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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 �２５８―６７０６
自治推進課 �２５８―６７７９
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�２５８―６８１７
地域美化係 �２５８―６８６５

北市税事務所 課税 �２５８―６７１４
納税 �２５８―６７２４

�
�
�
�２５８―６８２２

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
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�
�２５８―６８３６

子育て支援課 �２５８―６６２１ �２５８―６８８３
（北地域子育て支援センター専用 �２５１―１５１２）
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
北部地域整備事務所 �２５８―６７８２ �２５８―６８４３
北区新金岡町4丁1―5（地図参照）
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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 

■北区ホームページ
http���www.city.sakai.lg.jp�
kita�index.html

〒５９１―８０２１
北区新金岡町5丁１番4号

■モバイルさかい北区Web
http���www.cit
y.sakai. lg. jp�i�
kuyakusho�kit
a�index.html 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 �２５１―１１３２ �２５２―４１３２

各課へはダイヤルインをご利用ください

人 の う ご き
●総人口／１５７，９９１人 （５６人増）
●男／７５，１７１人 （１２人増）
●女／８２，８２０人 （４４人増）
●世帯数／６８，２９８世帯（７７世帯増）
●面積／１５．５８�
平成２５年３月１日推計（ ）は前月比4

区民まちづくり会議に多様な意見を反映

し、会議の充実を図るための構成メンバーを

募集します。

「住みたくなるまち、ずっと永く住み続け

たいまち」の実現に向け、意欲的に取り組み、

実践していただける方をお待ちしています。

募集人数 ５人程度

選任期間 選任された日～平成２７年３月３１日

会議 年１０回程度（予定）

謝礼・交通費 なし

応募資格 平成２５年４月１日現在で、次の条

件を全て満たす方。

�２０歳以上
�区内在住・在勤・在学

申 込 直接か郵送で「私が考えるまちづく

り」をテーマにした小論文（Ａ４用紙８００字程

度、書式自由）とＡ４用紙に住所（在勤・在学

の方は勤務地・学校の住所も）、氏名（ふりが

な）、生年月日、昼間に連絡がとれる電話・

FAX番号を書いて、４月２４日（消印有効）ま

でに北区役所企画総務課（〒５９１―８０２１ 新金

岡町５丁１―４ �２５８―６７０６ �２５８―６８１７）
へ。なお、選考

にあたって面接

を実施する場合

があります。ま

た、選考結果は

応募者全員に通

知します。

４月１日から、区役所駐車場の開場時間、休業日などが表の

とおりに変わります。

入庫時に発券機で駐車券を取り、出庫時にゲート横の精算機

で精算してください。

また、場内に環境に優しい電気自動車の充電設備を１カ所設

置します。お気軽にご利用ください。無料。

最初の１時間２００円、以降３０分毎に１００円
※区役所に用事で来られた方は、行き先の窓口
で１時間（障害のある方は手帳提示で所要時
間）無料サービス券をお渡しします。

駐車料金

１２月３１日～１月３日・閉庁日休業日

月～金曜日�８：３０～２１：３０
（入庫は２０：００まで）

土・日曜日、祝日�８：３０～１８：３０
（入庫は１８：００まで）

開場時間

北区役所駐車場

問 合 北区役所企画総務課（�２５８―６７０６ �２５８―６８１７）へ。

北区は、子どもの数や出生数が市内で最も多いまちです。妊婦期から乳幼児への

支援や、地域と協働した事業をどの区よりも数多く実施するなど、子育て支援事業

に積極的に取り組んでいます。

北区の「子育て支援拠点」の核となる子育て支援課を５階に移転するとともに、

「キッズルーム」を設置し、イベントの開催や子どもを対象としたサークルに活動の

場を提供するなど、だれもが安心して子どもを生み育てられる環境づくりを行って

いきます。
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子育て支援事業の充実へ

子育て相談（北地域子育て支援センター）、家庭児
童相談、保育所入所関係、児童手当、児童扶養手
当、母子・寡婦の福祉に関する相談、女性相談、
未熟児養育医療費助成、自立支援医療費（育成医
療）助成など

子育て支援課 �２５８―６６２１ �２５８―６８８３
北地域子育て支援センター �２５１―１５１２

電 子
メールkitakoshi@city.sakai.lg.jp

母子健康手帳の交付、乳幼児の健康診査・予防接
種、各種検診、歯科保健、栄養相談・健康相談・
精神保健相談、健康づくりの普及、医療費援助申
請、医療従事者免許の申請、飼い犬の登録など

北保健センター �２５８―６６００ �２５８―６６１４
電 子
メールkitahose@city.sakai.lg.jp

本紙１月号で、区民が愛着を持って育

てることのできる花を北区のタウンフラ

ワーとして募集したところ、４５通の応募

がありました。「愛情を抱きやすい」「育

てやすい」「広めやすい」「長く楽しむこと

ができる」といった観点から審査した結

果、北区のタウンフラワーは「ポーチュラカ」【写真】に決定しました。
４月中旬から、区役所正面玄関に「ポーチュラカ」のプランターを設

置します。４月下旬ごろから花が咲きますので、ぜひご覧ください。

今後は、「ポーチュラカ」を、北区の花として区民の皆さんに愛着を

持って育てていただけるよう広めていきますので、ご協力ください。
問 合 北区役所企画総務課（�２５８―６７０６ �２５８―６８１７）へ。

北北区区ののタタウウンンフフララワワーー決決定定住住みみたたくくななるるままちち ずずっっとと永永くく住住みみ続続けけたたいいままちち

１階

４階

５階

北北保保健健セセンンタターー

子子育育てて支支援援課課
（（北北地地域域子子育育てて支支援援セセンンタターー））

自自転転車車置置場場ババイイクク置置場場
（（ここちちららにに変変わわりりまますす））

区役所駐車場の開場時間など
が変わります

区区民民ままちちづづくくりり会会議議 構構成成メメンンババーーをを募募集集

北区では、５月２６日（日）、午後２時から、北区役所で市民の皆さん

と市長や区長が直接対話する「北区タウンミーティング」を開催しま

す。詳しくは、５月号でお知らせします。
問 合 北区役所企画総務課（�２５８―６７０６ �２５８―６８１７）へ。

北北区区役役所所ののフフロロアア配配置置をを変変更更ししまますす

北北区区タタウウンンミミーーテティィンンググ５月２６日（日）


