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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

�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

http���www.facebook.com�sakaiward
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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239号
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三国丘中学校２年（応募時） 大西 花音

堺には、たくさんの歴史あるものや古墳も
あって、とても良い街だと思います。もっ
とたくさんの人に、堺の魅力を知ってほし
いと思っています。

～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

月号
第846号9 １４９，０８５人

（１１人増）

７４，４９３世帯
（６世帯増）

７３，７０２人
（１６人減）

７５，３８３人
（２７人増）

６，３０１人／� ２３．６６�

人のうごき（堺区）
令和３年８月１日推計（ ）は前月比

人口 男 女

面積人口密度世帯

「堺区公式YouTubeチャンネル」開設

NEW! チャンネル登録してね♪
堺区から続 、々情報発信中♪

サカエルTV　　　　　　　　　　　   では、
堺区の魅力を紹介する動画や、わかりやすい
行政サービスの紹介動画をアップします。
また、サカエル＆みそさかいが堺区各地で、ダ
ンスやスポーツなど、区民のみなさんといろん
な企画に挑戦します。

サカエルTV　　　　　　　　　　　   では、
堺区の魅力を紹介する動画や、わかりやすい
行政サービスの紹介動画をアップします。
また、サカエル＆みそさかいが堺区各地で、ダ
ンスやスポーツなど、区民のみなさんといろん
な企画に挑戦します。

堺区公式インスタグラム（2次元コード）
では、皆さんが投稿した

堺区内の素敵な写真を紹介中♪
ハッシュタグ「#sakaikuphoto」を
つけて投稿してください！

堺区公式ツイッター（2次元コード）では、
くらしの情報やイベント情報などを

タイムリーにお知らせ！
サカエル＆みそさかいのつぶやきを

チェックしてね♪

堺区公式ツイッター堺区公式ツイッター堺区公式ツイッター堺区公式ツイッター

問　堺区役所企画総務課　（☎228-7403　FAX228-7844）

サカエル＆みそさかいがユ ーチューバ ーに！？
今後の更新をお楽しみに♪サカエル みそさかい

詳しくは右記2次
元コードから

（堺区公式YouTube）

※掲載写真はイメージです。

堺区公式
インスタグラム

堺区公式
ツイッター

堺区長ツイッター

堺区長ツイッター
堺市堺区長
ひでさん

堺区長ツイッター（２次元コード）では、
堺区長の活動や堺区の情報を

発信しています。
ぜひ、フォローをお願いします。

「窓口 現在の待ち人数」で
は、事前に窓口の混雑状況が
確認でき、来庁後の待ち時間
に窓口から離れていても呼び
出し状況が確認できます。ぜ
ひご利用ください。
堺区役所ホームページか右記
２次元コードから確認できま
す。

窓口の待合状況がわかります
待ち人数

呼び出し状況



マイナンバーカード申請窓口予約
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堺区役所企画総務課（市役所本館３
階）で、サカエル＆みそさかいのグ
ッズを販売しています。マスクケー
スやエコバッグなど便利でかわいい
グッズをたくさん用意していますの
で、ぜひお買い求めください。

※一度にたくさん購入される方は、
事前に在庫状況をお問い合わせくだ
さい。
※ネットでの販売は行っておりませ
ん。
�同課（�２２８―７４０３ �２２８―７８４４）

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 ９月４日（土）１３～１６時、１５日
（水）１８～２１時、２５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）

司法書士による休日・夜間無料法律相談会

来年の堺区成人式は１月１０日（祝
日）、フェニーチェ堺（堺区翁橋町１
―１―１）での開催に向けて現在準備
を進めています。なお、今年同様、
新型コロナウイルス感染症対策のた
めに、午前・午後の２回に分けて開
催を予定しています。

詳細は今後、堺区広報紙やホームペ
ージでお知らせします。
※また、感染拡大の状況により、式
典内容を変更する場合があります。
�堺区役所自治推進課（�２２８―７０８２
�２２８―７８４４）

堺区成人式の開催について堺区成人式の開催について令和4年令和4年

月州・浅香山・大浜・陵西第２部（午後の部）１３：００～１３：３０
殿馬場・三国丘・旭第１部（午前の部）１０：００～１０：３０
お住いの中学校区開催時間

堺区では、防災体制の強化をテーマ
に、防災活動に取り組まれている区
民の方や、区内企業の方、大学生な
どからご意見をいただく「堺区政策
会議」を立ち上げます。
会議の開催日程などは堺区ホームペ
ージでお知らせします。
�堺区役所企画総務課（�２２８―７４０３

�２２８―７８４４）
堺区政策会議が始まります

証明書コンビニ
交付サービス

全国のコンビニエンスストアなどの
専用端末（マルチコピー機）で、マイ
ナンバーカードを使って住民票の写
しなどの証明書が取得できます。
ぜひこの機会にマイナンバーカード
を申請し、コンビニ交付サービスを
利用してください。
※保守点検などによりサービスを休
止する場合があります。利用の際は
事前に市ＨＰをご確認ください。
�戸籍住民課（�２２８―７７３９ �２２８―
０３７１）か堺区役所市民課（�２２８―７４１９ �２２１―１４７１）

コンビニ交付の3つのメリット
●土日・祝日、深夜・早朝でもOK ！
●ご自宅の近くや外出先でもOK ！
●手数料が区役所窓口で取るより
　50円安い！

マイナンバーカードによる
証明書コンビニ交付サービス

マイナンバーカード（個人番号カー
ド）は、公的な本人確認書類として
利用できるほか、コンビニで住民票
の写しなどが取得できます。
堺市マイナンバーカード普及促進セ
ンターのメリット
●予約ができて待ち時間が少ない!
●出来たカードは郵送されるので、
受け取りに来る必要なし!
●写真撮影が無料!
申請方法でお困りの方のサポートも
あり、夜間・土曜日にも手続きできる
同センターをぜひご利用ください。
窓口の混雑を緩和し待ち時間を少な
くするため、原則予約制にしていま
すので、WEB か電話で予約のう
え、お越しください。
場所 堺タカシマヤ９階（堺東駅す

ぐ） 時間 月～土曜日、９時３０分
～１７時３０分（木曜日は１９時３０分まで）
※いずれも最終受け付けは終了時

間の３０分前 ※日曜、祝日、年末年
始を除く
持ち物 本人確認書類２点（運転免許
証と健康保険証など）と通知カード
か個人番号通知書（通知カードがな
い場合、写真付きの本人確認書類が
必要） �堺市マイナンバーカード
普及促進センター（�０７２―６００―０１８１
�２７５―５７６６）

★認知症サポーター養成講座★
認知症を正しく理解し温かく見守る
応援者「認知症サポーター」を養成す
るために講座を開催します。受講し
ていただいた方にはサポーターの証
として、認知症サポーターカードを
お渡しします。受講無料。

日時 ９月１７日（金）１０～１１時４５分
場所 堺市総合福祉会館（堺区南瓦町
２―１）３階 第２会議室
定員 先着２５人
申込 電話か FAXで住所、氏名、電
話番号を、９月１４日（火）までに堺基
幹型包括支援センター（�２２８―７０５２
�２２８―７０５８）へご

連絡ください。
※新型コロナウイル
ス感染状況によって
は予定を変更するこ
とがあります。

楽しく学べる認知症講座

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

前回の成人式の様子

マスクケース　1枚350円5枚セット1,500円
（セットでの購入は
　お一人様一回限り）

マス
（セ
お

エコバッグ
300円

エコバッグ
300円

トートバッグ　400円
ピンバッジ
　300円

堺市マイナンバーカード普及促進センター
（堺タカシマヤ9階）がこんなに便利！

マイナンバー
カードを
作るなら

2 令和３年（２０２１年）９月１日堺区広報



■開館時間
�中央図書館・堺市駅前分館
火～金曜日：１０～２０時、土・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…９月６・７・１３・２７日
�図書館カウンター堺東…９月２・１６日
■盗まれたハッピーエンド～隠された柱時計の謎～
中央図書館の施設と本を使った謎解きイベント。
問題に沿って謎を解き、ゴールをめざします。
９月２３日（祝日）、１５～１６時。無料。
定員１５人 対象 小学１～６年生。ただし、小学１・２年生は保護者
との参加での申込。
�９月１０日（金）１０時から来館か電話で同館へ。

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（堺東駅前 ジョルノ２階

�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 ９月５・１９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中央図書館へお問い合わせください。

山本周五郎著「ちいさこべ」
井上ひさし著「四捨五入殺人事件」

９月２４日（金）
１０：３０～１２：００堺市図書館友の会

※９月１６日（木）に開催予定でしたが、新
型コロナウイルス感染症の感染拡大防止
のため、中止いたします。

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。

「Sakai Loves
Cerezo!」

場所：２階閲覧室
「おもしろBOOKS探偵帖」一般向け

ブックフェア
「たのしもうスポーツ」場所：１階ロビー

「ゆたかな あき」子ども向け

場所：１階集会室
９月２８日（火）１１：００～１１：２０
（９月１５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
９月１８日（土）１５：００～１５：２０
（９月８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

７・２１日
１４：００～１６：００

９日
９：３０～１１：００

９日
９：３０～１１：００

３０日
９：３０～１１：００

３日
９：３０～１１：００

３０日
１１：００～１１：４０

ちぬが丘
保健

センター

９日
１４：００～１６：００

１日
９：３０～１１：００

１日
９：３０～１１：００

１０月１８日
午後

１日
９：３０～１１：００

８・２８日
９：３０～１１：００

３日
１３：３０～１５：００

１０日
９：３０～１１：００

８・２９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
等による相談

骨粗しょう症予防検診
�予約制�有料
１８歳以上

骨密度測定、健康相談
など

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。

�塩分測定器を貸し出します 貸出期間は２週
間。
ご家庭の汁物の塩分濃度を確認してみませんか。
高血圧などの生活習慣病予防のためにご利用くだ
さい。
�電話か FAX で氏名、住所、年齢、電話・FAX
番号、貸し出し希望日時を書いて、堺保健センタ
ーかちぬが丘保健センターへ。
�健康な毎日は食事から
「野菜不足」や「塩分のとり過ぎ」などになっていませんか。健康には、
塩分控えめでバランスの良い食事が大切です。
市ホームページでは、毎日の食事のヒントにしていただけるレシピや
動画、健康情報を掲載しています。２次元コードからご覧いただけま
すので、ぜひご活用ください。

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

堺・ちぬが丘保健センター堺・ちぬが丘保健センター

おうちで体を
動かそう

�おうちで体を動かし、おうち時間を楽しもう�
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う生活様式の変化により、おうち時
間が増え、運動不足になり、知らないうちにストレスをため込んでしま
う場合があります。コロナに負けない体づくりのためにも、自宅でできる
ちょっとした運動で免疫力を高め、心も体もリフレッシュをしましょう。
市ホームページ（２次元コード）で、子どもから大人まで楽しめる運動や
お口の体操、バランス能力や下肢筋力の改善をし、転ばない体づくりを
めざすロコモ体操を紹介していま
す。「ロコモかしこもサビないで」の
音楽に合わせて、サカエルと一緒に
楽しくロコモ体操をしましょう。
この機会にぜひみんなで一緒に、お
うち時間を楽しみましょう。

来年４月から市内の認定こども園や
保育所などの利用を希望する方の申
し込みを受け付けます。
【オンライン】
１０月１～１５日 ２３時５９分送信分まで
【郵送】
１０月１～１５日（必着）
【窓口】
１０月１～２９日（土・日曜日は除く）、
堺区役所本館２階子育て支援課（９
時～１７時３０分。１８～２２日の夜間受け
付けは事前予約した方のみ１９時３０分
まで受け付け）で。申請書などの記
入を済ませてお越しください（案内
・申請書は９月１日から同課か各園
で配布します）。
密を避けるため、堺区では窓口での

申し込みの事前予約ができます。事
前予約の申し込みは、９月１日１０時
から堺市電子申請システム（下記２
次元コード）で。
また、窓口にお越しの際は、混雑緩
和のために待ち人数案内（堺区ホー
ムページ参照）もご覧ください。
�堺区役所子育て支援課（�２２２―
４８００ �２２２―４８０１）

認定こども園・保育所などの利用申し込みは
オンラインや郵送も可能です！

今日の一品に
「堺おうちグルメ」

減塩メニュー
「減らしおレシピ」

バランスメニュー
「おうちごはん」

堺保健センター
「食と健康」

窓口 事前
予約の申し
込み

3令和３年（２０２１年）９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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