
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

148,897人（25人増）

人のうごき（堺区）
令和4年8月1日推計（　）は前月比
人口

73,671人（33人増）男
75,226人（8人減）女
75,248世帯（88世帯増）世帯

人口密度
面積

6,293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２年(応募時)　石井　綾美
いしい       あやみ

～堺区への思い～

●編集・発行／堺区役所企画総務課

　歴史があり、世界遺産もある堺は、自慢
の街です。早くコロナが収束して、また、
たくさんの観光客に訪れてもらいたいと
思います。

問 各神社か堺区役所企画総務課(☎228-7403　℻228-7844)

堺区に関するご提案・ご意見を聴かせていただき、
区政運営等の参考にするため開設します。
堺区長直行便のご利用やご投稿いただく際の
注意点など、詳しくは市 HP（QRコード）から。

ふとん太鼓2台
▷宮入＝9月9・10日 20～21時
▷宮出＝9月10日（土） 10時
※子ども神輿、奉納民謡、
　奉納河内音頭他は
　中止となります。

堺区戎之町東2丁1-38
☎232-2450

菅原神社
すがわら  じんじゃ

ふとん太鼓４台
▷宮入＝9月9・10日 19時
ごろ～22時30分
▷宮出＝9月11日 午前中
▷その他＝9月10日(土) 
13時30分 渡御祭。
14時 渡御出発。9月12日(月) 
10時 例大祭。
※子ども神輿の担ぎ出しは今年もございません。

堺区甲斐町東2丁1-29
☎221-0171

開口神社
あ　ぐち  じんじゃ

ふとん太鼓3台
▷宮入＝9月17日(土) 
18時50分～20時20分
▷宮出＝9月17日(土) 
19時10分～20時40分
▷その他＝9月16・18日 
8～22時、
出島・西湊・東湊は地元で
巡行及び曳航。

堺区西湊町1丁2-18
☎241-4168

船待神社
ふなまち  じんじゃ

ふとん太鼓1台
▷宮入＝9月17・18日 20～21時ごろ
▷宮出＝9月18・19日12時ごろ
▷その他＝9月17日(土)
15時ごろ 稚児行列（境内のみ）
19時30分ごろ 堺太鼓・堺神楽。

堺区北三国ケ丘町2丁2-1
☎232-1216

方違神社
ほうちがい  じんじゃ

ふとん太鼓2台
▷宮入＝（予定）10月1・2日

だんじり2台
▷宮入＝（予定）10月1・2日
▷子どもだんじり＝（予定）2日（日）

▷神社行事
▷10月1日（土）
　宵宮祭　稚児社行列 
▷10月2日（日）
　本宮祭　神童渡御　御神祭
▷10月5日（水）
　秋季例大祭
※時刻は未定
　詳しくは上記問合せまで。

堺区石津町1丁15-21
☎241-0935

石津神社
いしづ    じんじゃ

堺
区
内
の
秋
祭
り

堺区長直行便～みなさまの声を聴かせてください～　9月1日スタート
｢皆さんのご意見を
お待ちしています｣

祭
礼
ふ
と
ん
太
鼓
・
だ
ん
じ
り

新型コロナウィルスの感染拡大防止対策を行い、ご照覧ください。
神社周辺道路の交通規制にご協力ください。

問 堺区役所企画総務課(☎228-7403　FAX228-7844)

堺区の魅力を
もっと発信
してほしい。

こんな
取組を

してほしい。
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調査員証を携帯する調査員が、対象地域の全世帯を訪問し、無作為に選
んだ15歳以上の方に調査票を配布します。
調査票は、統計の目的以外に利用することはありません。
日程  9月上旬から
回答方法  インターネット、紙の調査票を郵送、調査員に 

直接提出
詳しくは、問 へ

認知症を正しく理解し温かく見守る応援者となる「認知症サポーター」を
養成します。受講後、認知症サポーターカードをお渡しします。
日時   10月7日(金)10～11時45分
場所  堺市総合福祉会館(堺区南瓦町2-1) 

4階 第3会議室
定員 先着25人　無料 
申込  電話かFAXで住所、氏名、電話番号を 

9月30日(金)までに 問 へご連絡ください。
※新型コロナウイルス感染状況により、予定を変更することがあります。

現在、児童扶養手当を受けていて、現況届をまだ提出していない方は、早
めに堺区役所子育て支援課へ提出してください。
提出が遅れると1月期以降の支給が遅れたり、受給資格がなくなる場合
があります。詳しくは 問 へ

来年1月9日(祝日)にフェニーチェ堺(堺区翁橋町2-1-1)で開催予定の
堺市二十歳の集い（堺区）は、新型コロナウイルス感染症対策として、午
前・午後の2回に分けて行います。
※今後の新型コロナウイルス感染状況によって、式典内容を変更する場

合があります。

また、式典当日の市民憲章朗読者・メッ
セージ発表者を引き続き募集します。
詳しくは、市 HP （QRコード）参照

日時   10月13～17日 10～16時45分
場所  イオンモール堺鉄砲町 

（堺区鉄砲町1） 
2階イオンスタイル前ブリッジ

※ 申し込みや持ち物など詳しくは、市 HP  
（QRコード）か電話で。

古墳時代に流行したアクセサリーの勾玉を
滑石を使って作ってみよう。
日時  9月17日(土) ①10～12時 ②14～16時　
場所 堺市博物館ホール(地階)　
費用 無料
定員 各20人(当日申込。先着順)　
対象 小学生以上の方
持ち物  マスク、雑巾
詳しくは、 問 へ

堺警察のご協力の下、防犯被害にあわ
ないように「わかりやすく、楽しい」防犯
講座です。また、“防犯”を題材にしたワ
ンコイン落語会では、林家染太さんがご
出演。詳しくは右記QRコードを参照。
日時   9月16日(金) 

 ＜第一部＞防犯教室 14時から 
＜第二部＞ ワンコイン落語会  

15時30分から 有料
場所  サンスクエアホール 

(堺区田出井町2-1)
申込  問 へ

難病患者で働きたい方や働き続けることに不安を感じている方を対象
に、難病患者支援センターの難病相談支援員が相談に応じます。

（仕事のあっせんは行いません。）
日時   10月14日（金）10時30分～16時 

（1人90分以内）
場所 堺保健センター
定員 先着3名（予約制）
申込  電話かFAXで氏名、電話・FAX番号を 

難病患者支援センターへ

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　FAX228-7844

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　FAX222-4801
※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　FAX228-7844

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）

10/13　14：00～16：00　 場所  堺区役所企画総務課
問 市政情報課　☎228-7475　FAX228-7444

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

9/1、10/6　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　FAX228-8070

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

10/18　10：00～12：00　予約は10/12　9：00から先着4人
堺区役所企画総務課　☎228-7403　FAX228-7844

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　FAX228-7844

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 9/14　13：00～16：00　先着６人
堺区役所企画総務課　☎228-7403　FAX228-7844

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

令和5年堺市二十歳の集い（堺区）
問  堺区役所自治推進課　☎228-7082　FAX228-7844

楽しく防犯を学ぼう「ワンコイン落語会＆防犯講座」
問  サンスクエア堺　☎222-3561　FAX222-8522

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　FAX275-5766

自分だけの勾玉ストラップを作ろう
問  堺市博物館　☎245-6201　FAX245-6263

指定難病患者・小児慢性特定疾病児童などのための就労相談
問  難病患者支援センター　☎275-5056　FAX275-5038

児童扶養手当の現況届を提出ください
問  堺区役所子育て支援課　☎222-4800　FAX222-4801

認知症サポーター養成講座
問  堺基幹型包括支援センター　☎228-7052　FAX228-7058

前回の式典の様子

開催時間 お住いの中学校区
第1部(午前の部) 10時から 殿馬場・三国丘・旭
第2部(午後の部) 13時から 月州・浅香山・大浜・陵西

式典企画の
募集について

予約制・写真撮影無料

令和4年就業
構造基本調査
キャンペーン

サイト

問い合わせの多い
質問などの最新情報

チラシについて

就業構造基本調査を実施します
問  堺区役所企画総務課　　　☎228-7403　FAX228-7844
問  政策企画部調査統計担当　☎228-7450　FAX230-4726
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来年4月から市内の認定こども園や保育所などの利用を希望する方の申
し込みを受け付けます。

【オンライン】 申請日時   10月1～21日 23時59分送信分まで
【窓口】  申請日時  10月3～21日(土・日曜日は除く)9～17時30分 

場所  堺区役所2階子育て支援課 
申請書などの記入を済ませてからお越しください。案内・申
請書は9月1日（木）から同課か各園で配布します。

抱っこひもの使い方などを助産師さんとお話しましょう。
日時  9月28日(水) 10時30分～11時30分　
場所 さかいっこひろば(ジョルノ3階)　
対象 堺区在住の1歳6ヵ月までの親子　
持ち物  抱っこひも、スリングなど　
定員 先着5組　
申込 9月5～16日 市 HP から

子育て支援課通信 ☎228-7023・222-4800　FAX222-4801

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
「古典ってなあに？」

場所：2階閲覧室
「65歳からのブックリスト」

15日
10:15～12:00

テーマ：祭りの絵本

23日
10:30～12:00

角野栄子著
「魔女の宅急便

［その1］」

場所：1階集会室
17日

11:00～11:20
（7日10時から受付）

場所：1階集会室
時間：15:00～15:30

3日（申込受付中）
17日（7日10時から受付）

10月1日（21日10時から受付）

場所：1階集会室
27日

11:00～11:20
（14日10時から受付）

堺市駅前分館 「水はどこからどこへいく」「おもしろBOOKS探偵帖」 ※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：9月5・6・12・26日
　　　　　　図書館カウンター堺東　8～21時　※休館日：9月1・15日

認定こども園・保育所などの利用申し込みはオンライン申請できます 子育て講座「親子でぴったり！抱っこひも！」

窓口での申請は予約いただくことで待ち時間なくご案内ができます。
予約は、9月1日（木）10時から堺市電子申請システムで。

■移動図書館がやってくる　
日時  9月4・18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。　

筋肉を維持する食事の工夫についてのお話と調理実演を行います。食欲
が落ちてきた方や体重が減ってきた方もぜひご参加ください。
試食はありません。
日時  9月29日(木) 10～11時30分　
場所 堺保健センター4階
対象  堺区在住の65歳以上の方。5月の同講座

に参加されていない方が優先。
定員 先着12人
申込  9月2日（金）から電話かFAXで住所、氏名、電話番号を堺保健セン

ターへ

食生活を中心に健康づくりの話や運動などを通して楽しく学ぶ教室です。
修了された方は、堺市健康づくり食生活改善推進協議会(わかば会)とし
て地域の健康づくりのボランティア活動に参加できます。
日時   10月5・19日、11月9・16・30日 9時30分～12時 

10月31日のみ13時30分～15時30分 
詳しくは、市 HP （QRコード）参照。

場所  堺保健センター4階　定員 先着12人
対象  おおむね74歳までではじめて参加される方、できるだけ全回参加で

きる方。
申込  9月2日（金）から電話かFAXで堺保健センターへ。

毎日の料理でも災害時でも役立つ時短料理のコツをお伝えします。
災害時の備蓄についての豆知識やレシピなどを学びませんか。
日時  9月9日(金) 10～11時15分　場所 堺保健センター4階
定員 先着12人　 持ち物  筆記用具
受付  電話かFAXで住所、氏名、電話番号を堺保健センターへ

堺保健センター通信 ☎238-0123　FAX227-1593

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～

健康づくり教室
～自分にあった健康づくりの方法を身につけよう～

防災クッキング講座
～いざ！という時に役立つ『パッククッキング』を知ろう～

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

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
7日

11：00～11：40
13：30～14：10

14・27日
9：30～
11：00

30日
13：30～
15：30

10月31日
午後

28日
9：30～11：00

28日
9：30～11：00

6・8・16日
14：00～16：00

上表以外にも健診、相談を行っています。お気軽にお問い合わせください。

ふたごちゃん、みつごちゃんの日々の子育
てでつかんだ育児のコツを語り合います。
日時   偶数月の第一木曜日 10～11時
申込  予約制。詳しくは堺保健センターへ。

そらまめKIDS（ふたごちゃん・みつごちゃんの交流広場）

■知的書評合戦ビブリオバトルinさかい
おすすめの本を紹介し、みんなで1番読みたくなった本を決定する競技形
式の書評大会です。テーマは「かがやく」。
日時  9月11日(日) 14～15時　場所 中央図書館1階集会室
定員 発表者5人、観戦者15人(いずれも先着)
申込  発表・観戦希望者ともに氏名・電話番号を来館か電話で。 

発表希望者のみメール(chuuouto@city.sakai.lg.jp)でも可。


