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「人のうごき」のコーナーは、
現在、国勢調査を
集計中のため、
掲載を休みます。

令和３年（２０２１年） 第１８１号

４
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泉北高速鉄道「栂・美木多駅」下車すぐ

●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］

●総務課 �２９０―１８００ �２９０―１８１４
［庁舎管理・広聴・相談・選挙など］

●区政企画室 �２９０―１８０５ �２９０―１８１４
［スマート区役所推進、広報、教育・就学相談］

●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

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
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第2駐車場もご利用ください

南区の魅力を紹介するすてきな写真
Twitter で発信してください！

南区の豊かな自然や花・草木、すてきなスポットなど、皆様が
撮られた写真を Twitter に投稿し、南区の魅力や素晴らしさを
広く発信していただけませんか。
なお、投稿いただいた写真は、南区のホームページや広報紙な

ど区の広報活動にも使用させていただくことがありますので、南
区ホームページを確認のうえ投稿ください。
�南区役所区政企画室（�２９０―１８０５ �２９０―１８１４）

南区魅力発信事業の第２弾として、区内の歴史文化施設
やお出かけスポットなど南区の魅力を紹介した「南区まち

めぐりナビ ゆっくりみなみ」
を作成しました。また、区域全
体の地図と生活に関する情報を
掲載した「南区ガイドマップ」を
リニューアルしました。これら
は、４月１日から南区役所１階
の市政情報コーナーなどで配布
するほか、南区ホームページ
（下２次元コード）でもご覧いた
だくことができます。
�南区役所区政企画室（�２９０―
１８０５ �２９０―１８１４）

「「南南区区ままちちめめぐぐりりナナビビ ゆゆっっくくりりみみななみみ」」・・「「南南区区ガガイイドドママッッププ」」をを配配布布

堺市南区基本計画～みなみスマートビジョン～を策定しました
　「堺市南区基本計画～みなみスマートビジョン～」（計画期間：令和3～7年度）は、区民が将来に希望をもち、これからもこの地域で住み続けたい
と願えるよう、今後の南区の将来像と大きな方向性を定めるものです。

重点施策
・地域コミュニティの活性化
・災害に強く安心して快適に暮らせる都市環境の形成
・人権・多様性の尊重

重点施策
・子育て支援・教育環境の充実
・健康で長生きできる社会の構築
・市民の参加と協働による地域福祉の推進

重点施策
・「スマート区役所」の実現
・地域資源を生かしたブランドの創出
・魅力的な都市空間の創造

　令和2年12月25日から令和3年1月25日まで意見募集を行い、8人の方から32項目のご意見をいただきました。ありがとうございました。
本計画は、南区ホームページでの公開、４月１日から市役所市政情報センター、区役所市政情報コーナー、図書館への配架を行います。

「あたらしい避難所」開設訓練の様子
段ボールベッド

南区役所子育てひろば「みみちゃんルーム」
講座の様子

移築（復原）された須恵器窯（大蓮公園内）
す え き かま

南区役所区政企画室（☎290-1805　FAX290-1814）

ひとが絆を結び、安全･安心で
快適に暮らすことができる都市

ま　ち

ひとがいきいきと輝き、
健やかに成長することができる都市

ま　ち

ひとが未来へと紡ぎ、
魅力と誇りを育むことができる都市

ま　ち

自然とふれあい、人と人とのつながりを大切にする都市

～豊かな緑空間と多様な都市機能が融合した「田園新都市」をめざして～

ま ち

基本方針

１

基本方針

2

基本方針

3

Twitter にハッシュタグ「＃堺市南区魅力発信」をつけて写真を投稿。投稿方法

※南区公式 Twitter（下２次元コード）のフォローもあわせてお願いします
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南図書館だより
休館日�４月５・１２・１９・２６日

南図書館 �２９４―０１２３ �２９８―０５９７
栂分館 �２９６―００２５ �２９６―００３４
美木多分館 �２９６―２１１１ �２９６―２１５１

図書館 Twitter
（@sakai_lib）フォロー
はこちらから →
�ブックフェア
�南図書館�（一般）「受賞本・ベ
ストセラー作品をご紹介!」、（児
童）「草花を見つけよう」
�栂分館�（一般）「おもしろ Boo
ks 探偵帖～読みたい本が見つか
らない？だったらこれ!～」、（児
童）「はじまり!おめでとう!」
�美木多分館�（一般）「育てよう
!花、野菜」、（児童）「ぽかぽか春
がやってくる」
�おはなし会

無料。直接会場へ。先着各９
人。
�南図書館�４月１７・２４日１５～１５
時１５分。
�栂分館�４月１０日（土）１１～１１時
１５分。

�美木多分館�４月１７日（土）１５時
３０～４５分。
�えほんをたのしむおはなし会
無料。直接会場へ。先着９人。
�南図書館�４月３・１０日、５月
１日１５～１５時１５分。
�ぴよぴよおはなしかい
わらべうたや

絵本を楽しむ会
です。乳幼児と
その保護者が対
象。
いずれも１０時３０～４５分。無料。
�栂分館は受付中、南図書館・美
木多分館は４月７日１０時から直接
か電話で各館へ。先着各９組。
�南図書館�４月２１日（水）
�栂分館�４月８日（木）
�美木多分館�４月１５日（木）
�読書会
あらかじめ決められたテーマの

本を読んで、感想などを語り合い
ます。
�泉北読書会�今月は、「かくれ
里」（白洲正子／著）です。４月１６
日（金）１０～１２時、南図書館３階集
会室で。参加を希望される方は事
前に同館へ。

泉北ニュータウンの催し 泉北ニューデザイン推進室
�２２８―７５３０ �２２８―６８２４

�「DIYのいえ」を利用しませんか

大阪府住宅供給公社茶山台団地
（南区茶山台２丁１番 １６棟１０１号室）１０～１７時４月３・４・１０・１１・１７・１８

・２４・２５日

場所時間日程

２４日は無料のワークショップ「みんなで壁にペイントしよう」も開催予定。詳し
くはツイッター「DIYのいえ茶山台」参照。
�カザールホーム（�０１２０―４５―８５４０ 電 子

メールchayamadai.diy@gmail.com）

就就学学援援助助申申請請のの受受けけ付付けけ
新型コロナウイルス感染症拡大

防止のため、郵送による申請書の
提出にご協力をお願いします。

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月上旬に学校から子

どもに配布する申請書（市ホームペ

ージからダウンロード可）を学務課
へ郵送（４月３０日消印有効）か、４月
１５～３０日（土・日曜日、祝日を除く）
に、在籍する学校か南区役所３０１会
議室（９～１７時１５分）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月上旬に学校から子

どもに配布する「就学援助制度のお
知らせ」や広報さかい９ページ、市
ホームページ参照。
�学務課（〒５９０―００７８ 堺区南瓦町
３―１ �２２８―７４８５ �２２８―７２５６）

南消防署 こんろ火災を防ぐための４つの心がけ
昨年の堺市消防局管内の火災件数

トップ３は、１位＝放火２３件、２位
＝こんろ２１件、３位＝たばこ１８件で
した。
「こんろ火災」は毎年多く発生して
いる火災です。原因の多くは…
�調理中に目を離したすきに火事に
なる
�こんろの火が台所にあるふきんな
どの燃えやすいものに燃え移る
などで、私たちの生活にありがちな
状況ばかりです。
「こんろ火災」を防ぐために生活の
中で次の４つの心がけを覚えておき
ましょう。
①火を使うときはこんろから離れな
い。

②こんろから離
れるときは必ず
火を消す。
③調理をすると
きは、袖口がゆ
ったりとした服
装を避ける。
④こんろの側に、ふきんなどの燃え
やすいものを置かない。
こんろを使う場合はこれらのこと

に注意して、火災予防に努めましょ
う。
�南消防署（�２９９―０１１９ �２９８―
０１１９）

南消防署ホームページ
の新着情報 →

�UR 泉北桃山台一丁団地にコミュ
ニティ拠点「ももポート」がオープン
地域にお住いの方が主役となるコ

ミュニティ拠点「ももポート」がオー
プンしました。ここでは、軽飲食の
提供や地域の方のニーズを反映した
イベントを実施していきます。５月
下旬までは毎週金・土曜日１０～１６時
に営業します。
UR泉北桃山台一丁団地集会所付

近（南区桃山台１丁３番）で。

�詳しくは運営者の南海フードシス
テム（�０６―６６４３―７７３１）

光明池エリアで健康・生きがい・
友達づくりの目的で、特色ある複数
のサークルを開講している「泉北ゆ
うゆうサークル」が、感染予防対策
をしながら、無料体験会を実施しま
す。開催日程は次のとおりです。
�書道 ４月１・１５日１０～１１時。

�英会話 ４月８・２２日１０～１１時。
�絵手紙 ４月８・２２日１３～１４時。
�朗読 ４月１５日１０～１１時、４月２２
日１３～１４時。
�ヨガ ４月９・１６日１１～１２時。
いずれも南区城山台のファインプ

ラザ大阪で。
�一般社団法人日本生涯学習普及協
会 泉北ゆうゆうサークル係（�０５０
―３８０３―２８３６ �２２７―３５１９）

相続・遺言・不動産・成年後見な
どの手続きに関する相談に無料で応
じます。電話相談はできません。
４月３・２４日、５月１日１３～１６

時、４月２１日（水）１８～２１時、司法書
士総合相談センター堺（南海高野線

堺東駅前）で。要予約。
予約は、大阪司法書士会堺支部

（�０８０―４２３３―４０４０�土・日曜日、祝
休日を除く�１０～１６時）へ。
�同会堺支部か市民人権総務課（�
２２８―７５７９ �２２８―０３７１）

司法書士による休日・夜間無料法律相談会

登録住所などに変更はありませんか？
住所や電話番号などが変更になったときは、早めにお近くの図書

館で手続きをお願いします。

〈泉北ゆうゆうサークル〉

春の無料体験会
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南保健センターだより 南区役所４階
�２９３―１２２２ �２９６―２８２２

肺がん・結核検診、
胃がん・大腸がん検診
【集団検診、無料】

※肺がん・結核検診（胸部Ｘ線検査）は４０歳以上の方
が対象。たん検査（条件有）も追加で受診可。

※胃がん（胃部Ｘ線〈バリウム〉）・大腸がん（検便）検
診は５０歳以上の偶数年齢の方が対象。大腸がん
のみは不可。

�上記の申込開始日から、がん検診総合相談センタ
ー（�２３０―４６１６ �２３０―４６３６�９～２０時�へ電話、FAX
かインターネットで申込 →２次元コード
検診当日の受付時間は、予約受付後に
送付する検診通知でご確認ください。
なお、無料がん検診は医療機関でも
受診可能。詳しくは市ホームページ参
照。

第１期「ひらめき脳トレプラス教室」募集
認知症予防を中心に、簡単な体操や読み書き計

算などの知的プログラム、口腔（こうくう）ケア、
食生活ワンポイントアドバイスなどを行う全８回
の教室です。５月７日～７月２日（５月２１日はあ
りません）の金曜日、１０～１１時３０分、泉ヶ丘市民
センター３階図書館ホールで。全回出席できる方
で要支援・要介護認定を受けておらず、医師に運

動を禁止されていない６５歳以上の方が対象。無料。
�４月２～８日に電話か FAX で住所、氏名、電
話番号、生年月日を南保健センターへ。上神谷、
宮山台、竹城台、竹城台東、若松台、茶山台小学
校区にお住まいで初めて参加する方を優先の上、
抽選１０人。今後の予定（第２～４期）についてはお
問い合わせください。

☆印の日程は同時開催

４月２０日

９：００～１１：００２５５５竹城台東☆６月２９日（火）

９：００～１１：３０５０御池台６月２８日（月）

９：００～１１：００
２５５５槇塚台☆６月１７日（木）

２５５５庭代台☆６月１０日（木）

１３：３０～１５：３０１１０御池台６月３日（木）

３月１６日

９：００～１１：００２５５５美木多☆５月２７日（木）

９：００～１１：３０５０新檜尾台５月２０日（木）

１３：３０～１５：３０１１０新檜尾台５月１３日（木）

申込
開始日時間胃がん・

大腸がん
肺がん
・結核

実施場所
（小学校）日程

定員

子育て支援課だより 南区役所４階
�２９０―１７４４ �２９６―２８２２

�【利用方法】 要予約
・午前の部�１０時３０分～１２時。
・午後の部�１３時３０分～１５時。
�【予約方法】
�インターネット予約
はこちら →
前日より予約受付。

午後の部は、当日１１時３０分まで。
�電話予約��２９７―１７４４
午前の部は直前の開庁日まで。
午後の部は当日午前中まで。
受付時間：１０～１２時

１２時４５分～１６時
※注意事項：続けての利用は不
可。発熱、鼻水やせきの症状があ
る場合は利用できません。

在宅で高齢の方を介護すること
は、家族にとって休みがなく心身共
に大きな負担となることがありま
す。そのため、たたくなどの明らか
な暴力だけでなく、自覚なく高齢の
方を傷つけてしまうことがありま
す。例えば、高齢の方が外出して戻
れなくなることを防ぐために、居室
に鍵をかける、勝手に動くと転倒の
恐れがあるためベッドや車いすから
動けなくするなどです。家族だけの

介護ではやむを得ずこのような手段
をとってしまうこともあるかもしれ
ません。そんな時は、介護の専門家
である担当のケアマネジャーか下表
の地域包括支援センターまでご相談
ください。どうすればいいか一緒に
考えましょう。また、近隣で気になる
様子の高齢の方を見
かけられた場合もご
連絡ください。秘密
は必ず守ります。

南基幹型包括支援センター
�２９０―１８６６ �２９０―１８８６
電 子
メールminami―kikangata@sakai―syakyo.net高齢者の総合相談窓口

地域包括支援センターだより

在宅介護の高齢の方・家族が傷つかないために

飼い犬の登録と狂犬病予防注射を
市では、４月１～１５日に飼い犬の

狂犬病予防集合注射を行います。南
区の集合注射会場は下表のとおりで
す。費用は、１頭につき、登録済の
犬で３，３００円、未登録の犬では６，３００
円です。事前に送付した書類をお持
ちの方は問診欄を記入し持参してく
ださい。必ず犬を制御できる方が犬

を連れて直接会場へお越しくださ
い。
集合注射全日程、動物病院につい

ての情報は、市ホームページをご覧
になるか、動物指導センター（�２２８
―０１６８ �２２８―８１５６）へお問い合わせ
ください。

１３：３０～１５：３０南区役所４月４日（日）

診療時間内
※詳しくは各病院にお
問い合わせください。

アレックス動物病院・泉ヶ丘動物病院・おお
ひがし動物病院・おかざき動物病院・泉北ニ
ュータウンペットクリニック・高倉台いぬね
こ病院・つむら動物病院・トガペットクリニ
ック・庭代台どうぶつ病院・三原台動物病院
・ルーチェ動物病院

４月１～１５日

実施時間会場実施日
■集合注射日程表

南第４地域包括支援センター �２９１―６６８１ �２９１―６６８２三原台・泉北高倉・はるみ・槇塚台

南第３地域包括支援センター �２８９―８０８５ �２８９―８０８６上神谷・宮山台・竹城台・竹城台東・若松台・茶山台

南第２地域包括支援センター �２９０―７０３０ �２９０―７６６５福泉中央・桃山台・原山ひかり・庭代台・御池台

南第１地域包括支援センター �２９５―１５５５ �２９５―１５５６美木多（鴨谷台含む）・赤坂台・新檜尾台・城山台

相談窓口お住まいの小学校区

新型コロナウイルスの影響や天候の悪化などに伴い中止や延期となることがあります。実施の有無については、お問い合わせください。

○４カ月児健診・１歳６カ月児健診・３歳児健診（３歳６カ月児が対象）�無料�…個別通知。 ○難病に関する相談�無料�
転入転出の場合は同センターへお問い合わせください。

１８歳以上が対象。予約受付後に個別通知。
※今年度は奇数月に開催予定。９：１５～１０：５５５月２１日（金）骨粗しょう症予防検診�予約制・有料�

教
室
・
相
談
な
ど
の
日
程

妊婦とその家族が対象（子どもの同伴不可）。１３：１５～１５：１５５月１９日（水）妊婦教室�予約制・無料�
生後４カ月未満の子どもと保護者が対象。１０：００～１１：００４月１６日（金）赤ちゃんといっしょ�予約制・無料�

生後５カ月児に個別通知。１歳未満の子ども
が対象。９：３０～１１：００

４月１９日（月）
BCG予防接種�個別通知・無料�

４月７日（水）

歯科医師による検診と相談。１歳６カ月～４
歳未満の子どもには、フッ素塗布あり（１回
限り）。１３：３０～１５：００４月２８日（水）

子どもの歯相談室�予約制・無料�
９：３０～１１：００４月５日（月）

歯科医師による検診と相談。歯科衛生士によ
る歯みがき指導。成人・妊婦が対象。親子で
歯科相談も可。

１３：３０～１５：３０４月１９日（月）成人の歯科相談�予約制・無料�

こころの病気・アルコール問題などで悩む方
や家族の相談。１４：００～１６：００

４月２７日（火）
精神保健福祉相談�予約制・無料� ４月２３日（金）

１４：３０～１６：３０４月１３日（火）

診断書の発行はできません。
肝炎ウイルス検査・風しん抗体検査について
は対象者の条件があります。

９：３０～１１：００４月２１日（水）
検査・相談（肝炎ウイルス検査・風しん抗体検
査・HIV 検査・梅毒検査・クラミジア検査）
�無料�

管理栄養士による生活習慣病予防など食生活
についての相談。食生活相談�予約制・無料�

検査を伴わない健康相談。生活習慣病予防相談�予約制・無料�

５～６カ月児の保護者が対象。離乳食初期の
話、調理の実演。

�１０：００～１０：４０
�１１：００～１１：４０

４月１４日（水）
５月１２日（水）離乳食講習会�予約制・無料�

対象・内容時間日程事業名

■ご相談ください‼
�子育て相談
�保育士・保健師・家庭児童相談員・子育て支援コーディネーターが対
応。
�０～１８歳の子どもとご家庭のさまざまな相談に応じています。子育て
に困ったり、どうしたらよいか分からないなど悩んだときにはどんなこ
とでも相談してください。
�地域で子育てを支援している方々の相談
を行っています。
�ひとり親家庭相談
�ひとり親家庭・寡婦の生活上の相談、自
立のための相談や子どもの養育などの相談
にも対応。母子・父子自立支援員は月・火
・木・金曜日９～１６時に対応。
�女性相談
�パートナーからの暴力の相談やさまざま
な悩みなど問題を抱えた女性からの相談に
応じます。女性相談員は、月～金曜日１０～
１７時に対応。

「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「みみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルーーーーーーーーーーーーーーーーーーーームムムムムムムムムムムムムムムムムムムム」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」
南区役所２階子育てひろば

各種相談・認定こども園などの申込
や手当の受付などをしています。ま
た、子育て情報の発信・親子で楽しく
集える場の提供も行っています。子育
ての悩みや不安がある家庭に子育て支
援アドバイザーを派遣したり、出産前
後に必要な家庭に育児支援ヘルパーを
派遣したりしています。

電話や来所での相談
を受け付けます。

無料
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