
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

148,215人（138人減）

人のうごき（堺区）
令和4年2月1日推計（　）は前月比
人口

73,258人（77人減）男
74,957人（61人減）女
74,087世帯（98世帯減）世帯

人口密度
面積

6,264人/　 
23.66 　
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市小学校5年（応募時）
ば　ば えい た
馬場　瑛大

～堺区への思い～

●編集・発行／堺区役所企画総務課

　他にはない伝統や歴史がたくさんある
堺。そんな堺を僕は誇りに思っています。
だから、このすばらしさが世界中に広がっ
ていってほしいです。

ベビー用品、おさがり、
家具を近場で譲り合い

お譲りします

防犯ニュースや自治体か
らの各種情報がすぐに見
られる！

防犯＆行政情報

イベント
ご近所さんからのオスス
メイベント情報が満載

病院や遊び場などのこと、
質問するとご近所さんが
答えてくれる！

教えて

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

グラムグラム式インスタグイインスタグス式インス堺区公式堺区公堺 式堺区公式区 タ堺区 ムラムラムラググタタススイイ式式公公区区堺堺 ンンン堺区公式インスタグラム堺区公式インスタグラム
この秋・冬に実施したフォトコンテストの全応募作品95点の中から入賞作品3点を選定しましたので発表します。この秋・冬に実施したフォトコンテストの全応募作品95点の中から入賞作品3点を選定しましたので発表します。

近くにある親子で
過ごせるスポット、
相談機関、子育てに
関するサービスなど、
堺区で子育て中の方が
情報交換しやすい
機能が満載!

2児のママ
堺市美原区に引っ越してきました！

しの

美味しそうですね～！
さっそく夕方に行ってみたいと思います♪

ゆか

はじめまして♪
何のお店ができるのか気になっていました！
情報ありがとうございます♡

堺市堺区エリア

ピアッザ

登録完了!

無料でかんたん！無料でかんたん！
ニックネームで登録！
すぐに開始できます！
ニックネームで登録！
すぐに開始できます！
STEP.01 アプリをダウンロード

STEP.02 堺市堺区エリアを選択

STEP.03 ニックネームなどを入力

　　ベストPhoto賞
「Santa Claus Is Coming Coming!!」
＠twinkle.eryさん

区長賞 「ライトアップを持ち帰る」＠yu_kotoriさん

新人賞「キラキラサカエル　」＠satobon0904さん

《撮影者の一言》
サンタ帽を見つけて、「あ！サンタしゃ
ん！」「サンタさんの帽子や！」と嬉しそ

《撮影者の一言》
サンタ帽を見つけて、「あ！サンタしゃ
ん！」「サンタさんの帽子や！」と嬉しそ
うに被っていました

《撮影者の一言》
バスを降りたら
サカエルが
自転車タクシーで
市役所前を
グルグル回ってる～

《撮影者の一言》
これぞほんまの紅葉狩り。ライトアップで美しく
浮かび上がる紅の世界を、水晶玉に閉じ込めてみました。

ベストPhoto賞を選定してくれたのは・・・

自分の住むこのまちが魅力ある場所に
なるように何が出来るのかを常に考え
ています。撮影においては、その場の
空気感を大切に被写体と向き合うこ
と、自分の気持ちを素直に表現するこ
とが大切だと考えています。

小野 晃蔵（おの・こうぞう）さん小野 晃蔵（おの・こうぞう）さん

ル 」」」」

～

審査員の講評などは区ホームページへ。　審査員の講評などは区ホームページへ。　

3月より 堺市堺区エリアスタート!3月より 堺市堺区エリアスタート!

地域SNS地域SNS
同じ地域同じ地域でで

子育てをするママ・パパたちの
が がで聞ける! きる！声 情報交換声 情報交換

プロフィール
堺区在住の写真家。1996年に小野晃蔵写真事
務所を設立。海外で活動後、大阪を拠点に個展
や写真展を開催。現在は｢SPinniNGMiLL
(スピニングミル)」(堺区並松町45)を拠点に活
動している。

プロフィール
堺区在住の写真家。1996年に小野晃蔵写真事
務所を設立。海外で活動後、大阪を拠点に個展
や写真展を開催。現在は｢SPinniNGMiLL
(スピニングミル)」(堺区並松町45)を拠点に活
動している。

皆さんが撮影した堺区内の素敵な写真を紹介しています。
堺区内のおすすめスポットや思い出の一枚、ハッシュタグ「#sakaikuphoto」をつけて投稿してください。 @sakaiku_official
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法律相談	　　　		　　　　　相談時間		13：00～16：00　先着各6人
　　		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	※祝休日は直前の執務日
同一相談は1回限り（25分以内）
（4月から相談内容に関わらず区ごとに年度内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

場所

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

3/3		4/7　14：00～16：00　場所	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

4/19　10：00～12：00　予約は4/13　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（4月から水曜日を除く）　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 3/9　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

3月1～7日、全国一斉に春の火災予防運動が実施されます。火災が発生し
やすいこれからの時季に、家庭や職場で火の
元の点検をしましょう。
堺消防署では、この期間中に「第18回堺消防
署防災写真展」入賞作品の展示を行います。
　　		3月1～7日
　　		市役所高層館1階ロビー
期間
場所

堺消防署防災写真展
堺消防署　☎228-0119　℻228-4087

認知症や高齢の方を地域で支える　パネル展
堺基幹型包括支援センター　☎228-7052　℻228-7058

堺区政策会議
堺区役所企画総務課　☎228-7403　℻228-7844

《認知症パネル展》
「笑顔で認知症とともに～子どもも大人も
みんなで支える・つながるまち堺～」
認知症の方を支える制度や取組を紹介し、
作品を展示します。キッズ向けコーナーも
あります。
《高齢者権利擁護パネル展》
「高齢者虐待予防～ひとりで悩まないで相談しましょう～」
高齢者虐待・消費者被害・詐欺被害を予防しましょう。
　　		3月22～31日（※初日は午後から）
　　		市役所本館1階　　　		いずれも無料
期間
場所 費用

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4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。
　　		3月25日（金）14～15時30分
　　		堺市役所本館	3階堺区役所会議室
　　　		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、13時30分から直接会場へ。先着5人。

日時
場所
テーマ
傍聴

3月12・13日にフェニーチェ堺で開催を予定していました「第22回堺区民
文化祭（出演の部・展示の部）」は、新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止のため、来場者や関係
者の健康面・安全面を考慮し、中止します。
楽しみにされていた皆さまには申し訳ございま
せんが、ご理解いただきますようお願いします。

テーマは「傾聴」で、傾聴活動を通じてボランティアの楽しさを深める講座
です。ぜひご参加ください。
　　		3月24日（木）13時30分～15時
　　		堺市総合福祉会館（堺区南瓦町2-1）6階ホール
　　		ボランティア活動に興味のある方、ボランティア活動を始めてみた
い方、すでに活動しているが改めてボランティア活動について学びたい方
　　		先着10人　　　		無料
　　		堺傾聴サークル「ふれあい」代表　
　　		小西	武憲さん
　　　		マスク、飲み物
　　		3月22日までに電話か℻、メールで住
所、氏名、電話番号を堺市社会福祉協議会堺区事務所へ。

日時
場所
対象

定員 費用
講師

持ち物
申込

4～9月に開講する前期講習会の受講者を募集します。いずれも全20回。

　　		堺老人福祉センター（堺区協和町3丁128-4）
　　		市内在住の60歳以上の方
　　		3月11日（必着）までに直接来館か往復はがき
で住所、氏名（ふりがな）、電話番号、希望講習会名
を同センターへ。

場所
対象
申込

堺区ボランティアオリエンテーション講座
堺市社会福祉協議会堺区事務所

☎226-2987　℻226-1952　*sakai@sakai-syakyo.net

堺老人福祉センター講習会
堺老人福祉センター（〒590-0822　堺区協和町3丁128-4）

☎244-7155　℻243-4078

堺区民文化祭　開催中止のお知らせ
堺区ふれあい事業実行委員会事務局（〒590-0078　堺区南瓦町3番1号　堺区役所自治推進課内）　

☎228-7082　℻228-7844

過去の展示の様子

サンスクエア フェスティバル
サンスクエア堺　JR「堺市」駅徒歩3分　☎222-3561　℻222-8522

ロビーコンサート・フリーマー
ケット・スタンプラリー（先着
1000人にお菓子セットをプレ
ゼント）や翔子モノマネショー
（6日のみ・要申込）など、ご
家族で楽しめる催しがいっぱ
い！きり絵やフラワーアレンジ
メントなどの作品展示もあり
ます。ご家族やご友人を誘って
ぜひお越しください。
　　		3月5～6日10～17時
　　		サンスクエア堺（堺区田出井町2-1）
詳しくはサンスクエア堺ホームページ
（QRコード）参照。

日時
場所

各種イベントを開催します

中止·延期など変更の場合があります。最新情報は市ホームページや問合せ先へご確認ください。

翔子さん

講習会名 日時 費用 定員

手芸 月曜日・午後 教材費1万5,000円
（3回分割払い） 抽選40人

茶道 火曜日・午前 教材費6,500円
（2回分割払い） 抽選10人

華道 火曜日・午後 教材費1万6,000円
（3回分割払い） 抽選40人

踊り 水曜日・午後 無料 抽選10人
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「そろそろ赤ちゃんとおでかけして
みたいな」「赤ちゃんと二人でおで
かけする時はどんなことに気をつ
けたらいいのかな」など、一緒にお
話しましょう。堺区内のおでかけ情
報もお伝えします。
　　  3月15日（火）10～11時30分
　　  堺区在住の0歳児の親子
　　  先着6組程度
　　   3月11日までに市ホーム
　　  ページ（QRコード）で
　　  ※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

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。
　　  3月26日（土）13時30分～15時　　　  先着15人　
　　  小学1～6年生。ただし、小学1・2年生は要保護者同伴。
　　  3月9日10時から来館か電話で同館へ。

日時 定員
対象
申込

　　  3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

盗まれたハッピーエンド ～隠された柱時計の謎～ 移動図書館

オンラインで開催☆春休み親子クッキング
ご自宅からオンラインで親子クッキングに参加しませんか。親子で一緒
に、自分でつくる楽しさを味わいましょう。
　　  ①３月28日（月）13時30分～15時
　　  ②３月29日（火）10時30分～12時
　　  ①野菜を使用したおやつ
　　  ②デコ巻きずし
　　  堺市在住の4歳～小学生の子どもとその保護者　　　  先着各10
組　※重複して申し込みできません。　　　  オンライン（スマートフォン
かパソコンが必要、通信費と食材は自己負担）　　　  3月2～17日に市
ホームページ（QRコード）か市電子申請システムで

日時

内容

対象 定員
方法

申込

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。

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

堺保健センター通信 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

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
「心おどる、はる」

場所：2階閲覧室
「まもろういのち
―災害に備えて―」

25日
10:30～12:00

桂雀々著「必死のパッチ」

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）

4月2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 「おおきくなったら…」 「春を先取り」 ※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。

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
〈個別通知〉

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）

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
9日

11:00～11:40
13:30～14:10

4日 13:30～15:00
11日 9:30～11:00

9・22日
9:30～11:00

25日
13:30～15:30

2日
9:30～11:00

2日
9:30～11:00

1・10日 14:00～16:00
18日 13:00～15:00

■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：3月7・14・28・31日
　　　　　　図書館カウンター堺東　8～21時　※休館日：3月3・17日

子育てCaféオンライン「おでかけデビュー講座」

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。

「個別相談あのね」に遊びに来ませんか？
子育て支援課にはお子さんと一緒にお話が
できるプレイルームがあります。子育てに関
する相談など、お気軽にお越しください。
　　  3月16日（水）
10～10時45分、11～11時45分
　　  堺区役所子育て支援課 プレイルーム
　　  先着各回1組　　　  3月3日から電話で

日時

場所
定員 申込

「高齢者いい歯自慢コンテスト」　開催中止のお知らせ
令和4年の「高齢者いい歯自慢コンテスト」は、新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため、参加者の皆さまの健康面・安全面を考慮し、中止しま
す。楽しみにされていた皆さまには申し訳ございませんが、ご理解いただ
きますようお願いします。写真はイメージです

「さかいっこひろば」でお話しませんか？
さかいっこひろばには毎月第2水曜日に保育
士や保健師、子育て支援コーディネーターが
訪れます。おでかけデビューで遊びに来ませ
んか。一緒にお話しましょう。希望する方に
はお子さんの身体計測をします。
※さかいっこひろばを初めて利用する方は利用登録が必要です。
　　  3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

身体の中からきれいに☆簡単ヘルシークッキング
「ついつい食べ過ぎてしまう」「血圧やコレステロールが気になる」方にお
すすめです。講話とヘルシーメニューの実演をします。試食はありません。
　　  3月24日（木）10～11時30分
　　  堺保健センター4階
　　  おおむね64歳以下の方　
　　  先着12人
　　　  筆記用具、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
　　  3月2日から電話かFAXで住所、氏名、電話番号を堺保健センターへ。

日時
場所
対象
定員
持ち物

申込


