
日時  2月16日～3月15日(土・日曜
日、祝日を除く)9～17時15分
場所 西区役所地下会議室
来場には公共交通機関をご利用くだ
さい。
申告書は自宅で作成して郵送するこ
とができます。感染拡大防止のため、

郵送による提出にご協力ください。
所得税の確定申告をする方は、市・府
民税の申告は不要です。
詳しくは、広報さかい5ページ参照。
問 市民税課ナビダイヤル（☎0570-
001-731）か同課（☎FAX区版1ページ）

西区自治連合協議会「にぎわい・文化
のまちづくり」部と区の協働で、まち
歩きツアーを開催します。
解説を聞きながら、西区の西部エリア
(浜寺石津・浜寺・浜寺東・浜寺昭和各
小学校区)の史跡などを巡ります。
日時  4月15日(土)9時30分～12時
(荒天時は4月22日に延期)
集合場所 南海線石津川駅西口(西区
浜寺石津町中3丁15‐19)
対象 3時間程度のまち歩きが可能な方
講師 郷土史研究者・土肥俊夫さん

申込 2月22日までに電子申請システム 
(西区 HP〈QRコード〉参照)で。抽選。
問 西区役所自治推進課
(☎275-1902　FAX275-1915)

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　FAX275-1915

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　FAX343-5025
※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　FAX275-1915

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）

3/15　14：00～16：00　 場所  西区役所企画総務課
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

2/8　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　FAX228-8070

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

2/15　10：00～12：00　予約は2/9　9：00から先着4人
西区役所企画総務課　☎275-1901　FAX275-1915

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）

2/1・15　12：45～15：45　 場所  西区役所企画総務課
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）

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　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）

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　FAX222-0202

集団回収報償金の申請は2月中に

介護就職セミナー

「社会を明るくする運動」作文コンテスト
令和5年度　市・府民税の申告受付

西区歴史ウォークラリーin西部エリア
西区で昨年8月～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。申請方法や
新規登録などは 問 へ。

期間 2月1～28日(土・日曜日、祝日
を除く)
問 西区役所自治推進課
(☎275-1902　FAX275-1915)

介護施設の紹介や介護職の仕事内
容・資格について説明します。
日時  2月28日(火)14～15時30分
場所 西区役所地下会議室

対象 就職・転職希望の方
申込 2月1日から直接か電話でハロー
ワーク堺(☎238-8301<部門コード
43#>　FAX238-8311)へ。先着順。

犯罪や非行のない明るい社会をめざ
す「社会を明るくする運動」への理解
を深めるため、小・中学生を対象に作
文コンテストを行い、西区から次の3
人が受賞しました。

▽ 議長賞＝「再出発を受け入れる社
会へ」山本春乃さん(浜寺南中学3年)

▽社会福祉協議会会長賞＝「言葉」植
田紗菜さん(鳳小学6年)

▽ 更生保護女性会会長賞＝「思いや
り」西尾咲香さん（平岡小学6年）
受賞作品は市 HP(QRコード)参照。
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）

ライトアップされた夜の大鳥大社を撮影す
る、インスタNight in 大鳥大社は西区ブ
ランド発信事業の一つです。「西区の魅力
再発見」をテーマに西区役所の若手プロ
ジェクトチーム「ニシプロ」と大鳥大社、大
学生の共同で企画・運営し、当日は多くの
来場者に楽しんでいただきました。
また、本イベントは趣旨に賛同いただいた
企業からの協賛金のみで開催しました。
今後も西区役所では企業と連携した取り
組みを進めていきます。
問  インスタNight in 大鳥大社実行委員
会事務局(西区役所企画総務課内　
☎275-1901　FAX275-1915)

詳しくはこちら →

■協賛企業（敬称略）

鶴田電設株式会社 飯島電気株式会社 有限会社アーネスト防災 株式会社藤木組 藤友建設株式会社 株式会社ジェイコムウエスト堺局
株式会社カンプリ堺 株式会社オフィスイノウエ 国誉建設株式会社 株式会社建設管理 アズビル株式会社 コクヨマーケティング株式会社関西支社
株式会社阪口設備工業 照建株式会社 有限会社西電気 有限会社ジャパンサーベイングシステム 
株式会社花電工 株式会社稲田工務店 株式会社実鶴建設 堺土建株式会社 株式会社のらや おおとりウイングス株式会社 
株式会社片山建設 大阪信用金庫鳳支店 ライオン株式会社大阪工場 UBE株式会社堺工場 株式会社ECAST コスモ石油株式会社堺製油所 
小西防災設備株式会社 ノイロ空調企画株式会社 株式会社Raing 山下電気工事 サンエイト設備 三井化学株式会社大阪工場 
株式会社アカツキ 株式会社エー・エス・ジー 美和設備工業株式会社 株式会社キサラギ電気 タイガー警備保障株式会社 Daigasガスアンドパワーソリューション株式会社 
KOSネットワーク株式会社 サンキン株式会社 株式会社セレスポ 株式会社翔愛設備 鳳本通商店街振興組合 株式会社マルハン

＠furufuru_ _sarugirooさん
最優秀賞　実行委員長賞

＠_ _tomo_ _1223さん
優秀賞　飛鹿毛賞

＠sakulive24さん
優秀賞　鉄斎賞

フォトコンテスト
入賞作品

フォトコンテスト
入賞作品

インスタ Night in 大鳥大社 インスタ Night in 大鳥大社 を開催しましたを開催しましたインスタ Night in 大鳥大社 を開催しましたインスタ Night in 大鳥大社 を開催しました

令和5（２０２3）年２月1日 2


