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●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

YouTube

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
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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 ]

7
お近くのリモートワーク拠点、使ってみませんか？

南区桃山台
1丁1-1
区役所3階に
あります。ご利用は
事前予約制で
Wi-Fi設備・
コピー機を設置
しています。

南区茶山台
1丁2-1
防音性の優れた
個人ブースを含む
ビジネス対応型の
リモートワーク
拠点です。

南区高倉台
1丁2-1　
レンタルスペース、
カフェやランドリー、
コミュニティーフリッジ
などが併設する暮らしに
近い拠点です。

泉北ラボ

南区若松台2丁5
大蓮公園のカフェ
（Design Ohasu
Days）内でWi-Fi
設備や個人ブース
などを設置してい
ます。

南区槇塚台
3丁1-20
近隣センター内のテナント
を活用した、リモートワーク
やオンライン授業、地域住民
の交流などができる
拠点です。

槇塚台まち・ひと・しごと創造ステーション
HARUKA

南区檜尾
149-2
古民家をリノベー
ションした、
素朴で豊かな暮らし
を体感できる施設
です。

ゆっくりばこ

南区では、「職住一体・近接型ライフスタイル」の促進に向け、住まいの身近な場所で仕事ができる
環境の整備を進めています。ぜひご利用ください。
 問 政策企画部先進事業担当 (☎228-7480　℻222-9694）

スマートフォン（スマホ）でQRコードを読み取ってみよう！！
①スマホ画面のカメラの図形を短くたたく。
※機種などによって図形が異なります。

②QRコードが
　画面に映るよ
　うにレンズを
　向けます。

③画面に表示される案内を短くたたく。
※案内の形は機種などによって異なります。

④QRコードに
　登録されて
　いるページな
　どが開きます。

南区ホームページ
QRコード

Lieffice IZUMIGAOKA

南区テレワークオフィス Design Ohasu Days

泉ケ丘駅

栂・美木多駅

泉北
高速
鉄道

〇画面の
　上部に表示

〇画面のQRコード
　下部に表示

QRコードの読み取り成功
タップすると対応したアプリを起動します



南図書館だより
休館  ７月4・11・25日 図書館Twitter（@sakai_lib）

問  南図書館（☎294-0123  FAX298-0597) 
栂分館(☎296-0025  FAX296-0034) 
美木多分館(☎296-2111  FAX296-2151)
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▼投票所の変更について　一部区域で投票所が変更となります。詳
しくは、投票所入場整理券か南区ホームページ（右QRコード）をご
覧ください。

▼期日前投票（不在者投票）　南区の有権者の期日前投票所は下表のとおりで
す。他の区役所では投票できませんのでご注意ください。

投票には、投票所入場整理券をお持ちください。投票所入場整理券が届かな
かった場合や紛失した場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。
問 南区選挙管理委員会事務局（☎290-1800　FAX290-1814）

▼令和４年度校区まつりの情報（７月実施校区）

法律相談 　　　  　　　　　　25分以内

場所  区役所企画総務課（南区役所は総務課）
時間  13：00〜16：00（美原区は15：00まで）
予約  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

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

※中止・延期など変更の場合があります。

他区も含めた
日程はこちら

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）

8/16　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

7/12　14：00〜16：00　 場所  南区役所総務課
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

7/21　10：00〜12：00　予約は7/15　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）

7/8・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 7/13　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）

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

泉北ニュータウン周辺の高校のダンス部が日頃のクラブ活動の成果を披露しま
す。若さと元気あふれるダンスパフォーマンスをご覧ください。
日時  7月16日（土）13〜17時（予定）　場所 国際障害者交流センター　ビッグ・
アイ　多目的ホール　 ¥  無料
問 泉ヶ丘ライブタウン会議　 事務局（南海電気鉄道泉北事業部
☎295-7121　平日10〜17時）へ。

▼二十歳の集い実行委員を募集
二十歳を迎える方と同世代の若者が主体となって、アトラクションの
企画や式典当日の司会進行など、二十歳の集いの運営に参加する実
行委員を募集します。活動期間は9月ごろから式典後日の会議まで随時。グルー
プでの参加も可。
対象 南区在住・在勤・在学で、月1回程度の会議、リハーサル、式典当日に参加で
きるおおむね18〜25歳の方。応募多数の場合は選考。

▼メッセージ発表者・市民憲章朗読者を募集
二十歳を迎えての抱負、目標などを発表する①メッセージ発表者1人（グループ
可）、②市民憲章朗読者1人を募集します。
対象 南区在住で、平成14年（2002年）4月2日から平成15年（2003年）4月1日
までに生まれた方が対象。①１人（グループ可）②1人。応募多数の場合は選考。
※今後の新型コロナウイルス感染拡大の状況によって、式典内容に変更がある
場合があります。
申込 FAX 、電 子 メール で 8 月
26日までに住所、氏名（ふり
がな）、生年月日、昼間の連絡
先、メールアドレス、実行委員・
メッセージ発表者・市民憲章
朗読者の別を書いて自治推
進課（☎290-1803　FAX290-
1814　*minamijisui@
city.sakai.lg.jp）へ。

本紙5月号でお知らせした南区内の震度計が、6月30日に復旧します。地震が発
生した際は、南区で観測した震度をテレビなどで確認いただけます。
問 危機管理課（☎228-7605 FAX222-7339）

★「栂文朗読発表会」参加者募集
古典・絵本・小説等一番好きな文章を読んでみませんか。
日時  10月23日（日）13時30分開催予定
対象 中学生以上　 ¥  中学生800円　一般（高校生以上）1,000円
申込 7月1日〜8月10日　定員30人　応募多数の場合は抽選　詳しくは同館へ
★「夏休み工作シリーズ」受講生募集
内容 「振動モーターで動くおもちゃの製作」、「簡単な実験・工作で楽しく科学」、

「紙ヒコーキ教室」　 ¥  有料　締切 7月10日必着 詳しくは同館へ

栂文化会館 〒590-0141　南区桃山台2丁1-2
☎296-0015　（月曜休館）　
FAX291-7083

栂文化会館

参議院議員通常選挙
投票日時　7月10日（日）、7～20時まで

南区自治連合協議会からのお知らせ

HIGH SCHOOL STAGE in 泉ヶ丘［ダンスフェスタ］

二十歳の集い（旧成人式）を自分たちで作ってみませんか？

南区内の震度の情報に関するお知らせ

▼令和4年度南区ふれあいスポーツ大会を中止します
7月10日（日）に開催を予定していましたが、新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため、中止します。
問 南区自治連合協議会事務局（南区役所自治推進課内☎290-1803　FAX290-1814）

南区役所2階201・202会議室
6月23日〜7月4日 8時30分〜20時

7月5〜9日 8時30分〜21時

国際障害者交流センター（ビッグ・アイ）
1階・大研修室 7月2・3日 10〜16時

▼さかい子ども司書養成講座＝本の分類やPOP作成、えほんの読み聞かせなど
を学びます。　日時  ８月5・12・19・21日、13〜15時　場所 南図書館3階集会
室　対象 小学4年生〜中学1年生で全回参加できる方
申込 7月７日10時から直接か電話で　先着10人　 ¥  無料

▼ 泉北読書会＝今月は、『第一生命広報部長からの手紙』（永六輔・下保進／
著）。７月15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。

▼おはなし会の魅力を知ってもらうためのパネル展示＝7月22日〜8月7日。南図
書館2階ロビーで。

南図書館 栂分館 美木多分館
おはなし会

先着 9組  直接会場へ
7月16・23日

15時〜15時30分
7月9日（土）

11時〜11時30分

おはなし大会
直接会場へ

7月30日（土）
10時30分〜11時

11時10分〜11時40分
先着 各15人

8月に実施予定

7月23日（土）
13時30分〜14時

14時５分〜14時3５分
先着 各9人

ぴよぴよ
おはなしかい

先着 9組

7月20日（水） 7月14日（木） 7月7日（木）
いずれも10時30分〜11時
申込 美木多分館は受付中　

南図書館・栂分館は7月６日10時から直接か電話で

えほんをたのしむ
おはなし会

先着 9組  直接会場へ

7月2・9日
15時〜15時30分

ブックフェア
その他の館の催しはこちら→

開催状況 校区 名称 日時 開催場所

開催
庭代台 32回庭代台こどもまつり 7月23日  17〜19時 庭代台地域自治会館前広場

高倉台 ふれあいたかくら夏まつり ７月30日  18〜20時 高倉台近隣センター広場

中止 美木多・茶山台
※掲載希望校区のみ記載しております。



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
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7月は「愛の血液助け合い運動」月間です。7月21日（木）
10〜12時、13〜16時30分、南区役所正面玄関前で献血
を行います。献血は命をつなぐ身近なボランティアです。
皆さんのご協力をお待ちしています。
問 南区役所自治推進課（☎290-1803　FAX290-1814）

＊開室時間、通常の利用予約やイベント・講座の予約は、下記（QRコード）参照。

▼あかちゃんタイム
7月19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
交流する場です。先着4組。　申込 7月15日から

▼子育て講座「抱っこひもの正しい付け方」
7月13日(水)10時30分〜。先着4組。　申込 ７月12日から　
持ち物  お使いの抱っこひも

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

▼夏休みに親子で防災！備蓄食ツアー
災害などの非常時にあると安心なのが「備
蓄食」です。備蓄食のそろえ方や調理につ
いて学びます。体験や発見があって夏休み
の自由研究にもオススメです。ツアーの最
後に食育グッズをプレゼント！
日時  8月2日10時・14時、8月12日10時・
14時（各回1時間）の全4回
場所 南保健センター　対象 南区在住の
小学生とその保護者　 ¥  無料
申込 7月4〜29日に電話で南保健セン
ターへ、各回先着4組
持ち物  筆記用具

▼乳がん検診（マンモグラフィ）
乳がんは、女性では最も発症の多い「が

ん」です。早期に発見されると多くの場合
治ることもわかっています。2年に1度、
定期的に検診を受け早期発見に努めま
しょう。
日時  8月12日(金)10〜12時、13〜15時　
場所 南区役所　 対象 満40歳以上の偶
数年齢の方が対象　 ¥  無料
詳しい受付時間は予約受付後に送付する
検診通知で確認してください。なお、同検
診は医療機関でも受診できます。また奇数
年齢でも受診可能な場合があります。
申込 堺市がん検診総合相談ポータルサイ
ト（QRコード）で受付中。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。

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。

7月12日 14：30〜16：30

7月22日
14：00〜16：00

7月26日

無料  要予約   成人の歯科相談� オンライン申込可
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。

7月8日
13：30〜15：30

7月29日

無料  要予約   子どもの歯相談室� オンライン申込可
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）。

7月4日 9：30〜11：00

7月27日 13：30〜15：00

無料  要予約   赤ちゃんといっしょ� オンライン申込可
生後4カ月未満の子どもと保護者が対象。　 7月15日 10：00〜11：00

無料  要予約   妊婦教室� オンライン申込可
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

7月コース 
①7月13日 
②7月27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。 7月13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。

7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。

○ 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（１歳未満の子どもが対象）生後５カ月児に個別通知。
○ 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＞

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。

8月2〜5日、表のとおり夏の短期ジュニアスクールを開講します。夏休みの間に、
運動の基礎を学んで新学期に備えよう。
申込 7月1２日（火）9時〜同館 HP で。定員に達し次第締め切り。参加費は初日
に4回分を同館受付でお支払いください。　 持ち物  上靴

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

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 オンライン申込可  マークはオンライン申込にも対応しています。

旅行や入院などで家を留守にするときには、配達されるもの（新聞・弁当・牛乳な
ど）は、連絡して止めましょう。郵便受けに新聞などが溜まっていると、周囲の人
はあなたが家の中で倒れていないか心配したり、留守が分かり空き巣の危険性
が高まります。
また、緊急連絡先を冷蔵庫などの分かりやすい場所に貼っておきましょう。連絡
先を書ける「安心連絡シート」は、お住まいの圏域の地域包括支援センター（下
表）か南基幹型包括支援センターにありますので、必要な方はご連絡ください。

▼「認定こども園、保育園、幼稚園のおはなし」動画配信
認定こども園、幼稚園、保育園の違いは？仕事復帰にむけて何をしたらいいのか
な？などの質問に答えます。　
申込 7月1〜13日。電子申請システムで。申込後、メールで案内が届きます。

▼子育て支援コーディネーター個別相談会
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対面か電
話で実施。7月21・22日の11時・13時・14時・15時。各回１家族30分間。
場所 南区役所３階301会議室　
申込 7月4〜15日。電子申請システムで
詳細や申込方法は南区子育て支援課イベントページ（QRコード）参照

献血にご協力を

日程 種目 時間 対象 定員 参加費
8月2日 走り方

10〜
11時10分

小学校
1〜3年生 32人 4,400/4回

8月3日 鉄棒
8月4日 マット
8月5日 とび箱

鴨谷体育館 〒590-0138　南区鴨谷台2丁4-1
☎296-1717　FAX294-1766
休館日　7月11日(月)

申込 上記の申込開始日から、堺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。
※既に定員に達している場合はご了承ください。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してください。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。

完全予約制 ��肺がん・結核検診、胃がん検診（大腸がん検診）　集団検診�� 無料 �� オンライン申込可

※ 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。大腸がんも追加で受診可。

堺市　がん検診

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）

◎ 9月8日(木） はるみ 55 25

9：00〜11：00

7/19(火)
◎ 9月15日(木） 桃山台 55 25

◎ 9月22日(木） 原山ひかり 55 25
7/26(火)

◎ 9月28日(水） 茶山台 55 25

◎は同時実施


