
堺区役所 〒５９０―００７８ 堺区南瓦町３番１号

227―1593238―0123堺保健センター
222―4801222―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―7539228―7413保険年金課

221―1471
228―3940パスポートさかい（ジョルノ2階）
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

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

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―8587275―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―1522223―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―9234229―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―8083222―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―7058228―7052堺基幹型包括支援センター

224―4400224―8166堺区障害者基幹相談支援センター

226―1952226―2987社会福祉協議会堺区事務所

堺区公式
YouTube

堺区公式
インスタグラム

サカエル＆みそさかい
ツイッター

堺区
ホームページ

148,767人（103人減）

人のうごき（堺区）
令和3年11月1日推計（　）は前月比
人口

73,497人（69人減）男
75,270人（34人減）女
74,369世帯（43世帯減）世帯

人口密度
面積

6,288人/　 
23.66 　

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
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榎小学校3年（応募時）

こいけ こうのすけ
小池　恒之介

～堺区への思い～

●編集・発行／堺区役所企画総務課

　ぼくは、堺が大好きです。こふんがたく
さんあって、じまんの町です。

堺イルミネーション2021

堺区フォトコンテスト開催中堺区フォトコンテスト開催中

12月1日～1月15日 17時～23時30分

光り輝く

冬の訪れを告げるフェニーチェ堺

自転車タクシー が登場！

堺区役所企画総務課（☎228-7403 FAX228-7844）

堺市中心市街地活性化協議会事務局（堺まちづくり㈱内☎275-6630 FAX275-6693）

フェニーチェ堺（☎223-1000 FAX223-1005）

※写真は一例です

@sakaiku_official

12月６・13・20・27日
17～19時
※雨天の場合は中止

日時

12月26日まで期間 堺区翁橋町2丁1-1場所

市民交流広場
（市役所高層館前）

場所

 サカエルに会えるかも！？

今年
も

あなたの1枚で をチャージ！あなたの1枚で

詳しくはQRコードから 　

顔みんなの 笑 をチャージ！

シャンパンゴールドのイルミ
ネーションがきらめく冬の堺
の街並みをお楽しみください。
12月イルミネーションイベント
について詳しくは広報さかい
13ページへ。

約5mのクリスマスツリーと翁橋公園が輝きます。

堺区公式インスタグラムでハッシュタグ #sakaiku_enjoyをつけて投稿してね♪
豪華副賞もあるよ！

フォトコンテストに初めて応募される方のための「新人賞」もご用意！
みんなどしどし応募してね♪



＝電話相談可 ＝他区でも相談可
堺区の相談 無料

市民相談･人権相談
（日常生活での問題や人権の問題など）

行政相談
（国の行政全般についての苦情、要望など）
人権擁護委員による人権相談

行政書士による相談

交通事故相談

登記・測量相談

12/9

月～金
堺区役所企画総務課　

14：00～16：00

9：00～17：00

月～金　9：00～17：00
堺区役所企画総務課   　専用☎228-0292　℻228-7844

10：00～17：00

☎228-7403　℻228-7844

☎228-7475　℻228-7444

☎228‐7159　℻228‐8070

☎228-7403　℻228-7844

☎228-7403　℻228-7844

☎228-7403　℻228-7844

人権企画調整課
12/2 1/6 14：00～16：00

12/21 10：00～12：00

12/8 13：00～16：00 先着6人
堺区役所企画総務課

月～金
堺区役所企画総務課

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
（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

法律相談
相談時間 13 00～16 00
場所　各区役所企画総務課（南区役所は総務課）
予約開始　 から　※日・祝休日は直前の執務日
先着各６人　同一相談は１回限り（

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

☎

☎

☎

☎

☎

☎

☎

☎

☎

☎

どの区でも

どの区でも

☎

どの区でも

どの区でも

どの区でも要予約

どの区でも要予約

要予約

どの区でも

どの区でも

どの区でも

堺区役所企画総務課

12：00～12：45と祝休日は休み 他区も含めた
日程はこちら

予約は12/15  9：00から先着4人

： ：

9：00
25分以内）

堺区役所企画総務課
市政情報課問

問

☎363-9311☎258-6706☎290-1800☎275-1901☎287-8100☎270-8181☎228-7403

雇用推進課で実施　11ページ　

月～金　9：00～17：30
堺区役所子育て支援課 　
※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。

　228-7023　　222-4801

すてっぷ・堺で実施　11ページ

ジョブシップさかいで実施　11ページ    
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区内在住の来年の新成人（2001年4月2日～2002年4月1日生まれの方）対象
申込

式典終了後は、会場内に滞留せず、速やかに解散してください。

詳しくは区ホームページ
（QRコード）参照。

成人式で新成人代表として①市民憲章の朗読②メッセージ発表をしてくれる方
を募集します！

令和4年 堺区成人式
市民憲章朗読・メッセージ発表者募集！

第2回 堺区政策会議を開催します

堺区の子ども食堂を応援する
「フードドライブ」にご協力ください！

12月5日（日）11～16時日時
さかい利晶の杜（SAKAIマルシェ内）場所

12月20日（月）14時30分から日時
堺市役所本館3階 大会議室 第2会議室場所
防災体制の再構築に向けた事業内容についてテーマ
希望される方は、14時から直接会場へ。先着5人。傍聴

※65歳以上の方の献血は、
　60歳以降に献血経験のある方に限ります。
　献血カードをお持ちの方は持参してください。
※新型コロナウイルス感染症の安全対策を実施しています。
※コロナワクチン接種後48時間経過すれば、献血が可能です。

阪神・淡路大震災が起きた１月に、家族で避難所体験をしてみませんか。いつどこで起こるかわからない災害。日頃から、いざという
時のために、家庭で防災について話し合いましょう。
実際に災害が発生したときのことを想定して、準備はできていますか？

1月15日（土）10～16時　※荒天時は中止日時
旧湊小学校（堺区東湊町2丁119-4）場所
区内在住の小・中学生と保護者（2人1組）対象
20組（応募多数の場合は抽選）定員 無料費用
親子でのテントの設営や、非常食の調理・試食など内容
12月17日までに電話かFAXか電子メール（sakaijisui@city.sakai.lg.jp）で住所、
氏名、電話番号を堺区役所自治推進課へ。

申込

堺区「親子防災キャンプ」～災害時の自助・共助～ 参加者募集！家族で防災の話をしませんか

※今後の新型コロナウイルス感染拡大の状況により中止・変更となる場合があります。

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により中止・変更となる場合があります。　

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、
　中止となる場合があります。

堺区役所自治推進課（☎228-7082 FAX228-7844）

堺区役所企画総務課（☎228-7403 FAX228-7844）

堺市社会福祉協議会 堺区事務所（☎226-2987 FAX226-1952）
ミナクルサカイク（☎245-2531）

12月は「大阪府献血推進」月間です。16～69歳の健康な方は献血へのご協力を
お願いします。

防災体制の再構築に向けた事業内容をテーマに、区民の方や有識者からご意見を
いただく「第2回 堺区政策会議」を開催します。詳しくは区ホームページ参照。

12月9日（木）10～11時30分、12時30分～16時30分日時

堺ライオンズクラブ協賛堺市役所本館正面駐車場場所

冬は血液が不足します。献血にご協力を！

区民の皆さんの芸術の発表の場として、「第22回堺区民文化祭」を開催します。
応募多数の場合は抽選。参加無料。

《出演の部》

●受け付けできるもの

申込

《展示の部》

内容
応募締切 12月20日（月）必着

洋楽、邦楽、洋舞、邦舞、謡曲、詩吟など洋楽、邦楽、洋舞、邦舞、謡曲、詩吟など
（カラオケは不可）。（カラオケは不可）。

内容
応募締切 1月14日（金）必着

絵画、写真、彫刻、書道、工芸、手芸（1人1点限り）

日程 3月13日（日）
場所 フェニーチェ堺（堺区翁橋町2丁1-1）小ホール
対象 メンバーの半数以上が堺区在住のサークル

日程 3月12日（土）・13日（日）
場所 フェニーチェ堺 ガレリア
対象 堺区在住の方

出演サークル・展示作品を募集
第22回堺区民文化祭

1月10日（祝日）フェニーチェ堺（堺区翁橋町2丁1-1）大ホールで堺区成人式を開
催します。新型コロナウイルス感染症対策のため、入場は新成人に限ります。

さかい利晶の杜［SAKAIマルシェ］内でフード
ドライブを実施します。集まった食品は、堺区
内13カ所の子ども食堂で活用します。

開催時間 お住まいの中学校区

第1部（午前の部） 10:00～10:30 殿馬場・三国丘・旭
第2部（午後の部） 13:00～13:30 月州・浅香山・大浜・陵西

2021年の成人式の様子

第19回堺区民文化祭の様子

献血のマスコットキャラクター
けんけつちゃん

堺区内の市施設にある応募用紙（市ホームページからもダウンロード可）かは
がき、FAX、電子メール（sakaijisui@city.sakai.lg.jp）で堺区ふれあい事業実
行委員会事務局（堺区役所自治推進課内）へ。詳細は市ホームページ参照。

12月17日までに電話かFAX、電子メール
（sakaijisui@city.sakai.lg.jp）で住所、氏
名、電話番号、希望する番号（①か②）を堺
区役所自治推進課へ。

米、乾麺、インスタント食品、レトルト食品、食用油、調味料、缶詰、菓子類（賞味期限
が記載されていて、期限まで1カ月以上あるもの、常温保存のもの、未開封のもの）
●受け付けできないもの
賞味期限の記載がないものや賞味期限が1カ月未満のもの（生鮮食品、冷凍食品、
みりん・料理酒を除くアルコール類、手作り品）

例えば・自宅内の家具の置き方の工夫など
  転倒防止策の実施
・家族間の連絡方法や集合場所、
  避難のタイミングの確認
・食料・飲料水などの備えや
  非常持ち出し品の確認・準備　など

堺区では、家族で楽しく体験しながら、防災を学べる「親子防災キャンプ」を実施します！

応募資格や展示
規定など詳しくは
応募用紙参照。

堺区役所自治推進課（☎228-7082 FAX228-7844）

堺区役所自治推進課（☎228-7082 FAX228-7844）

堺区役所自治推進課（☎228-7082 FAX228-7844）
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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」となられた方
や、認知症についてもっと知識を深めたいとお考えの方々を対象に、フォローアッ
プ講座を開催します。

「『つみたてNISA』や『iDeCo』をよくすすめられるけど、どういったものなのか
な」、「子どものために何か始めたいな」などと考えている子育て世代におすすめ
の講座です。講師に近畿財務局の方を迎え、開催します。

子育てCaféオンライン
「子育て世代のつみたてNISAとiDeCo」

■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…12月6・7・13・20・27・29日～1月3日
図書館カウンター堺東…12月2・16・29日～1月3日

12月15日（水）10～11時30分
堺区在住の未就園の子どものいる保護者
12月10日までに市ホームページから
※申し込み時は必ず電話番号を入力してください。
Cisco Webex Meetingsを使用したオンライン（通信費は自己負担）

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

澤田瞳子著「火定」12月24日（金）
10:30～12:00

12月16日（木）
10:05～11:30

堺市図書館友の会

テーマ：この一年で
　　　　心に残った子どもの本

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拡大の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。

「こころのいろいろ」場所：２階閲覧室
「感染症に負けない」一般向け

ブックフェア
「そらをみあげて」場所：１階ロビー

「家でも外でもあそぼう！」子ども向け

場所：１階集会室
12月28日（火）11:00～11:20
（12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
12月18日（土）15:00～15:20
（12月8日（水）10時から受付）

子ども向けおはなし会

場所：１階集会室
12月18日（土）11:00～11:20
（12月8日（水）10時から受付）

乳幼児向けくるみひろば

堺市駅前分館中央図書館対象名称

1日24 日
13:30～15:30

8・21日
9:30～11:00

10日
9:30～11:00

8日
11:00～11:40
13:30～14:10

1月5日
9:30～11:00

1日
1月5日

9:30～11:00

7・9日
14:00～16:00

17日
13:00～15:00

23日
9:15～11:15

妊娠中に2回堺保健
センター

精神保健福祉相談検査・相談生活習慣病予防相談
食生活相談

成人の歯科相談子どもの歯相談室BCG予防接種離乳食講習会

堺保健センターつうしん

○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
堺保健センターとちぬが丘保健センターは10月11日に移転・統合しました。堺区南瓦町3番1号

○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。

☎228-7023・222-4800 FAX222-4801

いずれも無料

いずれも無料

こんにちは 堺保健センターこんにちは 堺保健センター

子 育 て 支 援 課 通 信

238‐0123 227‐1593238‐0123 227‐1593

堺市駅前分館の返却ポストは、12月28日10時から1月4日9時までご利用いた
だけません。図書館カウンター堺東の返却ポストは、年末年始もご利用いた
だけます。

12月12・26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。

子育て支援課のホームページ（QRコード）では子育て情報を
掲載しています。ぜひご活用ください。

〈予約制〉無料
男性（パパ）も
参加可

妊婦教室
〈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

無料
生後1歳未満の
子ども

（個別通知）

〈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）

〈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

〈予約制〉無料
保健師・管理栄養士
等による相談

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

〈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

12月20日（月）13時30分～15時日時

堺市総合福祉会館（堺区南瓦町2-1）5階 大研修室場所

先着30人定員

無料費用

12月1７日までに電話かFAXで住所、氏名、電話番号を堺基幹型包括支援
センター（☎228-7052 FAX228-7058）へ。

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により予定を変更する場合があります。

申込

初めておせち料理に挑戦しようと思っておられる方におすすめの講座です。
試食はありません。

～見て学ぶ～おせち作りにチャレンジ

筆記用具
12月15日（水）10時30分～12時

12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。

堺保健センター4階
日時
場所

12月16日（木）9時45分～10時30分、11～11時45分、堺保健
センターで。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。

「カミカミ・パクパク離乳食講習会」

先着各10人
12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。

定員
申込

認知症予防のための脳活性化プログラムを中心とした12回コースの教室に参加
して、いつまでも若 し々く過ごしませんか。

～楽しく通って元気でいきいき！～
「ひらめき脳トレプラス教室」

先着12人（堺区在住の方優先）定員
持ち物

申込

抽選15人

各回13時30分～15時

65歳以上で、介護認定を受けておらず、
医師に運動を禁止されていない方
（初めて参加される方優先）

旧ちぬが丘保健センター（堺区協和町3丁128-4）2階
時間

1月12日～3月30日の毎週水曜（第7回のみ2月24日（木））全12回日程

場所
対象

定員
申込

日時

対象

申込

方法

高齢者の総合相談窓口
地域包括

支援センターだより
地域包括

支援センターだより

認知症サポーター
フォローアップ講座

12月2～17日、電話かFAXで住所、氏名、
年齢、電話番号を書いて、堺保健センターへ。
抽選結果は全員に12月下旬頃に郵送します。

生後9～11カ月前後の子どものための

※内容は変更となる場合があります


