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�247―3201�241―6484ちぬが丘保健センター
�227―1593�238―0123堺保健センター
�222―4801�222―4800子育て支援課

�228―7870
�228―7477地域福祉課
�228―7498生活援護第一課・第二課

堺保健福祉総合センター
�228―7539�228―7413保険年金課

�221―1471
�228―3940パスポートさかいサービスセンター

�228―7419戸籍担当
�228―6934市民課 住民票担当

�228―7844

�228―7624地域安全係
�228―7082自治推進課
�228―7263堺区選挙管理委員会事務局
�228―7403企画総務課

�251―5634�231―9771納税課 （市税の納税）

�251―5633�231―9761固定資産税課（固定資産税）

�251―5632�231―9751市民税課 （個人の市・府民税）

�251―5631�231―9741法人諸税課 （軽自動車税）

市税事務所（北区百舌鳥赤畑町１丁３番地１）

�275―8587�275―8586堺第４地域包括支援センター
担当区域：神石・新湊・大仙・大仙西

�223―1522�223―1500堺第３地域包括支援センター
担当区域：熊野・少林寺・安井・榎

�229―9234�229―9240堺第２地域包括支援センター
担当区域：錦・錦綾・浅香山・三国丘

�222―8083�222―8082堺第１地域包括支援センター
担当区域：三宝・錦西・市・英彰

地域包括支援センター（高齢者総合相談窓口）※堺区役所庁外

�228―7058�228―7052堺基幹型包括支援センター

�224―4400�224―8166堺区障害者基幹相談支援センター

�226―1952�226―2987社会福祉協議会堺区事務所

@sakaeru_sakai

堺区役所 〒５９０―００７８堺区南瓦町３番１号
堺市役所 �２３３―１１０１（代表）

■粗大ごみ受付センター�0120―00―8400
（携帯電話などから �06―6485―5048）

■上下水道局お客様センター
�0570―02―1132 �252―4132

■西部地域整備事務所
�223―1600 �223―6767
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堺区役所

堺区　百舌鳥・古市古墳群
世界文化遺産登録記念ロゴマーク

令和3年（2021年）第236号
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た なか り の

榎小学校６年（応募時） 田中 莉乃

堺区のすごいところは、世界遺産の大仙

古墳があるところだと思います。大阪で唯

一の世界遺産なので、堺区民としてうれし

いです。

～堺区への思い～

ももののののははじじままりり何何ででもも堺堺
２２１１世世紀紀のの町町衆衆文文化化のの創創造造ををめめざざししてて 編集・発行 堺区役所企画総務課

「人のうごき」コーナーは
現在、国勢調査を集計中

のため、掲載を
休みます。

避難指示で必ず避難
！

避難指示で必ず避難
！

災害対策基本法の一
部改正により、

災害対策基本法の一
部改正により、

これまでのこれまでの「避難勧告」「避難勧告」が廃止
され、が廃止され、

「避難指示」 「避難指示」 に
一本化されました。に一本化されました

。

避難指示で必ず避難
！

災害対策基本法の一
部改正により、

これまでの「避難勧告」が
廃止され、

「避難指示」 に
一本化されました。

危機管理室防災課（☎228-7605　FAX222-7339）危機管理室防災課（☎228-7605　FAX222-7339）問

石津川の洪水浸水想定区域図が見直されました これまでの想定

想定最大規模

Q

A
Q

A

洪水浸水想定区域図とは？
水災による被害の軽減を図るため、国又は都道府県が作成
し、予想される浸水区域や浸水深が表示されています。

　今回、最大規模の降雨で石津川が氾濫した場合を想定して、洪
水浸水想定区域図が作成されました。

何が変わるの？
従来、石津川の洪水浸水想定区域図は、24時間で271.1ｍ
ｍ、1時間で最大75.7ｍｍ

の降雨を想定していました。
　今回、24時間で931.4ｍｍ、1
時間で最大103.7ｍｍの降雨を
想定し、エリアが拡大しています。
堺市e-地図帳のハザードマップをご
覧ください。

ハザードマップ

モバイル版 PC版

石津川のハザードマップのチラシは市政情報センターにて、6月1日から配架開始します。

ためにたためににめた にためめにめに風水害から命を守るために風水害から命を守るために

問 危機管理室（☎228-7605　FAX222-7339）
堺区役所企画総務課（☎228-7403　FAX228-7844）

堺区防災マップで自宅のリスクを把握し
適切な行動をとりましょう！！
堺区防災マップで自宅のリスクを把握し
適切な行動をとりましょう！！

　同マップは市役所市政情報センター（堺市役所高層館3階）で
配布しています。
　また、市ホームページ
でもご覧になれます。

　同マップは市役所市政情報センター（堺市役所高層館3階）で
配布しています。
　また、市ホームページ
でもご覧になれます。

詳しくは
広報さかい10ページへ

避難場所・経路を
再確認してください！

　災害時に落ち着いて命を守る行動ができ
るよう、日ごろから避難場所を知り、避難経
路を検討しておくことが大切です。堺区
防災マップや市ホームページで確認し
ておきましょう。

平成20年9月　山本町付近平成20年9月　山本町付近

平成29年10月
台風21号時の大和川
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堺消防署では６月中、市民の皆様
に危険物の正しい取扱い・保管方法
などの普及啓発に重点をおき、危険
物に関する事故防止・防災意識高揚
に努めています。
新型コロナウイルス感染症の発生

に伴い、手指消毒のため、消毒用ア
ルコールを使用する機会が増えてい
ます。下記のとおり注意事項に十分
注意の上、安全に取り扱ってくださ
い。
アルコールの火災予防上の注意
〇火気に近づけると引火しやすい
〇アルコールから発生する可燃性蒸
気は、空気より重く、低いところに
溜まりやすい
〇密閉した空間での取扱いは避け、
通気のよい場所か換気が行われてい
る場所で取り扱う

事業所の皆様へ
消毒用アルコールは消防法で定め

る危険物第四類アルコール類に該当
し、取り扱う量によって消防法か市
火災予防条例により貯蔵・取扱いの
基準が適用されます。詳しくは堺消
防署予防課までお問い合わせくださ
い。
�堺消防署予防課（�２２８―０１１９ �
２２８―４０８７）

消毒用アルコールの取扱いにご注意を！
～6月は危険物安全月間です～

司法書士による休日・夜間無料法律相談会
相続・遺言・不動産・成年後見な

どの手続きに関する相談に無料で応
じます。電話相談はできません。
日時 ６月５日（土）１３～１６時、６月
１６日（水）１８～２１時、６月２６日（土）１３
～１６時
会場 司法書士総合相談センター堺

（堺東駅前）
要予約。予約は、大阪司法書士会

堺支部（０８０―６２８４―１８７４�土・日曜
日、祝休日を除く�１０～１６時）へ。
�同会堺支部か市民人権総務課（�
２２８―７５７９ �２２８―０３７１）

堺区では堺保健センター（甲斐町
東３丁２―６）とちぬが丘保健センタ
ー（協和町３丁１２８―４）を、市役所敷
地内（南瓦町３番１号）に移転し統合
するための建設を進めています。
１０月にオープン予定の新しい「堺
保健センター」は、感染症対策にも
なる換気システムや、人と人との間
隔がとりやすい広い健診会場や専用
の相談室などを備えており、区民の
皆さんに快適にご利用いただけま
す。
また、移転後の立地をいかし、区

役所の他部署と連携を強化すること
で、区民サービスの向上を図りま
す。

開所日については堺区広報１０月号
でお知らせします。ご期待ください。
�堺保健センター

（�２３８―０１２３ �２２７―１５９３）
ちぬが丘保健センター

（�２４１―６４８４ �２４７―３２０１）

詳しくは堺区ホームページまたは堺区役所自治推進課（☎228-7082　FAX228-7844）までお問い合わせください。詳しくは堺区ホームページまたは堺区役所自治推進課（☎228-7082　FAX228-7844）までお問い合わせください。詳しくは堺区ホームページまたは堺区役所自治推進課（☎228-7082　FAX228-7844）までお問い合わせください。問

ステップアップ研修 コロナ禍における
避難所運営訓練

昨年度の活動の様子　自分たちの住む地域や住民を守
りたいという思いで、災害時の避難
方法や避難所対応などの知識を学
ぶため、防災訓練や防災出前講座
などの地域の防災活動に参加して
います。
　災害時には職場や自宅、避難所
などで、被害の拡大軽減のために
活動する「地域のミカタ」です。

防災士資格取得の
　費用を助成します
防災士資格取得の
　費用を助成します
防災士資格取得の
　費用を助成します

補助対象者
・堺区に在住・在勤・在学している12歳
　(小学生を除く)以上39歳以下の者

・防災士資格取得後「堺区防災サポー
　ター」に登録可能な方

　申請を検討されている方は事前に堺区役
所自治推進課にご相談ください。

　30代までの若い世代の方が防災士資格
を取得するための費用を補助します。
　資格取得後は、
「堺区防災サポー
ター」として活躍
していただきます。

「堺区防災サポーター」「堺区防災サポーター」「堺区防災サポーター」
地域のミカタ！地域のミカタ！地域のミカタ！堺 区 の

防 災 の
取り組み
「防災士」とは？
　NPO法人日本防災
士機構による講座や試
験を受け、防災の知識・
技能を修得した人たち
です。

三宝防災キャンプ

「堺保健センター」と「ちぬが丘保健センター」
が堺市役所敷地内へ移転し統合します！
「堺保健センター」と「ちぬが丘保健センター」
が堺市役所敷地内へ移転し統合します！

10月
予定

待合いには堺らしい風景や動物が描かれた壁紙を用いています。

外観

3F待合ホール3F待合ホール

2 令和３年（２０２１年）６月１日堺区広報



堺保健センター堺保健センター
�オトナのためのお口の健康教室
自粛生活でおしゃべりする機会が

減った、マスクでお口が見えないか
らとケアがおろそかに…なんてこと
はありませんか。お口は動かす機会
が減るとお口周りの筋肉も低下し、
噛む、飲み込むなどの口腔機能が低
下してしまいます。また、感染症を
予防するためにも口腔ケアは欠かせません。コロナ禍の今こそお口の
健康について見直してみませんか。堺保健センターでは下記日程で３
回コースの教室を開催します。

言語聴覚士のお話「お口の機能アップ」

１３：３０～１５：００

７月６日（火）

歯科検診、個別での歯みがき実習６月２９日（火）

歯科医師、歯科衛生士のお話「歯周病予
防について」６月２１日（月）

対象 原則全回参加できる堺区民の方 場所 堺保健センター
�受け付け中。電話か FAX で住所、氏名、電話番号を書いて堺保健
センターへ。先着１０人。

�カミカミ・パクパク離乳食講習会
３回食の進め方や離乳食の悩みに関する講話を行います。自宅の汁

物の塩分濃度チェックもできます。
６月１７日（木）１０～１０時４０分、１１～１１時４０分、堺保健センターで。生

後９～１１カ月前後の子どもの保護者が対象。母子手帳、塩分濃度チェ
ックを希望の方は自宅のみそ汁などを５０�程度持参。
�６月２日から電話か FAX で住所、氏名、電話番号を書いて、堺保
健センターへ。先着各１０人。

�健康づくり教室
食生活を中心に健康づくりの話や運動などを通して楽しく学ぶ教室

です。自分にあった健康づくりの方法を身につけ、健康アップをめざ
します。修了された方は、堺市健康づくり食生活改善推進協議会（わ
かば会）として地域の健康づくりのボランティア活動に参加できま
す。
日時 ７回コース ９時３０分～１２時
対象 おおむね７４歳までで初めて参加される方、原則全回参加できる

ここんんににちちはは 保保健健セセンンタターー 堺／ちぬが丘
いずれも無料

大阪府への緊急事態宣言の延長に伴い、臨時休館が延長となる可
能性があります。
■開館時間 �中央図書館・堺市駅前分館 火～金曜日：１０～２０時 土
・日曜日、祝休日：１０～１８時 �図書館カウンター堺東 ８～２１時
■休館日 �中央図書館・堺市駅前分館…６月７・１４・２１・２８日 �図
書館カウンター堺東…６月３・１７日
■食育チャレンジ ミニブックフェア 「堺の食育を伝えたいプロジェク
ト２０２１～三食きちんと食べる～」をテーマに、食育に関するグッズの展示
・配架や、ミニブックフェアを行います。６月１～３０日まで、中央図書館で。

図書館
からのおしらせ

と し　ょ か　ん 中央図書館（堺区大仙中町１８―１ �２４４―３８１１ �２４４―３３２１）
堺市駅前分館（堺区田出井町１―１―３００�２２２―０１４０

�２２２―０１５８）
図書館カウンター堺東（堺区南三国ケ丘御幸通１５４番地

�２３２―１０１１）

■昔話の語り聞かせや絵本の読み聞かせ・手遊び、ブックフェアなど

■中央図書館の催し【読書会】 場所：１階集会室

■移動図書館 ６月１３・２７日、１０時２０分～１１時、府営戎島住宅内集会所
（堺区戎島町１丁）前です。交通事情により遅れることがあります。な
お、堺区以外についてはお問い合わせください。

山本周五郎著 「ちいさこべ」６月２５日（金）
１０：３０～１２：００堺市図書館友の会

テーマ：「雨」…雨はすき？雨はきらい？６月１７日（木）
１０：３０～１２：００

子どもの本だいすき
「空」の会

その他開催日名称・内容

※えほんのもり・おはなし会は、新型コロナウイルス感染症の感染状況により中止する場合があります。
※ブックフェアでは、月ごとにテーマに沿った本の展示・紹介をします。

「おもしろBOOKS探偵帖」場所：２階閲覧室
「明日の天気を予想する」一般向け

６月のブック
フェア

「しぜんをたのしむ」場所：１階ロビー
「すてきなぼくらのおうち・地球」子ども向け

場所：１階集会室
６月２２日（火）１１：００～１１：２０
（６月９日（水）１０時から受付）

２・３歳児
向けえほんのもり

場所：１階集会室
６月１９日（土）１５：００～１５：２０
（６月９日（水）１０時から受付）

子ども向けおはなし会

堺市駅前分館中央図書館対象名称

６月１５日
１４：００～１６：００

６月１０日
７月８日

９：３０～１１：００

６月１０日
７月８日

９：３０～１１：００
今月は実施しません６月２４日

９：３０～１１：００
６月４日
７月２日

９：３０～１１：００
奇数月に実施今月は実施しませんちぬが丘

保健センター

６月１・１０日１４：００～１６：００
６月２４日９：１５～１１：１５

６月２日
９：３０～１１：００

６月２日
９：３０～１１：００

６月７日
１３：３０～１５：３０

６月９・２２日
９：３０～１１：００

６月１１日
９：３０～１１：００

６月９日
１１：００～１１：４０
１３：３０～１４：１０

妊娠中に２回堺保健センター

精神保健福祉相談
�予約制�無料

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

検査・相談
検査（HIV・梅毒・クラミジ
アのセット、風しん、肝炎）
エイズ相談、無料。

予約不要 診断書発行不可

生活習慣病予防相談
食生活相談

�予約制�無料
保健師・管理栄養士
などによる相談

成人の歯科相談
�予約制�無料

成人・妊婦の方を対象に
歯科検診・相談
親子で歯科相談可

子どもの歯相談室
�予約制�無料

１歳６カ月～３歳１１カ月
はフッ素塗布あり
（１回限り）

BCG予防接種
無料

生後１歳未満の
子ども

（個別通知）

離乳食講習会
�予約制�無料
生後６カ月未満の

子ども
４カ月健診時にも予約可

妊婦教室
�予約制�無料
男性（パパ）も参加可

堺堺・・ちちぬぬがが丘丘保保健健セセンンタターーつつううししんん

○風しん抗体・肝炎ウイルス抗体検査については、対象者の条件があります。
○HIV検査のみも可能です。
○難病に関する相談

堺保健センター
堺区甲斐町東３丁２―６ 保健医療センター内
�２３８‐０１２３ �２２７‐１５９３

ちぬが丘保健センター
堺区協和町３丁１２８―４
�２４１‐６４８４ �２４７‐３２０１

○母子関係 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）…個別
通知。そのほか、子育てに関する相談を行っています。転入の場合は保健センターへ。
○成人関係 胃がん検診、肺がん・結核検診などの各種検診や健康相談、生活習慣病予
防、健康づくり自主活動グループの支援などを行っています。

堺区役所では、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。
�堺区役所企画総務課（�２２８―７４０３ �２２８―７８４４）

上表以外にも健診、相談を行っていますのでお問い合わせください。

方が対象。
場所 堺保健センタ
ー
�６月２日から電話
か FAX で堺保健セ
ンターへ。先着１０
人。

運動実技、修了式９月２２日（水）�
栄養の話、調理実演９月１５日（水）�
検査結果の見方の話８月２５日（水）�
健康チェック、歯の話７月２８日（水）	
食中毒予防の話、調理実演７月２１日（水）

脳トレ体操６月３０日（水）�
開講式、栄養の話６月２３日（水）�

�子育て Caféオンライン
「保育園申込み準備講座」
保育園の利用について、

申請時期や保育園選びなど
を子育て支援コーディネーターがお話しします。
保活の第１歩として気になることなど一緒にお話ししま

しょう。
日時 ６月２３日（水） １０～１１時予定
定員 ４組程度
申込 ６月４日（金）から１７日（木）までの期間に堺市ホーム
ページから受付
開催 オンラインで開催します。カメラ付きの PC やスマ
ートフォンが必要です。
詳しくは堺市ホームページ（２次元コード）参照。

�２２８―７０２３・２２２―４８００ �２２２―４８０１
子子子子子子子子子子子子子子育育育育育育育育育育育育育育てててててててててててててて支支支支支支支支支支支支支支援援援援援援援援援援援援援援課課課課課課課課課課課課課課通通通通通通通通通通通通通通信信信信信信信信信信信信信信子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育てててててててててててててててててててててててててててて支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信

　子育て支援
課のホームペ
ージでは子育て
情報を掲載して
います。ぜひご
活用ください。

子育てと介護の両方でお悩みの
方、ダブルケア相談窓口（基幹型包
括支援センター）をご存じですか？
子育てと介護のお悩みに関する相

談に対応し、必要に応じて情報提供
や助言・関係機関との連絡調整など
総合的に支援します。
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。
子育てと介護の両方話せる相談相

手がほしい・子育てと介護の両立を
どうすればいいのか・何かサービス
の利用ができないかなど一人で抱え
ずご相談ください。
�堺基幹型包括支援センター
（�２２８―７０５２ �２２８―７０５８）

高齢者の総合相談窓口
地地 域域 包包 括括

支支援援セセンンタターーだだよよりり 相談者

子育てと介護の
両方の相談がで
きるところはあ
りますか？

3令和３年（２０２１年）６月１日 次次ののペペーージジかからら広広報報ささかかいいでですす堺区広報
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