
大阪弁護士会堺法律相談センターの相談（月～金曜日、１０：００～１２：３０、１３：３０～１６：３０／面談・事前予約制。
有料）サラ金、労働、交通等の無料法律相談。 申 込 月～金曜日、９：００～１７：００、詳細は同センター（�２２３―２９０３）へ。

司法書士総合相談センター堺の相談（月～金曜日、１３：３０～１６：３０／面談・事前予約制）登記・裁判手続
などに関する無料相談。 申 込 月～金曜日、１０：００～１６：００、詳細は大阪司法書士会（�０６―６９４３―６０９９）へ。

区役所の問合先

企画総務課
�２２８―７４０３
�２２８―７８４４

子育て支援課
�２２８―７０２３
�２２２―４８０１

企画総務課
�２７０―８１８１
�２７０―８１０１

子育て支援課
�２７０―０５５０
�２７０―８１９６

企画総務課
�２８７―８１００
�２８７―８１１３

子育て支援課
�２８７―８１９８
�２８６―６５００

企画総務課
�２７５―１９０１
�２７５―１９１５

子育て支援課
�３４３―５０２０
�３４３―５０２５

企画総務課
�２９０―１８００
�２９０―１８１４

子育て支援課
�２９０―１７４４
�２９６―２８２２

企画総務課
�２５８―６７０６
�２５８―６８１７

子育て支援課
�２５８―６６２１
�２５８―６８８３

企画総務課
�３６３―９３１１
�３６２―７５３２

子育て支援課
�３４１―６４１１
�３４１―０６１１

堺区役所 中区役所 東区役所 西区役所 南区役所 北区役所 美原区役所

�市民相談・人権相談【電話相談も可】
（日常生活での問題や人権の問題など） 月～金曜日、９：００～１７：００、各区役所企画総務課で。 問合 各区役所企画総務課へ

�法律相談
（予約開始日�土・日曜日、祝休日の場合
はその直前の執務日�の９：００から電話
予約。先着各６人）

相談日 月・水・金曜日
１３：００～１６：００

火・木曜日
１３：００～１６：００

水・金曜日
１３：００～１６：００

金・火曜日
１３：００～１６：００

月・水曜日
１３：００～１６：００

木・月曜日
１３：００～１６：００

木曜日
１３：００～１６：００ １回２５分以内

問合 各区役所企画総務課へ予 約
開始日

相談日の
前日

相談日直前の
月曜日

相談日直前の
火曜日

相談日直前の
木曜日

相談日直前の
金曜日

相談日直前の
水曜日

相談日直前の
月曜日

※�の法律相談については、できるだけ多くの市民の方に公平に相談の機会を設けるため、同じ内容の相談は全区を通じて１回限りとしています。
�行政相談【電話相談も可】
（国の行政全般についての苦情・要望など）

６／１３
１４：００～１６：００

５／１０
１４：００～１６：００

６／２４
１４：００～１６：００

５／１５
１４：００～１６：００

６／１８
１４：００～１６：００

５／２２
１４：００～１６：００

６／１７
１４：００～１６：００

問合 市政情報課（�２２８―７４７５
�２２８―７４４４）へ

�人権擁護委員による人権相談
【電話相談も可】

５／９
１４：００～１６：００

５／２４
１４：００～１６：００

５／２１
１４：００～１６：００

５／８
１４：００～１６：００

５／１４
１４：００～１６：００

５／１５
１４：００～１６：００

５／８
１４：００～１６：００

問合 人権推進課（�２２８―７４２０
�２２８―８０７０）へ

�行政書士による相談（遺言、相
続、契約などの書類作成に関することなど）
※予約開始日の９：００から電話予約。先着
各４人。

相談日 ６／１８
１０：００～１２：００

６／２１
１０：００～１２：００

５／１４
１０：００～１２：００

６／１９
１０：００～１２：００

５／１６
１０：００～１２：００

５／１０
１０：００～１２：００

６／２４
１０：００～１２：００ １回２５分以内

問合 各区役所企画総務課へ予 約
開始日 ６／１２ ６／１７ ５／８ ６／１３ ５／１０ ４／２６ ６／１８

�交通事故相談【電話相談も可】 月～金曜日、１０：００～１７：００、堺区役所企画総務課で。 問合 堺区役所企画総務課へ
�登記・測量相談（電話予約可。先着各６人） ５／８、１３：００～１６：００、堺区役所企画総務課で。１回２５分以内。 問合 堺区役所企画総務課へ

	教育相談【電話相談も可】（小・中学生の家庭
教育や学校生活、転校手続きなど）

月～金曜日、９：００～１７：００、各区役所企画総務課（区教育・健全育成相談窓口）で。FAX番号は各区役所企画総務課と同じです。 問合 各区役所区教育・健全
育成相談窓口へ�２２８―０２９２ �２７０―８１４７ �２８７―８１０９ �３４３―５０８０ �２９０―１８０５ �２５８―６７４８ �３４０―５５１１


児童相談（子どものしつけ、虐待、非行、家族関係など） 月～金曜日、９：００～１７：３０、各区役所子育て支援課（家庭児童相談室）で。

問合 各区役所子育て支援課へ
�ひとり親相談（離婚後の生活や不安、児童の養育など） 月～金曜日、９：００～１７：３０（母子・父子自立支援員は月・火・木・金曜日の９：００～１６：００）、各区役所子育て支援課で。
�女性相談（離婚、夫の暴力、生活など） 月～金曜日、９：００～１７：３０（女性相談員が不在の場合もありますので、ご確認ください）、各区役所子育て支援課で。

子育て相談【電話相談も可】
（乳幼児のしつけ、健康、成長発達など）

月～金曜日、９：００～１７：３０、各区役所子育て支援課で。FAX番号は各区役所子育て支援課と同じです。
�２２８―７０２３ �２７８―０１７８ �２８７―８６１２ �２７１―１９４９ �２９０―１７４４ �２５８―６６２１ �３６３―４１５１

�労働相談（解雇、賃金未払いに関するトラ
ブルなど）【面談は予約制】

雇用推進課で
実施Ｐ１１参照

５／８・２２ ５／９・２３ ５／１５ ５／１０・２４ ５／１４・２８ ５／７・２１ 問合 雇用推進課（�２２８―７４０４
�２２８―８８１６）へいずれも１２：４５～１５：４５。面談予約は月～金曜日９：００～１７：３０（直前執務日締切）、雇用推進課へ。

�就労相談
（求人情報の提供、就職活動のサポートなど）

ジョブシップさかい
で実施Ｐ１１参照

水曜日
１０：００～１２：００

月曜日
１０：００～１２：００

月曜日
１４：００～１６：００

木曜日
１４：００～１６：００

金曜日
１４：００～１６：００

水曜日
１４：００～１６：００

問合 ジョブシップさかい（�
０１２０―０１０９０８ �２４４―３７７１）へ

�生活・仕事相談（くらしや仕事の困りごと
など）※堺区以外は、社会福祉協議会区事務所で
実施。

「すてっぷ・堺」
で実施（※）

木曜日
９：３０～１７：００

火曜日
９：３０～１７：００

水曜日
９：３０～１７：００

月曜日
９：３０～１７：００

水曜日
９：３０～１７：００

火曜日
９：３０～１７：００

問合 堺市生活・仕事応援セ
ンター「すてっぷ・堺」（�２２５―
５６５９ �２２２―０２０２）へ（※）「すてっぷ・堺」（堺市総合福祉会館内）では、どの区にお住まいの方でも相談できます（月～金曜日、９：００～１７：３０）。

無料。１２：００～１２：４５を除く。祝休日は休み。�～�は、どの区でも可。

堺
区

中
区

東
区

西
区

南
区

北
区

美
原
区

�ブックフェア
�南図書館�（一般）「運動のスス

メ」、（児童）「かぞく」 �栂分館�（一
般）「「食育」ってなに？？」、（児童）「小

さい生きもの」 �美木多分館�（一
般）「絵を描こう�」、（児童）「かがくの本」
�おはなし会
無料。直接会場へ。先着各３０人。

�南図書館�５月４・１１・１８・２５
日、午後３～３時３０分 �栂分館�５
月２５日（土）、午後３～３時３０分 �美
木多分館�５月１１日（土）、午後３時３０
分～４時

�ぴよぴよおはなしかい
わらべうたや絵本を楽しむ会です。

乳幼児とその保護者が対象。

いずれも午前１０時３０分～１１時。無

料。直接会場へ。先着各１５組。

�南図書館 �５月１５日（水）
�栂分館 �５月９日（木）
�美木多分館�５月１６日（木）
�図書館サポーター養成講座
図書館活動をサポートするボランテ

ィアの養成講座を開催します。受講後

は、図書館で本の修理や書架整理など

の活動を行います。

５月２３日（木）、午後１時３０分～３

時、南図書館３階集会室１で。１５歳以

上の方（中学生を除く）が対象。無料。
申 込 ５月３日、午前１０時から直接

か電話で同館へ。先着２０人。

�さかい子ども司書養成講座
本を紹介する方法や読み聞かせなど

を学んで、子ども司書として活動しま

せんか。６月２９日、７月６・２７日、午

後１～３時、８月２４日、午前１０時～正

午。南図書館３階集会室１で。全回参

加できる小学４～６年生が対象。無料。
申 込 ５月１５日、午前１０時から直接

か電話で同館へ。先着１０人。

問 合 南図書館（�２９４―０１２３ �
２９８―０５９７）、栂分館（�２９６―００２５）、
美木多分館（�２９６―２１１１）へ。
�休館日�５月１３・２０・２７日

５月

南区桃山台２丁1-2
☎296-0015（月曜休館） FAX291-7083

栂文化会館栂文化会館栂文化会館

�春のフェスティバル in 栂
５月３～５日、午前１０時～午後５時

（最終日は午後３時３０分まで）文化講座受

講生の作品（刺しゅう、キルト、書道、

てん刻）を展示します。無料。

�栂文ベトナム★フェスタ２０１９
５月５日（祝日）、午前１０時～午後６

時、同館集会室で。パネル展示やベトナ

ムコーヒーの試飲などを行います。

�栂文化会館ホールの催し
いずれも全席指定席。未就学児の入場

はご遠慮ください。チケットの販売場所

についてはお問い合わせください。

�ランチタイムコンサート 劇場へよ

うこそ「気楽にオペラ」�８月２日（金）、
午前１１時３０分開演。�「第１２回栂文寄席」
米團治・南天二人会�８月１７日（土）、午
後２時開演。前売券��は５月１１日か
ら、�は１８日から発売。�２，５００円、�
２，８００円、いずれも当日券は５００円増し。

�文化文芸講座募集
�背骨コンディショニング�６月６日

（木）、午後１時３０分～２時３０分。�かん
たん�いすヨガ�６月７日（金）、午後１
時３０分～２時３０分。�歴史講座「板垣退
助と幕末明治」�６月１３日（木）、午前１０
時～正午。いずれも受講料が必要。講座

内容や申し込み方法など詳しくは同館

へ。５月１０日（必着）締め切り。

ハチの対策はお早めに 相談会を開催ハチの対策はお早めに 相談会を開催
ハチの活動期の夏場に、「ハチの巣が

できた」などで困らないために、ハチ相

談会を開催します。

５月３０日（木）、午前１０時～午後４時、

南区役所１階玄関ホールで。無料。直接

会場へ。
問 合 生活衛生センター（�２９１―６４６４
�２９１―６４６５）へ。

６月１日を基準日として工業統計調査

を実施します。市内の製造業を営む事業

所が対象です。この調査は、わが国の製

造業の実態を明らかにするために、経済

産業省が市を経由して実施しているもの

で、調査結果は国や地方自治体の行政施

策などに幅広く利用されています。

府知事発行の調査員証を携帯した調査

員が、対象となる事業所へ調査票の記入

のお願いに伺いますので、協力をお願い

します。なお、記入いただいた調査票

は、統計上の目的以外に使用することは

ありません。
問 合 企画部調査統計担当（�２２８―

７４５０ �２２２―９６９４）へ。

５月２９日（水）、午前１０時３０分～午後０

時３０分（ワード）、午後２～４時（エクセ

ル）。南区役所３階で。就職や転職を希

望する１５～３９歳の方と全年齢の女性の方

が対象。無料。予約制の託児（未就学児

が対象）あり。
申 込 ５月１０日までに直接か電話で、

さかい JOB ステーション

（堺市駅前 �０１２０―２４５１０８
�２３８―４６０５）か南サテラ

イト（南区役所内 �２９５―
８０８０）へ。託児の予約は２４日まで。抽選

各１０人。抽選結果は５月１４日、午後４時

までに当選者にのみ連絡。

５月５日（祝日）、午前１０時～午後３

時、新檜尾公園（南区新檜尾台２丁３）

で。雨天中止。

�緑道カフェ×ピクニック【写真】�泉
北内のお店が臨時出店し、おいしいコー

ヒーや地元産野菜を使ったお弁当などを

販売します。青空ヨガ（午前１０時３０分～

１１時３０分・有料）やハンドマッサージ、

青空カットなど、体験プログラムも行い

ます。

�暮らしはたらきつながる箱�青空コ
ワーキングスペースを開設し、仕事など

の話をしながら参加者同士の交流を深め

ます。また、音楽の演奏も楽しめます。

詳しくは、泉北をつむぐまちとわたし

プロジェクトホームページ（http���senboku.
wp.xdomain.jp�）でご覧になれます。
問 合 ニュータウン地域再生室（�２２８

―７５３０ �２２８―６８２４）へ。

JOBステーション南サテライト 就職力アップセミナー
「はじめてのパソコン！ワードとエクセルにチャレンジ！」「はじめてのパソコン！ワードとエクセルにチャレンジ！」

工業統計調査にご協力を

緑道カフェ×ピクニック＋暮らしはたらきつながる箱

オープンガーデンさかい2019オープンガーデンさかい2019オープンガーデンさかい2019オープンガーデンさかい2019

次の各地域で、個人の庭や公園、事業

所などの花壇を公開します【写真】。
５月１１・１２日、午前１０時～午後５時、

に わ だ に

御池台、美木多、檜尾、釜室（上神谷）

で。入場無料。直接会場へ。詳しくは、

区役所市政情報コーナーなどに配架して

いるパンフレットでご覧になれます。
問 合 堺市公園協会（�２４５―００７０ � ２４５―００６９）へ。

令和元年（２０１９年）５月１日南区広報 


