
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
248―6799

自治協働係
防災推進室 ※4月1日から

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

148,074人（141人減）

人のうごき（堺区）
令和4年3月1日推計（　）は前月比
人口

73,173人（85人減）男
74,901人（56人減）女
74,034世帯（53世帯減）世帯

人口密度
面積

6,258人/　 
23.66 　

堺区　百舌鳥・古市古墳群
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令和4年（2022年）第246号44
堺区広報堺区広報
20222022

錦綾小学校6年(応募時)　内田　妃莉
うちだ き　り

～堺区への思い～

●編集・発行／堺区役所企画総務課

　堺の歴史を勉強していくなかで、堺はと
ても重要な町だと知りました。私の住む堺
をもっとたくさんの人に知ってもらいたい
です。
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土井川

旧堺燈台

大仙公園
いこいの広場

内川

さかい利晶の杜
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南海本線
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湊駅湊駅

住吉橋住吉橋

この春からお食事付き周遊プランや和装で周遊プラン、フォトウ
エディングプランなどが追加となり、さらに内容が充実します。
風を感じながら、堺の街の周遊をお楽しみください。

堺観光自転車タクシー

内川・土居川

発着場所 さかい利晶の杜（堺区宿院町西2丁1-1）
　　　　 ※コースによっては違う場合もあります
定員 1台につき大人・子ども含めて3人まで
　　 ※コースによっては1台につき2人まで
料金・予約方法・周遊コース 詳しくは堺観光コンベンション
　　　　　　　　　　　　  協会ホームページ（QRコード）へ。
問 公益社団法人堺観光コンベンション協会（☎233-6601　℻233-8448）

問 河川水路課（☎228-7418　℻228-7868）

堺の中心部を流れる内川・土居川の河川敷
の遊歩道にはさまざまな花が咲き、四季を
楽しめます。
問 河川水路課（☎228-7418　℻228-7868）

いこいの広場 イメージ

堺区内で

おでかけ春の
近場で、オープンスペースで、感染対策はしっかりと、

おでかけを楽しみましょう。

デジタルイラストマップができました
大仙公園エリアと環濠エリアを中心とした、歴史・文化のまち堺の魅
力が感じられるデザインマップを作成しました。マップは位置情報と
連動しています。
市ホームページ(QRコード)などからご覧いただき、
ぜひ春のおでかけにご活用ください。
観光推進課(☎228-7493　℻228-7342)問

大仙公園
府内の桜の名所のひとつで園内に多数の桜の木があり、
堺ブランド桜の「与謝野晶子」も植樹されています。
問 大仙公園事務所（☎241-0291　℻241-6187）問 大仙公園事務所（☎241-0291　℻241-6187）

問 観光推進課（☎228-7493　℻228-7342）

この春には園内の「いこいの広場」に飲食・物販
施設がオープンします。
関連情報は広報さかい5ページへ。

大空を泳ぐ鯉のぼり
堺駅前のにぎわいや地域の活性化を願って、内川・土居川
に毎年鯉のぼりを飾り付けしています。5月7日まで、堺駅
南歩道橋西側で。
また、ご自宅で不
要になった鯉の
ぼりがあれば、鯉
のぼり実行委員
会へお寄せくだ
さい。
問 鯉のぼり実行委員会・高杉晋（☎090-2592-4951）か
　 堺区役所企画総務課（☎228-7403　℻228-7844）

旧堺燈台(史跡)
南海本線堺駅の西約1kmのところにある、日本で
最も古い洋式木造燈台です。
問 文化財課（☎228-7198　℻228-7228）
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市では4月1～15日に飼い犬の狂犬病予防集合注射を行います。堺区の
会場と実施日・時間は下表のとおりです。費用は1頭につき登録済の犬が
3,300円、未登録の犬が6,300円です。事前に送付した書類をお持ちの方
は問診欄を記入し持参してください。必ず犬
を制御できる方が犬を連れて直接会場へお
越しください。集合注射の全日程や動物病院
についての情報は、市ホームページをご覧に
なるか、動物指導センターへお問い合わせく
ださい。

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    どの区でも
（国の行政全般についての苦情、要望など）

4/14　14：00～16：00　場所 堺区役所企画総務課
問 市政情報課　☎228-7475　℻228-7444

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

4月は中止
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・火・木・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 4/13　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

法律相談 　　　  　　　　　　25分以内

　　  区役所企画総務課（南区役所は総務課）
　　  13：00～16：00（美原区は15：00まで）
　　  9：00から先着各6人（美原区は4人）
※祝休日は直前の執務日〈相談は区ごとに年度内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
時間
予約

悪質業者は高齢の方が持つ「お金」「健康」「孤独」の3つの不安につけ込み、
親切にして信用させ、年金や貯蓄などの大切な財産を狙っています。また、
高齢の方は在宅率が高いので、電話勧誘販売や訪問販売などの被害に遭
いやすくなっています。

　  防災推進室（☎248-6799　℻228-7844）問

お店を新規開店する時は、消防法や市火災予防条例に基
づき、消防用設備等の設置が必要になることがあります。
すでに設置されている事業所でも、建物の増改築や改修、
テナントの入れ替えによって、新たな設備などが必要にな
る場合があります。
また、間仕切りを変更する場合なども届出が必要な場合があるので、前もっ
て消防署へご相談ください。届出がないと、知らない間に消防法違反とな
り、違反建物として公表するなど行政処分の対象となります。すでに開業や
建物の増改築などをされている方で届出がない場合は、すぐに同課までお
問い合わせください。

地域包括支援センター（☎ ℻ 区版1ページ参照）では介護・健康・福祉・医
療など様々な面から高齢の方を支援しています。生活の中で困っていること
や心配なことがあればお気軽にご相談ください。

悪質商法の被害にあわないために
堺基幹型包括支援センター　☎228-7052　℻228-7058

お店の開業や建物の増改築は消防署へ届出を
 堺消防署　予防課　☎228-0119　℻228-4087

飼い犬の登録と狂犬病予防注射を
動物指導センター　☎228-0168　℻228-8156

あ けない　出ない　「帰ってください」は　はっきりと

い りません　相手にしないで電話を切る

う まい話は要注意

え んりょなく　まわりに相談

お かしいと思ったらすぐお住まいの市町村の消費生活相談窓口へ

【消費生活センター（☎221-7146）か消費者ホットライン（☎188）】

 悪質商法被害にあわないための あいうえお（「撃退！悪質商法」より）

堺区の集合注射日程
会場 実施日 実施時間

あすか動物病院

4月1～15日
診療時間内※

※ 詳しくは各病院にお問い
合わせください。

アニー動物病院
かすみヶ丘動物病院
小林いぬねこ病院
ツルノ獣医科病院
中津動物病院

堺区の防災体制が強化されます！

3つの
重点取組

①将来の担い手育成 
小中学生から子育て中の方までの若い世代に対し防災意識を高める取組を進めます。
②地域防災力の強化 
災害が起きた時に地域で活躍する若手防災リーダーづくりを進めます。
③誰一人取り残さない防災体制の構築 
単身高齢者や外国人住民、帰宅困難者に向けた防災対策に取り組みます。

区役所内に防災の専門組織として「防災推進室」を新設し、次の3つについて重点的に取り組みます。

これまでに開催した堺区政策会議でいただいた
ご意見を参考にしました。

※4月1日から

公立小・中学校（国立小・中学校、支援学校は除く）に通う子どものいる家庭
で、経済的な理由により就学にお困りの方に、学用品の費用の一部や小学校
給食費などを援助します。
　　  ▷令和3年中の世帯全員の合計所得
額が基準額以下の方
▷児童扶養手当を受けている方など
　　  4月14～30日（区役所、各小・中学校は
土・日曜日、祝日を除く）
　　  堺区役所での申請は市役所本館3階 大会議室3（9～17時15分）
電子による申請方法などは市ホームページ（QRコード）参照。

対象

受付

場所

就学援助の申請を受け付けます
学務課　☎228-7485　℻228-7256
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子育て支援課の保育士と子育て支援コーディネーターが堺保健センター
での4カ月児健診会場に訪問し、出張相談を行っています。
健診後にご相談や育児サービスの申込などができ
ますのでお気軽に
お声掛けください。

　　  4月10・24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

図書館カウンター堺東をご利用ください
図書館カウンター堺東（堺東駅前 ジョルノ2階）
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。　

移動図書館

子育て支援課通信 ☎228-7023・222-4800　FAX222-4801 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
「外国語の本を楽しもう！」

場所：2階閲覧室
「実践！ビジネスマナーと

仕事術」

21日
10：15～12：00

テーマ：今年は寅年
トラ、とら、虎！

22日
10：30～12：00

渡辺淳一著
「光と影」

場所：1階集会室
16日

11：00～11：20
（6日10時から受付）

場所：1階集会室
時間：15：00～15：30

2日（申込受付中）
16日（6日10時から受付）

30日（20日10時から受付）
5月7日（27日10時から受付）

場所：1階集会室
26日

11：00～11：20
（13日10時から受付）

堺市駅前分館 「ともだち」 「映像化作品」 ※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。

■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：4月4・11・18・25日
　　　　　　図書館カウンター堺東　8～21時　※休館日：4月7・21日

HELLO  堺区  BABY！ 子育てCaféオンライン「赤ちゃんのデイリーケア講座」
季節の変わり目は寒暖差が大きくなります。赤ちゃんのデイリーケアや体
調の管理について、子育て支援課の保育士とお話しませんか。
　　  4月19日(火)　10～11時30分
　　  堺区在住の0歳児の親子　　　  先着6組程度
　　  4月15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

堺保健センター通信 ☎238-0123　FAX227-1593 いずれも無料

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。

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

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
6・28日

11:00～11:40
13:30～14:10

13・26日
9:30～11:00

13・22日
13:30～15:30

27日
9:30～11:00

27日
9:30～11:00

5・14日 14:00～16:00
15日 13:00～15:00
28日 9:15～11:15

4月の相談など一覧

子育て支援課は、毎月第2水曜日の10時30分～11時30分にさかいっこひろば（堺東駅前 ジョルノ3階）に訪問し、
お子さんの身体計測をしています。

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」

胃がん・大腸がん検診
令和4年度は堺保健センターで6・10月に計4日間の日程で行います。各
小学校では実施しません。受付時間は、申込後に送付する通知でご確認
ください。
　　  50歳以上の偶数年齢の方　　　  各回25人
　　  いずれも9時30分～11時30分
　　  4月4日から堺市がん検診総合相談ポータル（QRコード）
か電話で堺保健センターへ。
大腸がん検診は胃がん検診と同時実施です（大腸がん検診のみは不可）。

対象 定員
時間
申込

日程

堺保健センター

6月 10月

2日（木） 3日（月）

10日（金） 17日（月）

令和4年度　肺がん・結核検診の予定
エックス線直接撮影を、表のとおり実施します。予約不要。直接会場へ。
　　  40歳以上の方　　　  いずれも13時30分～15時30分
たん検査を希望される方は、4月4日から検診日の10日前までにご予約く
ださい（たん検査のみは不可）。

対象 時間

堺保健センターの館内にはアルフォン
ス・ミュシャの絵画が飾られており、まる
で美術館のようです。明るく開放感のあ
るエントランスホールでは、大型絵画が
同センターを訪れる皆さんをお迎えし
ます。4階で催しがある時には、ブラウン
を基調としたシックな待合で幾枚もの
絵画に囲まれ、ゆったりとお過ごしいた
だけます。

日程・会場（小学校）
6月 22日（水）新湊 9月 12月

6日（月）英彰 23日（木）浅香山 1日（木）少林寺 7日（水）大仙西
8日（水）大仙 27日（月）錦 5日（月）三国丘 26日（月）市

13日（月）錦西 28日（火）熊野 11月 27日（火）錦綾
15日（水）三宝 30日（木）安井 18日（金）神石 3月

28日（火）榎

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。

　　  5月10日（火）9時45分～10時30分、11～11時45分
　　  堺保健センター　　　  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
　　  4月4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 定員
持ち物

申込

堺保健センター紹介
～まるで美術館！？アルフォンス・ミュシャの絵画～

エントランスホールに飾られた絵画


