２５１―１１３２ �２５２
―４１３２）へ。

今池水みらいセンター内での
下水道管破損事故のお詫びとお礼

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

１２月１４日（木）、午後２時３０分から北区役所３階３０２

会議室で、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。午後２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。


