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泉北高速鉄道「栂・美木多駅」下車すぐ
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第2駐車場もご利用ください

総人口
１３８，７００人（１６８人減）

男
６４，１６１人（１１９人減）

女
７４，５３９人（４９人減）

世帯数
５９，５８０世帯（２８世帯減）

人口密度
３，４３４人／�
面積

４０．３９�

�上神谷のこおどりの奉納中止について
毎年１０月の５日に近い日曜日に櫻井神社に奉納されている上神谷のこお

どりは、新型コロナウイルス感染症の影響により、中止となります。秋季
例大祭の神事のみ行われます。

１０月１日現在で、日本に住んでい
るすべての方および世帯を対象に国
勢調査を実施します。
新型コロナウイルス感染症の拡大

防止のため、世帯の方と対面せずに
調査を進めますので、回答もできる
限り、インターネットか郵送でお願
いします。南区でも、９月１４～３０日
に調査員が各世帯に調査関係書類を
郵便受けなどに投函します。
インターネット回答期間は９月１４

日～１０月７日。調査票（紙）の回答は

１０月１～７
日に郵送し
て く だ さ
い。この調
査で得られ
た情報を統計以外の目的に使用する
ことはありません。
詳しくは広報さかい１５ページか市

ホームページ（アドレスは広報さか
い１ページ参照）をご覧ください。
�令和２年国勢調査堺市実施本部
（�２７５―７６０６ �２７５―７６０８）

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、自宅などでも楽しめるイベ
ントとして、南区役所ホームページで、オンライン絵画・フォト展を開催し
ます。表のとおり募集しますので、皆さんぜひ応募してください。

�メールで申込（電 子
メールminamijisui@city.sakai.lg.jp）

・応募期間 令和２年９月１日（火）０：００～９月３０日（水）２３：５９
・「応募申込書」、「作品データファイル（絵画については、作品を写真撮影したデ
ータ）」を同課へ。
�郵送で申込（FAX不可）
・応募期間 ９月１～３０日（当日消印有効）
・「応募申込書」、「作品を写真撮影し、現像した写真」を同課へ。
※「応募申込書」は、「堺市南区ホームページ」からダウンロードしてください。
※ホームページに掲載している募集要項をよく読んで申し込みしてください。

申 込 方 法

１１月２日～来年３月３１日掲 載 期 間
南区ホームページ掲 載 場 所

無料出品費用絵画・写真のいずれか１点出 品 点 数
わたしのこん身の１枚作品テーマ
南区在住・在勤・在学の１６歳以上の方応 募 資 格
絵画、写真募 集 部 門

�南区役所自治推進課（〒５９０―０１４１ 南区桃山台１丁１―１ �２９０―１８０３ �
２９０―１８１４）へ。

絵画・フォト展WEBサウスフェスタ
2020

WEBサウスフェスタ
2020 作品募集

インターネットまたは郵送での回答を令和２年
国勢調査

新型コロナウイルス感染症の影響により、だんじりによる神社への宮入
り、曳行は中止となりました。なお、櫻井神社、美多彌神社、多治速比売
神社、菱木神社、陶荒田神社では秋季例大祭の神事のみ行われます。

�南区役所企画総務課（�２９０―１８００ �２９０―１８１４）

●南部地域整備事務所 �２９８―６５７２ �２９１―４３９０
［道路の維持・管理に関すること］

●上下水道局 お客様センター�０５７０―０２―１１３２�２５２―４１３２
［水道・下水道に関すること］

●粗大ごみ受付センター �０１２０―００―８４００
［家庭からでる粗大ごみの収集申し込み］

（携帯電話などからは �０６―６４８５―５０４８）

●環境業務課 指導係 �２２８―７４２９ �２２９―４４５４
［生活ごみなどの収集］

●泉ヶ丘公園事務所 �２９１―１８００ �２９６―９６７６
［公園・緑地に関すること］

●市税事務所
法人諸税課 �２３１―９７４１ �２５１―５６３１
［軽自動車税に関すること］
市民税課 �２３１―９７５２ �２５１―５６３２
［個人市・府民税に関すること］
固定資産税課 �２３１―９７６３ �２５１―５６３３
［固定資産税に関すること］
納税課 �２３１―９７７２ �２５１―５６３４
［市税の納付に関すること］

●子育て支援課 �２９０―１７４４ �２９６―２８２２
［児童手当・児童扶養手当、認定こども園、女性、ひとり親、児童相談］

●南保健センター �２９３―１２２２ �２９６―２８２２
［母子健康手帳・各種健（検）診・健康相談・健康教室など］

４階

●自治推進課 �２９０―１８０３ �２９０―１８１４
［自治会・美化など地域振興活動］

美化担当 �２９０―１８１５

●生活援護課 �２９０―１８１０ �２９０―１８１８
［生活保護に関することなど］

●企画総務課 �２９０―１８００ �２９０―１８１４
［庁舎管理・広報・広聴・相談・就学援助・選挙など］
教育相談・就学相談 �２９０―１８０５

●地域福祉課 �２９０―１８１２ �２９０―１８１８
［介護・障害福祉・高齢福祉に関することなど］

３階

●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 �２９２―１８２６ �２９１―１２５２
［就労を希望する障害者への就業・生活支援］

●社会福祉協議会南区事務所
［市民活動・ボランティアに関することなど］

�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

２階

●保険年金課 �２９０―１８０８ �２９０―１８１３
［国民健康保険・後期高齢者医療・医療費助成・国民年金など］

●市民課 �２９０―１８０２ �２９０―２０３０
［住民票・戸籍などの証明・届出、印鑑登録、マイナンバー］

１階

南南区区役役所所

Twitterホームページ

令和２年度第２回南区区民評議会

日時 ９月２５日（金）
午後６時３０分から

場所 ２０１・２０２会議室
傍聴を希望する方は、開始３０～１０

分前に直接会場へ。先着５人。議題
審議事項「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」「（仮称）次期南区基本計画の策定
について」 �南区役所企画総務課
（�２９０―１８００ �２９０―１８１４）

場所：鉢ヶ峯土地改良区（コスモス館近く）
対象：南区にお住まいの小・中学生とその保護者
定員：各回最大15人まで
費用：1グループ（2～5人）1,000円

10月17日（土）
午前9～10時20分、午前9時15分～10時35分、
午前10時45分～午後0時5分、午前11時～
午後0時20分のうちいずれか（時間は選べま
せん）。
※天候等により中止の場合、10月18日（日）に順延。

日時：

　少人数、体験前の体温測定、道具の消毒、周りの
人との間隔を保っての農作業など、新型コロナウイ
ルス感染防止対策を徹底したうえで実施します。参
加の際はマスク着用など、ご協力をお願いします。

　鉢ヶ峯地区の田畑で、上神谷米（にわだにまい）ヒノヒ
カリとサツマ芋の収穫体験イベントを開催します。豊か
な農地での農業体験をとおして、南区の魅力を再発見し
ましょう！

　鉢ヶ峯地区の田畑で、上神谷米（にわだにまい）ヒノヒ
カリとサツマ芋の収穫体験イベントを開催します。豊か
な農地での農業体験をとおして、南区の魅力を再発見し
ましょう！

　今後、新型コロナウイルス感染拡大の状況に
よっては、中止する可能性があります。

　電子申請システム、
FAX、郵送で、参加者全員
の氏名（ふりがな）、（小・中学
生の方は）学年、代表者の住
所、電話番号を書いて、9月
2～16日（郵送の場合は、消
印有効）に南区役所企画総務
課（〒590-0141　南区桃山
台1丁1-1　☎290-1800　
FAX290-1814）へ（南区役所
ホームページから申込用紙
ダウンロード可）。申し込み
多数の場合は抽選を行いま
す。結果は、9月下旬に全員
に通知します。

電子申請システム 南区ホームページ
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～新型コロナウイルス感染防止対策を徹底したうえで、開催します～～新型コロナウイルス感染防止対策を徹底したうえで、開催します～
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区役所外〒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
Twitter：@mimichanminami


