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全面車両通行禁止

第10回第10回 E・K・I・D・E・Nみなみ交流
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南区
区民評議会
関連事業

南区のまちとわたしの未来を一緒に考えてみませんか。
～MINAMIKU To The Future ～

令和元年１２月１日推計
（ ）内は前月比

総 人 口……１３９，６６９人（１９０人減）
男 …… ６４，７６３人
女 …… ７４，９０６人

世 帯 数…… ５９，４８８世帯（５１世帯減）
人口密度………３，４５８人／�
面 積………４０．３９�

１月１３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、お世話
になった先生方からのビデオレターの
上映などを行います。
平成１１年（１９９９年）４月２日～１２年

（２０００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。
�南区役所自治推進課（�２９０―１８０３
�２９０―１８１４）。

２月２日（日）、第１０回みなみ交流Ｅ・
Ｋ・Ｉ・Ｄ・Ｅ・Ｎを開催します（小雨決
行）。この大会は、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。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分から正午まで全面車両通行禁止
区間【右図】を設けますので、ご迷惑をお
かけしますが、迂回（うかい）のご協力を
お願いします。
�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）。

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。

新年あけましておめでとうございま
す。
今年は令和に変わり初めての新年を

迎える記念すべき年です。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。
昨年は、全国的に記録的な豪雨・強

烈な台風など大規模な自然災害が多数
発生し、広範囲にわたって洪水をはじ
めとした甚大な被害をもたらしまし
た。
南区におきましても、２年前に発生

した台風２１号による被害の爪痕が今も
残っており、改めて、日頃からの備え
の重要性を感じております。
現在、人口減少・高齢化が進み単身

世帯も増える中、人間関係の希薄化も
課題の一つとなっています。今後予想

される巨大地震などに備えて、「自助
・共助」の観点から、ご近所同士がつ
ながりを持ち、いざという時にお互い
協力して行動できる関係を築いていく
必要性が高まっており、その基礎的な
役割を果たす「自治会」の活性化は非常
に重要となってきています。
南区自治連合協議会では、人と人の
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、「南区ふれあい
まつり」、「南区クリーンキャンペー
ン」、「南区ふれあいスポーツ大会」な
ど様々な活動に取り組んでおります。
ぜひ、一人でも多くの方に、多岐に
わたって活動している自治会の取り組
みを知っていただき、防災活動、高齢
者や子どもの見守りなど身近な活動か
らご参加いただきますようお願い申し
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記念すべき新
たな一歩を踏み出す年となりますこと
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。
�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）。

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、誇りや愛情が持てるまちづくりをめざしています。

南区の地域資源「おたから」カードと暮らす人の声「きいて」カードをつくり、カードゲームを楽しみ
ながら、まちの未来を考える講座を実施します。まずは体験会を行います。お気軽にご参加ください!

泉北高速鉄道「栂・美木多駅」下車すぐ

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

1―C3―１９―００９９

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
法人諸税課（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
市民税課（個人市・府民税に関すること） �２３１―９７５２ �２５１―５６３２
固定資産税課（固定資産税に関すること） �２３１―９７６３ �２５１―５６３３
納税課（市税の納付に関すること） �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

プログラム
開会式
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対象・募集人数・場所
小学５年生以上（小学生は保護者同伴）
南区でのまちづくりに興味のある方、講
座への参加を検討している方、８０人程度
南区役所２階２０１・２０２会議室
１５歳以上（高校生から）
南区でのまちづくりに興味のある方、２０
人程度
�南区役所２階２０１・２０２会議室、�２０３
会議室、�南図書館ホール
１５歳以上（高校生から）
南区でのまちづくり活動に取り組んでい
る（取り組もうとしている）方、２０人程度
�南区役所２階２０１・２０２会議室、�２０３
会議室、�南図書館ホール

すべて無料、いずれも託児付（各回前日までに申し込みが必要）
�１月６日、正午受付開始、NPO法人 SEIN（�３５５―３２２５ �２９３―６０７０）の申し込み専用サイト（https�
��www.npo�sein.org�mttf�）か FAX にて。南区役所ホームページ（アドレスは下記参照）のリンクからも
申し込みが可能です。なお、３月８日には、講座でつくったカードを使い、交流イベントを開催す
る予定です。詳しくは広報２月号をご覧ください。
�同法人か南区役所企画総務課（�２９０―１８００ �２９０―１８１４）。

日時

１月２５日午後１～３時

�１月２５日午後３時３０分～５時
�２月１５日午前１０～１１時３０分
�２月２２日午前１０～１１時３０分

�１月２５日午後３時３０分～５時
�２月１５日午後１～２時３０分
�２月２２日午後１～２時３０分

行事名
体験会～まちづく
りに関するカード
ゲームを体験しよ
う

地域資源を発掘す
る～南区の「おた
から」カードをつ
くろう

地域課題を見える
化する～南区の
「きいて」カードを
つくろう

自治会ではこんな活動をしています

令和２年（２０２０年） 第１６６号
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