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令和３年（２０２１年） 第１８６号

９

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

月号
第846号9

令和３年８月１日推計（ ）内は前月比

総人口
１３６，８９９人（１４７人減）

男
６３，３１３人（８０人減）

女
７３，５８６人（６７人減）

世帯数
５９，５９６世帯（２１世帯減）

人口密度
３，３８９人／�
面積

４０．３９�

掲載している内容については、新型コロナウイルス感染拡大の状況により中止か延期になる場合があります。

８月号で開催のお知らせをした第１回全体会は緊急事態宣言の発出に
伴い、延期しました。
堺市南区政策会議では「堺市南区基本計画」の基本方針に基づき、３つ
の部会を設置しており、全体会に先立ち、次のとおり各部会を開催し
ます。
主な議題は、「施策・事業の事前評価について」「堺市南区基本計画の
推進に向けた各テーマについて」です。

■第１回 育ち学び充実・健康長寿推進部会（基本方針２）
日 時 ９月２２日（水）１８時３０分～ 場 所 南図書館ホール（泉ケ丘駅前）

■第１回 ブランド戦略推進・魅力創造部会（基本方針３）
日 時 ９月２９日（水）１８時３０分～ 場 所 南図書館ホール（泉ケ丘駅前）

■第１回 安全安心創出・未来共創推進部会（基本方針１）
日 時 １０月４日（月）１８時３０分～
場 所 パンジョホール（泉ケ丘駅前 パンジョ５階）

傍 聴 いずれも先着５人
傍聴を希望する方は開始３０～１０分前までに直接会場へ

�南区役所区政企画室（�２９０―１８０５ �２９０―１８１４）

南区のだんじり等の秋まつりについ

ては、１０月号でお知らせします。
�南区役所区政企画室（�２９０―１８０５
�２９０―１８１４）

南区の秋まつりについて

１０月に実施予定の田んぼにGO!畑
にGO!～収穫編～は、例年南区広
報９月号で参加者を募集していまし
たが、現在新型コロナウイルス感染
症が急拡大していることから開催に

ついては今後の感染状況を踏まえ、
改めて１０月号でご案内します。
�南区役所区政企画室（�２９０―１８０５
�２９０―１８１４）

田んぼにGO!畑にGO!～収穫編～について

それぞれのライフステージに応じた切れ
目ない支援や、いきいきと自分らしく生
きることができるよう、次のとおり環境
の形成や取り組みの充実をめざします。
�南区役所区政企画室（�２９０―１８０５ �
２９０―１８１４）

�子育て支援・教育環境の充実
安心して妊娠・出産・子育てができるよう、切れ目ないきめ細かな支援の充
実を図り、すべての子どもの豊かな育ちや学びの環境を充実します。そし
て、大学・施設などとの交流・連携の拡大を通じて、「文教イメージ」の創造
と教育の質の向上を図ります。

�健康で長生きできる社会の構築
心身の健康の大切さを認識し、運動など自らが健康増進に取り組むことがで
きるよう支援します。各々のライフステージに応じた健康の保持・増進体制
を整備し、次世代のヘルスケアの取り組みを展開することで、健康寿命の延
伸を図ります。

�市民の参加と協働による地域福祉の推進
区民がいきいきと自分らしく生活を送ることができるよう相談や生活のサポ
ートなどに取り組みます。地域で温かく見守り支え合い、社会参加などをと
おして、生きがいを持って暮らせる環境を形成します。

7月号から4回シリーズで詳しく
紹介しています。

重点施策

９月から緊急速報メールで土砂災害の避難情報を配信！

防災の備えに
ついては 6・7ページ

土砂災害（特別）警戒区域等にお住まいの方は、戸別
避難情報配信システムにご登録いただくと、土砂災
害の避難情報を電話による自動音声で受け取ること
ができます。
登録方法については、お問い合わせください。
危機管理室（☎228-7605　FAX222-7339）

電話でも受け取れます！電話でも受け取れます！電話でも受け取れます！
～メール機能を利用していない方へ～

土砂災害の危険性が高まっていることから、
〇月〇日〇時〇分、南区内の土砂崩れのお
それのある地区に警戒レベル 3、高齢者等
避難を発令しました。対象地区の人で、避
難に時間を要する方は、避難してください。
対象地区：◆区（〇〇地区）

！緊急速報

高齢者等避難発令

南区役所区政企画室（☎290-1805　FAX290-1814）

近年、突発的、局地的な大雨が各所で頻発しています。
これまで全国で発生した土砂災害を教訓にして、迅速かつ確実に避難の呼びかけが伝わるように、9月1日から土砂災害の避難情報についても
緊急速報メール（エリアメール）を対象エリアの携帯電話に配信します。このメールを受け取ったら、近隣の方へお声がけするなど、避難行動
に役立てましょう。

近年、突発的、局地的な大雨が各所で頻発しています。
これまで全国で発生した土砂災害を教訓にして、迅速かつ確実に避難の呼びかけが伝わるように、9月1日から土砂災害の避難情報についても
緊急速報メール（エリアメール）を対象エリアの携帯電話に配信します。このメールを受け取ったら、近隣の方へお声がけするなど、避難行動
に役立てましょう。

緊急速報メール（エリアメール）…災害時における避難指示などの緊急情報を配信対象
エリアの携帯電話に一斉に配信するサービス

緊急速報メール（エリアメール）…災害時における避難指示などの緊急情報を配信対象
エリアの携帯電話に一斉に配信するサービス

堺堺市市立立ビビッッググババンン
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テーマは、「コロナ禍でも出来るこ
とから始めてみませんか～ボランテ
ィアの輪～」。
�第１回１０月２１日（木）１０～１２時
�１部�１０～１１時、大阪教育大学教
授・新崎国広さんによる講義：ボラ
ンティアを知ろう!（基礎知識編）
�２部�１１～１２時、ボラ
ンティア活動紹介・ボラ
ンティア体験先選択。

�第２回１０月下旬～１２月上旬の各自
希望日
ボランティア体験。
�第３回１２月１３日（月）１４～１５時３０分
体験したボランティアの振り返り、
今後の活動について。
原則３回すべてに出席できる方が対
象。無料。�電話、FAX、電子メ
ールで、氏名、住所、電話番号を１０
月１３日までに堺市社会福祉協議会南
区事務所（�２９５―８２５０ �２９５―８２６０

電 子
メールminami@sakai�syakyo.net）へ。

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

�ブックフェア
�南図書館＝一般「考えよう SDG
s」、児童「世界のくらし・あそび」
�栂分館＝一般「ゆっくり暮ら
す」、児童「外国語絵本」
�美木多分館＝一般「体力 UP」、
児童「ことばっておもしろい」
※緊急事態措置延長のため、９月
１２日（日）までイベントは中止。
�おはなし会
無料。直接会場へ。先着各９人。
�南図書館�９月１８・２５日１５～１５
時２０分 �美木多分館�９月２５日
（土）１５時３０～５０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３０～５０分。無料。
�南図書館�９月１５日（水）

�美木多分館�９月１６日（木）
�９月２日１０時から直接か電話で
各館へ。先着各９組。
�読書会
あらかじめ決められたテーマの本
を読み、感想などを語り合いま
す。
�泉北読書会�テーマ「花紋」（山
崎豊子／著）。９月１７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。
�インターネットを無料で利用で
きます
南図書館にはインターネットを利
用できるパソコンを２台設置して
います。新聞記事のデータベー
ス、百科事典や辞書のサイトなど
も閲覧できます。利用には、貸出
カードが必要。
Osaka Free Wi-Fi も設置して
います。ご利用ください。

来年１月１０日（月・祝日）にビッグ・
アイ（泉ケ丘駅前）で成人式を開催し
ます。平成１３年（２００１年）４月２日～
平成１４年（２００２年）４月１日に生まれ
た方が対象。また、新型コロナウイ
ルス感染拡大対策として、２部制
（下記表参照）での開催となりますの

で、対象の式典にご参加ください。
詳細については、南区ホームページ
（２次元コード）を参
照。
�南区役所自治推進課
（�２９０―１８０３ �２９０―
１８１４）

図書館 Twitter
（@sakai_lib）フォロー
はこちらから →

堺市成人式（南区）の開催について

※やむをえず指定された式典に参加できない場合は、もう一方の式典に参加可能です。

福泉南、三原台、美木多、
赤坂台１２：００ 開式 （１１：３０ 開場）第２部

宮山台、晴美台、若松台、
原山台、庭代台１０：００ 開式 （９：３０ 開場）第１部

対象中学校区時間

休館日�９月６・７・１３・２７日、１０月４日
南図書館だより 〒５９０―０１４１ 南区桃山台２丁１－２

�２９６―００１５（月曜休館） �２９１―７０８３栂文化会館だより
栂文化会館

遺言、相続、内容証明や各種契約書
の作成、帰化申請、建設・産廃業や
宅建業などの営業許可申請、会社設
立などについて相談できます。電話
相談はできません。

９月１８日（土）１３時３０分～１６時（受け
付けは１５時３０分まで）、栂文化会館
（栂・美木多駅前）第２講座室で。予
約可。予約は、大阪府行政書士会堺
支部（�２３４―３９９９ �２４７―８１０９）へ。
�同会堺支部か市民人権総務課（�
２２８―７５７９ �２２８―０３７１）

行政書士による
休日無料相談会

■茶山台団地「DIYのいえ」
DIY の作業スペースを無料で利用
できます。専門スタッフによる技術
サポートも可。９月の毎週水・土・日
曜日１０～１７時、大阪府住宅供給公社
茶山台団地（南区茶山台２丁１ １６
棟１０１号室）で。無料。直接会場へ。
�カザールホーム（�０１２０―４５―８５４０
か電 子

メールchayamadai.diy@gmail.com）、同室

■ももポート 文化祭を開催
９月２５日（土）１０～１７時、ももポート
・集会所・広場（南区桃山台１丁３―
１３ 泉北桃山台１丁団地）で。モノ
づくり体験会、本の寄贈・交換会を
実施。キッチンカーも出店予定。
�ももポート（�０６―６６４３―７７３１）か同
室

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

定員になり次第締め切り８０人各回７００円１０／２１、１１／１８、１２／１６
１０：００～１２：００歴史

９月１０日（金）

２０人３，５００円１０／１５、１１／１９、１２／１７
１３：００～１４：００骨盤矯正エクササイズ

１０人７，２００円１０／１５・２９、１１／５・１９、１２／３・１７
１０：００～１１：３０おはようヨガ

２０人６，０００円１０／９・２３、１１／６・２７、１２／１１・２５
１５：００～１６：３０子ども書道

１０人１０，２００円１０／７・２１、１１／４・１８、１２／２・１６
１０：００～１２：００茶道教室

８人７，０００円１０／５・１９、１１／２・１６、１２／７・２１
１０：００～１２：００

初歩からのてん刻
（朝コース）

１５人６，０００円１０／３・１７、１１／７・２８、１２／５・１９
１０：００～１１：００背骨コンディショニング

２０人６，５００円１０／１・１５、１１／５・１９、１２／３・１７
１０：００～１２：００小筆かな文字

締切先着費用日時講座名

■栂文化会館の催し
チケットの購入が必要。販売場所など詳しくは同館へ。電話予約は堺市文化
振興財団チケットセンター（�０５７０―０８―００８９）へ。
※未就学児の入場はご遠慮ください。
�淀川工科高等学校吹奏楽部特別演奏会 ９月１８日（土）１４時開演。１３時３０分
開場。チケット販売中。全席指定席。前売�１，５００円、当日�２，０００円。
■文化講座 講座内容や申込方法など詳しくは同館へ。

新型コロナウイルス感染症の感染拡
大による病床ひっ迫に伴い、救急搬
送が困難な事案が増加しています。
感染拡大を防ぐためには、一人ひと
りが基本的な感染対策を継続する必
要があります。

皆さまの行動がたくさんの方々の命
を救います。
日常生活に感染対策を取り入れ、習
慣としましょう。
市民の皆さまのご協力をお願いしま
す。
�南消防署（�２９９―０１１９ �２９８―
０１１９）

９月１８日（土）１１時４５分～１２時３０分マ
ルエス堺原山台ジム（南区原山台２
丁５―１）で背骨の歪みを整えること
で、不調を改善するレッスンを実施
します。腰痛、肩こり、膝の痛み、
内臓の不調をはじめとするさまざま
な症状が気になる方参加しません

か。高校生以上が対象。先着１０人。
費用６１０円。
�直接か電話で９月１１日から同ジム
（�２９８―９９８８）へ。
�同ジムか泉ヶ丘公園事務所（�２９１
―１８００ �２９６―９６７６）

ボランティア入門講座を開催

マルエス堺原山公園プール プールサイドイベント
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南保健センターだより �２９３―１２２２ �２９６―２８２２

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・延期に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。
転入転出の場合は同センターへお問い合わせください。
○難病に関する相談�無料�

妊婦とその家族が対象（子どもの同伴
不可）。１３：１５～１５：３０９月１５日（水）妊婦教室�予約制・無料�

教
室
・
相
談
な
ど
の
日
程

生後４カ月未満の子どもと保護者が対
象。
※オンラインに変更する可能性あり。

１０：００～１１：００９月１７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。９：３０～１１：００９月２２日（水）BCG予防接種�個別通知・無料�

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）。１３：３０～１５：００９月２２日（水）

子どもの歯相談室�予約制・無料�
９：３０～１１：００９月６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。

緊急事態宣言発令のため中止成人の歯科相談�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

９月２８日（火）

精神保健福祉相談�予約制・無料� ９月２４日（金）

１４：３０～１６：３０９月１４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。

９：３０～１１：００９月１５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
�１１：００～１１：４０１０月１３日（水）離乳食講習会�予約制・無料�

対象・内容時間日程事業名

�上記の申込開始日から、電話、FAX
かホームページでがん検診総合相談セ
ンター（�２３０―４６１６ �２３０―４６３６�９～
２０時�へ。検診当
日の受付時間は、
検診通知でご確認
ください。医療機
関でも受診可能。
詳しくは市ホーム
ペ ー ジ 参
照。

�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。

肺がん・結核検診、胃がん・大腸がん検診
【完全予約制、集団検診、無料】

ガマンしない!自粛太り解消食事術～健やか料理勉強会～
無理なく続けられる、健やかな食生活について学びません
か？管理栄養士による食事バランスの話と料理紹介を行いま
す。
９月２９日（水）１０～１１時４５分、同センターで。おおむね６４歳以
下の方が対象。無料。
�電話か FAX で住所、氏名、電話番号、年齢
を９月２～２７日に同センターへ。先着１２人。

ウォーキング講座
ミニ健康講座でヘルスケアとウォーキングの基礎
を学び運動を始めましょう。運動不足が気になる
方におすすめです。
９月３０日、１０月７・１４・２１日、いずれも９時３０分
～１１時３０分、同センターで。全４回参加できる７４
歳以下で当講座に初めて参加の方が対象。無料。
�電話か FAX で住所、氏名、電話番号、年齢を
９月２～２７日に同センターへ。先着６人。 堺市　がん検診

小児慢性特定疾病児童および家族の学習交流会
「堺市の就学相談について」をテーマ
に開催します（講師は支援教育課指
導主事）。就学について疑問や不安
をお持ちの方、ぜひご参加くださ
い。
１０月５日（火）１０～１２時、南保健セン

ターで。無料。
�電話か FAX で住
所、氏名、電話・FA
X番号を、難病患者支
援センター（�２７５―５０５６ �２７５―
５０３８）へ。先着１０組。

☆印の日程は同時開催
１月以降の日程は順次お知らせします。

９月２１日

９：００～１１：３０５０三原台１１月１６日（火）

９：００～１１：００２５５５竹城台☆１１月１０日（水）

１３：３０～１５：３０１１０三原台１１月２日（火）

受付中９：００～１１：００

２５５５若松台☆１０月２８日（木）

２５５５城山台☆１０月１９日（火）

２５５５福泉中央☆１０月１４日（木）

２５５５赤坂台☆１０月７日（木）

２５５５上神谷☆１０月５日（火）

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

栄養・食生活

子育て支援課だより �２９０―１７４４ �２９６―２８２２

■講座・相談会のお知らせ
�子育て支援コーディネーター講座 録画配信
テーマは「我が家の園選び～認定こども園、保育所（園）、幼稚園のお話
～」。配信は９月１３日（月）１０時～９月３０日（木）２３時。
�９月１日１０時～９月８日２３時３０分、電子申請システムで。申し込み後
配信のURLを送信。
�個別相談会
認定こども園、保育所（園）、幼稚園などの利用について個別相談会を子
育てコーディネーターが対面もしくは電話で実施。
９月１４・１６・１７日、１１～１１時３０分・１３時３０分～１４時・１４時３０
分～１５時の各日３回。各回１家族３０分間。
�９月３日１０時～９月１３日２３時、電子申請システムで。
※申込方法など詳しくは、市ホームページ（２次元コード）参照。

未就学児とその保護者、妊婦が気軽に集い、遊んだり交流
したりする場です。子育てに関する相談や地域の情報提供
も行います。

南区役所２階子育てひろば 「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「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

新型コロナ感染拡大便乗詐欺にご注意を‼
新型コロナウイルスの感染拡大に便
乗して、詐欺被害が増加していま
す。
�コロナウイルスの検査キットを高
額で売ろうとする。
�「お金が給付される」と還付金詐欺
のように口座番号を聞いてだまし取
ろうとする。
�コロナで仕事がなくなり生活が苦
しいので助けてほしいと頼まれる。
冷静に次の対応をとりましょう。
�不審な電話があれば、一度電話を

切りましょう。
�個人情報や暗
証番号は教えな
いようにしまし
ょう。
�ATM でお金
は返ってきませ
ん。他人にキャッシュカードは渡さ
ないようにしましょう。
気になることがあれば、表の地域包
括支援センターまでご連絡くださ
い。

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

南区内地域包括支援センター（高齢の方の総合相談窓口です）

�あかちゃんタイム
９月２１日（火）午後の部。おおむね１０カ月までの赤ちゃんとその保護者が
集まり交流します。先着４組。�９月１７日１０時から電話で。
�子育て講座「足育講習会」
足や靴について正しい知識を学びませんか？講師は足育アドバイザー・
ひぐちゆうこさん。９月１０日（金）午前・午後の部ともに開催。各先着４
組。�９月９日１０時から電話で。

詳細はこちら→

講座・イベント予約専用電話：�２９７―１７４４
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