
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

148,872人（12人増）

人のうごき（堺区）
令和4年7月1日推計（　）は前月比
人口

73,638人（34人増）男
75,234人（22人減）女
75,160世帯（62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

令和4年（2022年）第250号88
堺区広報堺区広報
20222022

浅香山中学校２年(応募時)　谷口　彩葉
たにぐち　　いろは

～堺区への思い～

●編集・発行／堺区役所企画総務課

　刃物や自転車などの、さまざまな伝統
工芸品や、千利休や与謝野晶子などの偉
人がいるこの堺区を、私はとても誇りに
思います。

無料

問 堺区ふれあい事業実行委員会事務局（堺区役所自治推進課内）☎228-7082　℻228-7844問 堺区ふれあい事業実行委員会事務局（堺区役所自治推進課内）☎228-7082　℻228-7844

問 さかい利晶の杜(☎260-4386　℻260-4725)

夏のワクワク

海験
たい けん

回
①
②
③

受　付
9：30～
11：50～
13：50～

10：45～
12：30～
14：30～

乗　船

大阪湾クルージング

8月21日(日)10～16時

会場 堺出島漁港(地図参照)

有料

小学生以下は保護者同伴で。
子ども用のライフジャケットが着用でき
ない場合は乗船不可。
荒天などで中止の場合があります。

さかい利晶の杜の学芸員さんに展
示にかくされた「ヒミツ』のお話を
聞いてみよう。見るだけでは分から
ない「発見」があるかも？
他にも大人気のお話「堺のふしぎ
な話」も聞けますよ。

日時 8月20日(土)13時30分～15時
場所 さかい利晶の杜
参加費 500円（お抹茶と和菓子付き）
定員 15人
対象 小学3年生～中学生
申込 参加者氏名、学年、電話番号、食べ物のアレルギー
　　 有無をご記入の上、電話、メール、来館にて。

※クルージングの事前予約方法
　8月1～8日の期間中に市電子申請
　システム(下記QRコード参照)で。
定員を超えた場合は、抽選とします。

雨天決行(但し、荒天により警報が発令された場合は中止) ○植物教室(エアプランツホルダー作り)
　※500円

無料

○稚魚の放流(10時15分～)
○紙風船割り ○泡マシン ○床噴水 
○バルーンショー ○海の楽校
○サウンドパフォーマンス(大道芸)
○堺海上保安署による巡視艇しぎかぜ
　船内見学及び水難救助講習 ほか

各回85名(所要時間30分)

さ
か
い
利
晶
の
杜
イ
ベ
ン
ト
案
内

利晶の杜でみっけ 日時 8月27日(土)13時30分～15時
場所 さかい利晶の杜
参加費 300円
定員 10人
対象 小、中学生
申込 参加者氏名、学年、電話番号をご記入の
　　 上、電話、メール、来館にて。

自分の気持ちや思いを
短歌にしてみよう。
つくった短歌はうちわや
短冊に書いて持ち帰れ
ます。

子ども短歌教室

バルーンショー(イメージ)

サウンドパフォーマンス(イメージ)
稚魚の放流

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。

要予約



2堺区広報 2堺区広報令和 4年（２０２2）8月 1日

介護予防とは、介護が必要となる前に、予防策に取り組み健康や身体機
能を維持することです。
高齢者の健康増進、生きがいづくり、レクレーション活動などで利用でき
る老人福祉センターの紹介や

「予防」と「安心」で暮らしを
支える介護保険制度の説明な
どを展示します。
期間  8月30日～9月7日  

最終日は16時まで
場所  堺市役所本館1階　 

エントランスホール階段下

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。（令和4年2～7月に実施した分）
受付 8月31日まで(土・日・祝日を除く)　時間 9～17時30分
場所 堺区役所自治推進課(市役所本館3階)
※あらかじめ登録団体に郵送している申請書類や新規登録などについて

詳しくは 問  へ。

プラスティック製の特殊な板
を使って古墳キーホルダーを
作る体験学習会を開催します。
日時   8月5日(金)  

①13～14時30分 
②14時30分～16時

場所 堺市博物館 ホール
費用 無料
定員 小・中学生各20人
申込  事前申し込み不要。 

当日受付。

サカエル＆みそさかいのグッズに、ネックストラップ(2種類)と新デザイン
のエコバッグ(4色)が加わりました。
堺区役所本館3階 企画総務課にてお買い求めいただけます。

「ピアノで贈る 名曲の旋律」と題したピアノコ
ンサートを開催します。
出演は宮原 雄大さん。曲目は「愛の夢 第3
番」、「情熱大陸」など。
日時  8月12日(金) 12時10分
場所 堺市役所高層館21階展望ロビー
定員  先着30名。11時から整理券

を配布します。　 
※入場無料

日時  8月7日（日） 11～16時
場所 さかい利晶の杜SAKAIマルシェ内
詳しくは、堺市社会福祉協議会　堺区事務所かミナクルサカイク

（☎︎245-2531）または、QRコードをご確認ください。

7月から10月にかけて、台風等の影響
で大雨、洪水、防風、高潮による自然
災害が発生しやすくなります。災害に
対する備えをして、被害を最小限に抑
えましょう。

○防災ハザードマップにて、浸水想定地域を確認
○定期的なメンテナンスによる家屋の補強、排水設備の確認
○避難場所や連絡方法等を確認し、災害時の行動確認
○市ホームページ等で、最新の気象情報や避難所開設情報を確認

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

8/4、9/1　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 8/10　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

集団回収報償金の申請は8月中に
問  堺区役所自治推進課　☎︎228-7082　℻228-7844

VIEW21コンサート
問  文化課　☎︎228-7143　℻228-8174

古墳キーホルダーを作ろう
問  堺市博物館学芸課　☎︎245-6201　℻245-6263

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

大雨や台風が来る前に対策を！
問  堺消防署　予防課　☎︎228-0119　℻228-4087

介護予防パネル展を開催します
問  堺基幹型包括支援センター　☎︎228-7052　℻228-7058

サカエル＆みそさかいグッズ　新登場
問  堺区役所企画総務課　☎︎228-7403　℻228-7844

イベントは、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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歯が生えてきたお子さんの歯のケア、虫歯予防や大人の歯のケアなどに
ついて、歯科衛生士さんとお話しましょう。
日時  8月30日（火） 10～11時30分
対象 堺区在住の3歳までの親子　定員 先着6組
申込 8月4～19日までの期間に市ホームぺージから

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。
子育てのお悩みや不安など、保育士・保健師・子育て支援コーディネー
ターとお話ができます。
日時   9月7日（水）  

①10～10時45分 ②11～11時45分
場所 堺区役所2階子育て支援課 プレイルーム
定員 各回1組
申込 9月6日までに電話で申込。

令和4年度は堺保健センターで行います。各小学校では実施いたしません。 
受付時間は、申込後に送付する通知でご確認ください。
日時  10月3・17日 いずれも9時30分～11時30分
場所 堺保健センター
対象 50歳以上の偶数年齢の方　定員  各回25人
申込  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)。

※ 胃がん・大腸がんの集団検診は今年度をもって終了し、来年
度以降は市内医療機関で行っている個別検診に移行します。

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。
対象 40歳以上の方　
時間 いずれも13時30分～15時30分

フードモデルを使った栄養バランス診断と血
圧測定などの健康チェックを行います。
日時  8月9日(火) 11～16時
場所 イオンモール堺鉄砲町2階 ユニクロ前
参加費 無料

日時  9月6日(火) 9時45分～10時30分、11～11時45分
場所 堺保健センター　定員  先着各10人
持ち物   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
申込  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。 

また、QRコード参照。

おすすめの本を紹介し合い、競い合いませんか。堺図書館ビブリオバトル
倶楽部が優しく指導します。おすすめの本をお持ちください。
日時  8月14日（日） 14～15時　場所 中央図書館
定員 先着9人
申込 直接来館か電話で、氏名と電話番号を同館へ。

日時  8月21日（日） 10時20分～11時
場所 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。

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 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
「夏休みにおすすめの本」

場所：2階閲覧室
「夏を満喫しよう」

26日
10：30～12：00

湊かなえ著
「告白」

場所：1階集会室
20日

11：00～11：20
（10日10時から受付）

場所：1階集会室
時間：15：00～15：30

6日（申込受付中）
20日（10日10時から受付）

9月3日（24日10時から受付）

場所：1階集会室
23日

11：00～11：20
（10日10時から受付）

堺市駅前分館 「マスターを目指せ！」 「夏の大掃除」 ※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：8月1・8・15・22・29日
　　　　　　図書館カウンター堺東　8～21時　※休館日：8月4・18日

子育てCaféオンライン「子どもの歯の健康講座」 個別相談「あのね」

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

子育て支援課は、毎月第2水曜10時30分～11時30分にさかいっこひろばへ
訪問しお子さんの身体計測をしています。
はじめてさかいっこひろばをご利用の方は登録が必要です。(登録無料)

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― 移動図書館

胃がん・大腸がん検診 肺がん・結核検診

イオンモール堺鉄砲町で
健康チェックをしよう

生後9～11か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」

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ヵ月未満の子ども
４ヵ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

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
18日

11：00～11：40
13：30～14：10

10・23日
9：30～
11：00

10・26日
13：30～
15：30

31日
9：30～11：00

31日
9：30～11：00

2・19日
14：00～16：00

25日
9：15～11：15

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。

日程・会場（小学校）
9月 11月 12月 来年  3月

1日(木)少林寺 18日(金)神石 7日(水)大仙西 28日(火)榎
5日(月)三国丘 26日(月)市

27日(火)錦綾

たん検査を希望される方は、4月4日から検診日の10日前までに電話で堺保健センター
へご予約ください（たん検査のみは不可）。たん検査の対象の方は、50歳以上で喫煙指数

（タバコ1日本数×喫煙年数）が600以上の方。


