
敷物生産は、かつて農家の納屋などを利用していましたが、やがて工場での生産が主流になると、より広
い土地を求めるようになりました。
堺市南区の原山台には敷物製造に関わる企業（紡績業・染色業・製織業など）が集まって「日本敷物団地
協同組合」を設立、昭和45（1970）年に「敷物団地」を形成し、堺の敷物産業の伝統を今日まで脈 と々受け
継いでいます。
皇居豊明殿の廊下敷（平成16年敷替分）や 国会議事堂「赤じゅうたん」の一部は、同組合の加盟企業が中
心となって生産したものであり、日本の敷物産業界に重きをなしています。

堺緞通の伝統を受け継ぐ
南区の敷物産業

敷物ができるまで

紡績
原料（羊毛）繊維を揃えて
綿状にします

製織
織機でカーペットに織り
上げます

染色
オーダー通りの染液を
作り、染め上げます

洗い
出来上がった糸の汚れを
洗い流します。

撚糸

撚りを加えて糸にします

国会議事堂「赤じゅうたん」のサンプル

皇居豊明殿の廊下敷のサンプル

国会議事堂 参議院第一議員階段
(写真提供：参議院)

南区役所１階魅力発信コーナーで展示
こうきょほうめいでん

ぼうせき ねん  し あら せんしょく せいしょく

よ

問 南区役所区政企画室(☎290-1805 ℻290-1814)

南区広報 月号
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令和4年3月1日推計
（　）は前月比

●南部地域整備事務所
［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
［水道・下水道に関すること］

●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］

●環境業務課指導係
［生活ごみなどの収集］

●泉ヶ丘公園事務所
［公園・緑地に関すること］

●市税事務所
法人諸税課
［軽自動車に関すること］
市民税課

固定資産税課

納税課●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

●区政企画室 ２９０―１８０５ ２９０―１８１４
［区基本計画の推進、教育・就学相談］
●地域福祉課
地域福祉係
介護保険係 ２９０―１８１２

２９０―１８11 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

南区役所

Twitterホームページ

You Tube マチマチ

区役所外
〒590-0141 堺市南区桃山台１丁１番１号

泉北高速鉄道「栂・美木多駅」下車すぐ

南堺
警察署

第1
駐車場

第2駐車場

館
会
化
文
栂

駅多
木美

・栂
道鉄

速高
北泉

南区役所

北

第2駐車場もご利用ください

☎298-6572　℻291-4390

☎228-7429　℻229-4454

☎291-1800　℻296-9676

☎231-9741　℻251-5631

［個人市・府民税に関すること］
☎231-9752　℻251-5632

［固定資産税に関すること］
☎231-9763　℻251-5633

［市税の納付に関すること］
☎231-9772　℻251-5634

0120-00-8400

☎0570-02-1132
℻252-4132

（携帯電話などからは　☎06-6485-5048）

[庁舎管理・広報広聴・相談・選挙など ]
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パソコンやスマートフォンで分かりますパソコンやスマートフォンで分かります
市民課と保険年金課の窓口で現在お待
ちいただいている人数と対応中の受付
番号を南区ホームページでお知らせし
ています。
南区トップページの「窓口 現在の待ち
人数・混雑予想」【右写真】からご確認く
ださい。
また、右のQRコード
からも確認できます。

　  南区役所市民課(☎︎290-1802　
FAX290-2030)、保険年金課(☎︎290-
1808　FAX290-1813)

問

窓口の待ち人数が

掲載内容は、新型コロナウイルス感染症拡大の状況により
中止か延期になる場合があります。

南図書館だより 　 南図書館（☎︎294-0123  FAX298-0597)、栂分館(☎︎296-0025  FAX296-0034)、美木多分館(☎︎296-2111  FAX296-2151)へ。
　　  4月4・11・18・25日、５月２日 図書館Twitter（@sakai_lib）
問
休館

令和4（２０２２）年4月1日 南区広報 2

▷ももポートの集会所・広場をレンタルしてみませんか？
UR泉北桃山台一丁団地内のコミュニティ形成拠点『ももポート』の集会所・広場
を貸し出ししています。イベントやセミナー、教室などを開催できるほか、誕生日
会や歓迎会など、家族や仲間との素敵な時間を過ごすこともできます。
　  有料。　
貸し出しの詳細について詳しくは下記へお問い合わせください。　
　  南海フードシステム　

（☎︎06-6643-7731　* event@nankaifood.co.jp）

¥

問

▷「DIYのいえ」を利用しませんか
団地の一室に本格的な工具を取りそろえた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受けられ、初心者の
方も安心してご利用いただけます。子ども向けの
工作コーナーもあります。
　　  府住宅供給公社茶山台団地
(南区茶山台2丁1番16棟101・102号室)　
　  無料　開催日時：水・土・日曜日10〜17時
　  カザールホーム

（ 0120-45-8540　*chayamadai.diy@gmail.com）

場所

¥
問

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お困りの方に、学用品の費用の一部や小学校給食費
などを援助します。
　　  令和3年中の世帯全員の合計所得額が基準額以下か、児童扶養手当を受
けている方など
　　  4月14〜30日（区役所と各小・中学校は、土・日曜日、祝日を除く）
　　  区役所での申請は南区役所301会議室（9〜17時15分）
　　  市電子申請システムか郵送、直接、学校へ提出か区役所窓口へ。
詳しくは市ホームページ(QRコード)参照
　  学務課(☎︎228-7485　FAX 228-7256)

対象

受付
場所
申込

問

法律相談 　　　  　　　　　　25分以内

　　  区役所企画総務課（南区役所は総務課）
　　  13：00〜16：00（美原区は15：00まで）
　　  9：00から先着各6人（美原区は4人）
※祝休日は直前の執務日〈相談は区ごとに年度内1回限り〉

区 堺区 中区 東区 西区 南区 北区 美原区
相談日 月・水・金 火・木 水・金 金・火 月・水 木・月 木

予約開始日※ 相談日の前日 直前の月 直前の火 直前の木 直前の金 直前の水 直前の月
問合先 ☎︎228-7403 ☎︎270-8181 ☎︎287-8100 ☎︎275-1901 ☎︎290-1800 ☎︎258-6706 ☎︎363-9311

要予約 どの区でも

場所
時間
予約

南区の相談　　無料　12：00〜12：45と祝休日は休み
  ＝電話相談可　　どの区でも  ＝他区でも相談可

　　　　　    
教育相談 

（小・中学生の家庭教育や学校生活、転校手続きなど）
月〜金　9：00〜17：00
南区役所区政企画室　☎︎290-1805　FAX290-1814

児童相談 
（子どものしつけ、虐待、非行、家族関係など） 月〜金　9：00〜17：30

南区役所子育て支援課　☎︎290-1744　FAX296-2822
※1  母子・父子自立支援員による相談は、月・火・木・金曜日

の9：00〜16：00
※2  女性相談員は不在の場合がありますので、事前にご確

認ください。

市民相談・人権相談   どの区でも
（日常生活での問題や人権の問題など）

月〜金　9：00〜17：00
南区役所総務課　☎︎290-1800　FAX290-1814

ひとり親相談 ※1 

行政相談   どの区でも
（国の行政全般についての苦情、要望など）

4/19　14：00〜16：00　 場所  南区役所総務課
問 市政情報課　☎︎228-7475　FAX228-7444

女性相談 ※2 
（離婚、配偶者からの暴力、生活など）

人権擁護委員による人権相談
   どの区でも

4月は中止
問 人権企画調整課　☎︎228-7159　FAX228-8070

子育て相談 
（子どもとの関わり、健康・成長・発達など）

行政書士による相談
 要予約   どの区でも

5/19　10：00〜12：00　予約は5/13　9：00から先着4人
南区役所総務課　☎︎290-1800　FAX290-1814

労働相談 要予約   どの区でも
（解雇・賃金に関するトラブルなど）

4/8・22　12：45〜15：45　 場所  南区役所総務課
申込  雇用推進課　☎︎228-7404　FAX228-8816

交通事故相談 月・火・木・金　10：00〜17：00
堺区役所企画総務課　☎︎228-7403　FAX228-7844

就労相談 どの区でも
（求人情報の提供、就職活動のサポートなど）

木　14：00〜16：00　 場所  南区役所総務課
問 ジョブシップさかい　  0120-010908　FAX244-3771

登記・測量相談 要予約 4/13　13：00〜16：00　先着６人
堺区役所企画総務課　☎︎228-7403　FAX228-7844

生活・仕事相談   どの区でも
（くらしや仕事での困りごとなど） 要予約

月　9：30〜17：00　 場所  社会福祉協議会南区事務所（南区役所内）
問 すてっぷ・堺　☎︎225-5659　FAX222-0202

他区も含めた
日程はこちら

南図書館 栂分館 美木多分館

ブックフェア
一般向け これであなたもお仕事上手 エンジョイ！農ライフ ペットとの暮らし

児童向け 挑戦しよう やってみよう、囲碁将棋 こんなほんはいかがですか

おはなし会 　　  9組
直接会場へ

4月16・23・30日（土）
15〜15時30分

4月9日（土）
11〜11時30分

4月16日（土）
15時30分〜16時

ぴよぴよ
おはなしかい 　　  9組

4月20日（水） 4月14日（木） 4月7日（木）

いずれも10時30分〜11時
　　  美木多分館は受付中、南図書館・栂分館は4月8日（金）10時から直接か電話で各館へ

えほんをたのしむ
おはなし会

　　  9組
直接会場へ

４月2・9日（土）
15〜15時30分

先着

先着

申込

先着

▼泉北読書会
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。今
月は、『日本の思想』（丸山真男／著）
です。4月15日（金）10〜12時、南図書
館3階集会室で。参加したい方は事前
に同館へ。

就学援助の申請受付
来庁不要の市電子申請システムか郵送での申請にご協力をお願いします

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、お早めに近くの図書館で手続
きをお願いします。

その他の館の催しはこちら→

写真：増田好郎

クリッククリック

堺市南区役所　待合状況 検 索

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　FAX228-6824



高齢者の
総合相談

窓口

地域包括支援センターだより
南基幹型包括支援センター　☎290-1866　FAX290-1886

メール minami-kikangata@sakai-syakyo.net

令和4（２０２２）年4月1日南区広報次のページから広報さかいです3

　　  上記申込開始日から、市がん検診総合相談ポータルサイト
（QRコード）で。インターネットでの申し込みが難しい方は南保
健センターへご相談ください。
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確認。
なお、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。

申込

★みんなの子育てひろばに行こう！！　
気軽に集まって交流したり、子育て相談をしたりできます。
毎月、子育て講座も開催、南区内に9カ所あります。
　　  未就学児と保護者、妊婦　
　  無料
＊各子育てひろばの詳しい情報や開催日など詳しくは、右記の
QRコードからご確認ください。

対象
¥

乳幼児とその保護者、妊婦が気軽に集い、遊んだり交流したりする場です。子育
てに関する相談や情報提供も行います。子育て講座やイベントも開催。
＊開室時間、通常の利用、イベントなどの詳細や予約方法は、
　「みみちゃんルーム」のホームページ（QRコード）参照。

南区役所2階子育てひろば 「みみちゃんルーム」「みみちゃんルーム」 要予約

認知症予防が中心の複合型介護予防教室です。
　　  5月6日～7月22日の毎週金曜日9時30分から
　　  泉ヶ丘市民センター3階図書館ホール
　　  全12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
　  無料
　　  4月4～8日に電話かFAXで住所、氏名、電話番号を南保健セン
ターへ
　　  15人（初めて参加する方優先）

日時
場所
対象

¥
申込

抽選

第１期「ひらめき脳トレプラス教室」募集

教
室
・
相
談
な
ど
の
日
程

事業名 日程 時間
無料  要予約 　精神保健福祉相談

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。

4月12日 　14：30～16：30
4月22日

　14：00～16：00
4月26日

無料  要予約 　成人の歯科相談 ★
歯科医師による検診と相談。歯みがき指導。
成人・妊婦が対象。親子で歯科相談も可。

4月8日 　13：30～15：30

無料  要予約 　子どもの歯相談室 ★
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）。

4月4日 　 9：30～11：00

4月27日 　13：30～15：00

無料  要予約 　赤ちゃんといっしょ ★
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。

4月15日 　10：00～11：00

無料  要予約 　妊婦教室 ★
妊婦とその家族が対象(子どもの同伴不可）。
①妊娠・出産・歯科編　②育児・食事編

5月コース
①5月11日
②5月25日

　13：15～14：45

無料  要予約 　離乳食講習会　
5～6カ月児の保護者が対象。
離乳食初期の話、調理の実演。

4月13日
5月11日

①10：00～10：40
②11：00～11：40

無料  要予約 　生活習慣病予防相談
検査を伴わない健康相談。

4月20日 　 9：30～11：00

無料  要予約 　食生活相談
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。

無料　検査・相談（肝炎ウイルス、風しん抗体
の検査、HIV・梅毒・クラミジアのセット検査）
診断書の発行不可。対象者には条件があり。

有料  要予約 　骨粗しょう症予防検診
18歳以上が対象。予約受付後に個別通知。 5月20日 　 9：15～10：55

○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。
○ＢＣＧ予防接種<個別通知>生後5カ月児に個別通知。1歳未満の子どもが対象。
○ 転入転出の場合は南保健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＞

完全予約制 　肺がん・結核検診、胃がん・大腸がん検診　集団検診　★

子育て支援課 ☎290-1744 FAX296-2822

南保健センターだより 南区役所4階　☎293-1222　FAX296-2822
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。

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）
お住まいの小学校区 相談窓口

美木多（鴨谷台含む）・赤坂台・
新檜尾台・城山台

南第１地域包括支援センター
☎295-1555　FAX295-1556

福泉中央・桃山台・原山ひかり・
庭代台・御池台

南第２地域包括支援センター
☎290-7030　FAX290-7665

上神谷・宮山台・竹城台・竹城台東・
若松台・茶山台

南第３地域包括支援センター
☎289-8085　FAX289-8086

三原台・泉北高倉・はるみ・槇塚台 南第４地域包括支援センター
☎291-6681　FAX291-6682

JOBステーション南サテライト 就職力アップセミナー
～書類選考突破のための「応募書類の書き方」～

応募書類の役割や目的を理解したう
えで、自分を伝えるための書類の書き
方を学びます。
　　  4月22日(金)10～12時
　　  南区役所2階202会議室
未就学児の託児有（要予約）

　　  就職・転職を希望する15～39
歳の方と全年齢の女性。無料。
　　  4月2日から電話で、さかいJJOB
ステーション（ 0120-245108）へ
　　  12人（託児希望は4月20日まで）
　  同ステーション

日時
場所

対象

申込

先着
問

▼ 5月5日（祝・木）子どもの日イベントを開催
広い体育室に集めたさまざまな遊具やアスレチックで子どもと一緒に遊べる「わ
くわく広場」が登場。友達や家族と卓球・バドミントンを楽しみましょう。
　  無料　　　  上靴¥ 持物

鴨谷体育館 〒590-0138　南区鴨谷台2丁4-1
☎296-1717　FAX294-1766
休館日　5月9日(月)

※ 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。

堺市　がん検診

◎は同時実施

日程 実施場所
（小学校）

定員
時間 申込開始日

肺がん・結核 胃がん・大腸がん

6月2日(木） 御池台 110 13：30～15：30 4/19(火)

◎ 6月9日(木） 庭代台 55 25

9：00～11：00 4/26(火)◎ 6月14日(火） 槇塚台 55 25

◎ 6月16日(木） 竹城台東 55 25

6月21日(火） 御池台 50 9：00～11：30 4/19(火)

生活をしている中で次のような気になることはありませんか？
包括支援センターにご相談ください。
▷ 今は元気で困りごとがないものの、今後一人で身の回りのことができなくなっ

た時、どんな支援があるのか分からない
▷ 認知症について不安に思っている
▷ 高齢の家族の介護について、情報を知りたい
▷ ご近所の高齢者が、いつもと様子が違い心配だ
どこに聞いたらいいのか分からないというご相談でも、相談窓口を紹介するなど
していますので、高齢者ご本人だけではなく、ご家族、地域の方もお気軽にご利
用ください。

包括支援センターは高齢者の総合相談窓口です。

項目 時間 対象 定員 申込

わくわく広場で
親子で遊ぼう

（未就学児親子の
遊び場）

10：00～12：00 未就学児と
その保護者 特になし

混
み
合
う
場
合
は
交
代
制

直接会場へ
共用卓球 13：00～14：45 中学生以下の子ども

（保護者同伴可）
10台

（先着）

共用バドミントン 15：00～16：45 中学生以下の子ども
（保護者同伴可）

4コート
（先着）

堺市南保健センター　オンライン申し込み対応事業一覧 検 索
オンライン申込はこちら↑

上記 ★ マークはオンライン申込に対応しています。


