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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］

●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

第1
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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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日ごろから隣近所とのつながりを深め、もしものときに助けあえるまちを一緒につくりませんか。自治会・町内会加入については、お住まいの地域の自治会・町内会役員へお申し込みください。

自治会・町内会に加入しましょう!
～「人と人との助け合い」地域のつながりづくり～

問 南区役所自治推進課（☎290-1803　℻290-1814）

子どもの見守りや青色防犯パト

ロール車での巡回、防犯灯や防犯

カメラの設置など、地域の安全･

安心を守る活動を行っています。

地域の安全を守る

地域の一斉清掃などの環境美

化活動や、花の植栽を行うなど、

地域が色彩豊かで快適に過ごせ

るよう活動しています。

地域をきれいに
地域の声かけや防災訓練の実施

など、地域のつながりを強め、防

災に関する知識の普及･啓発を行

い、災害に備えています。

災害に備える

お知らせや町内の連絡などを、

掲示板や回覧板などで伝え、地

域に広く情報の提供･発信をして

います。

情報を共有
お祭りやサークル活動など幅広い

世代が集う場を設け、地域の交流

を深めています。

地域交流

クイズ 自治会をもっと知ろう！d e

答えは2 面に掲載しています！

自治会に
ついて
詳しくは
こちら→

「地域の安全を守るための巡回活動は、
□色防犯パトロール活動です！」

Q1

□に入る色は？

自治会に加入するにはどうすればよいでしょうか？
①近くの自治会役員や会員に声をかける　
②堺市電子申請システム（自治会加入お申込フォーム）を使う
③南区役所自治推進課へ問い合わせる

Q2

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イラストを短くたたく。

※機種などによって
　イラストが異なります。

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。
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ク ズ e 治 を っ 知 うイ d 自 会 も と ろ ！

Q1 青
地域の方々により、子どもの登下校時の見回りや防犯の啓発などの活動が 
行われています。

Q2 すべて正解です
気軽に南区役所自治推進課へお問い合わせください。

▼絵本のパックを貸出します！ふるさと納税「親子で読書」
市内の保育・育児に関わる団体に、ふるさと納税による寄付金で購入した年齢別
絵本パックを貸出します。詳しくは図書館ホームページ（上記表中のQRコード）
か図書館窓口のチラシをご覧ください。
申込 2月4～18日にFAXか電子メール、中央図書館窓口へ　 ¥  無料

▼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『ことり』（小川洋子／著）です。初めて参加される方は事前に同館へ。
日時  2月17日（金）10～12時　場所 南図書館3階集会室　

▼集会室をご利用ください 無料
南図書館には社会教育活動などの目的で利用できる集会室を2部屋設置してい
ます。利用するには事前に団体登録が必要です。申込み方法など詳しくは同館へ。

南図書館 栂分館 美木多分館

ブック
フェア

一般
おもしろBOOKS探偵帖
～高校生向けに様々な

ジャンルの本をご紹介～
ミステリーを楽しむ 先生教えて！　

講義形式の本

児童 ほら、この本
おもしろかったよ 昔話の世界 もっと知りたい

お金のこと

おはなし会 先着 9組
直接会場へ

2月18・25日
15～15時30分

2月11日（祝日）
11～11時30分

2月18日（土）
15時30分～16時

ぴよぴよ
おはなし

かい

先着 9組
要申込

2月15日・3月15日
10時30分～11時

2月9日・３月9日
10時30分～11時

2月2日・3月2日
10時30分～11時

申込
開始日

2月15日分は受付中、
3月15日分は３月3日

10時から直接か電話で

2月９日分は受付中、
3月９日分は３月2日10
時から直接か電話で

2月2日分は受付中、
3月2日分は2月21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

2月4・11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）

2/21　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

2/14　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

3/16　10：00～12：00　予約は3/10　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）

2/10・24　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

作品展示会
絵画・陶芸など10部門16サークルの作品を展示。　日時  2月17～19日10時30
分～16時30分（19日は15時まで）　場所 同館集会室　直接会場へ。
名画鑑賞会「シャレード」
日時  2月17日（金）13時30分開演（13時開場）　場所 同館ホール　 ¥  前売500
円（当日600円）チケット販売中。全席指定席。未就学児の入場はご遠慮ください。
客席参加型コンサート「栂文うたごえ広場」
日時  2月18日（土）13時開演（12時30分開場）　場所 同館ホール　 ¥  前売・当
日共1,000円　チケット販売中。全席指定席。未就学児の入場はご遠慮ください。
舞台発表会
コーラス・詩吟・ハーモニカ・舞踊・フラダンス・太極柔力球・気功
日時  2月19日（日）11時開演（10時30分開場）　場所 同館ホール　 ¥  無料
催しの内容やチケットの販売場所など、詳しくは同館へ

栂文化会館
フェスティバルin栂

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

栂文化会館

みなみ花咲くまちづくり推進協議会では、推進員が中心となり、平成12年度より
各校区に設置したコミュニティガーデンに四季折々の花を植栽するなど、現在、
約200人のボランティアで活動しています。
今後も、より多くの方にこの活動を知ってもらい、活動
の輪を広げていきたいと考えています。花が好きな方
やボランティア活動に興味がある方は 問 へ。
問 同協議会事務局（南区役所自治推進課内　
☎290-1803　FAX290-1814）

日時  2月27日（月）19時から　場所 パンジョホール（泉ケ丘駅前）
内容 令和3・4年度堺市南区政策会議の総括などについて
傍聴 先着5人　傍聴を希望する方は開始30～10分前に直接会場へ
新型コロナウィルス感染拡大状況により、中止・変更になる場合があ
ります。
問 南区役所区政企画室（☎290-1805　FAX290-1814）

団地の一室に本格的な工具を取りそろえています。専門スタッフによる技術サ
ポートも受けられ、初心者の方も大歓迎！子ども向けの工作コーナーもあります。
場所 府住宅供給公社茶山台団地(南区茶山台2丁1-16棟101・102号室)　
¥  無料。利用可能日など詳しくはホームページ（QRコード）参照
問 DIYのいえ・カザールホーム（ 0120-45-8540　
*chayamadai.diy@gmail.com）

次世代を担う小・中学生を対象に、犯罪や非行のない明るい社会を築こうとする
「社会を明るくする運動」への理解を深めてもらうため、作文コンテストを行い
ました。審査の結果、南区から次の3人が受賞しました。

中村　理乃さん（赤坂台小学校6年） 
「だれもが住みやすい社会へ」　 小学校長会会長賞 

齋藤　美和さん（赤坂台中学校3年） 
「私たちが日々の取り組みからできること」　 中学校長会会長賞 

田中　さゆかさん（宮山台中学校2年） 
「「日本の治安の未来」－今、私たちにできること－」　 更生保護女性会会長賞 

1月17日にホテル・アゴーラリージェンシー大阪堺で表彰式を行いました。
受賞者の作品は市ホームページ（QRコード）でご覧になれます。
問 「社会を明るくする運動」
堺 市 推 進 委員会（ 堺 市 社 会
福 祉 協 議 会 総 務 課 内 　 ☎
232-5420　FAX221-7409）
か 地 域 共 生 推 進
課（☎228-0375　
FAX228-7853）

1面クイズの答え

笑顔であいさつ　花いっぱいのまちをめざして

堺市南区政策会議第3回全体会

茶山台団地「DIYのいえ」で賃貸でもできるお部屋のDIY
〜知ることからはじめよう！ 自治会の活動〜

「社会を明るくする運動」作文コンテスト
南区から3人が受賞

南図書館だより
休館  2月6・13・20・27日 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)
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必要以上に長時間温めたり、アルミ包装のまま温めたりするなど、電子レンジの
誤った使用による火災が南区でも発生しています。
火災を防ぐには？
①いも類や中華まんなどは長時間の加熱により燃焼す

る危険性があるため長時間の加熱や自動加熱はせず、
短時間ずつこまめに加熱する

②冷凍食品は商品に記載されている加熱方法を守る
③電子レンジ使用中はその場を離れない
火災になった場合は？
①扉を開けずに電源を遮断（扉を開けてしまうと酸素が供給

され、さらに燃焼が拡大する恐れがあるため）
②扉を閉めたまま庫内の様子を見る
③すぐに水など、消火の準備をする
問 南消防署（☎︎299-0119　FAX298-0119）

＊開室時間、通常の利用予約やイベント・講座の予約については、
「みみちゃんルーム」のホームページ（QRコード）参照
あかちゃんタイム
日時  2月21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 2月20日0時から
子育て講座「キッズパルといっしょに絵本を楽しもう」
日時  2月17日(金)午前・午後の部　先着 各４組　
申込 2月16日０時から

＊状況により内容の変更もしくは開催を中止する場合があります。
　詳しくは南区ホームページや子育て応援アプリでお知らせします。
＊各イベントの詳細や申込は、南区ホームページ(QRコード)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。

2月14日 14：30～16：30
2月24日

14：00～16：00
2月28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。

2月 3 日 13：30～15：30 

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）。

2月 6 日 9：30～11：00

2月22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。　 2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

3月コース 
①3月 1 日 
②3月15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。

2月 8 日
10：30～11：30

無料  要予約   カミカミ・パクパク離乳食講習会� オンライン申込可
8～10カ月児の保護者が対象。3回食への進め方の話。 2月22日

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。

2月15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。 3月10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。

日時  2月16日～3月15日（土・日曜日、祝日を除く）
9～17時15分（16時15分までの入場にご協力ください）
場所 南区役所2階会議室
申告書は自宅で作成して郵送することができます。3密を避けるため、郵送による
申告書の提出にご協力ください。会場へお越しの場合はマスク着用をお願いし
ます。せき・発熱（37.5度以上）などの症状がある方は、入場をご遠慮いただく場
合があります。
申告期間中は混雑しますので、時間に余裕を持ってお越しください。また、公共
交通機関の利用をお願いします。所得税の確定申告をする方は、市・府民税の申
告の必要はありません。詳しくは、広報さかい5ページの関連記事参照。
問 市民税課ナビダイヤル（☎︎0570-001-731）か区広報紙1ページ参照。

▼おいしい料理勉強会
内容 管理栄養士による元気に暮らしていくためのごはんの話と調理実演の教室　
日時  2月28日（火）10～11時45分
場所 南保健センター
対象 65歳以上で食欲や食事量、体重の減りを感じる方
申込 2月2～27日に電話かFAXで住所、氏名、電話番号、
年齢を南保健センターへ　
先着 12人

南区内で昨年8月から今年1月に実施した古紙や衣類などの
集団回収に対する報償金の申請を受け付けます。
受付期間 2月1～28日（土・日曜日、祝日を除く）
なお、申請の前に登録が必要となります。申請方法や登録など詳しくは 問 へ。
問 南区役所自治推進課（☎︎290-1803　FAX290-1814） 日時  2月18・19日10～16時45分　

場所 光明池サンピア(光明池駅前)3階イベントホール
申込 事前予約制　市ホームページ（QRコード）か電話で
対象者や申請に必要な持ち物は市ホームページ参照
問 堺市マイナンバーカード普及促進センター

（☎︎072-600-0181　FAX275-5766）

南区ぱぱてらす　オンライン講座【要予約】～選べるライブ配信＆録画配信～
パパのバージョンアップしませんか？仕事のこと育休のこと、家族との過ごし方、
家族の関係性などについて話します。ライブ配信と録画配信が選べます。講師は
株式会社ファミーリエ代表取締役・徳倉康之さん、NPO法人tadaima!代表・三
木智有さん、大阪総合保育大学児童保育学部講師・阿川勇太さん。
日時  ライブ配信：３月４日(土)17時から　録画配信は後日URLを送ります。
期間内ならいつでも視聴可。　対象 市内在住のパパ（パートナーとの参加歓迎）
申込 2月8日9時～市電子申請システムで。

「ダブルケア」でお悩みではないですか？「ダブルケア」とは「子育て」と「介護」を
同時期に行っている状態のことです。どちらか片方だけでも大変なことですが、
その両方となるとさらに大きな負担がかかります。どちらも担うことは当たり前
のことではありません。基幹型包括支援センターではダブルケアをしている方の
相談窓口を設けています。悩みや日々の大変さなど、お話だけでもかまいません。
お気軽に相談してください。

電子レンジによる火災にご注意を！

集団回収報償金の申請は2月中に

マイナンバーカード出張申請受付

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

〜聴かせてください あなたの声を〜
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。

南区長直行便

アルミホイル以外に
カップ麺や発泡

スチロールなども
電子レンジで加熱

してはいけないよ！

令和5年度  市・府民税の申告は2月16日～3月15日

南消防署職員


