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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

148,860人（355人増）

人のうごき（堺区）
令和4年6月1日推計（　）は前月比
人口

73,604人（227人増）男
75,256人（128人増）女
75,098世帯（369世帯増）世帯

人口密度
面積

6,292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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殿馬場中学校1年(応募時)　安原　空希
やすはら　　そらき

～堺区への思い～

●編集・発行／堺区役所企画総務課

　ぼくは堺区に住んでいます。世界遺産
になってもっとこのまちに興味をもちま
した。これからも堺でくらしていきたい
です。

問 堺区役所企画総務課（☎228-7403 ℻228-7844）

堺区内の魅力を続々発信中!!堺区内の魅力を続々発信中!!
堺区公式インスタグラム 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

写真にハッシュタグ「♯sakaikuphoto」をつけて投稿してください

　　ベストPhoto賞
「春爛漫 桜トンネル」＠masae2196さん

区長賞「朝ん歩����」
＠norinatsuyukiさん

新人賞「毎年楽しみにしている桜 今年も見れた」
＠kage0113さん

新人賞「鯉のぼりのリフレクション」
＠kajiwarammmさん

4～5月に実施していましたフォトコンテストの全応募作品の中から入賞作品を発表します。詳しくは区ホームページで。

春の堺区
フォトコンテスト結果発表
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7月は「愛の献血助け合い運動」です。日本赤十字社では、
輸血用血液などの血液需要にこたえるために献血への協
力をお願いしています。
対象  16～69歳の健康な方。65歳以上の方の献血は、60

歳以降に献血経験のある方
日時  7月14日（木）10～11時30分、12時30分～16時30分
場所 堺市役所本館エントランス
※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。

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。

他区も含めた
日程はこちら

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）

8/18　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

7/7、8/4　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

8/16　10：00～12：00　予約は8/10　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 7/13　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

法律相談 　　　  　　　　　　25分以内

場所  区役所企画総務課（南区役所は総務課）
時間  13：00～16：00（美原区は15：00まで）
予約  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

府道大阪和泉泉南線と大和川堤防道路で、
車道の左端に自転車が車道を安全に通行
できるように整備しました。（地図参照）
詳しくは、QRコード参照。

堺区では、幼少期から自転車マナーを
身につけるきっかけとして、「初めての
自転車教室」を開催します。
日時   7月30日（土） 

9時10分～15時20分まで
各回40分の教室を5回程度開催

場所  Minaさかい 堺市役所前 
（堺区南瓦町3番1号）

対象 堺区在住の3～4歳児　参加費 無料
要申込  QRコード参照

司会進行などの運営やアトラクションの企画に参加していただける方を
募集します。自分たちの意見を反映させた、思い出深い式典づくりに参加
しませんか。
募集  ①式典実行委員会委員 

②市民憲章朗読者　③メッセージ発表者
対象 ①区内在住・在勤・在学のおおむね18～25歳の方。

②③区内在住で、2002年4月2日～2003年4月1日生まれの方。
①③はグループでの参加も可。応募多数の場合は抽選。

申込  7月29日（金）までに、住所、氏名、電話番号、生年月日、①～③の
希望する番号を書いて、電話か℻かメール（*sakaijisui@city.
sakai.lg.jp）で

投票時間は、7～20時です。投票には、堺区選挙管理委員会から郵送した投
票所入場整理券をお持ちください。
入場整理券が届かなかったり、紛失したりした場合でも、選挙人名簿に登
録されていれば投票できますので、投票所で係員に申し出てください。
期日前投票は7月9日(土)まで、市役所3階、堺区役所会議室で。
詳しくは入場整理券と同封の案内でご覧ください。

認知症は誰にでも起こりうる病気です。症状が軽い段階から治療やケア
を受けることで、症状の軽減や進行を遅らせることができる場合もあり
ます。「かかりつけの医師」や認知症の専門医の受診、地域包括支援セン
ターに相談しましょう。
認知症の理解者を増やすため、認知症サポーター養成講習を実施してい
ます。開催情報は、堺市社会福祉協議会ホームページをご確認ください。

自転車レーンを整備しました
問  自転車環境整備課　☎228-0294　℻228-0220

「初めての自転車教室」の参加者を募集します！
問  堺区役所企画総務課　☎228-7403　℻228-7844

思い出に残る二十歳の集いにしよう
問  堺区役所自治推進課　☎228-7082　℻228-7844

7月10日(日)は参議院議員通常選挙の投票日です
問  堺区選挙管理委員会事務局　☎228-7263　℻228-7844

認知症を正しく知ろう！
問  堺基幹型包括支援センター　☎228-7052　℻228-7058

献血にご協力をください
問  堺区役所　自治推進課　☎228-7082　℻228-7844

※令和5年より成人式は堺市二十歳の集いへ式典名称が変わります。　※堺市では従来通り、
20歳を対象として開催します。（2002年4月2日～2003年4月1日生まれの方が対象です）

献血のマスコット
キャラクター
けんけつちゃん

日時  8月12～14日 10～16時45分
場所  イオンモール堺鉄砲町（堺区鉄砲町1番地） 

2階イオンスタイル前ブリッジ
※申込、持ち物、対象者など詳しくは 問 またはQRコード参照。

マイナンバーカード出張申請受付を実施します
問  堺市マイナンバーカード普及促進センター　☎072-600-0181　℻275-5766

浅香山駅

七道駅
大
和
川

堺東駅 堺市駅

大堀堺線

大和高田線

南
海
高
野
線

阪
堺
線

大
阪
和
泉
泉
南
線

阪
神
高
速
堺
線

ルールについて

整備状況について

●物忘れ：朝ごはんに何を食べたか思い出せないといった体験の一部を忘れる
●認知症の疑い：朝ご飯を食べたこと自体を忘れてしまう

日時  7月10日（日）11～16時
場所 さかい利晶の杜SAKAIマルシェ内
※ 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、中止となる場合

があります。詳しくは、 問  またはミナクルサカイク（☎245-
2531）または、QRコード参照。

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
問  堺市社会福祉協議会　堺区事務所　☎226-2987　℻226-1952
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大人も子どもも楽しめるサーキット・パラバルーンなどの「運動会ごっこ」
を開催します。
日時  7月27日（水）10時30分～11時30分
対象 堺区在住の1歳6カ月～3歳未満までの子どもと保護者
定員 先着5組程度　申込 7月11～22日までに市ホームぺージから

堺区に転入された子育て家庭のみなさん。ようこそ堺区へ！子育て情報
の提供や、参加者同士で交流を行う講座を開催します。
日時  7月29日（金）10時30分～11時30分　
場所 堺区役所 本館地下1階 多目的室　
対象 堺区に転入してきた第１子が1歳半までの親子
定員 先着10組　申込 7月4～22日までに市ホームページから

日時  7月3・17・31日10時20分～11時
場所 府営戎島住宅内集会所前（堺区戎島町1丁）
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。

図書館の歴史や分類方法を学び、おはなしや絵本の読み聞かせにふれ、
家族や友達に本のすばらしさや読書の楽しさを伝える、「さかい子ども司
書」になりませんか。終了後は、堺区内で実施する事業に参加していただ
く予定です。
日時  7月26～27日、8月2・9日 13～15時　
場所 中央図書館　定員 8人
対象 全日程参加できる市内在住・在学の小学4年生から中学2年生。
申込 7月5日（火）10時から中央図書館まで来館または電話で。

セレッソ大阪とコラボしたブックフェアを開催し
ます。選手ゆかりのグッズや、選手おすすめの本な
ども展示します。
日時  7月1～31日
場所 中央図書館ロビー

日時  7月30日（土） 15時～15時30分、15時40分～16時10分（2部制）
場所 中央図書館　定員 各回先着12人
申込 7月6日（水）10時から中央図書館まで来館または電話で。

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
「Sakai Loves 
Cerezo!2022」

場所：2階閲覧室
「Sakai Loves 
Cerezo!2022」

21日
10：15～12：00

テーマ：写真絵本
大集合！

22日
10：30～12：00

恩田陸著
「蜜蜂と遠雷」

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）

8月6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 「この本おすすめ」 「私のお気に入り」 ※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。

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

子育て講座atさかいっこひろば「運動会ごっこ」

堺保健センター通信 堺区南瓦町3番1号
☎238-0123　FAX227-1593

「さかい子ども司書」にチャレンジ！ Sakai Loves Cerezo!2022

移動図書館

夏のおはなし大会

夏休み親子食育体験教室　～おうちで野菜を育ててみよう～

プランターに野菜を植えておうちで収穫まで育ててみよう。野菜
の栽培を通して食の大切さを親子で楽しく学ぶ教室です。
日時  8月2・4日 10～11時30分　場所 堺保健センター4階
対象  4歳～小学生とその保護者 

※3歳以下の弟妹の同伴はご遠慮ください。
定員 各日先着8組　※重複して申し込むことはできません。
申込  7月4日（月）9時から、QRコード参照。 

※電話やFAXでの申し込みはありません。

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。

妊婦教室
〈予約制〉

無料
男性（パパ）
も参加可

離乳食講習会
〈予約制〉無料

生後６か月未満の子ども
４か月健診時にも予約可

子どもの歯相談室
〈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）

成人の歯科相談
〈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

骨粗しょう症予防検診
＜予約制＞有料

18歳以上
骨密度測定（QUS法超音波

測定）、健康相談など

生活習慣病予防相談
食生活相談

〈予約制〉無料
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〉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

妊娠中に2回
6日

11：00～11：40
13：30～14：10

13・26日
9：30～
11：00

22日
13：30～
15：30

8月29日
午後

27日
9：30～11：00

27日
9：30～11：00

5・7・15日
14：00～16：00

堺区Welcomeファミリー講座

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。

堺保健センター紹介   ～一緒に健康づくりに取り組みませんか～

堺保健センターの3階には、集団
指導室があります。乳幼児健診
や健康づくりのための講演会、運
動講座などを行っています。
生活習慣を見直すきっかけづく
りや健康づくりのために講演会
や講座に参加してみませんか。

フォトブースで写真を撮ったり、スクラッ
プブッキングを作成するなど親子で楽
しみませんか。
日時  7月22日（金）10時30分～12時
対象  さかいっこひろばをはじめて利用

する堺区在住の0歳児（第1子）の
親子　

定員 先着5組　
申込  7月4日（月）10時から電話で受付（定員になり次第締切）

はじめてのさかいっこひろば
“フォトでつながろう”


