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第2駐車場もご利用ください

市では、安心して子どもを産み育てることができる
「子育てのまち堺」として、子育て支援に重点的に取り
組んでいます。昨年１２月に発表された民間調査による
「共働き子育てしやすい街ランキング」では、西日本の
自治体で１位（全国１７位）になりました。
堺で楽しく安心して子育てができるよう、「さかい

子育て応援アプリ」でさまざまな子育て支援の情報を
配信しています。

子ども企画課（�２２８―７１０４ �２２８―７１０６）へ。
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みんなの子育てひろば

「社会を明るくする運動」作文コンテスト
……………………南区から3人が受賞……………………

JICAボランティア・𠮷田さんが市長を表敬訪問

第12回 堺南部丘陵里山クリーンアップキャンペーン

市・府民税の申告は
2月18日～3月15日

集団回収報償金の
申請は2月中に

福泉中央小学校

堺かつらぎ線

（9：50～12：00）
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全面車両通行禁止

車両通行禁止区域

笑顔であいさつ笑顔であいさつ
花いっぱいのまちをめざして花いっぱいのまちをめざして

笑顔であいさつ
花いっぱいのまちをめざして

駅伝・マラソン大会
実施に伴う通行規制

平成３１年１月１日推計
（ ）内は前月比

総 人 口……１４１，３６３人（１１６人減）
男 …… ６５，６０６人
女 …… ７５，７５７人

世 帯 数…… ５９，６１１世帯（２８世帯減）
人口密度………３，５００人／�
面 積………４０．３９�

みなみ花咲くまちづくり推進協議会

では推進委員が中心となって、地域の

コミュニティガーデンに、季節ごとに

花を植えるなど、１９校区（現在ボラン

ティア約２５０人）で平成１２年度から実施

しています。

また、南区役所南側の「みみちゃん

花壇」の植栽管理事業も行っていま

す。

今後もより多くの方にこの活動を知

ってもらい、活動の輪を広げていきた

いと考えています。花の好きな方やボ

ランティア活動に興味がある方は、同

協議会事務局（南区役所自治推進課内

�２９０―１８０３ �２９０―１８１４）へ。

主な活動内容
�各校区での花壇維持活動（水やり
・植え替え）
�毎月第３水曜日に定例会議開催
�南区ふれあいまつりへ出展
�研修会・講習会開催
�「みみちゃん花壇」のデザインと植
え替え作業

南区内で昨年８月から今年１月に実施

した古紙や衣類などの集団回収に対する

報償金の申請を受け付けます。

受付期間は２月１～２８日（土・日曜

日、祝日を除く）。

なお、申請の前に登録が必要となりま

す。申請方法や登録など詳しくは、南区

役所自治推進課（�２９０―１８０３ �２９０―
１８１４）へ。

堺南部丘陵の農地や里山に不法投棄さ

れたごみなどを撤去清掃します【写真】。
２月１７日（日）、午前８時３０分～正午。

午前８時３０分までに堺公園墓地霊堂前駐

車場（南区鉢ヶ峯寺７７３）に直接集合して

ください。事前申し込み不要。雨天の場

合は２月２４日（日）に延期。ぜひ、ご参加

ください。

問 合 農業土木課（�２２８―６９７２ �２２８
―７３７０）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）。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）のご協力

をお願いします。
問 合 みなみ交流Ｅ・Ｋ・Ｉ・Ｄ・Ｅ・Ｎ

実行委員会事務局（南区役所企画総務課

内 �２９０―１８００ �２９０―１８１４）へ。

次世代を担う小・中学生に、家庭や学

校の日常生活で犯罪や非行のない明るい

社会を築こうとする「社会を明るくする

運動」への理解を深めてもらうために、

作文コンテストを行いました。審査の結

果、南区から次の３人が受賞しました。

�市長賞�「自分の目と耳で」津川日向
穂さん（福泉南中学校３年）

�教育長賞�「見えること・見えない
こと」遠藤孔成さん（赤坂台中学校３年）

�BBS 会会長賞�「勇気」藤井音寧さ
ん（若松台小学校６年）

１月１６日、ホテル・アゴーラリージェ

ンシー堺で、「社会を明るくする運動」堺

市推進委員会主催の表彰式が行われ

【写真】、各受賞者の発表の後、表彰状が
授与されました。また、代表して市長賞

受賞者が作品を朗読しました。
問 合 同委員会（堺市社会福祉協議会

総務課内 �２３２―５４２０ �２２１―７４０９）か
長寿支援課（�２２８―８３４７ �２２８―８９１８）
へ。

平成３１年度の市・府民税の申告を２月

１８日～３月１５日（土・日曜日を除く）、午

前９時～午後５時１５分、南区役所２階会

議室で受け付けますので、期間中に申告

を済ませてください。

対象者、持ち物など詳しくは本紙と同

時に配布している「市税についての大切

なお知らせ」でご覧になれます。

期間中は混雑しますので、時間に余裕

を持ってお越しください。また、駐車台数

に限りがあるため、公共交通機関をご利

用ください。郵送による申告もできます。

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

（広報さかい８ページに関連記事あり）。
問 合 市民税課（�０５７０―００１―７３１（ナビ

ダイヤル）か�２３１―９７５２ �２５１―５６３２）へ。

１２月１４日、南区出身の国際協力機構

（JICA）ボランティア、�田裕美子さん
が任国への派遣を前に、竹山市長を表敬

訪問しました【写真】。
�田さんは平成３３年１月まで、看護師
としてラオスに派遣され、現地の病院で、

看護サービスの向上や院内環境の改善に

向けた取り組みや助言などを行います。

�田さんは「マザー・テレサの伝記を
読んだり世界中で働く人を見たりして、

小さいころから開発途上国で働くことが

夢でした。２年間で、人として、看護師

として成長し、帰国後も、国際的な関わ

りを持つ仕事に就きたいです」と意気込

みを語りました。
問 合 南区役所企画総務課（�２９０―

１８００ �２９０―１８１４）へ。

マイナンバーカード専用の
自動交付機を設置

区役所１階ロビーにマイナンバーカー

ドを使って各種証明書が取得できる新た

な自動交付機を設置しています。利用時

間は月～金曜日の午前９時～午後５時３０

分。また、同カードによる証明書コンビ

ニ交付サービスも行っていますのでご利

用ください。なお、同カードの申請から

交付まで１カ月程度かかりますので、早

めの申請をお願いします。

住民票等各種証明書の
休日窓口を開設

証明書自動交付機廃止に伴い、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

■携帯サイト■
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sakai.lg.jp�i�kuyaku
sho�minami�index.
html
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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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