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令和4年11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］

●JOBステーション南サテライト

［39歳以下の若年層と全年齢の女性への就職支援］

●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

インスタグラム

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

南堺
警察署
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文
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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 ]

0120-245108 (要予約)
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「願い事」を
募集しています!

minami
パークキャンドル

2022
～みんなで分かち合うキャンドルの温もり～

新型コロナウイルス感染症の感染対策をしながら、
“静かに”キャンドルの優しい温もりを感じてみませんか。

大阪健康福祉短期大学・大阪公立大学・帝塚山学院大学・桃山学院教育大学・
桃山学院大学の学生の皆さんと一緒に開催します。

１２月１7日（土）１７時30分～２０時
西原公園グラウンド

雨天中止
あなたの｢願い事｣をキャンドル瓶に
巻き、展示します。※天候などでイベント
中止の場合は展示できません。

イベント当日にインスタライブを配信します。
配信時間はインスタグラムや南区ホームペー
ジ（右QRコード）参照でお知らせします。

←応募はこちら

フィナーレの

打ち上げ花火
が

復活！！

イベントの情報を随時発信中

南区ホームページInstagram

堺市南区政策会議連携事業

堺市立ビッグバン
交流広場

体と頭をうごかしながら楽しく防災を学び、みんなで「もしも」を考えましょう!
日時　12月10日（土）13～17時
場所　ビッグ・アイ　ビッグバン交流広場
内容　※天候などによりイベント内容が一部変更となる場合があります。
【屋内会場　ビッグ・アイ】
　　防災クイズラリー　防災スリッパづくり　避難所ジェスチャーゲーム
　　防災リュック間違い探し　防災周遊謎解き
【屋外会場　ビッグバン交流広場】
　　防災関連団体による車両展示などのブース出展
問 南区ふれあいまつり実行委員会事務局（南区役所自治推進課内　☎290-1803　℻290-1814）

手書きでも応募できます！南区役所1階市政情報コーナーに
応募箱を設置しています。　申込 12月13日まで
問 南区役所区政企画室（☎290-1805　℻290-1814）

泉ケ丘駅

堺市南区政策会議連携事業



南図書館
休館  12月5・6・12・19・26～1月4日
返却ポストは、年内は12月28日17時まで、年始は1月4日 9時から使用できます。
12月26日～1月4日はシステム機器入替のため休館します（返却処理の完了まで時間を要します）。

図書館Twitter（@sakai_lib）

南図書館（☎294-0123  FAX298-0597) 
栂分館(☎296-0025  FAX296-0034) 
美木多分館(☎296-2111  FAX296-2151)

令和4（２０２２）年1２月1日 2
▼郷土資料展　没後80年 与謝野晶子展　「ふるさとの　潮の遠音の」

11月に中央図書館で展示したものの抜粋。　
期間 12月10～18日　場所 南図書館2階ロビー　直接会場へ。

▼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「アフ
リカ出身サコ学長、日本を語る」（ウスビ・サコ／著）です。　日時  12月16日（金）10
～12時　場所 南図書館3階集会室　初めて参加される方は事前に同館へ。

南図書館 栂分館 美木多分館

ブック
フェア

一般
外国語絵本を楽しむ

～国際ソロプチミスト
堺寄贈絵本～

泉北ニュータウン 家事の裏ワザ・
すごワザ

児童 いろいろな世界の国 おうちで遊ぼう クリスマスの本・お正月

おはなし会 先着 9組
直接会場へ

12月17・24日
15～15時30分

12月10日（土）
11～11時30分

12月24日（土）
15時30分～16時

ぴよぴよ
おはなし

かい

要申込 
先着9組

12月21日（水）
10時30分～11時

12月8日（木）
10時30分～11時

12月1日（木）
10時30分～11時

申込
開始日

12月7日10時から
直接か電話で 受付中 受付中

えほんを
たのしむ

おはなし会
先着 9組

直接会場へ
12月3・10日

15～15時30分 その他の館の催しはこちら　➡

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）

12/20　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

12/13　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

1/19　10：00～12：00　予約は1/13　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）

12/9・23　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 第2水　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

12月募集　文化講座

▽お正月用フラワーアレンジメント　 ▽茶道教室　 ▽パン教室（水曜）　 ▽背骨
コンディショニング（水曜・日曜）　 ▽絵てがみ（木曜）　 ▽朗読講座「言葉を届け
よう～声は人なり～」
申込 直接かはがき、FAXで同館へ。　 ¥  受講料　講座内容など詳しくは同館へ。
巡回展「思い出の堺とレトロ建築への旅」
日時  12月20～25日10～16時30分（25日のみ15時まで）　場所 同館第1講座室

区の魅力や子育てなどの情報をはじめとした区政情報の発信を行います。まち
に暮らす人同士がお互いに情報を発信しあうことで、まちを知り、つながりを
作っていくことをめざします。
なお、個人・地域活動団体の方もアカウント登録ができます。

▼登録方法
① QRコードからアプリをダウンロード（パソコンの場合はピアッザ公式ホーム

ページから登録）
②アプリを開いて「新規登録」を選択。プロフィール登録へ進む
③ ニックネームなどを入力し、ホームエリアは「堺市中区・南区」を
　選択→登録完了!　無料で利用できます（通信料は自己負担）
問 南区役所区政企画室（☎290-1805　FAX290-1814）

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

栂文化会館

日程  1月9日（祝日）　場所 ビッグ・アイ（泉ケ丘駅前）
対象 平成14年（2002年）4月2日～平成15年（2003年）4月1日に生まれた方
当日は、11月に送付した案内はがきを持参してください。現在南区在住でない方

（案内はがきが届いていない方）も参加できます。
新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、２部制（下表参照）で開催します
ので、対象の式典にご参加ください。なお、今後の感染拡大状況により式典の中
止や内容の変更を行う場合があります。

問 南区役所自治推進課（☎290-1803　FAX290-1814）

堺市南区二十歳の集い（旧成人式）

地域コミュニティアプリ「ピアッザ」南区エリア開設

火災は日常生活のささいな不注
意から発生することもあります。
普段から火の取り扱いには十分
気をつけましょう。

問 南消防署（☎299-0119　FAX298-0119）

消防士さんに聞いてみた！！！～ストーブ火災を防ぐために～

ストーブによる火災が毎年多く発生しています。
①ストーブ周辺には燃えやすいものを置かない
②外出時や就寝時は、ストーブを消す
③ストーブの上に洗濯物を干さない

ストーブ火災に関する　➡ 
動画もあるので見てね！

洗濯物が落
下し、

洗濯物が落
下し、

火がついた
よ!!

火がついた
よ!!

時間 対象中学校区

第1部 10：00　開式　
（9：30　開場）

宮山台　若松台
晴美台　原山台　庭代台

第2部 12：00　開式　
（11：30 開場）

福泉南　美木多
三原台　赤坂台

※やむを得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できます。

泉北ニュータウンの取り組み 泉北ニューデザイン推進室
☎228-7530　FAX228-6824

ハッピークリスマスin泉ヶ丘（スタンプラリー）
内容 泉ケ丘駅前周辺の各施設を巡ります　日時  12月10日（土）11～15時　
受付 泉ヶ丘ひろば専門店街1階ちびっこ広場　
対象 小学生以下　先着 300人（小学生以上の参加者はマスク着用）
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〈月～金曜日10～17時〉）
ももポートでお待ちしています！
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」で
は、定期的にイベントを開催！また、集会所・広場を活用したい人を
募集しています。　詳しくは右QRコード参照。

堺市南区政策会議連携事業

南区長直行便南区長直行便
〜聴かせてください あなたの声を〜

スマホで
QRコードを
読み取って
みよう!!

区政運営の参考にするため、区に関 する
提案や意見などを受け付けて います。
投稿方法など詳しくは右QRコードから。

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。

② QRコードが
画面に映るよ
うにレンズを
向けます。

南区ホームページ
QRコード

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。

④ QRコードに
登録されている
ページなどが
開きます。



令和4（２０２２）年1２月1日次のページから広報さかいです3

▼ 1月よりBCG予防接種は実施医療機関のみに変わります！
南保健センターでの集団接種は、12月15日が最終日です。7月15日までに生ま
れたお子さんは南保健センターか実施医療機関（右QRコード参
照）で接種してください。また、7月16日以降に生まれたお子さん
は、実施医療機関で接種してください（いずれも要予約）。

＊開室時間、通常の利用予約やイベント・講座の詳細や予約について
は、「みみちゃんルーム」のホームページ（右QRコード）から。

▼あかちゃんタイム
日時  12月20日(火)午後の部　対象 おおむね10カ月までの赤ちゃんとその保
護者　先着 4組　申込 12月19日0時から

▼子育て講座「手作りおもちゃをつくろう」
日時  12月15日(木)午前・午後の部　先着 各4組　申込 12月14日０時から

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

子育て支援課 ☎290-1744 FAX296-2822

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

オンライン申込はこちら↑

教室・相談など 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。

12月13日 14：30～16：30
12月23日

14：00～16：00
12月27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。

12月 2 日
13：30～15：30 

12月23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）。

12月 5 日 9：30～11：00

12月21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。　 12月16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

1月コース 
① 1 月11日 
② 1 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。

12月14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。

12月7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。 1 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。
○ 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＞

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
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。

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。

12月3日（土）は、電気設備点検に伴う停電のため、終日庁舎内への立ち入りがで
きません。庁舎内のトイレも断水します。なお、出生届、死亡届など戸籍関係の届
け出については休日・時間外窓口にて受け付けます。
問 南区役所総務課（☎290-1800　FAX290-1814）

対象 初めてスマホを利用する高齢者など　当日はスマホを貸し出します（iPhone
を利用。ご自身の端末は利用できません）。ソフトバンク共催。

申込 12月5～9日に氏名、電話番号、希望日を 問 へ。受講が決定した方には12
月16日までに電話にて案内。　抽選 20人（最低催行人数10人）
問 ICTイノベーション推進室(☎228-7264　FAX228-7848）

日時  12月22日（木）10～12時　13～16時30分　場所 南区役所正面玄関前
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
ちしております。
問 日本赤十字社大阪府支部堺市南区地区事務局

（南区役所自治推進課内　☎290-1803 FAX290-1814）

難病患者で働きたい方や働き続けることに不安を感じている方を対象に、難病
相談支援員が相談に応じます（仕事のあっせんは行いません）。
日時  1月11日(水)10時30分～16時（1人90分以内）
場所 南保健センター　先着 ３人（予約制）
申込 受付中。電話かFAXで氏名、電話・FAX番号を難病患者支援セン
ター（☎275-5056　FAX275-5038）へ

子どもの育ち応援講演会�
「感情的にならない子育てについて考えよう！」【要予約】
子育てをする中で、つい感情的に怒ってしまうことありますよね。子育ての悩みを
一緒に考えてみませんか？講師はNPO法人児童虐待防止全国ネット
ワーク理事・高祖常子さん。状況により内容の変更や開催中止の場合
があります。詳しくは右QRコードや子育て応援アプリから。
日時  1月17日(火)13時30分～15時　場所 南区役所201・202会議室
対象 南区在住の子育て中の養育者　先着 3０人
申込 12月15日9時から市電子申請システムで

南区役所庁舎が停電します

初めてさわる！スマートフォン体験講座

献血にご協力を

指定難病患者・小児慢性特定疾病児童などのための就労相談

ヒートショックは急激な温度の変化により血圧が上下に大きく変動することな
どが原因で起こります。冬場に多く見られ、失神や不整脈のほか、死に至ることも
あります。特に入浴中の事故が多いため、浴室や脱衣所を事前に温めておくこと
が重要です。また、何か気になることがあれば下表の窓口へご相談ください。

地域の見守り活動・まちの清掃は誰がやってくれているかご存じですか？
詳しくはQRコードから！知ることからはじめよう！ 自治会の活動

高齢者の
総合相談
窓口

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

* minami-kikangata@sakai-syakyo.net

南保健センター ☎293-1222　
FAX296-2822

令和4年４月１日から、区役所指定金融機関窓口での水道料金等納付書による納
付ができなくなっています。水道料金及び下水道使用料のお支払いは、お近くの
コンビニや金融機関、スマホアプリ「すいりん」を利用したクレジット
決済、一部のモバイル決済、口座振替などをご利用ください。
問 上下水道局事業サポート課（☎250-9134　FAX250-9146）

区役所窓口での水道料金等納付書などの取り扱い中止について

日時 場所 内容
1月27日(金)

14～16時
南区役所

201・202会議室 ・ スマホを触って基本操作に慣れる
・ スマホならではの機能を体験 

マップ、カメラ、写真、LINE、 
音声アシスタント等

2月8日(水)
14～16時

光明池サンピア
イベントホール

2月17日(金)
14～16時  

南図書館　
３階ホール

※無料駐車券の発券は行いません。公共交通機関をご利用ください。

▼第3期「ひらめき脳トレプラス教室」
認知症予防が中心の複合型介護予防教室です。
日時  1月6日～3月24日の毎週金曜日（一部曜日変更の回あり）9時30分から
場所 南保健センター　対象 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　抽選 15人（初めて
参加する方優先）
申込 12月2～8日に電話かFAXで住所、氏名、電話番号を南保健センターへ

▼減らしおキッチン～南区の減塩メニュー提供協力店を紹介～
減塩メニューを食べて、食生活改善のヒントにしてみませんか。下表の店舗で塩
分控えめの料理を販売中。

店舗 住所
ハートフルサンク 南区桃山台3丁1-3
槇塚台レストラン 南区槇塚台3丁1-2

お店の詳しい情報はこちら→ 減塩応援こんぶちゃん南区　減らしおキッチン

堺市南区政策会議連携事業

実施医療機関一覧

堺市南区政策会議連携事業


