
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

地域美化
防災推進室

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

148,148人（74人増）

人のうごき（堺区）
令和4年4月1日推計（　）は前月比
人口

73,193人（20人増）男
74,955人（54人増）女
74,270世帯（236世帯増）世帯

人口密度
面積

6,262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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堺区広報堺区広報
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新湊小学校6年(応募時)　溝辺　楽
みぞべ らく

～堺区への思い～

●編集・発行／堺区役所企画総務課

　堺区には、世界遺産に登録された百舌鳥
古市古墳群や、昔から受けつがれている包
丁づくり、自然豊かな公園があり、素敵な町
だと思います。

地域交流

防犯活動

堺区長　東屋 好晴

自治会は｢人と人との助け合い｣
　　　　　　　　につながる活動をしています！

自治会のことをもっと詳しく知りたい方、
活動に参加してみたいと思った方は、
区ホームページ（QRコード）か
堺区自治推進課へ
問 堺区役所自治推進課
（☎228-7082 ℻228-7844）

自主防災組織が中心となり、避難訓練や
避難所運営訓練などを行っています！ 運動会や盆踊りなどを通じて住民間の

交流を深めています！

青色防犯パトロールでの巡回や防犯灯の
設置を行っています！

子どもの見守り

あなたも自治会で
　活躍しませんか？

不審者や交通事故などから子どもを守る
ため、活動を行っています！

防災訓練

自治推進課職員

　
　このたび堺区長に就任しました東屋好晴（あずまやよしはる）
です。堺区には、百舌鳥古墳群を始めとした類まれな歴史・文化
資源があります。このような歴史ある堺区の区長に就任し、改め
てその責務の大きさを痛感しています。
　私は、区民の皆さまが安全・安心に暮らせることが基本と考
えています。そのため、防災体制の強化に重点をおき、安全・安
心の実現に向けた取組を推進してまいります。

　また、災害時には、ご近所同士の協力が大きな力となります。
そのため自治会では、地域の交流、防災・防犯を始めとしたさま
ざまな活動が行われています。区役所は、最も身近な「住民自治
の拠点」として区民の自主的な活動を支援することを通じ、活
力ある地域社会づくりをめざします。
　これからも「住みたい、住み続けたいまち堺区」をめざし、全
力を尽くしてまいりますので、皆さまのご理解とご協力を賜りま
すようお願いいたします。

はじめまして 堺区長です
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▷カセットコンロの燃料ボンベカバー部を覆うような大きな鍋や鉄
板などの調理器具は使用しない。また、カセットコンロ2台を近く
に並べて使用しない。

▷炭をカセットコンロの上に置いて火おこしをしない。
▷カセットボンベを暖房器具のそばや高温になる場所に置かない。
▷メーカー指定のカセットボンベが正しく装着されていることを確
かめてから使用する。

▷カセットボンベを廃棄する時は、ボンベを振って
音がしないことを確かめる。音がする時はまだガ
スが残っているので、使い切ってから廃棄する。

大浜公園（堺区大浜北町4丁）では、
公園東側にあるハナショウブ園の約
60種・1000株以上が
5月下旬から６月上旬
に見ごろを迎えます。

改修工事を終えての初公演として、千利休を主人公にしたオリジナルシナ
リオ朗読劇『フォアレーゼン〜千利休〜』を開催します。人気声優3名とピ
アノ奏者が戦国の世、武将に影響を与えた利休とその時代を熱演します。
　　  5月22日（日）全２公演
　　  サンスクエアホール（堺区田出井町2-1）
　　　　  会場窓口：サンスクエア堺
（インターネットではフォア
レーゼンTicket・ローソン
チケット・アニメイト通販で
も販売中）
詳細については、QRコード
をご確認ください。

日時
場所
有料申込

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

※中止・延期など変更の場合があります。

　　　　　     
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）

6/9　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

5/12、6/2　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

6/21　10：00〜12：00　予約は6/15　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 5/11　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

野外で調理をする機会の多いこの時季に便利な卓上コンロ（カセットコ
ンロ）を使用する時は、次の点に注意してください。

そんな思いを持つ、高齢の家族を介護している方のための交流会を開催
しています。

《認知症家族交流会》
　偶数月の第2金曜日13時30分〜14時30分

《男性介護者交流会》
　奇数月の第2水曜日13時30分〜14時30分
参加をご希望の方は堺基幹型包括支援センターへお問い合わせください。

春が感じられる風景や風物詩などの春を思い起こせる一枚や春休
み・ゴールデンウィークの思い出、新生活を楽しむ光景を切り取った
写真を募集しています。
詳しくは、市ホームページまたは下記のQRコードから。
　  堺区役所企画総務課（☎228-7403　℻228-7844）問

正しく使おう！カセットコンロ
堺消防署　予防課　☎228-0119　℻228-4087

介護する家族の交流会
堺基幹型包括支援センター　☎228-7052　℻228-7058

大浜公園のハナショウブ
大浜公園事務所　☎232-1489　℻228-8897

人気声優による「声優朗読劇フォアレーゼン～千利休～」
サンスクエア堺　JR「堺市」駅徒歩３分　☎222-3561　℻222-8522

堺山之口商店街で、コミュニティの醸成や商店街の賑わい再生
をめざして特色ある複数のサークルを開講している「堺ヤマノク
チ大学」が、無料体験見学会を実施します。
　　  堺山之口商店街内
　　   「子育て支援施設MADO」（M）
　　  堺山之口商店街内 「ブティック芝２F」（芝）

場所

堺ヤマノクチ大学　無料体験見学会
一般社団法人日本生涯学習普及協会　堺ヤマノクチ大学係　☎050-3803-2836　℻227-3519

講座名 開催日 開催時間 開催場所
いきいきコーラス 5月18日・6月1日 11：10〜12：10 M
英会話 5月18日・6月1日 12：20〜14：10 M
朗読 5月18日・6月1日 14：20〜15：50 M
絵画 5月11・25日 12：20〜14：10 M
いやしのぬり絵 5月18日・6月1日 10：10〜11：10 芝
プリザーブドフラワー 5月18日・6月1日 13：00〜14：00 芝
パターンアート「ゼンタングル」 5月11・25日 10：10〜11：10 芝
スマホ・タブレット 5月11・25日 13：20〜14：20 芝
カラオケサークル 5月2・23日 13：00〜14：50 M
身近なアロマテラピー 5月11・25日 14：30〜15：30 芝

●コロナ禍で人と会う機会が減り、家族への声かけ以外は話さない
日がある
●介護者同士の話を聞くだけでも、気持ちが落ち着く
●仲間がいると思うと心強い

春春のの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！！
テーマ ： 「スタートの春」

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か問合せ先へご確認ください。
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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。保育士や保健師、子育て支援コーディネーターと子育ての悩みや不安
などお話しませんか。
　　  5月17日（火）
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　　　  ５月2～13日までに電話で

日時

場所
定員 申込

「個別相談あのね」に遊びに来ませんか？
“子育て・家族・身体のこと”同年代だからこそ分かり合える時間を一緒に
過ごしませんか。
　　  5月25日（水）10時30分～11時30分　　　  さかいっこひろば
　　  堺区在住の0歳児（第1子）のいるおおむね40才以上の保護者
　　  先着5組程度
　　  5月2～18日までに市ホームページから
　　  ※申込時は必ず電話番号を入力してください。

日時 場所
対象
定員
申込

　　  5月8・22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

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―
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。
　　  5月22日（日）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

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
「ルールってなんだろう」

場所：2階閲覧室
「撮って楽しむ！見て感動！

写真の世界」

19日
10：15～12：00
テーマ：わくわく 

ドキドキしちゃう本

27日
10：30～12：00

高田郁 / 著
「八朔の雪」

場所：1階集会室
21日

11：00～11：20
（11日10時から受付）

場所：1階集会室
時間：15：00～15：30

7日（申込受付中）
21日（11日10時から受付）

6月4日（25日10時から受付）

場所：1階集会室
24日

11：00～11：20
（11日10時から受付）

堺市駅前分館 「いっぱい食べよう」 「動物と暮らす」 ※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。
※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：5月2・9・16・23・30日
　　　　　　図書館カウンター堺東　8～21時　※休館日：5月19日

Me time (ミータイム）

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

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。

「赤ちゃんがきた！」親子の絆づくりプログラム

「ひらめき脳トレプラス教室」　
～楽しく通って元気でいきいき！～

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～

サカエルTV（堺区公式YouTubeチャンネル）
堺保健センターへ行ってみよう編

初めて子育てをしているお母さんと赤ちゃんのためのプログラムです。日
ごろの悩みや子育てについて話します。おでかけや仲間づくりのきっかけ
に、ぜひご参加ください。
　　  6月16・23・30日、7月7日　全4回
　　  （都合の悪い日の欠席、可）
　　  10～12時　
　　  堺保健センター3階　集団指導室2
　　  令和4年1月16日～4月16日生まれの第1子とその母親
　　  先着10組　
　　  5月6日9時から電話で子ども家庭支援センター清心寮（リーフ）
　　  （☎252-3521）へ。

日程

時間
場所
対象
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
とした教室に参加しませんか。
　　  5月18日～8月3日の毎週水曜　全12回
　　  13時30分～15時　　　  堺保健センター3階または4階
　　   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）　　　  抽選15人
　　   5月2～11日に電話かFAXで住所、氏名、年齢、電話番号を堺保健セン

ターへ。抽選結果は全員に郵送します。

日程
時間 場所
対象

定員
申込

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
重が減ってきた方はぜひご参加ください。
　　  5月26日（木）10～11時30分
　　  堺保健センター4階　
　　  65歳以上の方
　　  先着12人　　　　  筆記用具
　　  ５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

令和３年10月に堺保健センターが開所しました。
保健センター紹介動画を作成しましたので、ぜひご覧ください。

子宮がん検診
子宮がんは検診によって比較的容易に発見できます。定期的に検診を受
けることで早期発見に努めましょう。
　　  7月12日（火）13～15時　　　  堺保健センター3階
　　  20歳以上の女性　　　  問診・内診・子宮頚部の細胞診
　　  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。

日時 場所
対象 内容
申込

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。

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。

5月の相談など一覧
妊婦教室
〈予約制〉

男性（パパ）も
参加可

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　
検査（HIV・梅毒・クラミジアのセット、風しん、肝炎）

〈予約不要〉
エイズ相談、無料。　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 11・24日
9：30～11：00

27日
13：30～15：30

25日
9：30～11：00

25日
9：30～11：00

10・12・16日 14：00～16：00
20日 13：00～15：00


