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第2駐車場もご利用ください
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・各校区での花壇維持活動
 （水やり・植え替え）
・第３水曜日に定例会議開催
・南区ふれあいまつりへ出展
・講習会開催
・｢みみちゃん花壇｣のデザインと
　植え替え作業

まちづくりカードゲーム交流イベント
団体を募集します！活動をしている団体を募集します！

南区区民評議会　南区教育・健全育成会議関連事業

活動活動をしているをしている

南区区民評議会　南区教
どもにかかわる子どもにかかわる

南区区民評議会関連事業

「ミナミク・トゥ・ザ・フューチャー・カードゲームセンター」「ミナミク・トゥ・ザ・フューチャー・カードゲームセンター」「ミナミク・トゥ・ザ・フューチャー・カードゲームセンター」「ミナミク・トゥ・ザ・フューチャー・カードゲームセンター」

市・府民税の申告は２月17日～３月16日

作文コンテストで

南区から3人が受賞「社会を明るくする運動」 3
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第１３回

南区役所第１駐車場の
閉鎖に関するお知らせ

令和２年１月１日推計
（ ）内は前月比

総 人 口……１３９，５０９人（１６０人減）
男 …… ６４，６７３人
女 …… ７４，８３６人

世 帯 数…… ５９，４５７世帯（３１世帯減）
人口密度………３，４５４人／�
面 積………４０．３９�

日時：３月８日（日） 午後１～４時
場所：南図書館ホール

（公共機関をご利用ください）
まちの「おたから」（地域資源）と「きい

て」（暮らす人の声）を集めて作ったカー
ドを使って、カードゲームを楽しみなが

ら南区の課題や
未来について一
緒に考えましょ
う。ぜひご参加
ください。
無料。小学５

年生以上（小学生は保
護者同伴）が対象。託
児あり（前日までに申
し込みが必要）。先着
９０人程度。
�２月３日から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 FA
Xで。南区役所ホームページのリンクか
らも申し込み可。
�SEIN か南区役所企画総務課（�２９０―
１８００ �２９０―１８１４）。

子どもたちが健やかに成長できるよう
見守るために、南区内で子どもや親子に
関する活動をしている団体同士をつなぐ
集まり（プラットフォーム）を立ち上げま
す。南区内で子どもや親子にかかわる活
動をしているサークル・団体などが集ま
り、次のような活動をします。
�交流会などで顔を見て話ができる関係
づくり
�日々の活動やイベントなどでお互いの
情報を交換・共有
�日々の困りごとや自分たちだけでは解

決が難しそうな課題を共有
�他の団体の取り組みからアイデアを得
たり、互いに相談
�団体の得意分野を生かし、助け合いや
コラボレーションの実現
�南区企画総務課か南区ホームページに
ある登録用紙に必要事項を記入の上、南
区企画総務課へ。募集期間は２月３～２８
日。詳しくは南区ホームページ参照。
�南区役所企画総務課（�２９０―１８００ �
２９０―１８１４）。

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、平成１２年
度より各校区に設置した地域のコミュニ
ティガーデンに四季折々の花を植栽する
など、現在、約２５０人のボランティアで
活動しています。
また、南区役所南側の「みみちゃん花

壇」の植栽管理も行っています【写真】。

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
考えていますので、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。

令和２年度の市・府民税の申告を２月
１７日～３月１６日（土・日曜日、祝休日を
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。期間中
に申告をしてください。詳しくは本紙と
同時に配布している「税についての大切
なお知らせ」でご覧になれます。
申告書は自宅で作成して郵送すること

ができます。便利な郵送申告をご利用く
ださい。

申告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
車台数には限りがあるため、公共交通機
関をご利用ください。
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９ページに関連記事あり）。
�市民税課ナビダイヤル（�０５７０―００１―
７３１）か同課（区広報紙１ページ参照）。

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。

桑村 瑞生さん（福泉南中学校３年）「皆様も一度考えてみてください」 市長賞
梅木 美緒さん（御池台小学校６年）「地域とのつながり～あいさつと笑顔～」

小学校長会会長賞
辻岡 純さん（城山台小学校６年）「たった一つの気持ちから」 小学校長会会長賞

�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）。

堺南部丘陵里山
クリーンアップキャンペーン
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１６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。雨
天の場合は２
月２３日（祝日）
に延期。
�農業土木課（�２２８―６９７２ �２２８―
７３７０）。

江戸時代に大庄屋を務めた、美木多和田家につ
いて、資料調査の成果を写真パネル【写真】で紹介
します。ぜひご覧ください。２月１２～１９日、南区
役所１階玄関ホールで。無料。直接会場へ。
�文化財課（�２２８―７１９８ �２２８―７２２８）。

南区役所第１駐車場再整備工事に伴
い、南区役所第１駐車場を令和２年３月
から１１月まで閉鎖する予定です。その間
は来庁者専用臨時駐車場（西原公園グラ

ウンド内）か南区役所第２駐車場をご利
用ください。なお、詳しい時期について
は後日お知らせします。
ご迷惑をおかけしますが、皆様のご理
解とご協力をお願いします。
�南区役所企画総務課（�２９０―１８００ �
２９０―１８１４）。

集団回収報償金の申請は２月中に
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３～２８日（土・日曜

日、祝休日を除く）。

報償金の申請には事前に団体登録が必
要です。
�南区役所自治推進課（�２９０―１８０３ �
２９０―１８１４）。

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

申し込み専用サイト

美木多の歴史と
和田家資料調査パネル展

令和２年（２０２０年） 第１６７号
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