
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
(道路の維持・補修など)

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

148,353人（183人減）

人のうごき（堺区）
令和4年1月1日推計（　）は前月比
人口

73,335人（102人減）男
75,018人（81人減）女
74,185世帯（96世帯減）世帯

人口密度
面積

6,270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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三宝小学校5年（応募時）
まえだ だいすけ
前田　大亮

～堺区への思い～

●編集・発行／堺区役所企画総務課

　堺区は、ぼくの大好きな将棋や自転車が
有名でチンチン電車も走っています。自慢
の町をみんなに知ってもらいたいという気
持ちで力強く書きました。

サカエルTV、配信中♪サカエルTV、配信中♪ サカエルTVはQRコードから⇒

堺区役所企画総務課(☎228-7403　℻228-7844)問 堺区役所企画総務課(☎228-7403　℻228-7844)問
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堺区マスコット
キャラクター

サカエル

堺区マスコット
キャラクター

みそさかい

サカエルTV（堺区公式YouTubeチャンネル）では
サカエル＆みそさかいがユーチューバーとなって

楽しい動画、堺区の魅力や
行政サービスを紹介する動画

を配信中！

サカエルTV（堺区公式YouTubeチャンネル）では
サカエル＆みそさかいがユーチューバーとなって

楽しい動画、堺区の魅力や
行政サービスを紹介する動画

を配信中！

堺区では他に
TwitterやInstagramでも

イベントなどの情報を発信しているよ！
このページ下の

QRコードから要チェック！

堺区では他に
TwitterやInstagramでも

イベントなどの情報を発信しているよ！
このページ下の

QRコードから要チェック！

随時フォトコンも開催！
皆さんが撮影したその一枚、

ぜひ投稿してね！

随時フォトコンも開催！
皆さんが撮影したその一枚、

ぜひ投稿してね！

季節を感じる一枚や思い出の一枚など、あなたが堺
区内で撮影したその写真、ハッシュタグ
「#sakaikuphoto」をつけて投稿してください！
皆さんが投稿した素敵な写真を紹介しています。

季節を感じる一枚や思い出の一枚など、あなたが堺
区内で撮影したその写真、ハッシュタグ
「#sakaikuphoto」をつけて投稿してください！
皆さんが投稿した素敵な写真を紹介しています。

ワクワク動画、
いろいろ♪

ワクワク動画、
いろいろ♪

堺区公式インスタグラム

堺区公式インスタグラム⇒堺区公式インスタグラム⇒

堺区ガイドマップが堺区ガイドマップが
新しくなりました！新しくなりました！

A2サイズで大きく、見やすい！
折りたたむとA4サイズで
持ち運びに便利です。

A2サイズで大きく、見やすい！
折りたたむとA4サイズで
持ち運びに便利です。

マップは市役所市政情報センター（高層館3階）
や区役所市民課（本館1階）で配布しています。

表面  ガイドマップ
堺区の主要スポットなどが確認できます。
表面  ガイドマップ
堺区の主要スポットなどが確認できます。

裏面  防災マップ
防災の豆知識を掲載しています。
裏面  防災マップ
防災の豆知識を掲載しています。
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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　9:00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(25分以内)

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

堺区の相談　　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

　　　　　		 		
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
堺区役所企画総務課			　専用☎228-0292　℻228-7844

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

堺区役所子育て支援課　☎228-7023　℻222-4801
※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。

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
堺区役所企画総務課　☎228-7403　℻228-7844

ひとり親相談	※1	

行政相談	
（国の行政全般についての苦情、要望など）

月～金　8：30～17：30
近畿管区行政評価局　☎06-6941-8358　☎0570-090-110

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月は中止　　3/3　14：00～16：00　　　	堺区役所企画総務課
問	人権企画調整課　☎228-7159　℻228-8070

子育て相談	
（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
堺区役所企画総務課　☎228-7403　℻228-7844

労働相談	 どの区でも
（解雇・賃金に関するトラブルなど）

雇用推進課で実施　11ページ

交通事故相談	 月～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）

ジョブシップさかいで実施　11ページ

登記・測量相談	 要予約 2/9　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）

すてっぷ・堺で実施　11ページ

他区も含めた
日程はこちら

場所

ストーブの燃料に使われている灯油は危険物です。
正しく安全に使って、寒い冬を乗り切りましょう。

8～1月に実施した古紙や古布などの集団回収を行う団体に対する報償金
の申請を受け付けます。
　　	2月28日まで（土・日曜日、祝休日を除く）9～17時30分
　　	堺区役所自治推進課（市役所本館3階）
登録団体へはあらかじめ申請書類を送付しています。申請書類や新規登録
などについては同課へ。

日時
場所

ストーブは正しく安全に使いましょう
堺消防署予防課　☎228-0119　℻228-4087

集団回収報償金の申請は2月中に
堺区役所自治推進課　☎228-7082　℻228-7844

○去年使い切れなかった古い灯油は使用しない
　	ストーブの故障や、不完全燃焼による一酸化炭素中毒のおそれが
あります。
○火をつけたまま給油しない
　ストーブの火が原因で火災になるおそれがあります。
○ガソリンや軽油など、他の危険物を使用しない
　	火災のおそれがあり、大変危険です。絶対に使わないようにしま
しょう。

歴史文化景観として次世代に引き継ぐべき世界文化
遺産百舌鳥古墳群とその周辺地域、堺環濠都市地域
について、4人の専門家の知見から、市民の「まち」「空
間」に対する意識の醸成と景観形成に向けた「取組の
輪の拡大」と「景観の保全・整備の推進」を探ります。

　　	2月23日（水・祝）12～16時（参加団体の展示・紹介あり）
　　	フェニーチェ堺（堺区翁橋町2丁1-1）大スタジオ
　　	無料　　　	先着100人　
　　	2月16日までに参加申込書付きチラシ（QRコードから
ダウンロード可）に記入し、℻かメールで同事務局へ。
※新型コロナウイルス感染の状況により中止となる場合があります。

日時
場所
費用 定員
申込

堺歴史文化景観フォーラムを開催します
堺ユネスコ協会事務局　☎299-2323　℻299-2803　*671002yn@iris.eonet.ne.jp

「社会を明るくする運動」は、犯罪や非行をした人たちの立ち直りについ
て、みんなで考え、犯罪や非行が起きない明るい社会をつくるために行わ
れています。
この運動の理解を深めてもらうために、毎年小・中学生を対象に作文コンテ
ストを行っています。今年は審査の結果、堺区から3人が受賞しました。

「社会を明るくする運動」作文コンテスト　堺区から3人が受賞
「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　℻221-7409）か地域共生推進課（☎228-0375　℻228-7853）

市長賞
永峯　茉紗さん
（市小	6年）

「私の中で差別は犯罪」

受賞作品は市ホームページでご覧になれます	→

保護司会連絡協議会会長賞
櫻井　梨乃さん
（三宝小	6年）

「私たちができること」

保護司会連絡協議会会長賞
橋詰　和奏さん
（月州中	3年）

「社会と繋がること」

『安心連絡シート・カード』の配布や記入の手伝いなどは、お近くの地域包
括支援センター（区広報1ページ参照）へご相談ください。

「安心連絡シート・カード」使ってみませんか？
	堺基幹型包括支援センター　☎228-7052　℻228-7058

急な体調不良や事故、災害などの「もしもの時」
のために、連絡先やかかりつけ医、服薬情報や
既往歴などをシート・カードに記入し、冷蔵庫
に貼ったり、財布に入れたりして備えましょう。

あってよかったポイント
○	一人暮らしで救急車を呼んだ時、家族に
連絡してもらえた
○	外出時に倒れ、救急隊員が財布の中の
カードを見て、かかりつけの病院へつな
いでもらえた

パネルディスカッション出演者
コーディネーター	 大阪府立大学名誉教授	 増田　昇
パネリスト	 公益社団法人大阪府建築士会理事	 藤田　忍
パネリスト	 大阪芸術大学教授	 間宮吉彦
パネリスト	 堺ユネスコ協会会長	 川上　浩

防災体制の再構築に向けた検討項目をテーマに、区民の方や有識者から
ご意見をいただく「第3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。
　　	2月9日（水）14時30分～16時30分
　　	堺市役所高層館20階	第1特別会議室
　　　	防災体制の再構築に向けた検討項目について
　　	希望される方は、14時から直接会場へ。先着5人。
※新型コロナウイルス感染の状況により中止・変更となる場合があります。

日時
場所
テーマ
傍聴

○土日も申請できます　○写真撮影無料
○カードは約2カ月後に自宅へ郵送
　　	2月18～21日	10～16時45分
　　	ベルマージュ専門店街（堺区田出井町1丁1-400）3F	
Be	Room	Ⅱ
対象者や持ち物など、詳しくはホームページ（QRコード）へ。
事前予約制。ご予約はホームページか電話で。

日時
場所

堺区政策会議を開催します
堺区役所企画総務課　☎228-7403　℻228-7844

お買い物のついでに、マイナンバーカードを申請しませんか？
	堺市マイナンバーカード普及促進センター　堺東駅直結　堺タカシマヤ	9F

☎072-600-0181　℻275-5766



「さかいっこひろば」で保育士や保健師、
子育て支援コーディネーターとお話しませんか？

はつらつシルバー世代の「おいしい料理勉強会」
～食べて元気 電子レンジでつくるバランス料理～

図書館利用登録臨時窓口を開設します！

返却は図書館カウンター堺東をご利用ください

移動図書館

バトラーへの道！
― 知的書評合戦ビブリオバトル入門&体験講座 ―

5つのポイントで学ぶ　
春からのバランス弁当作り

子育てCaféオンライン
「助産師さんと考えてみよう！保育園入園準備講座」

希望される方に身体計測をします。おでかけデビューでさかいっこひろば
に遊びに来ませんか。さかいっこひろばを初めて利用される方は登録が
必要です。
　　 2月9日（水）10時30分～11時30分（予約不要）
　　 さかいっこひろば

（堺東駅前　ジョルノ3階）

日時
場所

シルバー世代の健やかな毎日に大切な食事の工夫についてのお話と調
理実演を行います。試食はありません。食欲が落ちて
きた方や体重が減ってきた方もぜひご参加ください。
　　 2月25日（金）10～11時30分
　　 堺区在住の65歳以上の方
　　 先着12人（11月の同講座に
参加されていない方優先）
　　　 筆記用具
いずれも開催場所は堺保健セン
ター、申込は2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。

日時
対象
定員

持ち物

いずれも開催場所は堺保健センター、申込は2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。

お弁当作りのポイントを「聞いて」「見て」学びませんか。
試食はありません。 
　　 3月1日（火）10～11時30分
　　 おおむね64歳以下の方　　　 先着12人
日時
対象 定員

4月から保育園に入園する0歳児・1歳児の入園ま
での生活リズムや準備についてお話ししませんか。
　　 2月22日（火）10～11時30分
　　 堺区在住で4月から保育園に入園する
0歳児・1歳児の親子　　　 先着8組程度
　　 2月14日までに市ホームページ（QRコード）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）

日時
対象

定員
申込

方法

生後9～11カ月前後の子どものための
「カミカミ・パクパク離乳食講習会」

　　 2月18日（金）9時45分～10時30分、11～11時45分
　　 先着各10人
　　　 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50ml程度

日時
定員
持ち物

図書館カウンター堺東では、予約した資料の受取、返却ができます。返却ポ
ストは24時間利用でき、他の堺市立図書館で借りた資料も返却できます。
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図書館の貸出カードを作ると、市内15の図書施設と移動
図書館で約200万冊の中から読みたい本が借りられます。
当日は便利な図書館サービスもご案内します。
　　 2月15日（火）10～16時
　　 市役所高層館１階ロビー
　　　 氏名・現住所が載っている本人確認書類（運転免許証や健康保険
証、市内に通勤・通学の方は社員証や学生証など）

日時
場所
持ち物

ブックフェア 読書会 くるみひろば おはなし会 えほんのもり

子ども向け 一般向け 子どもの本だいすき 
「空」の会

堺市図書館 
友の会 乳幼児向け 子ども向け 2・3歳児向け

中央図書館 場所：1階ロビー
「空のふしぎ、知りたい？」

場所：2階閲覧室
「笑顔ですごせるように
―認知症によりそう―」

17日
10:15～12:00

テーマ：ググッと力が 
湧いてくる絵本

25日
10:30～12:00

吉村昭著「破船」

場所：1階集会室
19日

11:00～11:20
（9日10時から受付）

場所：1階集会室
時間：15:00～15:30

5日（申込受付中）
19日（9日10時から受付）

3月5日（23日10時から受付）

場所：1階集会室
22日

11:00～11:20
（9日10時から受付）

堺市駅前分館 「むかしばなし」 「元気な身体をつくろう」 ※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。
※くるみひろば、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。

堺保健センター通信

おすすめの本を持ち寄って紹介し合い、競い合いませんか。バトラーへの
道を堺図書館ビブリオバトル倶楽部が優しく指導します。
　　 2月26日（土）14～15時　　　 中央図書館　　　 先着9人
　　 直接か電話で氏名と電話番号を同館へ。
日時 場所 定員
申込

　　 2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
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。

日時
場所

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。

■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　※休館日：2月7・14・21・28日 
図書館カウンター堺東　8～21時　※休館日：2月3・17日

妊婦教室
〈予約制〉

男性（パパ）も
参加可

離乳食講習会
〈予約制〉

生後6カ月未満の子ども
4カ月健診時にも予約可

BCG予防接種

生後1歳未満の
子ども

子どもの歯相談室
＜予約制＞

1歳6カ月～3歳11カ月は
フッ素塗布あり（1回限り）

成人の歯科相談
＜予約制＞

成人・妊婦の方を対象に
歯科検診・相談

親子で歯科相談可

生活習慣病予防相談
食生活相談

＜予約制＞
保健師・管理栄養士等による相談

検査・相談
＜予約不要＞

検査（HIV・梅毒・クラミジアのセット、
風しん、肝炎）エイズ相談

診断書発行不可

精神保健福祉相談
＜予約制＞

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

妊娠中に2回 4日
13:30～15:00

9・22日
9:30～11:00

25日
13:30～15:30

3月2日
9:30～11:00

2日
3月2日

9:30～11:00

1・10日 14:00～16:00
18日 13:00～15:00
24日 9:15～11:15

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。

子育て支援課通信 ☎228-7023・222-4800　FAX222-4801 いずれも無料

堺保健センターとちぬが丘保健センターは昨年10月11日に移転・統合しました。
☎238-0123　FAX227-1593 いずれも無料

中央図書館　堺区大仙中町18-1　☎244-3811　FAX244-3321　
堺市駅前分館　堺区田出井町1-1-300　☎222-0140　FAX222-0158
図書館カウンター堺東　堺東駅前ジョルノ2階　☎232-1011図書館通信 いずれも無料

サカエルも
やって

くるよ！


