
北区区民評議会、北区教育・健全育成会議
答申・提言書を受理

●北区に愛着を持ち、北区を｢住みたくな
るまち、ずっと永く住み続けたいまち｣
にしたいと思っている方で、市民協働
によるまちづくりに関心を
お持ちの方。
●多面的な視点からご意見
をいただける方。

北区では、北区では、
次のような方を求めています次のような方を求めています

北区区民評議会委員を募集北区区民評議会委員を募集

彩りコンサート彩りコンサート

1-C3-18-0083

堺市社会福祉協議会北区事務所 �２５８―４７００ �２５８―４７７０
北区障害者基幹相談支援センター �２５１―８１６６ �２５０―８８００
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
〈北区役所庁外〉
北第１地域包括支援センター（東浅香山・新浅香山・五箇荘・五箇荘東の各小学校区）

�２４０―０１２０ �２４０―０１２０
北第２地域包括支援センター（東三国丘・光竜寺・新金岡・新金岡東の各小学校区）

�２５２―０１１０ �２５７―２９４１
北第３地域包括支援センター（大泉・金岡・金岡南・北八下の各小学校区）

�２５７―１５１５ �２５７―１５２５
北第４地域包括支援センター（中百舌鳥・百舌鳥・西百舌鳥の各小学校区）

�２７６―３８３８ �２７６―３８００
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の進入は
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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

北部地域北部地域
整備事務所整備事務所
北部地域
整備事務所

・大阪メトロ御堂筋線「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／北部地域整備事務所 �２５８―６７８２ �２５８―６８４３
市税事務所 法人諸税課（軽自動車税に関すること）�２３１―９７４１ �２５１―５６３１／固定資産税課（固定資産税に関すること）�２３１―９７６４ �２５１―５６３３

市民税課（個人市民税に関すること）�２３１―９７５３ �２５１―５６３２／納税課（市税の納税に関すること）�２３１―９７７３ �２５１―５６３４

編集・発行／北区役所企画総務課
月号
第156号

平成31年（2019年） 人 の う ご き

３
●総人口／１５９，６６３人 （３６人減）
●男／７５，６５９人 （２７人減）
●女／８４，００４人 （９人減）
●世帯数／７０，２１５世帯 （１３世帯減）
●人口密度／１０，２３５人／�
●面積／１５．６０�
平成３１年２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
企画総務課 �２５８―６７０６
北区教育・健全育成相談窓口 �２５８―６７４８

�
�
�
�２５８―６８１７

自治推進課 �２５８―６７７９
美化担当 �２５８―６８６５

�
�
�
�２５８―６８７４

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 �２５８―６６７８
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

〒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.city.s
akai. lg. jp�i�kuya
kusho�kita�index.
html

国内外から選ばれる国内外から選ばれる
まちづくりを推進まちづくりを推進

当初予算案を市議会へ提案当初予算案を市議会へ提案

第816号

月号3

北区の有権者で投票日当日に投票でき

ない方は、北区役所１階大会議室で期日

前投票ができます。ほかの区役所では投

票はできませんので、ご注意ください。

詳しくは、投票所入場整理券に同封の案

内をご覧ください。

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、

投票所か期日前投票所で係員に申し出て

ください。

詳しくは、広報さかい３ページでご覧

になれます。
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。

区民の皆さんが身近に音楽を楽しめるように「彩り

コンサート」を開催します。

宅田朱里さん（サクソフォン・堺市新進アーティス

トバンク登録）、林田小雪さん（サクソフォン）、階元

里奈さん（ピアノ）による演奏をお楽しみください。

３月１９日（火）、正午～午後０時４５分、北区役所１階

エントランスホールで。無料。直接会場へ。
問 合 北区役所自治推進課（�２５８―６７７９ �２５８―

６８７４）へ。

■北区区民評議会
北区区民評議会において「多世代交

流・協生のまちづくり」の諮問に対

し、平成２９年６月から計１２回の審議を

重ねていただき、これまでの審議結果

をまとめた答申書を１月２１日付で受理

しました。

�これまでの答申に基づく実施事業
�北区まちづくりカフェ
まちづくりに関心のある区民が気軽

に集い、カフェテリア形式のゆるやか

な雰囲気の中で、さまざまなテーマで

自由に話し合い交流し、主体的にまち

づくり活動について議論が行われる場

を提供しています。

�街道案内板等設置事業【写真】
北区内を通る歴史

ある三街道（長尾街

道・竹内街道・西高野

街道）の周辺環境の

整備を図るため、街

道案内板などの設置を進めています。

北区では、区域内の課題解決につなげるため、区の特性に応じた具体的な施策などについて審議
する、北区区民評議会を設置しています。区民の皆さんに行政へ積極的に参画していただくため、
次のとおり区民評議会の委員を募集します。

募集人数 ４人程度

応募資格 次の全てに該当する方

�平成３１年４月１日現在１８歳以上の方
�北区に在住・在勤・在学の方
�区民評議会の会議に出席できる方
（会議の開催日時は事前に日程調整を

行いますが、夜間や土・日曜日に開催

する場合もあります）

応募期間 ３月１～３１日（消印有効）

委員報酬 会議出席ごとに１万２００円

任 期 就任日から２年間

（就任日は６月１日を予定）

活動内容 おおむね年６回開催する区民評議会に

出席し、区域課題についての調査審議

などを行う。※開催回数は、審議内容

によって増えることがあります。

詳しくは、３月１日（金）から北区役所企画総務課、区役所市政情報コーナーなどにある公

募要項（北区ホームページ�アドレスは下記参照�からダウンロード可）でご覧になれます。
問 合 同課（�２５８―６７０６ �２５８―６８１７）へ。

宅田朱里さん

市・府民税の
申告は

3月15日まで

平成３１年度の市・府民税の申告を、

３月１５日（土・日曜日を除く）まで午前

９時～午後５時１５分、北区役所１階大

会議室で受け付けていますので、期間

中に申告を済ませてください。

申告期間終了間際は大変混雑します

ので、時間に余裕を持ってお越しくだ

さい。また、駐車台数には限りがありま

すので、公共交通機関をご利用くださ

い。郵送による申告もご利用ください。

なお、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。
問 合 ナビダイヤル（�０５７０―００１―

７３１）か市民税課（�２３１―９７５３ �２５１―
５６３２）へ。

統一地方選挙　市議会議員・府議会議員
投票は４月７日（日）、午前７時～午後８時
期日前投票・不在者投票は３月30日～４月１日、午前８時30分～午後８時

４月２日～４月６日、午前８時30分～午後９時

■北区教育・健全育成会議
北区教育・健全育成会議において審

議依頼した「家庭・地域における教育・

健全育成に向けた取り組み（子どもの

健やかな育ちに向けた連携・協働の推

進）」に対し、６回の審議を重ねていた

だき、これまでの審議結果をまとめた

提言書を１月２４日付で受理しました。

�これまでの提言に基づく実施事業
�北区子どもの生活リズムづくり推
進事業

スマートフォンアプリケーション

「子どものｅ―習慣�家での７つのやく
そく＋�」を運用し、子どもの基本的生
活習慣の定着と改善を図っています。

�北区地域子どもの居場所づくり支
援事業【写真】
地域の中で子

どもたちが気軽

に立ち寄れ、さ

まざまな体験が

できる「子どもの居場所」を開設する団

体に経費の一部を助成し、子どもが健

やかに育つ環境を整備しています。

答申・提言書の内容やこれまでの議事録など両審議会について詳しくは、

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―６７０６ �２５８―６８１７）へ。


