
▼コーディネータールーム
「認定こども園などの入所について」
認定こども園・保育所(園)の利用手
続きの流れを説明します。
日時  9月21日(水)10～11時30分
場所 西区役所地下会議室
対象 西区在住の未就園児とその保
護者や妊婦
申込 9月2～7日10～17時、電子申請
システムで。抽選10組。当選者には9
月9日までに電話でお知らせします。

▼プレママ・パパ＆フレッシュママ・
パパサロン「アロマクラフト作り」
アロマセラピーはママ・パパにも赤
ちゃんにも癒しを与えてくれます。交
流会では、妊娠中や子育て中の楽しみ
や不安、悩みなどについて話します。

日時  9月22日(木)10～11時30分
場所 西区役所地下会議室
対象 35歳以上のプレママ(妊婦)、プ
レパパ、35歳以上のママ、パパ、1歳未
満の子ども
申込 9月5～8日10～17時、電話か
電子申請システムで。第1子を出産
予定か出産した方を優先のうえ抽選
8組。

▼区役所子育てひろば
「ほほえみルーム」インターネット予約

未就学児とその保護者や妊婦が交流
したり、おもちゃで遊んだりできる場
です。
日時  月～金曜日(祝休日を除く)
10～12時、13時30分～15時30分
場所 西区役所1階正面玄関横
申込 電話(☎︎271-1949)
か電子申請システム(西区
HP〈QRコード〉参照)で

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

西区の相談　　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
西区役所企画総務課　☎︎275-1901　℻275-1915

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

西区役所子育て支援課　☎︎343-5020　℻343-5025
※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　☎︎271-1949

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
西区役所企画総務課　☎︎275-1901　℻275-1915

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）

9/21　14：00～16：00　 場所  西区役所企画総務課
問 市政情報課　☎︎228-7475　℻228-7444

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

9/14　14：00～16：00　 場所  西区役所企画総務課
問 人権企画調整課　☎︎228-7159　℻228-8070

子育て相談 ※3 
（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

10/19　10：00～12：00　予約は10/13　9：00から先着4人
西区役所企画総務課　☎︎275-1901　℻275-1915

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）

9/7・21　12：45～15：45　 場所  西区役所企画総務課
申込  雇用推進課　☎︎228-7404　℻228-8816

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　℻228-7844

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）

月　14：00～16：00　 場所  西区役所企画総務課
問 ジョブシップさかい　  0120-010908　℻244-3771

登記・測量相談 要予約 9/14　13：00～16：00　先着６人
堺区役所企画総務課　☎︎228-7403　℻228-7844

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）

水　9：30～17：00　 場所  社会福祉協議会西区事務所（西区役所内）
問 すてっぷ・堺　☎︎225-5659　℻222-0202

イベントは変更・中止となる場合がありますので、
開催状況は各問合せ先でご確認ください。

手洗い・うがいなどの感染対策を徹底のうえお越しください。

子育て支援課 ☎︎343-5020　℻343-5025

地域包括支援センター 西基幹型包括支援センター
☎︎275-0009　℻275-0140

児童扶養手当現況届の提出を

西消防署 ☎︎274-0119　℻271-1122堺市消防局キャラクター
「タッシー」

イベント情報は
　　　　こちら →

西区写真展の作品テーマが決定

西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)
名称 所在地 担当区域(小学校区) 電話・℻番号

西第1 西区浜寺石津町西5丁11-21
(結いの里内)

浜寺・浜寺東・
浜寺石津・浜寺昭和

☎︎268-5056　
℻268-5066

西第2 西区草部531
(ウェルフォンテひのき内)

鳳・鳳南・福泉・
福泉上・福泉東

☎︎271-0048　
℻284-8875

西第3 西区津久野町1丁5-8
アーバンフォーレスト103

津久野・向丘・平岡・
家原寺・上野芝

☎︎260-5022　
℻260-5033

児童扶養手当を受給しているが現況
届を提出していない方は、至急 問 へ
提出してください。提出が遅れると 
来年1月支給分以降の支給が遅れる

場合や受給資格がなくなる場合があ
ります。
問 西区役所子育て支援課(☎︎343-
5020　℻343-5025)

▼非常用持ち出し袋は準備していま
すか？
近年、全国各地で地震や集中豪雨な
どの自然災害が多発しています。災害

に備え、非常用持ち出し袋には、避難
時の安全確保や命を守るために厳選
した物を入れ、運びやすい重さに調整
し、玄関脇などに置いておきましょう。

9月上旬から府知事発行の調査員証
を携帯する調査員が、対象地域の全
世帯を訪問します。その後、調査を依
頼する世帯を無作為に選び、9月下旬
に15歳以上の方を対象に調査票を配
布します。
回答はインターネット(パソコンやス
マホ)でいつでも簡単にできるほか、
紙の調査票を郵送か調査員に提出す

ることも可能です。
記入した調査票は、統計の目的以外
に利用することはありません。
問 西区役所企画総務課(☎︎275-
1 9 0 1 　 ℻ 2 7 5 - 1 9 1 5 )か政 策 企
画部調査統計担当(☎︎228-7450　
℻230-4726)

来年3月2日から開催する第25回西
区写真展ではテーマを決めて作品を
募集します。今回のテーマは「あなた
の好きな西区の風景や街並み」です。
素敵な写真を撮影し、応募してくださ
い。応募条件・方法などは、
西区 HP （QRコード）参照
応募期間 12月1～28日

問 西区写真展実行委員会事務局
(西区役所自治推進課内
☎︎275-1902　℻275-1915)

▼介護予防・健康づくりパネル展
身体的機能や認知機能が低下し、健
康な状態と要介護状態の中間的な段
階である「フレイル」を予防するために
は、「あるく(身体活動)」「しゃべる(社
会参加)」「たべる(食生活・口腔機能)」
がうまく循環することが大切です。
健康に過ごすために大切な栄養や食
事、歯や口の健康、脳トレを紹介しま
す。栄養や食事、歯や口の健康、脳トレ
などの資料の配架もします。

相談がある方は、近くの地域包括支
援センター(下表)か基幹型包括支援
センターへ。
日時  9月1日10時～9月9日15時
場所 西区役所１階玄関ホール

▽袋の中身の例＝非常食、飲料水、懐中電灯、ラジオ、現金(小銭を含む)、
救急手当てセット、ビニール袋、ウェットティッシュ、トイレットペー
パー、赤ちゃん用品、女性用品、マスク、消毒液など

新型コロナウイルスの感染が拡大しています

詳しくは
こちら →
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