
アスベスト
対策を万全に！

く  ら  し
おでかけ応援制度の
無料期間を終了
おでかけ応援カードを使った路線バ
スや阪堺電車、乗合タクシーを無料
で利用できる期間は１２月３１日で終了
しました。１月１日から通常通り１
乗車１００円が必要です。
�公共交通課（�２２８―７５４９ �２２８―
８４６８）

通学定期運賃の一部を補助
昨年度分の申請は１月３１日まで
泉北高速鉄道と南海電鉄を乗り継ぐ
通学定期運賃（実習用定期運賃を含
む）の一部を補助しています。
令和元年度中に使用した定期券の申
請期限は１月３１日ですのでご注意く
ださい。補助額は１日当たり４８円
（小児運賃は半額）。審査あり。
�市に住民登録があり、泉北高速鉄
道と南海電鉄を乗り継ぐ通学定期券
を利用する２５歳（利用年度末の年齢）
までの方（生活保護世帯で通学定期
運賃を受給している方を除く）
申請に必要な定期券のコピーや利用
証明印がない場合は、定期券を購入
した鉄道会社へ購入履歴の開示手続
きを行うことで、市への補助金申請
が可能です。開示可能期間は定期券
購入月から１３カ月間で、開示には一
定期間を要するため、早めの手続き
をお願いします。
対象や申請方法などは、市�参照。
�交通政策課（�２２８―３９５６ �２２８―
８４６８）

災害ボランティア
事前登録を始めます
災害が発生した時、被災された方へ
ボランティアの力を届けられるよう
災害ボランティアの事前登録を受け
付けています。登録期間は登録日か
ら来年３月３１日まで、期間中に災害
が発生した場合にボランティア募集
の連絡と、関連情報を届けます。詳
しくは堺市社会福祉協議会�「災害
ボランティアセンター」参照。
�同協議会（�２３２―５４２０ �２２１―
７４０９）

水道管の凍結にご注意
氷点下の気温が長時間続くと、水道
管の中で水が凍結して出なくなった
り、水道管が破裂したりすることが
あります。次の対策・対応をしまし
ょう。
�水道管に保温材を
屋外にある蛇口やむき出しの水道管
には、タオルなどの保温材を巻き、
濡れないようにその上からビニール
テープなどを巻きましょう。また、
少量の水を出しておくと凍結しにく
くなります。浴槽やバケツに溜め、
洗濯などに利用してください。
�凍って水が出なくなったら
凍った箇所にタオルをかぶせ、ぬる
ま湯をかけてゆっくり溶かします。
熱湯をかけると水道管が破裂するこ
とがありますので、絶対にかけない
でください。なお、水道管が破裂し
たときは元栓（止水栓）を閉めて、市
指定の水道工事業者へ修理を依頼し
てください。
�上下水道局お客様センター（�０５７０
―０２―１１３２ �２５２―４１３２）
「水道管にも冬支度を」
堺動画チャンネル�

フォレストガーデンで
野菜作り始めませんか
フォレストガーデン（南区釜室１８８―
１他）にある市民菜園の使用者を募
集します。小区画（約２５㎡）は１世
帯、大区画（約５０㎡）は２～５世帯で
使用。使用期間は令和３年４月１１日
～４年３月２４日。
￥小区画１万５，０００円、大区画３万
円、園芸福祉用小区画７，５００円、園
芸福祉用大区画１万５，０００円
�市役所市政情報センター、区役所
市政情報コーナー、新金岡・泉ヶ丘
市民センターにある募集要領に添付
の申込書をグリーンカマムロ事務局
（�２９７―５８２０）へ。締め切りは１月３１
日（消印有効）。多数の場合は抽選。
�同事務局か農水産課（�２２８―６９７１
�２２８―７３７０）

献血にご協力を １月の会場
�堺東献血ルーム�日程木曜日を除
く毎日（要予約）
�出雲大社 大阪分祠�日程２日
�アリオ鳳�日程８・２８日
�イオンモール堺北花田�日程１１・
３０・３１日
�堺市消防局�日程１３日
�西区役所※�日程１４日
�イオンモール堺鉄砲町※�日程１６
・１７日
�北区役所�日程２０日
�福泉東小学校�日程２４日
�清恵会病院�日程２８日
時間などは大阪府赤十字血液センタ
ー（�０１２０―３２６７５９）へ。
�同センターか市民協働課（�２２８―
７４０５ �２２８―０３７１）
※は骨髄バンクドナー登録を同時実
施（�１８～５４歳の健康な方）
�関西骨髄バンク推進協会（�０６―
６１６７―５５１２）か保健医療課（�２２８―
７５８２ �２２２―１４０６）

マイナンバーカード
区役所に休日交付窓口
日時１月３１日（日）９～１２時
場所各区役所市民課
交付通知書・通知カード・本人確認
書類が必要。
■コンビニ交付サービスを休止
日時１２月２９日～１月３日（終日）、１
月８日２０時～１０日（終日）は、証明書
コンビニ交付サービスを休止しま
す。
�区役所市民課（��区１ページ）か
戸籍住民課（�２２８―７７３９ �２２８―
０３７１）

水銀体温計・温度計・血圧計
回収キャンペーン
ご家庭に水銀体温計・水銀温度計・
水銀血圧計はありませんか。
お持ちいただいた方にエコバッグを
プレゼントするキャンペーンを行い
ます（�１５０人）。ケースや袋に入れ
て持参してください。
日時１月１６日（土）１０～１６時 場所イ
トーヨーカドーアリオ鳳店（西区鳳
南町３丁１９９―１２）１階食品レジ前
�環境事業管理課（�２２８―７４７８ �
２２９―４４５４）

マイナンバーカードを作ろう!
土・日曜日にマイナンバーカードの
申請を受け付けます。
申請用の写真撮影あり。カードは約
２カ月で自宅に郵送します。
日程１月２３・２４日 場所美原区役所
持ち物本人確認書類２点（運転免許証
と健康保険証など）と通知カード
通知カードがない場合は、写真付き
の本人確認書類が必要。
当日９時３０分から１階東玄関付近で
整理券を配布。�各７５組（１組４人
まで） 窓口の開設は１０時から。
�ICT イノベーション推進室（�２２８
―７２６４ �２２８―７８４８）

詳しくは
市�へ�

初夢宝くじ・新春運だめしくじ
１月１２日まで（初夢宝くじ）、１月１３
日～２月２日（新春運だめしくじ）
�資金課（�２２８―７１９１ �２２８―７８５６）

ネズミに関する相談
ネズミは感染症の病原体や食中毒細
菌などを媒介するほか、家屋などに
被害を与えます。
生活衛生センターでは、捕獲かごの
貸し出しや駆除方法などの相談に応
じています。
�同センター（�２９１―６４６４ �２９１―
６４６５）

PM２.５注意喚起情報にご注意
大気汚染の原因物質の１つである微
小粒子状物質（PM２.５）が、黄砂な
どの影響で高濃度になりやすい時期
を迎えています。
府では、環境省の指針に基づいて P
M２.５が高濃度になると予想された
場合や黄砂情報が大阪管区気象台か
ら発表された場合、注意喚起などの
情報をメールで配信します。「おお
さか防災ネット」�の「防災情報メー
ル」から登録してください。
なお、注意喚起が行われたときは、
不要不急の外出や屋外での長時間の
激しい運動をできるだけ控えてくだ
さい。
�環境共生課（�２２８―７４４０
�２２８―７３１７）
おおさか防災ネット�

日本語指導員を募集
市立学校園に在籍する外国から帰国
・渡日して間もないなどの幼児・児
童・生徒へ、自立支援を行う指導員
を募集します。
�幼児・児童・生徒の指導に必要な
語学に堪能な方、日本語指導ができ
る方。登録制。謝礼金あり。
登録方法などは、市�参照。
�人権教育課（�２２８―７４８４ �２２８―
７４２１）

アスベスト（石綿）は、目に見えない
ほど細かい天然の鉱物繊維で、耐火
・断熱・防音に優れた特性がありま
す。建築材料として昭和３０年ごろか
ら使われはじめ、昭和４０年代に最も
多く使われました。
アスベストの粉じんを吸い込むこと
による健康被害が明らかになり、昭
和５０年代から規制されてきました。
アスベストを使用した建物の多くが
老朽化し、今後、解体工事が増加す
ることが予想されています。令和２
年には「全てのアスベスト含有建材
が規制対象」となり、「不適切な作業
の防止のための手続の追加」を定め
るなどの法令の改正が行われ、対策
が強化されています。市でも、アス
ベストの飛散防止、健康被害防止の
取り組みを進めています。
ビルのオーナーや建築物の解体など
に携わる方を対象に、アスベストの
ことを正しく理解していただけるよ
う、研修会を開催しますので、ぜひ
ご参加ください。�環境共生課
（�２２８―７４４０ �２２８―７３１７）

アスベスト研修

関連法令とその改正や、手続きの
ポイントについて学べる研修で
す。
日時１月２６日（火）１４～１６時４０分
場所市役所 ￥無料
��	で氏名（ふりがな）、電話番
号、電子メールアドレス、団体・
所属名、「アスベスト研修会参加
希望」を１月４～２０日に環境共生
課（電 子

メールkankyo@city.sakai.lg.jp）へ。
�６０人

研修については
市�から�

発行日までにお届けします。お届けは
午後８時までとなりますので、ご家庭
により宅配時間が異なります。
発行日を過ぎても届かないときは、上
記のフリーダイヤル（宅配業務受託業
者・YDS府下南部地区本部）までご連
絡ください。

�紙面�広告代理店ウィット（�０７２―
６６８―３２７５ �０７２―６６８―３２７６）
�折込広告�YDS 府下南部地区本部
（�２３２―７７７２ �２３２―７７７３）

知っておきたい
「アスベスト」のこと

宅配もれのお問い合わせ

広告のお問い合わせ


必要事項は
郵便番号・住所、
氏名（ふりがなも）、
電話・FAX番号

を必ず記入

�対象 ￥費用 定員…�先着 �選考
�多数の場合は抽選 �問い合わせ先
�申込方法 はがき �往復はがき
�電話 �FAX 	電子メール �郵送
�直接来館（庁）�ホームページ
�電子申請システム(市�内)

記号の見方

ひろば
情報

０１２０―２２２―４７２�
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