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自動車
歩行者

栂・美木多駅

新型コロナウイルス感染症の
拡大防止に向け

イベント等を中止します

●交流会などでの顔を見て話ができる関係づくり
●日々の活動や主催するイベントなどお互いの情報を交換、共有
●日々の困りごと、自分たちだけでは解決が難しそうな課題を共有
●他の団体の取組からアイデアを得たり、互いに相談
●団体の得意分野を活かし、助け合いやコラボレーションの実現
●オブザーバー南区役所各部署による助言や情報提供等の支援

「ココ×カラ」ではこんな活動をします「ココ×カラ

令和２年２月１日推計
（ ）内は前月比

総 人 口……１３９，３７０人（１３９人減）
男 …… ６４，６１５人
女 …… ７４，７５５人

世 帯 数…… ５９，４２０世帯（３７世帯減）
人口密度………３，４５１人／�
面 積………４０．３９�

新型コロナウイルスの感染拡大のおそれがある状況をうけて、南区で開催
する市主催の次のイベント等を中止することとしました。
なお、現時点では実施予定のイベント等も今後の状況により中止や延期と

なることがありますので、開催状況等は各事業の担当課か南区ホームページ
等でご確認いただきますようお願いします。

南区内の子どもの健やかな成長を地域で見守っていくことを目的に、区内
で子どもや親子に関する活動をしている団体が集まり子ども応援プラットフ
ォーム「ココ×カラ」として３月２１日（土）に発足します。子どもの健全な「こ
ころ」と「からだ」の発達を支援するという意味を込めています。

興味をお持ちの方、参加を希望される方は南区役所企画総務課へお問い合
わせください。参加団体は随時募集しています。
�南区役所企画総務課（�２９０―１８００ �２９０―１８１４）

赤十字健康生活支援講習の受講者を募集
高齢期に健康で安全な生活を送るため
の知識や技術、地域における高齢者支援
や家庭で介護するときに役立つ講習会を
表のとおり開催します。
いずれも午後１時３０分～４時（初日と

最終日は午後１時３０分～４時３０分）、南

区役所で。南区在住の方が対象。無料。
最終日に、５日間の講習をすべて出席
した方で、希望者を対象に、検定試験を
行います。
�往復はがきで住所、氏名（ふりがな）、
昼間に連絡の取れる電話番号、希望コー
ス、「健康生活支援講習受講希望」を書い
て、４月３日（消印有効）までに日本赤十
字社大阪府支部堺市南区地区事務局（〒
５９０―０１４１ 南区桃山台１丁１―１ 南区
役所自治推進課内 �２９０―１８０３ �２９０―
１８１４）へ。抽選各コース３５人。

原山ひかり小学校が移転
４月１日（水）から、原山ひかり小学校
が、南区原山台５丁４―１から南区原山
台４丁３―１に移転します。電話・FAX
番号、ホームページアドレスの変更はあ
りません。移転に伴い、指定避難所の場
所も変わります。
�南区役所企画総務課（�２９０―１８００ �
２９０―１８１４）

３月２３日（月）から南区役所第１駐車
場再整備工事に伴い、同駐車場を閉鎖
します。期間は１１月までを予定してい
ます。
閉鎖期間中は、できる限り公共交通

機関をご利用ください。お車でお越し
の方は、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、臨時駐車場の利用は区役所に
用務で来られた方に限らせていただき
ます。運営時間は、月～金曜日、午前
８時３０分～午後６時、休日と時間外は
閉鎖します。駐車台数は７０台分を用意
しています。
また、身体障害者用スペ
ースについては、区役所敷
地内に用意していますの

で、駐車場の警備員にお声掛けくださ
い。ご迷惑をお掛けしますが、皆さま
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）

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

５月１３・２０・２７日
６月３・１０日

５月１４・２１・２８日
６月４・１１日

�水曜日コース

�木曜日コース

【中止するイベント等一覧】（２月２０日現在）
担当課

南区役所企画総務課
�２９０―１８００

堺市社会福祉協議会
南区事務所
�２９５―８２５０
南区役所企画総務課
�２９０―１８００

南区役所子育て支援課
�２９０―１７４４

南区役所南保健センター
�２９３―１２２２

ニュータウン地域再生室
�２２８―７５３０

日時
２月２９日（土）
午前１０時～午後１時
３月７日（土）
午前１１時～午後３時

３月８日（日）
午後１～４時

３月２１日（土）
午後１時～

３月２～１１日
午前９時３０分～午後５時

３月３日（火）
午前１１～１１時３０分
３月９日（月）
午前１１～１１時４０分
３月１７日（火）
午後１時３０分～２時
３月１９日（木）
午前１１時～
３月１３日（金）
午前１０～１１時３０分
３月２３日（月）
午後１時３０分～３時３０分
３月２７日（金）
午前１０時～午後１時
３月１日（日）
午前１０時～午後３時
３月７日（土）
午前１０時～正午

名称
はるみ cafe in 府営晴
美台住宅
来て!見て!食べて!
移動販売大集合
まちづくりカードゲーム
交流イベント「ミナミク・
トゥ・ザ・フューチャー・
カードゲームセンター」
子ども応援プラットフォ
ーム「ココ×カラ」
発足記念イベント

子ども食堂
フードドライブ
※延期（時期未定）

おたのしみ会

子育て講座

あかちゃんタイム

お誕生日会

これなら続く!運動教室
「スカッと編」
堺コッカラ体操
レベルアップ講座

未就学親子クッキング

泉北レモンフェスタ・
緑道ピクニック

まちかど保健室

南区教育・健全育成会議関連事業 南区区民評議会関連事業

令和２年（２０２０年） 第１６８号

南区役所第１駐車場を閉鎖します
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