
家族のサポートで高齢の方もスマホを便利に
高齢の方にとっては、慣れないスマートフォンの購入・使用時ともに気
を付けておくべきことが多くあります。家族が注意点を把握してサポー
トすることが何より心強い助けになります。

高齢の方のご家族へ

●基本機能を覚えてもらいましょう
高齢の方は電話で連絡を取るケース
が多いため、はじめに「電話に出る
・かける」などの基本操作から覚え
てもらいましょう。

高齢の方の
スマホトラブルにご注意

ガラケーからスマホへ機種変更するにあたって、特に高齢の
方などで不安がある場合は、詳しい家族や知人に同行しても
らい、契約内容や端末の使い方をよく確認するなどしましょ
う。携帯電話会社や販売店では、スマホ教室をしている場合
がありますので、機種変更をする前に参加して、自分に合っ
ているか確認するのもよいでしょう。
ガラケーと操作性が大きく変わらないプッシュ式のダイヤル
ボタンがついたタイプの機種もあるので検討してみてくださ
い。
また、機種変更に合わせて、月額料金が安くなると言って、
タブレットや光回線など他のサービスの契約を勧められるこ
とがあります。内容がよく分からないものや不要だと思うも
のはその場ではっきり断りましょう。
契約後も一定期間内であれば契約をキャンセルできる場合が
ありますので、不安なことや困ったことがあれば早めに消費
生活センター（�２２１―７１４６ �２２１―２７９６）へご相談ください。

携帯電話（ガラケー）を使用していたが、サービスが終了
すると聞いて販売店でスマートフォンに機種変更した。
店舗で説明を受けて理解したつもりだったが、家に帰っ
たら使い方が分からず困っていると８０代の方から相談が
あった。

●実際に操作してもらいましょう
教える側が代わりに操作せず、本人
に操作してもらいながら教えましょ
う。

●IT 用語は使わないで説明しましょう
高齢の方にとってなじみがない IT 用語はス
マホを利用・理解するためのハードルとなり
ます。
分かりやすいことばで説明しましょう。

●生活に便利な機能を設定してあげましょう
文字を大きくしたり、家族とのコミュニケー
ションツールとして使えるようにしたり、天
気や地図のアプリを設定したり、生活に役立
つ機能を使えるようにしてあげてください。

堺市 相談窓口

２４時間 専用電話 �２７０―５５６１

月～金 １０：００～１５：００
認定こども園・保育所（園）

月～金 １０：００～１７：００
さかいっこひろば �２７５―７６０１ �２７５―７６０９

２４日 １３：００～１４：００ 場所市役所
保健センター（��区１ページ）

母子家庭等就
業・自立支援
センター
�２２４―７７６６
�２２４―７７７３

月～金 ９：００～１７：３０
子ども相談所 �２４５―９１９７ �２４１―００８８

月～金 ９：００～１２：００ １３：００～１６：００
（言語により異なる）
国際交流プラザ
�２２８―７４９９ �３４０―１０９１

１６日 １４：００～１７：００
国際交流プラザ �２２８―７４９９ �３４０―１０９１

生活援護管理
課
�２２８―７４１２
�２２８―７８５３

雇用推進課
�２２８―７４０４ �２２８―８８１６

サンスクエア堺
雇用推進課へ要予約

１２日 １３：００～１８：００ サンスクエア堺
要予約 予約専用電話 堺労務事務所 �２２３―８０３３

中止
堺市医師会事務局 �２２１―２３３０ �２２３―９６０９

月～金 ９：００～１７：１５ ジョブシップさ
かい �０１２０―０１０９０８ �２４４―３７７１

火 １３：００～１６：００ サンスクエア堺
�２２２―３５６１ �２２２―８５２２（職業適性診断除く）

さかい JOB ス
テーション
�０１２０―２４５１０８
�２３８―４６０５

月～金 ９：００～１７：３０
すてっぷ・堺 �２２５―５６５９ �２２２―０２０２

４・９・１７日
１４：００～１６：３０

６・１０・１４・２０・２５日
（相談時間は日によって異なる）

いずれも１３：３０～１６：００
第２火 新金岡市民センター１階
第２木 南区役所総務課
第１・３金 泉ヶ丘市民センター１階

火～土 １０：００～１９：００
さかい JOBステーション���
月～金 ９：００～１７：００
JOBステーション南サテライト�

月～金
１０：３０～１７：００

教育・いじめの相談 子ども電話教育相
談「こころホーン」 � 無休

子育て相談 � 区役所の相談

１２歳以下の子育て・発達相談

助産師による不妊症・不育症相談
２１日までに要予約

弁護士法律相談
前日までに要予約

ＦＰ家計相談
前日までに要予約

里親相談 �

外国人のための生活相談（日本語、英語、
中国語、韓国・朝鮮語、ポルトガル語、
スペイン語、ベトナム語、タガログ語、
タイ語、インドネシア語、ネパール語）

行政書士による帰化・入管相談
１５日１２：００まで（通訳は２日まで）に要予約

解雇・賃金未払いト
ラブル �
区役所の相談

社会保険労務士によ
る相談

サンスクエア堺での健康相談

就労相談（求人情報の提供・就職活動のサ
ポート・職業適性診断）
区役所の相談 オンライン相談可

１５～３９歳の方と女性の就労相談
�個別相談（予約優先）
�オンライン就職相談 要予約
�堺ハローワークコーナー（職業紹介）

生活・仕事相談 � 区役所の相談

ひとり親家庭の父母
や寡婦のための相談

中国帰国者の相談室

労働相談
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へ
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働

月～金 ９：００～１７：００
消費生活センター �２２１―７１４６ �２２１―２７９６
月～金（祝休日除く）９：００～１７：３０ 配偶者暴
力相談支援センター専用ダイヤル �２２８―３９４３
上記以外の時間 夜間・休日ＤＶ電話相談
専用ダイヤル �２８０―２５２６
月～金 ９：００～１２：００ １２：４５～１７：００
こころの健康センター �２４３―５５００ �２４１―０００５
月～金 １０：００～１２：００
こころの健康センター �２４１―０８８０ �２４１―０００５
月～金 ９：００～１７：３０ ユースサポート
センター �２４８―２５１８ �２４８―０７２３
月～金・第２土（初回者） ９：００～１７：３０ 発達
障害者支援センター �２７５―８５０６ �２７５―８５０７
月～金 ９：００～１７：３０
こころの健康センター �２４５―９１９２ �２４１―０００５
月～金 ９：００～１７：３０
市民協働課 �２２８―７４０５ �２２８―０３７１
月～金 ９：００～１２：００ １３：００～１６：３０
人権相談ダイヤル �２２８―７３６４ �２２８―８０７０

火～日 ９：００～１７：１５ 男女共同参画センター
相談専用ダイヤル ��２２４―８８８８

男女共同参画
交流の広場
�２３６―８２６６
�２３６―８２７７

相談窓口
�２４５―２５３０
�２４５―２５３５

月～金 ９：００～１７：３０ 堺市社会福祉協
議会区事務所（��区１ページ）
月～金 ９：００～１７：３０
自立支援係 �２３２―７７７１
月～金 ９：００～１７：３０
福祉資金係 �２２２―７６６６
月～金 ９：００～１７：３０／土 １０：００～１７：００
市民活動コーナー �２２８―８３４８ �２２８―８３５２

住宅まちづくり課
�２２８―８２１５
�２２８―８０３４

火曜日 １０：００～１３：００
１４：００～１６：００（１・１５日は
１８：００～２０：００も）／第１・
２・３金 １７：００～２０：００
第１・３木 １８：００～２１：００
／第４土 １４：００～１７：００
火～日
９：００～１７：３０
８・２６日・７月１３日
１３：００～１５：００

２３日 １３：３０～１６：１５

２４日 １３：３０～１６：１５

宅地建物取引士（活用）
マンション管理士（管理）
司法書士（相続）
弁護士（法律）

消費生活相談 �

ＤＶ電話相談 � 無休

こころの電話相談 �

４０歳以上の方のひきこもり相談 �

４９歳以下のひきこもり・不登校・ニート
・非行・就労サポート相談 �

発達障害相談

自死遺族の方の相談 要予約

犯罪被害者等支援総合相談 �

人権相談（ＬＧＢＴなど多様な性の相談を
含む） � 面接は要予約

カウンセラーによる
女性悩み相談 要予約

カウンセラーによる
男性悩み相談 � 要予約

総合生活相談
人権相談
無料弁護士相談
２週間前から要予約

ボランティア 高齢
者・障害者の生活

日常生活自立支援

貸付相談

ＮＰＯ相談

男女共同参画センター相談 �

人権ふれあいセンタ
ーの相談 �

堺市社会福祉協議会
の相談 �

住宅専門家相談
２～１８日に要予約

生
活
・
人
権

区役所の相談・法律相談などは区２ページ祝休日は休み（ 無休 以外）
� 電話相談可

相談事例

今月の相談 無料

さかい 

●
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大
防
止
の
た
め
、
相
談
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中
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・
延
期
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

令和３年（２０２１年）６月１日広報くらし 消費・相談９


