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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―０１２１
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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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170号

令和2年（2020年） 人 の う ご き

５
●総人口／１５９，７１６人 （１３９人減）
●男／７５，４４３人 （１３４人減）
●女／８４，２７３人 （５人減）
●世帯数／７１，０３３世帯（１６３世帯減）
●人口密度／１０，２３８人／�
●面積／１５．６０�
令和２年４月１日推計（ ）内は前月比

企画総務課 �２５８―６７０６
北区教育相談 �２５８―６７４８

�
�
�
�２５８―６８１７

自治推進課 �２５８―６７７９
美化担当 �２５８―６８６５

�
�
�
�２５８―６８７４

市民課 �２５８―６７１３ �２５８―６９０５
保険年金課 �２５８―６７４３ �２５８―６８９４
〈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
北図書館 �２５８―６８５０ �２５８―６８５１

〒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

身に覚えのない
請求にご注意!

高額な金額を請求する架空請求詐
欺が多発しています。

「有料サイトの未納料金がある」
「訴訟を起こす」などとハガキや電子
メールを送りつけ、すぐにお金を払
うよう要求してくる架空請求詐欺が
急増しています。
身に覚えのない高額な請求や訴訟

によるハガキ、封書、電子メールな
どが届いたときは、記載されている
連絡先に連絡せずに、家族や警察に
相談してください。

住宅用火災警報器の
電池切れに注意!

火災の早期発見に効果のある住宅
用火災警報器は、主に電池式のタイ
プが多く、音やランプで交換時期を
知らせてくれますので、電池が切れ

る前に交換してください。電池の交
換ができない機器もありますので、
詳しくは購入した業者やメーカーに
お問い合わせください。

防防犯犯ココーーナナーー
�北堺警察署生活安全課（�２５０

―１２３４）

防防災コーナー 防災コーナー 防災コーナー 
�北消防署（�２５０―０１１９ �２５３―
２０１６）

就学援助申請の受け付け延期
新型コロナウイルス感染症の感染

拡大防止に向けた学校園の臨時休業
措置に伴い、４月１５日（水）から予定
しておりました「就学援助金」の受付
開始時期を延期しています。

受付の開始時期など詳しくは、学
校再開後にお子さんを通じてお渡し
するお知らせや堺市HP をご覧くだ
さい。
�学務課（�２２８―７４８５ �２２８―７２５６）

認知症家族の交流会（愛称「ほっと
しよう」）では、介護・認知症のこ
と、日常生活の中での気になる事や

心配事など、自由に話を
しています。
介護についての情報交

換も行ってい
ます。和気あ
いあいとした
雰囲気で開催
していますの
で、どうぞ気軽にご参加下さい。開催
日時についてはお問合せください。
�北基幹型包括支援センター（�２５８
―６８８６ �２５８―８０１０）。

ほっとしよう
（認知症家族の交流会）

２５８―６８８６北区全域北基幹型包括支援センター

２７６―３８３８中百舌鳥・百舌鳥・西百舌鳥北第４地域包括支援センター

２５７―１５１５大泉・金岡・金岡南・北八下北第３地域包括支援センター

２５２―０１１０東三国丘・光竜寺・新金岡・新金岡東北第２地域包括支援センター

２４０―０１２０東浅香山・新浅香山・五箇荘・五箇荘東北第１地域包括支援センター

電話番号担当区域（小学校区）名称

高齢者の総合相談窓口

要支援１・２の方、事業対象者の方
（基本チェックリストにより生活機
能の低下がみられた方）の生活を支
援する総合事業は、これまでのデイ
サービスや訪問介護のほか、以下の
サービスを実施しています。
�短期集中通所サービス（体力づくり）
３カ月で運動機能などの改善を図

り、できることを増やすことで自分
らしい生活につなげます。
�担い手登録型訪問サービス（家事
のサポート）
掃除・洗たくなど日常の家事が難

しい方を手伝います。

�担い手登録型通所サービス（交流
の場）
運動やレクリエーションを行い、

参加者同士で楽しい時間を過ごしま
す。自己負担の目安は、�（３００円／
回）、��（２００円／回）。サービスの
利用は、担当のケアマネジャーか地
域包括支援センター（表を参照）にご
相談ください。なお、一部、事業の運
営体制について変更している場合が
あります。
�北基幹型包括支援センター（�２５８
―６８８６ �２５８―８０１０）。

ご存じですか？総合事業

安 心 し て 暮 ら せ る ま ち へ

自治会活動を支援します

　自治会が所有又は管理する防犯灯や防犯カメラ、掲示
板について、施設賠償責任が補償される｢自治会施設賠
償責任保険｣へ堺市自治連合協議会が新たに加入します。
　現在、加入を希望する自治会 (校区自治連合会未加入
自治会を含む )を募集していますので、希望する自治会
は北区自治連合協議会事務局（北区役所自治推進課内）に
お申込みください。また、申込書は市ホームページから
もダウンロードできます。
　なお、堺市自治連合協議会に加入している自治会は、
校区自治連合会を通じての申請になります。保険料は全
額市が負担します。詳しくは市ホームページをご参照く
ださい。
　直接同事務局か市ホームページにある申込書で。受付
期間は５月29日まで。
問北区役所自治推進課（☎258-6779　℻258-6874）

自治会施設賠償責任保険加入自治会を
募集しています

外出の自粛にご協力ください
～区役所の受付窓口を減らしています～

ご不便をおかけしますがご理解ご協力をお願いします
　現在、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向け、「緊急事態宣言」が発
令されています。この趣旨を踏まえて、不急な場合のご来庁をお控えいただ
きますようお願いします。
　北区役所では、感染拡大防止の取組を推進し、また、リスク管理の観点か
ら業務が継続できる体制を確保するために、当分の間、テレワークなどによ
り出勤する職員を減らしています。そのため、区役所内の受付窓口数も減ら
しているところです。
　受付窓口において通常よりお時間をいただくなど、ご不便をおかけ
しますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ご理解、ご
協力をよろしくお願いします。
問北区役所企画総務課（☎258-6706　℻258-6817）

新型コロナウイルス感染症「緊急事態宣言」発令中

過去の交流会の様子


