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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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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
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企画総務課 �２５８―６７０６
北区教育相談 �２５８―６７４８
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自治推進課 �２５８―６７７９
美化担当 �２５８―６８６５

�
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�
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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
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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

　検（健）診や健康相談、健
康に関する講座、動画視聴
などの対象事業に参加し、
スタンプを２つ集めた方
にオリジナルエコバック
をお渡しします。
　詳しい参加方法や応募
方法などはチラシか北保健センターホームペー
ジ(下記二次元コード参照)でご確認ください。チ
ラシは同センター、堺市産業振興センターなど
でも配架します。
　20歳以上で北区に住民登録されている方が対
象。応募期間は12月１日～２月28日。電子申請
システムか郵送で同センターへ。
　オリジナルエコバックは３月中旬頃に郵送し
ます。応募多数の場合は抽選となりますのでご
了承ください。抽選500人。
問北保健センター「北区☆健康づ
くりを伝えタイ」キャンペーン担当
（☎258-6600　FAX258-6614）

希望に満ちた新たな門出を祝福
堺市成人式（北区）を開催

　20歳になった若者の前途を祝福するため、堺市成人式 ( 北区 ) を
開催します。平成 12年 (2000 年 )４月２日～ 13年 (2001 年 )４月
１日に生まれた方が対象。
　今回は新型コロナウイ
ルス感染防止のため、２部
制での実施となります。新
成人の方が卒業したか、
現在お住まいの中学校区
により表のとおり時間を指
定しています。

　当日は、11月に送付した案内状を持参してください。やむを得ず指定
された時間に参加できない場合は、もう一方の時間で式典に参加可能で
す。また、他区の会場に出席することもできます。
　なお、今後の新型コロナウイルス感染症の状況により式典の中止や内

容が変更となる場合があります。変更内容などは広報さかい、市・区ホー
ムページでご確認ください。
問北区役所自治推進課 (☎258-6779  FAX258-6874) へ。

北区では、現行の「北区まちづくりビジョン」
の計画期間が今年度で終了することから、新
たな時代を見据えた北区の将来像、区民協働
への戦略や施策を提示した次期ビジョン「北
区みんなのまちビジョン(案)」をとりまとめまし
た。これに伴い、「北区みんなのまちビジョン
(案)」について、市民の皆さんのご意見を募集
します。
　詳しくは12月11日から市役所市政情報セ

北区みんなのまちビジョン（案）ご意見を募集

北区☆健康づくりを伝えタイ

　　　1月11日(祝日)　第１部：10時開式　第２部：13時開式
　　　堺市産業振興センター(中百舌鳥駅前)イベントホール

間 対象中学校区

第 1部 10時開式　
（９時 30分開場）

五箇荘中学校
大泉中学校
金岡北中学校
金岡南中学校

第 2部 13時開式　
（12時 30分開場）

長尾中学校
中百舌鳥中学校
八下中学校
陵南中学校

ンター、区役所市政情報コーナー、図書館、北
区役所企画総務課、北区ホームページなどで
ご覧になれます。
　ご意見は直接持参か郵送、FAX、電子メー
ルで12月11日～１月12日(必着)に北区役所
企画総務課(所在地、電子メールアドレスは下
記参照)へ。
問同課（☎258-6706　FAX258-6817）

　地域住民の交流を促進し、助け合いの気持ち
を育むことや環境美化意識を高めることを目的
に、北区で一斉に清掃活動を実施します。自分の
住むまちを綺麗にすることで｢住みたくなるま
ち｣を一緒に作ってい
きましょう。
問北区役所自治推進課
（☎258-6779　FAX
258-6874）

北区一斉クリーン作戦北区一斉クリーン作戦
　　　12月６日(日)　
　　　北区自治連合協議会・北区役所

校区 集合時間・場所
東三国丘 10:00  東三国丘校区地域会館
五箇荘 8:45  五箇荘校区地域会館
五箇荘東 9:00  五箇荘東校区地域会館
東浅香山 8:45  東浅香山校区地域会館
新浅香山 9:00  新浅香山校区地域会館
新金岡 9:00  新金岡校区地域会館東隣広場
新金岡東 9:45  新金岡町ブリック公園
大泉 8:50  金岡東公園
光竜寺 9:00  光竜寺校区地域会館

北八下 9:00  南花田町東町会館・中村町会館
　　   　野遠町ちびっこ老人広場　

金岡 9:00  各町会会館又は公園

金岡南
9:00
(1 班 )
9:30
(2 班 )

金岡南校区地域会館

百舌鳥 9:50  百舌鳥校区地域会館
西百舌鳥 9:00  各町会会館
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昨年の様子

北保健センター
ホームページ
2 次元コード

「人のうごき」のコーナー

は、現在、国勢調査を集計中

のため、掲載を休みます。


