
　南区では、泉ヶ丘、
栂・美木多、光明池の各
エリアの緑道ウォーキン
グマップを作成していま
す。身近にある緑道で、
散歩やウォーキングをは
じめてみませんか。健康づくりや緑道の魅力
の再発見にご活用ください。マップは、南区
役所市政情報コーナーで配布しています。
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南区役所企画総務課（☎290-1800　FAX290-1814）

　南区には、堺市内唯一の国宝である櫻井神社拝殿をはじめ、すばらし
い魅力がたくさんあります。南区区民評議会では、昨年度から「豊かな自然・農空
間の活用及び歴史文化の魅力発信について」というテーマで審議しているところで
す。多くの方に南区の魅力を知っていただけるよう、積極的な区の魅力発信に取
り組んでいきます。
　今年度は、南区の主要施設などの情報を掲載したガイドマップや、国宝の櫻井
神社拝殿などの南区の歴史文化資源を散策するコースマップを作成予定です。
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　南区長と、南区公認キャラクターのみみ
ちゃんで、南区の情報や魅力を発信してい

ます！
アカウント名は
「＠mimichanminami」
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府道堺泉北環状線で自転車レーンを整備しました

令和２年３月１日推計
（ ）内は前月比

総 人 口……１３９，２０９人（１６１人減）
男 …… ６４，５２８人
女 …… ７４，６８１人

世 帯 数…… ５９，３９１世帯（２９世帯減）
人口密度………３，４４７人／�
面 積………４０．３９�

イベントの中止・
延期について

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、現時点では実施予定のイベントなどが中止・延期になる場合や、市施設が休館となる場合があります。
開催・開館状況は、各事業の担当課かホームページなどでご確認いただきますようお願いします。�南区役所企画総務課（�２９０―１８００ �２９０―１８１４）

親族などがご逝去された際、ご遺族の
ご負担を少しでも減らすことができるよ
う、必要となる手続きなどをスムーズに
ご確認いただける「ご遺族のための手続
きハンドブック」を作成しました。
本ハンドブックは、４月１日より死亡

届の受け付けの際
に配布するほか、
市ホームページで
もご覧いただけま
すのでご活用くだ
さい。
�南区役所企画総
務課（�２９０―１８００
�２９０―１８１４）

新型コロナウイルスを含む感染症対策
の基本は、咳エチケット（咳・くしゃみ
をする際に、マスクやティッシュ・ハン
カチ、袖を使って、口や鼻を押さえるこ
と）、手洗い、うがいなどの徹底です。
今後も国や府、市が発信する正確な情報
に基づき、冷静な行動を心掛
け、感染拡大を防止するた
め、感染予防を徹底しましょ
う。関連情報は堺市ホームペ

ージから確認いただけます。
�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
中止について

現在の国内における新型コロナウイル
スの感染状況を踏まえ、５・６月開催予
定の赤十字健康生活支援講習を中止しま
す。�日本赤十字社大阪府支部堺市南区
地区事務局（南区役所自治推進課内 �
２９０―１８０３ �２９０―１８１４）

公立小・中学校（国立小・中学校、支
援学校は除く）に通う子どものいる家庭
で、経済的な理由により就学に困ってい
る方に、学用品の費用の一部や小学校給
食費などを援助します。
受け付けは４月１５～３０日（土・日曜

日、祝日を除く）、在籍する学校か南区
役所３０１会議室で申請してください。５
月以降も受け付けますが、支給は申請月
分からになります。詳しくは、４月上旬
に学校で配布する「就学援助制度のお知
らせ」や広報さかい７ページ、市ホーム
ページ参照。
�学務課（�２２８―７４８５ �２２８―７２５６）

府道堺泉北環状線（宮山台東交差点～
晴美台１丁西交差点）で、車道の左端に
青色の矢羽根を設置し、自転車が車道を
安全に通行できるように整備しました。
自転車レーンは次のルールを守って正し
く利用しましょう。
�自転車利用者の方へ
�自転車レーンを通行する場合は、車と
同じ方向で左端を一列で通行してくださ
い。逆走や並走は禁止です。
�自転車レーン上に自動車がとまってい
る場合は、後方から来る自動車に注意し
て通行してください。
�自転車乗車中はヘルメットを着用しま

しょう。
�車を運転する方へ
�今回整備した道路は駐車禁止区間で
す。自転車レーンに車を駐車しないでく
ださい。
�自転車環境整備課（�２２８―０２９４ �２２８
―０２２０）

栂・美木多駅南側エレベーター
栂・美木多駅南側の歩道橋（原山公園

方面）にエレベーターを建設中です。近
日中に利用できるようになります。利用
開始日は、現地に掲示しますので、ご確
認ください。この施設は、堺市バリアフ
リー基本構想において、重点整備地区に
位置付けた栂・美木多駅周辺地区のバリ
アフリー化の推進を図るものです。

�ニュータウン地域再生室（�２２８―７５３０）
か南部地域整備事務所（☎２９８―６５７２）

南区役所第１駐車場再整備工事の実
施に伴い、３月２３日（月）から南区役所
第１駐車場を閉鎖しています。
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～金曜日の午前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。
ご迷惑をおかけしますが、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■
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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
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

「ご遺族のための手続き
ハンドブック」を作成しました

就学援助申請受け付け

令和２年（２０２０年） 第１６９号

３３月月２２３３日日((月月））かからら南南区区役役所所第第１１駐駐車車場場をを閉閉鎖鎖ししてていいまますす
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