
中区役所

■中区障害者基幹相談支援センター
【障害のある方への相談や支援、情報提供など】

■中基幹型包括支援センター
【高齢の方の福祉や介護など】

■堺市社会福祉協議会中区事務所
【地域福祉・ボランティア活動など】

■中保健センター
【母と子の健康、健診・検診・健康教室・検査など】

子育て相談

■子育て支援課
【児童・母子・父子・女性に関すること】

介護保険
高齢者福祉、障害者福祉

■地域福祉課

■生活援護課【生活保護など】

■保険年金課
【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
【証明書の発行、住所・戸籍など】

地域美化

■自治推進課
【自治会、防犯・防災、地域活動など】

市民相談  ☎270―8193 / 教育相談  ☎270―8147

■企画総務課 ☎270―8181  ℻270―8101
☎270―8195  ℻270―8103

☎228―7429  ℻229―4454

☎231―9741  ℻251―5631

☎298―6572  ℻291―4390

☎231―9752  ℻251―5632
☎231―9762  ℻251―5633
☎231―9772  ℻251―5634

☎276―0800  ℻276―0802

☎234―6500  ℻234―6501

☎234―2006  ℻234―2013

☎0570―02―1132または☎251―1132  ℻252―4132

☎270―8197  ℻270―8103
☎270―0550  ℻270―8196

☎278―0178  ℻270―8196
☎270―8100  ℻270―8104

☎270―4066  ℻270―4088

☎270―8268  ℻270―8288

☎278―8166  ℻278―4400

☎270―8154  ℻270―8101

☎270―8175  ℻270―8101

☎270―8183  ℻281―0653

☎270―8189  ℻270―8171

■深井駅周辺地域活性化推進室
【深井駅周辺地域活性化に関すること】

☎270―8191  ℻270―8103

【広報・広聴、法律相談、就学援助、選挙など】

納税課（市税の納付に関すること）
固定資産税課（固定資産税に関すること）
市民税課
法人諸税課（軽自動車税に関すること）

■市税事務所(三国ヶ丘庁舎内）

中第3地域包括支援センター

中第2地域包括支援センター

中第1地域包括支援センター

（東百舌鳥・宮園・東深井・土師の小学校区）

（八田荘・八田荘西・深井・深井西の小学校区）

■南部地域整備事務所【道路の維持・補修など】

■上下水道局お客さまセンター【上下水道一般】

■環境業務課 指導係【生活ごみ・資源ごみの収集など】

粗大ごみ受付センター【家庭で出る粗大ごみの収集申し込み】■

■地域包括支援センター(高齢者相談窓口）

中区役所外

〒599 ―8236　中区深井沢町2470―7
(泉北高速鉄道｢深井駅｣南東300ｍ）

（個人市•府民税に関すること）

0120―00―8400（携帯電話などからは06―6485―5048）

（久世・東陶器・西陶器・福田・深阪の小学校区）

☎270―8190  ℻270―8101

中区長ツイッター中区ホームページ 地域SNSピアッザ

区別防災マップは
市ホームページから
ご覧いただけます。 新しく

なりました

ご意見を募集
深井駅周辺地域活性化事業
基本構想（案）

基本構想案は、中区ホームページでご覧になれます。　　　　
また、以下の場所にも配架しています。

◆区役所市政情報コーナー　◆原池公園体育館
◆市役所市政情報センター　◆ソフィア・堺　◆図書館
◆深井駅周辺地域活性化推進室　◆八田荘公民館・東百舌鳥公民館 　

〈配架場所〉

災災害害へへのの
ほほんんままにに
ででききててるる？？

ええ、、備備
カ
モ
太

地震がきたら？大雨が降ったら？
自宅や職場は安全？
自分でできる防災は、まず知ることから！
もしもの時のために今から備えましょう。
防災課（☎228-7605　℻222-7339）

地震が

くるカモ？

水賀池公園の機能強化と、地域資源を活かした
取組の連携により、深井駅周辺地域の賑わいを
創出し、中区全体への波及効果を図る

事 業 の 目 標

深
井
駅

世界遺産
（百舌鳥
古墳群）

国指定
史跡
（土塔）

水賀池
公園

原池公園
（野球場）

注染

原池公園
（スケート
ボード
パーク）

水賀池公園

深井駅周辺地域活性化事業の基本構想（案）について、みなさんから
のご意見を募集します。ご意見は、直接持参か郵便、FAX、電子メール
で6月24日までに深井駅周辺地域活性化推進室（メールアドレスは
fukakatsu@city.sakai.lg.jp.所在地、FAX番号は下の表を参照）へ。

●深井駅周辺に
　〇〇があれば
　いいな。

●水賀池公園で
　○○がしたいな。
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人口

世帯

面積

119,742人（33減）

50,621世帯（106増）

17.88㎢

令和4年（2022年）
第248号

編集・発行／中区役所企画総務課
※掲載情報は5月26日時点です。



＝電話相談可 ＝他区でも相談可
中区の相談 無料　12：00～12：45と祝休日は休み

市民相談･人権相談
（日常生活での問題や人権の問題など）

交通事故相談

月～金　9：00～17：00
中区役所企画総務課　

月～金　9：00～17：00
中区役所企画総務課　専用☎270-8147　℻270-8101　

月・火・木・金　10：00～17：00

専用☎270-8193　℻270-8101

☎228-7403　℻228-7844堺区役所企画総務課

女性相談 ※2
（離婚、配偶者からの暴力、生活など）

労働相談
（解雇・賃金に関するトラブルなど）

就労相談
（求人情報の提供、就職活動のサポートなど）

生活・仕事相談
（くらしや仕事での困りごとなど）

ひとり親相談 ※1

児童相談
（子どものしつけ、虐待、非行、家族関係など）

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）

子育て相談 ※3
（子どもとの関わり、健康・成長・発達など）

南区
月・水
直前の金

北区
木・月
直前の水

美原区
木

直前の月

東区
水・金
直前の火

西区
金・火
直前の木

区
相談日

予約開始日※
問合先

堺区
月・水・金
相談日の前日

中区
火・木
直前の月

すてっぷ･堺　
社協中区事務所（中区役所内）

ジョブシップさかい

雇用推進課

☎

☎

☎

☎

☎

☎

☎

☎

☎

他区も含めた
日程はこちら

6/8・22　12：45～15：45 中区役所企画総務課
☎228-7404　℻228-8816

☎225‐5659　℻222‐0202

水　10：00～12：00

木　9：30～17：00

中区役所企画総務課
　　0120-010908　℻244-3771

月～金　9：00～17：30
中区役所子育て支援課　☎270-0550　℻270-8196
※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。
※3 子育て相談　☎278-0178

問

問

☎363-9311☎258-6706☎290-1800☎275-1901☎287-8100☎270-8181☎228-7403

人権擁護委員による人権相談

行政書士による相談

登記・測量相談

☎228-7159　℻228-8070

☎270-8181　℻270-8101

☎228-7403　℻228-7844

人権企画調整課
6/24　14：00～16：00

6/17　10：00～12：00　予約は6/13　9：00から先着4人

6/8　13：00～16：00　先着 6人
堺区役所企画総務課

中区役所企画総務課

☎
中区役所企画総務課

問

行政相談
（国の行政全般についての苦情、要望など）

7/1　14：00～16：00
☎228-7475　℻228-7444

☎ 中区役所企画総務課　
市政情報課問

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〉

場所
時間
予約

※中止・延期など変更の場合があります。

■開館時間(中図書館）
■開館時間(東百舌鳥分館）
■休館日(中図書館･東百舌鳥分館）

火～金曜日:10～20時､土･日曜日､祝休日:10～18時
火～日曜日､祝休日:10～17時

6月6・7・13・20・27日、7月4日

中百舌鳥公園団地内　中央広場 
辻之・かやのき公園前 
深阪・八石公園 
八田荘老人ホーム前 
福田地域会館内 
ガーデンハウス鈴の宮第一住宅 
東陶器公園 
サンヴァリエ津久野集会所前 

6月2･16・30日(木)
6月11・25日(土)
6月11・25日(土)
6月14・28日(火)
6月1･15・29日(水)
6月9・23日(木)
6月9・23日(木)
6月10・24日(金)

10:00～11:30
13:30～14:10
14:30～15:30
10:20～11:00
14:40～15:40
13:30～14:30
15:00～15:50
10:00～11:00

中図書館(中区深井清水町1426ソフィア･堺内  ☎270-8140  ℻270-8149）
東百舌鳥分館(中区土塔町2363-23　☎234-9600  ℻235-8010）

中区の図書館だより

▼図書館サポーター養成講座
　　 6月23日(木)13～15時　　　15歳以上（中学生を除く）
　　 6月9日から。直接か電話で中図書館へ。先着8人。

▼おはなし会・えほんのじかんなど
最新のイベント情報は、堺市立図書館ホームぺージ(QRコード)
でご確認ください。

▼移動図書館予定表
お問い合わせは、中央図書館総務課（☎244-3811　℻244-3321）へ。

日時 対象
申込

地域包括
支援センターだより

中基幹型包括支援センター
(中区役所1階)
☎270-8268　℻270-8288

▶中区認知症本人ミーティング
認知症の本人が集い、自らの体験や
希望、必要としていることを語り合い、
自分たちのより良い暮らしや地域のあ
り方について話し合います。
飲食代は自己負担。リラックスしなが
らみんなで話しませんか。
　　6月24日(金)14～16時
　　中区役所(集合)→水賀池散策
→サンパレスで座談会
　　中区在住で認知症の方・ご家
族、物忘れが気になる方、認知症サ
ポーターなど
　　電話かFAXで住所、氏名、電話
番号を6月21日までに同センターへ。
先着20人。

▶認知症サポーター養成講座
認知症に関する正しい知識を持ち、
認知症の方やその家族に対し、で
きる範囲で手助けをする「認知症サ
ポーター」を養成します。
　　7月19日(火)19～20時30分
　　中区役所かZoomによるオン
ライン受講
　　 中区在住・在勤の方
　　 電話かFAX、電子メールで住
所、氏名、電話番号を6月2日～7月8
日に同センター（naka-kikangata@
sakai-syakyo.net）へ。先着25人。同
講座を受講した方にはカードを授与
します。

日時

日時
場所

場所

対象

申込

申込
対象

中区役所企画総務課(☎270-8181　℻270-8101)

30年前に中支所竣工記念として埋められたタイムカプセルを掘り出し、開封しました。中には、当時の区域内の小学校から募集した作文や絵
画などが収められていました。
このタイムカプセルの発掘・開封作業や収納品の展示会を６月6～17日、中区役所１階エントランスホールで開催します。

30年 前 の タ イ ム カ プ セ ル を

掘 り 出 し ま し た ! ～展示会を開催します～ 

タイムカプセル収納品
の返却について

収納品の返却を希望される方は、必
要書類を中区役所企画総務課へ提
出してください。詳しくは、
中区ホームページをご覧
ください。

当時の写真

掘り出したタイムカプセル
収納されていた作品の例

2令和4年（2022年）6月1日



いずれも無料。申し込みは、電話かFAXで住所、氏名、電話番号を同
課へ。中区ホームページ(各QRコード)から電子申請システムでも予約
可。感染症の拡大状況により中止か変更（なかよしほっとルームはオ
ンライン開催）となることがあります。

なかよし
ほっとルーム

なかっチの
食育レシピ

子育て講座

▲

なかよしほっとルーム
「入園に向けて知りたいこと」
子どもの入園に向けて、園の選び
方、入園申請の方法などについて
聴いてみませんか？園生活の話も
あります。
6月29日(水)10～11時、中区役所
で。子どもの入園を検討している保
護者が対象。子ども同伴可。
　　6月15日10時～24日。先着3組。▲

なかよしほっとルーム
「実家が遠いママの会」
仕事の都合や結婚を機に堺に住む
ことになった方など、実家が遠い保
護者同士で、地元の話、堺のおすす
めの場所や子育てのことなどを話
しませんか。
7月4日(月)10～11時、中区役所で。
実家が遠い保護者とそ
の子どもが対象。
　　6月15日10時～28
日。先着8組。

▲

子育て講座
「ばあばの応援メッセージ」
子育ては楽しい反面、時にはイライ
ラすることもあります。
講師の子育て奮闘記に笑い、涙し、
ホッとしながら「自分らしい子育て」
を探りませんか。
講師は元公立小学校校長・冨田久
子さん。
6月28日(火)10～11時、11時30分
～12時30分、中区役所で。未就学
児とその保護者、妊婦が
対象。
　　6月21日から。先着
各3組。

中保健センター(中区役所3・4階）　☎270-8100　℻270-8104中保健センターつうしん中保健センターつうしん

▲

6月は「食育月間」 
食育をわかりやすく身近に感じ
ていただけるよう、市では「さか
い食育目標」を掲げています。
中区ホームページ（QRコード）
では、「なかっチの食育レシピ」
を紹介しています。
食育月間の機会に「食」について
見直してみましょう。

▲

6月4日～10日は「歯と口の健康週間です」
～むし歯予防！おやつは時間を決めて食べましょう～ 
楽しく充実した食生活を送るためには、生涯を
通じて健康な歯と口を保つことが大切です。
お菓子やジュースを長時間にわたり飲食する
と、むし歯になるリスクが高まります。
食べる時間を決めること、回数は1日2回まで
とすること、飲食後や就寝前にはしっかり歯磨
きをすることによって、生涯を通じて健康な歯
と口を保ちましょう。

6月22日 ①10:00～10:40
②11:10～11:50

6月21日 9:30～11:00

6月3日 13:30～15:30

6月20日 9:30～11:00

6月9・27日
6月20日

6月14・28日 13:30～15 :30

事業名（予約制のものは、電話で中保健センターへ） 日　程 時　間

５・６カ月児の保護者が対象
４カ月児健診時も予約可

管理栄養士・保健師などによる食事や健康に関する
相談。体組成計の測定も可能。

◆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）、ＢＣＧ予防接種…個別通知
新型コロナウイルス感染防止対策を徹底したうえで実施しています。
乳幼児健診や予防接種は遅らせず、予定どおり受けましょう。

◆ブックスタート事業として
　4カ月児健診またはBCG予防接種時に
　絵本をお渡ししています

6月24日
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

6月20日 9:30～11:00
エイズ相談／HIV検査/ HIV・梅毒・クラミジアのセット検査
Ｂ型・Ｃ型肝炎検査
風しん抗体検査
（診断書発行不可）

▶検査・相談

対象者条件あり｝

▶離乳食講習会〈予約制〉

▶食生活相談／生活習慣病予防相談〈予約制〉

▶精神保健福祉相談〈予約制〉

電子申請
はこちら

上記以外の
検診・相談はこちら

歯科検診と相談
妊婦・親子も受診可

▶成人の歯科相談〈予約制〉
電子申請
はこちら

１歳６カ月～３歳11カ月児は
フッ素塗布あり（１回限り）      

▶子どもの歯相談室〈予約制〉

14:00～16:00
15:00～16:00

14:00～15:00

子育て支援課（中区役所3階）
☎278-0178　℻270-8196子育て情報

申込

申込

申込

▲

実行委員を募集
来年1月9日(祝日)に開催する二十
歳の集い(旧成人式)の企画・運営
を行う、実行委員会の委員を募集
します。
一生に一度しかない二十歳の集い
を、自分たちの力で作り上げてみま
せんか。中区在住・在勤・在学で、新
二十歳か同世代(おおむね18～25
歳)の方が対象。友人・知人を誘って
グループでの参加も可。また、実行
委員経験者も大歓迎です。

▲

メッセージ発表者と市民憲
章朗読者を同時募集
来年の二十歳の集いでのメッセー
ジ発表者と市民憲章朗読者を募集
します。二十歳を迎えての最初の
想いを発表してみませんか。
中区在住の平成14年(2002年)4
月2日～15年(2003年)4月1日に
生まれた方が対象。

二十歳の集い（旧成人式）実行委員などを募集

昨年の成人式

　　直接か電話、FAX、郵送、電子メールで住所、氏名、日中の連絡先
(電子メールアドレス可)、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、7月29日 (消印有効)までに中区役所自治推進課
(〒599-8236　中区深井沢町2470-7　☎270-8154　℻270-8101
電子メール nakajisui@city.sakai.lg.jp)へ。

申込

一緒に
盛り上げよう!

●朝食レシピ
●簡単レシピ
●ヘルシーレシピ
を紹介中♪

さかい食育目標さかい食育目標

さ 三食きちんと食べる三食きちんと食べる

か 感謝して
食を大切にする

い 一緒に食べる

イベントの中止・延期
や市施設の休館情報

期限延長や来庁不要の
手続きをご利用ください

基本的な感染予防を続けましょう

3 令和4年（2022年）6月1日


