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住民票等各種証明書の
臨時休日窓口を開設

平成３０年１２月１日推計
（ ）内は前月比

総 人 口……１４１，４７９人（１１８人減）
男 …… ６５，６６２人
女 …… ７５，８１７人

世 帯 数…… ５９，６３９世帯（１６世帯減）
人口密度………３，５０５人／�
面 積………４０．３９�

１月１４日（祝日）、午前１０時からビッグ

・アイ（泉ケ丘駅前）で成人式を開催しま

す。当日は式典のほか、ビデオレターの

上映などを行います。

平成１０年（１９９８年）４月２日～１１年

（１９９９年）４月１日に生まれた方が対象。

１２月に送付した案内はがきを持参してく

ださい。

なお、現在南区在住以外の方（案内は

がきのない方）も参加できます。

会場への酒類の持ち込みは禁止です。

会場周辺での飲酒もご遠慮ください。

会場と会場周辺には駐車できません。

公共交通機関をご利用ください。
問 合 南区役所自治推進課（�２９０―

１８０３ �２９０―１８１４）へ。

２月３日（日）、第９回みなみ交流Ｅ・

Ｋ・Ｉ・Ｄ・Ｅ・Ｎを開催します（小雨

決行）。

同大会はみなみ交流Ｅ・Ｋ・Ｉ・Ｄ・

Ｅ・Ｎ実行委員会が、南区自治連合協議

会と共催で、区内の地域交流を目的に開

催しています。

駅伝走者は校区ごとに小学５年生以上

・中学生・一般（高校生以上）の世代別に

男女計６人で編成され、終了後はマラソ

ンも行います。なお、車での来場はご遠

慮ください。

大会開催に伴い、当日午前９時５０分～

正午、全面車両通行禁止区間【右図】を設
けますので、迂回（うかい）の協力をお願

いします。
問 合 同事務局（南区役所企画総務課

内 �２９０―１８００ �２９０―１８１４）へ。

新年あけましておめ

でとうございます。

皆様におかれまして

は、新年の始まりを健やかにお迎えのこ

ととお慶び申し上げますとともに、平素

より自治会活動に対しご理解・ご支援を

賜りますこと、南区自治連合協議会を代

表して厚く御礼申し上げます。

さて、昨年は、記録的な豪雨・強烈な

台風など大きな自然災害が相次ぎ、各地

に二次災害を含めた被害の爪痕を残しま

した。

特に、９月に発生した台風２１号は、市

内全域で甚大な被害をもたらし、ここ南

区においても、数日間におよぶ停電や緑

道での倒木、住居の瓦が飛散し、今もな

お、多くの方々が復旧作業にご尽力され

ております。

被害に遭われた皆様に心からお見舞い

申し上げます。

今回、あらためて、自然の驚異を実感

し、「自助・共助」の観点から、常日頃か

らご近所同士がつながりを持ち、いざと

いう時に連帯感を持って行動できる関係

を築いていくこと、その基礎的な役割を

果たす「自治会」が非常に重要になってき

ております。

南区自治連合協議会では、人と人との

つながりを大切にして、幅広い世代の皆

様に参画いただき、交流の輪を広げるべ

く、「南区ふれあいまつり」や「南区クリ

ーンキャンペーン」など様々な活動に取

り組んでおります。

皆様がお住まいの地域においても、自

治会が中心となって取り組んでいる活動

は多岐に渡り、皆様の生活に密接に関係

しております。

今後も、災害に備えた防災活動や、高

齢化に対応した相互扶助をはじめとした

様々な地域活動にご理解をいただき、一

人でも多くの方にご参加いただきますよ

う、重ねてお願い申し上げます。

結びにあたり、本年が南区の皆様方に

とって幸多き年となりますとともに、お

住まいの地域での新たな一歩を踏み出す

素晴らしい一年となりますことを祈念い

たしまして、新年のごあいさつとさせて

いただきます。
問 合 南区自治連合協議会事務局（南

区役所自治推進課内�２９０―１８０３ �２９０―
１８１４）へ。

自治会ではこんな活動をしています
災害に強い
まちづくり

震災時など、いざというとき頼りになるのは自

治会（ご近所）です。地域活動を通じて自助、共助

の意識向上を図っています。

安心して暮らせる
まちづくり

犯罪のない安全なまちづくりのために、青パト

（青色回転灯装備車）、チャリパトによる巡回や防

犯灯の設置、維持管理をしています。

子どもを見守る
まちづくり

青少年指導員や子ども会、PTA などと協力し

て、青少年健全育成活動をしています。

きれいな
まちづくり

清潔でごみのないまちづくりのために、美化清

掃活動を定期的に行っています。

ふれあいのある
まちづくり

ひとり暮らしのお年寄りへの声かけなど、地域

での見守り活動のほか、祭りや盆踊り、運動会な

ど、ふるさととして思い出に残るような行事を実

施することで、世代間交流を促すとともに住民相

互の親睦を深め、誇りや愛情がもてるまちづくり

をめざしています。

証明書自動交付機廃止に伴い、１月１９

・２７日、２月１６・２４日、午前９時～正午、

休日窓口を開設します。なお、発行でき

るのは住民票の写し、戸籍謄・抄本、印

鑑登録証明書、所得課税証明書です。
問 合 南区役所市民課（�２９０―１８０２

�２９０―２０３０）へ。
泉北高速鉄道「栂・美木多駅」下車すぐ
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企画総務課（庁舎管理・広報・広聴・相談・就学援
助・選挙など） �２９０―１８００ �２９０―１８１４
教育相談・就学相談 �２９０―１８０５

自治推進課（自治会・美化など地域振興活動）
�２９０―１８０３ �２９０―１８１４

美化担当 �２９０―１８１５

市民課（戸籍・住民票など証明・届出関係）
�２９０―１８０２ �２９０―２０３０

保険年金課（国民健康保険・後期高齢者医療・
医療費助成・国民年金など）

�２９０―１８０８ �２９０―１８１３

社会福祉協議会南区事務所（区民プラザ）
（市民活動・ボランティアに関すること）

�２９５―８２５０ �２９５―８２６０

南基幹型包括支援センター（高齢者総合相談窓
口） �２９０―１８６６ �２９０―１８８６

生活援護課（生活保護に関することなど）
�２９０―１８１０ �２９０―１８１８

地域福祉課（介護・障害者・福祉に関すること
など） �２９０―１８１２ �２９０―１８１８

子育て支援課（子育てに関することなど）
�２９０―１７４４ �２９６―２８２２

南保健センター（各種健診・健康相談など）
�２９３―１２２２ �２９６―２８２２

障害者基幹相談支援センター（障害者に関する
相談） �２９５―８１６６ �２９８―００４４

エマリス南（就労を希望する障害者への就業・
生活支援） �２９２―１８２６ �２９１―１２５２

南部地域整備事務所（道路の維持・管理に関すること）
南区茶山台１丁６番１号 �２９８―６５７２ �２９１―４３９０

上下水道局 お客様センター（水道・下水道に関すること）
�０５７０―０２―１１３２ �２５２―４１３２

粗大ごみ受付センター（家庭からでる粗大ごみの収集申し込み）
�０１２０―００―８４００（携帯電話などからは �０６―６４８５―５０４８）
環境業務課 指導係（生活ごみなどの収集）

�２２８―７４２９ �２２９―４４５４

泉ヶ丘公園事務所（公園・緑地に関すること）
南区若松台２丁５番２号 �２９１―１８００ �２９６―９６７６

市税事務所 北区百舌鳥赤畑町１丁３番地１
軽自動車税に関すること �２３１―９７４１ �２５１―５６３１
法人市民税・事業所税に
関すること �２３１―９７４２ �２５１―５６３１
個人市民税に関すること �２３１―９７５２ �２５１―５６３２
固定資産税に関すること �２３１―９７６３ �２５１―５６３３
納税に関すること �２３１―９７７２ �２５１―５６３４

〒５９０―０１４１ 堺市南区桃山台１丁１番１号
ホームページ http://www.city.sakai.lg.jp/minami/index.html
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