
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

保健センター

知っておきたいポイントをわかりやすくまとめたリーフ
レットを作成しました。
4カ月児健診などで配布しますが、区ホームページ
（QRコード）でも閲覧できます。
乳幼児の事故予防にお役立てください。

大切な子どもの
いのちを事故から守るために

子育て支援課

中保健センター・子育て支援課（☎・℻下記参照）

暑い夏を元気に過ごそう！

夏の野菜は色鮮やかで、ビタミン・水分・カリウムを豊富に含み、夏に不
足しがちな栄養素を補ってくれます。体にこもった熱をとる効果も期待
できます。たっぷり夏野菜を食べて、暑さを乗り切りましょう。

屋外ではマスクをはずしましょう
散歩やランニングの時にはマスクをはずしましょう。屋外
ではマスク着用により、熱中症のリスクが高まります。
屋内でも人との距離（2m以上）が確保でき、ほとんど会話
をしない場合、マスクの着用は必要ありません。

エアコン使用中もこまめに換気をしましょう
一般的な家庭用エアコンは、室内の空気を循
環させるだけで換気は行っていません。窓やド
アなど2カ所を開けるなど換気が必要です。

時間を決めて水分補給をしましょう
のどが渇いていなくてもこまめに水分補給が必要です。
1時間ごとにコップ1杯の水分をとりましょう。

日頃から体調管理をしましょう
無理のない範囲で適度に運動（毎日30分程度）し、体温測定と健康
チェックをしましょう。
体調が悪い時は無理をせず静養しましょう。

栄養バランスの良い食生活にしましょう
主食、主菜、副菜がそろった栄養バランスの良い食事を心がけ、夏
の暑さに負けない元気な体を作りま
しょう。「なかっチの食育レシピ」
(QRコード)でメニューや食育チェッ
クを紹介しています。

ごはん・パン・めんなどの穀物からできる食品
エネルギー源になり、１食に１品が目安 

★旬の野菜「夏野菜」

夏野菜・・・ なす・オクラ・かぼちゃ・トマト・きゅうり・
 にがうり・さやいんげん・ピーマン・えだまめ・
 ししとう・みょうが・モロヘイヤなど

コロナ感染防止
熱中症予防コロナに

負けるな！

中保健センター（☎・℻下記参照）

肉・魚・卵・大豆製品などのおかず
体や血液などをつくり、１食に１品が目安 
野菜・きのこ・海藻・いもなどのおかず
体の調子を整え、１食に１～２品が目安

調理例

主食とは

主菜とは

副菜とは

8
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人口

世帯

面積

119,686人（22減）

50,756世帯（59増）

17.88㎢
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編集・発行／中区役所企画総務課
※掲載情報は7月27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

8/10・24　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
8/26　14：00～16：00

8/19　10：00～12：00　予約は8/15　9：00から先着4人

8/10　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）

9/2　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。

▼おはなし会・えほんのじかんなど

※1 駐車場の混雑が見込まれるため、車での来館はご遠慮ください。 
※2 月ごとにテーマに沿った本を展示・紹介します。    

おはなし会

先着
18人

先着
18人

乳幼児と
保護者

えほんの
じかん

赤ちゃん
えほんの
じかん

いっしょに
あそぼう
わらべうた

ブック
フェア※2

タイトル 対象 定員
中図書館

8月6・20日、9月3日(土)
15:00～15:30

8月13日(土)
11:00～11:30

8月25日(木)
10:00～10:30※1

千利休　生誕500年

東百舌鳥分館

日　時

ー

ー

　8月13・27日(土)
15:00～15:30

8月6・20日、9月3日(土)
15:00～15:30

8月18日(木)
10:30～11:00

8月3日(水)
10:30～11:00

「発見・堺市の自然」
知ることから始めよう

生物多様性

よるのせかいへいざ、ぼうけんへ

テーマ

子ども
向け

一般

児童

■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

8月1・8・15・22・29日、9月5・6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 

8月18日、9月1日(木)

8月6・27日(土)

8月6・27日(土)

8月16・30日(火)

8月17･31日(水)

8月4・25日(木)

8月4・25日(木)

8月5・26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

▼移動図書館予定表
　中央図書館総務課（☎244-3811　℻244-3321）

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

▶ダブルケアをご存知ですか？
　～子育てと介護の両方でお悩みの方へ～
ダブルケアとは…
同時期に子育て（18歳未満の子ど
もや孫）と介護の両方を行っている
状態です。一人で悩みを抱え込む方
が多く、介護離職や介護者の方の
心が疲弊してしまうケースも多くあ
ります。近年は、晩婚化の影響もあ
り、ダブルケアになる恐れが高い
状況にあります。
（例）
・子育てしながら、親の介護もして
いる方
・孫の世話をしながら、配偶者の介
護もしている方 など

どこに相談したらいいの？
ダブルケア相談窓口は各区役所内
の基幹型包括支援センターです。
子育てや介護などの知識がある専
門職員（保健師、看護師、主任ケア
マネジャー、社会福祉士）が、子育
てと介護のお悩みに関する相談に
対し、情報提供や助言・関係機関
との連絡調整など、総合的に支援
します。
一人で悩まず、お
気軽にご相談く
ださい。

段ボール箱を使って生ごみの減
量・堆肥化ができる、環境に優しい
ごみの処理方法「生きごみさん」の
作り方・育て方を学びます。できた
堆肥は、ガーデニングや家庭菜園
などに利用できます。
講習会参加者には「生きごみさん」
に必要な資材をプレゼントします。
　　9月5日(月)13時30分～15時
　　中区役所
　　市内在住の方

　　はがきかFAX、電子メールで住
所、氏名、電話番号、講習日を8月26
日(必着)までに資源循環推進課
(〒590-0078　堺区南瓦町3-1　
☎228-7479　℻228-7063　メー
ルアドレスshijyun@city.sakai.lg.
jp)ヘ。先着15人。

段ボール箱の中で生ごみを堆肥に！
～生きごみさん講習会～

場所
日時

対象

申込

2～7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。
　　8月1～31日(郵送は必着、窓
口は土・日曜日、祝日を除く)

　　中区役所自治推進課
申請方法や新規登録など詳しくは、
同課(☎270-8154  ℻270-8101)
へ。

有価物集団回収報償金～申請は8月中に～

場所

期間

地域の招福除災と子どもたちの健
やかな成長を願い、地域の歴史や
文化にふれる機会を提供するため、
風鈴まつりを開催しています。
園児や児童、地域の方などが、夢や
願いなど、それぞれの想いを短冊に
書いた風鈴を飾っています。子ども
たちが絵付けした風鈴もあります。
約1300個の風鈴が奏でる美しい音
色を聴いて、癒しを感じてみません
か。
　　8月31日まで
　　蜂田神社（中区八田寺町524）

　風鈴まつり実行委員会(☎・℻
271-1355)か中区役所企画総務課
(☎270-8181　℻270-8101)

風鈴まつり～蜂田神社（鈴の宮）～

ダブルケア支援体制に
ついてはこちら

場所
期間

2令和4年（2022年）8月1日



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

8月17日 ①10：00～10：40
②11：10～11：50

8月16日 9:30～11:00

8月5日 13:30～15:30

13:30～15:00

8月8日 9:30～11:00

8月15日

8月9・23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カ月児健診時に絵本をお渡ししています

8月22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

8月8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〉

8月30日中区在住で21歳までに第1子を出産した方と
その子どもが対象　先着7組

▶baby∞star
デザインキャンドルを作ろう！〈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〉

15:00～16:00

14:00～16:00

8月26日 14:00～15:00

▲
出張ハローワーク!　ひとり親全力サポートキャンペーン

ハローワーク職員が求職活動や転職、収入アップに向けた就職相談に
応じます。
　　8月30～31日10～16時　　　中区役所3階301会議室
　　児童扶養手当受給者

子育て支援課（中区役所3階）　☎278-0178　℻270-8196子育て情報
いずれも感染症の拡大状況により中止か変更となることがあります。▲

なかよしほっとルーム
　　中区役所
　　中区ホームページか電話かFAXで子育て支援課へ。
【同世代ママの会】
子育てや地域の情報交換、同世代ならではの悩み、将来
のことなどを気軽に話しましょう。ダブルケアの話もあります。
　　8月22日（月）10～11時30分
　　未就学児を持つおおむね40歳以上の保護者とその子ども、妊婦
　　8月4日10時～18日。先着8組。

▲

ひとり親家庭家計相談（個別相談）
子どもの進学に必要なお金や生活費のことなど今と将来の
不安を取り除き、安心できる家計の作り方をファイナンシャ
ルプランナーに相談しませんか。
　　8月29日、9月29日、12月22日13時～、14時30分～
　　中区役所　　　市内在住のひとり親家庭の方
　　開催日の前日までに、中区子育て支援課（☎270‐0550）か堺市
母子家庭等就業・自立支援センター（☎224‐7766）へ。日時

場所
申込

対象
申込
【入園に向けて知りたいこと】
子どもの入園に向けて、申請方法が分からない、園選びをどうしよう
か、園ではどう過ごすのかなど気になることを聴きませんか？
　　9月2日（金）10～11時
　　子どもの入園を検討中の保護者（子ども同伴可）
　　8月19日10時～31日。先着3組。

日時
対象
申込

【あそびの時間】
体を動かして遊びます。親子のふれあい遊びもします。
　　9月5日（月）10～11時　　　未就学児とその保護者
　　8月18日10時～9月1日。先着8組。
日時
申込

なかよし
ほっとルーム

詳しくは
こちら

日時
場所
申込

対象

▲

おいしい料理勉強会
電子レンジなどで簡単に調理できる、栄養バランス良い料理の実演を行
います。免疫を低下させないための食事や低栄養予防についての講話も
行います。調理実習や試食はありません。
　　9月7日(水)10～11時30分　　　中保健センター
　　おおむね65歳以上の方
　　電話かFAXで住所、氏名、生年月日を
8月2～26日に同センターへ。先着12人。

日時 場所
対象
申込

▲

カミカミパクパク離乳食講習会
生まれて9カ月頃からは1日2回の離乳食に十分慣れ、1日3回の離乳食へ
ステップアップし、生活や食事のリズムを大切に進めていく時期です。離
乳食の進め方や作り方を説明します。
　　8月26日（金）11時10分～11時50分　　　中保健センター
　　おおむね9～11カ月児の保護者
　　8月2日から電話かFAX、電子申請（QRコード）で
住所、氏名、電話番号を同センターへ。先着8組。

日時 場所
対象
申込

▲

胃がん・大腸がん検診
胃がんと大腸がんの検診です。大腸がんのみの受診はできません。
　　 9月27日(火)9～11時　　　 中保健センター
　　 50歳以上で偶数年齢の方
　　 8月26日までに電話かFAXで住所、氏名、電話番号を同センターへ。

日時 場所
対象
申込

▲

肺がん・結核検診（要予約）
【肺がん・結核検診】
胸部エックス線直接撮影を表の日程で行います。いずれも13時30分～15
時30分（受付時間は、個別に案内します）。車での来場はご遠慮ください。
　　 満40歳以上の方
　　 電話で住所、氏名、生年月日、電話番号、希望の検診日を中保健
センターへ。先着40人。
【たん検査】
50歳以上で喫煙指数（タバコ1日本数×年数）が600以上の希望者で、
3日間たんがとれる方はたんの検査も胸部エックス線直接撮影と同時
に受けられますので、予約時に申し出てください。

対象
申込

▲

子育て講座「自分のからだを大切に」
体や性について、乳幼児期から子どもと一緒にできることや、性について
の伝え方を学びます。体について知ることで、自分自身の体を大切にで
きるようになります。講師は橋本麻美さん。
　　8月30日（火）10～11時、11時30分～12時30分
　　中区役所　　　未就学児とその保護者、妊婦
　　8月23日10時～。各先着3組。

日時

日時 場所

場所
申込

対象

対象

調理例

対象

検 診 日 実施場所 申込締切日
10月  5日（水）
10月12日（水）
10月14日（金）
10月27日（木）
  1月27日（金）

久世小学校
東陶器地域会館
西陶器小学校
深井西小学校
中保健センター

  9月  9日（金）
  9月16日（金）
  9月16日（金）
  9月30日（金）
12月23日（金）

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）8月1日


