
堺市自治連合協議会７月定例会 

 
１．依頼案件 

（１）第１０回大阪８８０万人訓練の実施について            （危機管理室） 

   【広報さかい８月号掲載予定】 

災害が起こったときに、一人ひとりがどのように行動したらよいかを日頃から考え、必要

な準備をしたうえで、とっさに行動ができるようにすることを目的として実施しているもの

です。 

つきましては、より多くの市民の皆さまに訓練行動を実践いただきたく、7 月頃から各自

治会でポスターをご掲示くださるようお願いさせていただきたいと考えています。お手数を

おかけいたしますが、当訓練の趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようお願い申し

上げます。 

 

１．実施日時 

令和３年９月３日（金）１３時３０分 

 

２．訓練開始合図（１３時３０分） 

● 防災行政無線の屋外スピーカー等によるサイレン吹鳴 

● おおさか防災情報メール（登録者のみ） 

● Yahoo！JAPAN「防災速報」アプリ（登録者のみ） 

● NTT docomo「地震防災訓練」アプリ（登録者のみ） 

 

３．訓練時の情報伝達（１３時３３分～） 

●携帯電話のエリアメール／緊急速報メール（対象機種のみ）（※） 

    １３時３３分頃 大津波警報発表情報 

    １３時３５分頃 大津波警報に伴う避難指示情報 

※マナーモードにしていても鳴動します。 

 

 ４．内容 

   訓練開始の合図を受け、一斉に机の下に身を隠すなど、身を守ることや、避難する 

などの具体的な行動を、できる範囲で行っていただきますようお願いします。 

 

問合先・・・℡２２８－７６０５ 危機管理課 

 

     

（２）近畿圏パーソントリップ調査の実施及びポスターの掲示について     （交通部） 

   【広報さかい９、１０月号掲載予定】 

この度、近畿圏パーソントリップ調査を実施いたします。調査の実施にあたり、各校区で

のポスターの掲示につきまして、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

なお、掲示いただくポスターにつきましては、各校区の代表者様へ８月下旬に郵送させて

いただきます。よろしくお願いいたします。 
 

１．実施目的 

近畿圏パーソントリップ調査は、「人が、どんな目的で、どこからどこへ、どんな交通 

手段を利用して、何時ごろに移動したか」という日常の動きを調査するものです。昭 

和４５年以降、１０年ごとに実施しており、今年度に６回目の調査を実施します。 



 

２．調査の概要 

①調査主体 

京阪神都市圏交通計画協議会 

構成団体である、国土交通省近畿地方整備局、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈 

良県、和歌山県、京都市、大阪市、堺市、神戸市が共同実施 

②調査方法 

郵送による調査依頼、インターネットまたは郵送による回答 

③調査内容 

・世帯全員（５歳以上）の年齢・性別・住所・勤務先などと、指定された調査日にお 

ける、すべての移動の出発・到着時間、交通手段、移動目的など 

④調査対象 

市内各区 合計１５，０００世帯（無作為抽出） 

⑤調査期間 

令和３年９月～１１月 

 

問合先・・・℡２２８－７７５６ 交通政策担当 

 

 

（３）第４９回衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における投票立会人及び 

会計年度任用職員（旧短期臨時職員）の推薦に係る校区自治会への事前の意向確認 

について                         （堺市選挙管理委員会） 

 本年１０月までに、第４９回衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査（以下「選

挙」という。）が執行される予定です。 

例年、選挙日程の判明後、校区自治会へ投票立会人及び投票所会計年度任用職員（旧短期

臨時職員）の推薦を依頼していました。しかし本年は、新型コロナウイルス感染症が収束し

ていないため、事前に校区自治会の意向を確認し、選挙に向けた人員体制を整えたいと考え

ております。 

 つきましては、意向確認書をご提出いただきますようよろしくお願いいたします。 

 

１．投票立会人の推薦について 

   投票立会人を推薦していただくことが可能かどうかの事前確認です。 

   

２．校区で投票事務に従事する会計年度任用職員について 

   校区で投票事務に従事する会計年度任用職員を推薦していただくことが可能かどうか 

   の事前確認です。 

 

３．提出先 

堺市各区選挙管理委員会（各区役所企画総務課内） 

＊お手数ですが、返信用封筒にて各区選挙管理委員会に８月６日（金）までに、ご返

送いただきますようお願いいたします。 

 

問合先・・・℡２２８－７８７５ 選挙管理委員会事務局 

 



 

（４）①「第３９回 平和と人権展」の開催について 

   ②２０２１年度 堺市人権教育推進協議会 校区推進委員の選任等について 

③第４１回堺市人権教育推進協議会全体研修会について        （人権部） 

   【①のみ広報さかい８月号掲載】 

〇「第３９回 平和と人権展」の開催について 

 全ての人の人権が尊重され平和で差別のない明るい社会の実現を願い、下記の日程で「第

３９回平和と人権展」を開催いたします。 

 つきましては、新型コロナウイルス感染拡大の状況により、御無理のない範囲で御来場く

ださいますよう御案内申しあげます。 

 

１．開催期間 令和３年８月２日（月）～ ８月６日（金） 

 

２．開催場所 イオンモール堺北花田 １階センターコート 

堺市北区東浅香山町４丁１－１２（駐車料金 最初の２時間まで無料） 

           

３．主  催 堺市、堺市教育委員会 

人権啓発活動堺・南大阪地域ネットワーク協議会 

（大阪法務局堺支局、堺人権擁護委員協議会） 

 

〇２０２１年度 堺市人権教育推進協議会 校区推進委員の選任等について 

この度は、各小学校区等において、人権啓発活動の推進を図っていく校区推進委員を御選

任いただき、ありがとうございました。 

 当協議会並びに校区推進委員の活動についてのパンフレットを同封いたしますので、御一

読いただきますようお願い申しあげます。また、当協議会及び堺市が実施いたします人権啓

発事業等を随時御案内させていただきますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況

により、御無理のない範囲で御参加、御協力いただきますようお願い申しあげます。 

 

〇第４１回堺市人権教育推進協議会全体研修会について 

 標記につきまして、講演会を開催いたします。コロナ禍ではございますが、３密対策を徹

底いたしますので、御理解くださいますようよろしくお願いいたします。 

また、加えまして、今年度は、新たな手法として、後日インターネット上での録画配信を

行いますので、ぜひ御利用ください。 

日程等の詳細につきましては、８月中旬の開催に向けて調整中でございますので、７月初

旬に校区推進代表者様宛に、郵送にて御案内いたします。 

何かと御多用のことと存じますが、ぜひ、御参加くださいますようお願い申しあげます。 

 

問合先・・・℡２２８－７４２０ 人権推進課 

 

 

（５）ごみ減量化推進員へのしおり（兼委嘱書）の配布について     （環境事業部） 

活動報告書および令和３・４年度堺市ごみ減量化推進員新規推薦書をご提出いただきあり

がとうございました。 

 さて、先にご提出いただいた推薦書をもとにごみ減量化推進員を委嘱させていただきます

ので、何卒よろしくお願い申し上げます。さらに、新型コロナウイルス感染症対策を踏まえ

委嘱書交付式を行いませんので、併せてご了承ください。 

つきましては、令和３年６月１日付にてごみ減量化推進員になられた方に、ごみ減量化推

進員のしおり（兼委嘱書）をお渡しいただきたく存じます。 

 



１．配布資料   

  封筒「全推進員名簿・委嘱について」 

①令和 3・4 年度堺市ごみ減量化推進員新規推薦書（原本コピー） 

②全推進員名簿（当課作成） 

③全推進員用「ごみ減量化推進員のしおり（兼委嘱書）の交付について」 

 

２．依頼事項 

封筒の中にある「全推進員名簿」をご確認いただき、誤りがございましたらご連絡 

ください。また、「ごみ減量化推進員のしおり（兼委嘱書）の交付について」を全推進 

員にお渡し願います。 

 

問合先・・・℡２２８－７４７９ 資源循環推進課 

 

 

２．事業説明案件 

（１）歩道橋ネーミングライツ・パートナーの募集について                 （土木部） 

   【広報さかい７月号掲載予定】 

 この度、歩道橋の通称名を命名する権利（ﾈｰﾐﾝｸﾞﾗｲﾂ）を付与する民間事業者（ﾈｰﾐﾝｸﾞﾗｲﾂ・

ﾊﾟｰﾄﾅｰ）の募集を下記のとおり開始いたします。なお、設置時にはご迷惑をおかけしますが、

ご協力のほどよろしくお願いします。 

 

 ○通称名の標示イメージ 

企業ロゴ、企業名や商品名等と正式歩道橋名を歩道橋の桁部分に標示 

 

○募集概要 

  ・命名権料  １橋につき年間３０万円以上（税抜） 

・契約期間  契約締結日から令和８年３月３１日まで（５年を限度に１回更新可能） 

・応募資格  法人 

・対象施設  堺市土木部が管理する歩道橋（下記８橋） 

・募集期間  令和３年７月１５日（木）から令和３年８月１３日（金）まで 

 

 【対象歩道橋一覧】 

 歩道橋名 所在地 道路種別 路線名 備考 

北花田口歩道橋 堺区南向陽町 2 丁 主要地方道 大阪和泉泉南線 2 面標示可能 

深井歩道橋 中区深井中町 主要地方道 堺狭山線 2 面標示可能 

臨海歩道橋 西区石津西町 主要地方道 大阪臨海線（現） 4 面標示可能 

諏訪森西歩道橋 
西区浜寺諏訪森町

西 2丁 
一般府道 堺阪南線 2 面標示可能 

岩室歩道橋 南区岩室 主要地方道 堺狭山線 2 面標示可能 

長曽根東歩道橋 北区長曽根町 主要地方道 大阪高石線（新） 2 面標示可能 

丹上歩道橋 美原区丹上 主要地方道 泉大津美原線（新） 4 面標示可能 

今井歩道橋 美原区今井 国道 国道 309 号 2 面標示可能 

 

問合先・・・℡２２８－７４１７ 路政課 

 



３．報告案件 

（１）堺市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画【令和３（２０２１）～５（２０２３）

年度】の策定について                     （長寿社会部） 

 「堺市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」を策定いたしましたので、お知らせいた

します。 

 

 １．計画策定の目的 

  すべての高齢者が自分らしく、安心して暮らし続けられるように、総合的な施策を推進

しながら、団塊の世代がすべて７５歳以上となる令和７（２０２５）年を展望し、本市

における地域包括ケアシステムを推進するものとして策定いたしました。 

 

２．計画の概要 

  高齢者等実態調査や現行計画の推進状況などから課題を整理するとともに、国の基本指

針（次期計画において記載を充実する事項）を踏まえ、基本理念、計画目標、６つの重

点施策を設定し、各種の事業を展開します。 

 

３．配布物 

堺市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 

【令和３（２０２１）～５（２０２３）年度】（概要版） 

 

問合先・・・℡２２８－８３４７ 長寿支援課 

 

 

（２）令和３年度堺市表彰式の開催中止について              （秘書部） 

   【広報さかい７月号掲載予定】 

 令和３年７月２６日（月）を開催予定日としておりました令和３年度堺市表彰式につきま

しては、新型コロナウイルス感染症拡大防止及び参加者の安全を考慮し、令和２年度に引き

続き中止することといたしました。 

 なお、表彰式で授与させていただく堺市表彰及び感謝状につきましては、受賞される方々

へ、それぞれ表彰状（感謝状）をお届けさせていただきます。 

 

問合先・・・℡２２８－７６１６ 秘書課 

 

 

（３）堺まつり及び堺市農業祭の開催中止について         （観光部・農政部） 

   【広報さかい７月号掲載予定】 

開催を予定しておりました「堺まつり」、「堺市農業祭」につきましては、新型コロナウイ

ルス感染拡大防止及び参加者の安全を考慮し、中止することになった旨、各主催団体より連

絡がありましたのでお知らせいたします。 

なお、堺まつり及び堺市農業祭の中止に伴う代替イベントについて、現在主催者において

検討中ですので、詳細が決まりましたらご報告いたします。 

 

１．堺まつり 

（１）開催日時  令和３年１０月１６日（土）、１０月１７日（日） 

（２）会  場  大小路筋、大道筋、Mina さかい（堺市役所前市民交流広場）ほか 

（３）主  催  （公社）堺観光コンベンション協会 

 

問合先・・・℡２２８－７４９３ 観光推進課 



 

２．堺市農業祭 

（１）開催日時  令和３年１１月２３日（火・祝） 

（２）会  場  大仙公園 

（３）主  催  堺市農業祭運営協議会 

 

問合先・・・℡２２８－６９７１ 農水産課 

   

 

（４）「令和３年度南区ふれあいまつり」の開催中止について       （南区役所） 

   【南区広報７月号掲載予定】 

 南区ふれあいまつり実行委員会では、新型コロナウイルス感染症の収束が不透明な中、参

加者の健康・安全面を最優先に考慮した結果、令和３年１１月１４日（日）に開催予定の「令

和３年度南区ふれあいまつり」は、開催を中止することといたしました。 

皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

  

    問合先・・・℡２９０－１８０３ 南区役所自治推進課 

 


