
堺市自治連合協議会７月定例会 
 

１．事業説明案件 

（１）SMI プロジェクトにかかる意見募集の実施について 

【広報さかい７月号掲載】                （都心未来創造部） 

 SMI プロジェクトにかかる意見募集を実施いたしますので、ご案内申しあげます。 

SMI プロジェクトは、堺市の都心部を中心とした交通の方向性についてまとめたもので

す。 

この SMI プロジェクトに対して、市民の皆様のご意見を募集します。資料は、市ホーム

ページに掲載、各区役所・図書館などに配架しています。 

今後、直接市民の方に SMI プロジェクトについて説明し、意見交換を行う意見交換会の

開催を検討しております。詳細については後日、市 HP や広報誌にてお知らせしたいと考

えています。 

 

問合先・・・℡０７２－３４０－０４１７ SMI プロジェクト推進担当 

 

 

（２）胃がん・大腸がん集団検診の個別検診への移行について 

【広報さかい７月号掲載】                    （健康部） 

堺市では、保健センターや地域会館等で実施する集団検診に加え、平成２８年１０月よ

り医療機関で受診する個別検診を導入してきました。 

この間、個別検診を受診される市民が増加してきたことや、実施医療機関の増加を受け、

下記のとおり、令和５年４月より胃がん・大腸がんの集団検診を廃止し、個別検診に全面

移行いたします。 

 

１ 個別検診への移行 

【令和５年３月３１日まで】             【令和５年４月１日以降】 

集団検診を廃止し、個別検診に全面移行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 個別検診のメリット 

・受診日時や受診方法（胃部 X線検査又は胃内視鏡検査）の選択肢が増える 

【集団検診】 

〇胃がん検診 

 対象：50歳以上の偶数年齢の市民 

 場所：保健センターや地域会館等 

 検査：検診車内にて、胃部 X線検査 

〇大腸がん検診 

 対象：胃がん集団検診受診者  

 検査：便潜血検査（会場にて検体提出） 

【個別検診】※他のがん検診と同時受診可 

〇胃がん検診 

 対象：50歳以上の偶数年齢の市民 

  場所：各医療機関（市内 71 箇所） 

 検査：医療機関内にて、胃部 X線検査 

又は胃内視鏡検査 

〇大腸がん検診 

 対象：40歳以上の市民 

 場所：各医療機関（市内 362箇所） 

 検査：便潜血検査（医療機関へ検体提出） 

 

【個別検診】 

 ※胃がん・大腸がんの同時受診可 

他のがん検診との同時受診可 

〇胃がん検診 

 対象：50歳以上の偶数年齢の市民 

  場所：各医療機関（市内 71 箇所）  

 検査：医療機関内にて、胃部 X線 

検査又は胃内視鏡検査 

 〇大腸がん検診 

 対象：40歳以上の市民 

 場所：各医療機関（市内 362箇所） 

 検査：便潜血検査 

（医療機関へ検体提出） 

  

医療機関数は令和 4 年 4 月現在 



・かかりつけ医がいるなどの安心安全な環境で受診することができる 

・医療機関で実施するため、より早い段階で適切な検査・治療を受けることができる 

 

３ 今後のスケジュール 

令和４年７月１日以降  広報さかい７月号掲載及び集団検診受診者等への周知開始 

令和５年４月１日以降  胃がん・大腸がん集団検診を廃止し、個別検診に移行 

 

問合先・・・℡２２２－９９３６ 健康推進課 

 

 

（３）堺大魚夜市のオンライン開催について 

【広報さかい７月号掲載】                     （観光部） 

 堺の夏の風物詩「堺大魚夜市」につきまして、現在、旧大浜体育館の解体工事中であり、

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の徹底及び安全確保が困難であることから、今年度

におきましては、現地での開催は困難と判断し、前年度に引き続き「令和４年度 堺大魚夜

市 実施概要」のとおり、オンライン配信にて実施する予定をしております。 

なお、例年ご依頼させていただいております市内全校区におけるポスターのご掲示につ

きましては、今年度は控えさせていただきます。 

 

１ 事 業 名  令和４年度 堺大魚夜市 

 

２ 開催期間  令和４年７月下旬 ～ 令和４年８月末（予定）  

 

３ 開催方法  オンライン開催 

 

４ 主  催  堺大魚夜市実行委員会 

          【堺市自治連合協議会、堺商工会議所、（一社）堺高石青年会議所、 

（公社）堺観光コンベンション協会】 

 

５ 後  援  堺市、堺市教育委員会、堺市女性団体協議会、堺市ＰＴＡ協議会、堺市青

少年指導員連絡協議会、社会福祉法人堺市社会福祉協議会、堺防犯協議会、 

堺市商店連合会、堺市市場連合会、堺経営者協会、堺魚仲買事業協同組合、 

堺市漁業協同組合連合会、堺市農業協同組合、大阪府、大阪観光局、公益 

財団法人関西・大阪 21世紀協会、南海電気鉄道株式会社、阪堺電気軌道株 

式会社、南海バス株式会社、堺ホテル協会（順不同） 

 

６ 協  力  住吉大社、堺市漁業協同組合連合会（順不同） 

  （予 定） 

 

７ コンセプト 

  ・７００年の歴史、堺の伝統文化の継承 

・市民、企業、行政の協働・地域社会との共生 

 

８ 内容（予定） 

■奉納（神事）の７月３１日から WEB配信（住吉大社と協議中） 

■堺大魚夜市実行委員会委員長からのご挨拶 

■堺大魚夜市の歴史の次世代への継承に資する取組 

（予 定） 



  ■協賛企業と連携した情報発信 

 

問合先・・・℡２２８－７４９３ 観光推進課 

 

（４）マイナンバーカードの普及促進に関する取組について 

【広報さかい７月～９月号掲載予定】       （ICT イノベーション推進室） 

令和４年１月から、新たにマイナンバーカードを取得された方等に対するマイナポイント第

２弾が始まっており、そのポイントの付与の対象となる当該カードの申請期限は、令和４年９

月末までとなっています。また、６月３０日からは、健康保険証の利用登録及び公金受取口座

の登録に係るポイント付与も始まります。 

そのため、９月までにより多くの方に申請いただく機会を増やしたいと考えており、今般、

堺市内の企業や地域団体等からのお申し込みに応じて、ご指定の場所にお伺いする「訪問申請

受付サービス」を新たに開始しました。 

サービスの利用希望等がございましたら、堺市マイナンバーカード普及促進センターまでご

連絡をお願いします。 

 

訪問申請受付サービス［代表者の方の申し込みが必要］ 

１ 対象団体 

堺市内の企業や地域団体等（町内会、各種サークル有志など） 

・堺市に住民登録のある申請希望者が概ね１０名程度見込まれること 

※対象となる企業や集合住宅にお住いの方などにサービス利用のお声かけをする場合が

あります。 

２ 実施時間  平日の１０時から午後４時までの間で希望される時間 

３ 申込み方法 堺市マイナンバーカード普及促進センターへのお電話かWEBから 

 

問合先・・・℡０７２－６００－０１８１ 

            堺市マイナンバーカード普及促進センター 

 

（５）歩道橋ネーミングライツ・パートナーの募集について 

【広報さかい７月号掲載】                    （土木部） 

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

ーミングライツ・パートナー）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９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 7橋） 

・募集期間  令和４年７月１日（金）から令和４年８月１２日（金）まで 

 

 



【対象歩道橋一覧】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合先・・・℡２２８－７４１７ 路政課 

 

（６）備蓄物資の搬入等について                  （危機管理室） 

本市では避難所での感染症対策の強化を図るため、マンホールトイレの上屋５基の搬入

と、従前から保管している備蓄毛布を、下記のとおり抗菌加工し再度真空包装することを

予定しております。 

これらの業務に併せ、頻発化する各地での自然災害を踏まえ、速やかな避難所運営を目

的とした備蓄品の整理をさせていただきたいと考えております。 

つきましては、地域のみなさまにはご迷惑をおかけいたしますが、ご協力をいただきま

すようよろしくお願いいたします。 

なお、作業日程等はスケジュールをご参照ください。日程等に変更がありましたら、改

めてご連絡いたします。 

 

問合先・・・℡２２８－７６０５ 防災課 

 

２．依頼案件 

（１）第１１回大阪８８０万人訓練の実施について 

【広報さかい８月号・９月号掲載予定】            （危機管理室） 

 下記のとおり令和４年９月２日（金）に大阪府下全域で「第１１回大阪８８０万人訓練」

を実施します。当訓練は、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頂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４年９月２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訓練開始の放送 

● 津波避難対象地域でのサイレン吹鳴 

● ツイッター（登録者のみ）、アイファックス（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～） 

歩道橋名 所在地 道路種別 路線名 備考 

霞ヶ丘歩道橋 堺区霞ヶ丘町 1丁 主要地方道 大阪和泉泉南線（現） 2面標示可能 

八田西町歩道橋 中区八田西町 2丁 主要地方道 堺かつらぎ線 2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 

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 一般国道 国道 309号 2面標示可能 

菅生北歩道橋 美原区平尾 一般国道 国道 309号 2面標示可能 



● 携帯電話の緊急速報メール（対象機種のみ）（※） 

   １３時３３分：大津波警報発表情報（大阪府発信） 

   １３時３５分：大津波警報に伴う避難指示情報（堺市発信） 

    ※ マナーモードにしていても鳴動します。 

● おおさか防災情報メール（登録者のみ）１３時３３分頃 

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）自衛官等募集案内チラシ回覧について 

【広報さかい７月号掲載】              （防衛省自衛隊堺出張所） 

 近年、少子高学歴化が進展し、自衛官募集を取り巻く環境は厳しくなっておりますが、

今年度におきましても各種自衛官の採用を予定しております。 

 今後募集する種目、自衛隊の活動につきまして、広く周知したくチラシを回覧していた

だきますよう宜しくお願い申し上げます。 

 

問合先・・・℡２３２－１０２６ 防衛省自衛隊大阪地方協力本部堺出張所 

 

（３）令和４年度堺市表彰式について 

【広報さかい７月号掲載】                                 （秘書部） 

 このたび令和４年度堺市表彰式を次のとおり開催いたしますので、ご臨席を賜りますよ

うよろしくお願い申し上げます。 

 

１．日  時  

令和４年７月２６日（火）開式：午後２時００分 閉式：午後３時０５分（予定） 

２．場  所  

堺市民芸術文化ホール【フェニーチェ堺】（南線高野線「堺東」駅徒歩約１０分） 

  （堺市堺区翁橋町 2-1-1）※出席の申し込みは不要です。直接会場へご来場下さい。 

３．内  容  ・開式 

・国歌静聴 

・市民憲章朗読 

・式辞 

・主催者紹介 

・来賓紹介・祝辞 

・表彰状贈呈 

功労者 

栄誉賞 

栄冠賞 

特別功績者 

功績者 

善行者 

・感謝状贈呈 



地域活動貢献者 

永年在職議員 

・閉式 

 

４．その他   ・フェニーチェ堺内の駐車場（有料）は大変混雑いたします。恐れ入り

ますが、公共交通機関をご利用のうえ、ご来場くださいますようお

願い申し上げます。 

・悪天候、災害等により式典を中止する場合があります。 

        ・発熱（37.5度以上）や咳・咽頭痛などの症状、だるさ、息苦しさな 

ど体調に不安のある方のご来場はご遠慮ください。 

        ・会場での検温や消毒、マスクの着用にご協力をお願いします。 

 
問合先・・・℡２２８－７６１６ 秘書課 

 

（４）① 運転者講習会の開催について【広報さかい９月号掲載予定】 

② 令和４年「秋の全国交通安全運動」実施に伴う青色防犯パトロール車巡回時に 

おける広報活動のご協力について          （サイクルシティ推進部） 

○運転者講習会の開催について 

９月２１日（水）から３０日（金）までの、令和４年「秋の全国交通安全運動」の実施

にさきだち、運転者講習会を開催いたします。 

開催会場につきましては、令和元年度に実施した場所を基本として実施する予定です。

また、校区自治会の地域交通指導員のみなさまに運転者講習会日程を記したポスターの掲

示と、実施校区では会場設営や受付補助などのご協力をお願いしたく存じますので、ご配

慮いただきますようお願い申し上げます。 

日程等は９月上旬から中旬にかけて調整をしており決まりましたら別途、校区代表者様、

代表交通指導員様へ郵送等によりお知らせいたします。 

 

○令和４年「秋の全国交通安全運動」実施に伴う青色防犯パトロール車巡回時における広

報活動のご協力について 

９月２１日（水）から３０日（金）まで令和４年「秋の全国交通安全運動」が実施され

ます。 

この運動の期間中におきましては、交通安全啓発について貴自治連合協議会のご協力の

もと市民の皆様への周知を行っているところでございます。 

また、広報さかい、ホームページや SNS 等の各種媒体を利用した広報啓発活動を展開し、

交通安全運動を推進しております。 

つきましては、この運動をより効果的なものとするため、青色防犯パトロール車の巡回

時におきまして、広報音声を放送いただき、交通事故の防止にご協力いただきますようよ

ろしくお願い申し上げます。 

 

問合先・・・℡２２８－７６３６ 自転車企画推進課 

 

（５）ごみ減量化推進員への委嘱書等の配付について 

【広報さかい８月号掲載予定】                 （環境事業部） 

 先にご提出いただいた推薦書をもとに名簿のとおり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。 



つきましては、今年度新たにごみ減量化推進員（以下、「推進員」という。）になられた

方に、委嘱書等をお渡しいただきたく存じます。 

 

 

１．配付資料   

  封筒①「全推進員名簿」 

・令和４年度堺市ごみ減量化推進員 

新規推薦書（原本コピー） 

・全推進員名簿（当課作成） 

   

  封筒②「新規推進員配付資料」 

  ・新規推進員名簿 

  ・委嘱書 

・ごみ減量化推進員のしおり 

  ※新規推進員が多い校区については、封筒②を 

複数用意している場合があります。 

  ※推進員の変更がない校区については、封筒②はありません。 

 

２．依頼事項 

 ・封筒①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。 

 ・封筒②の中にある「新規推進員名簿」をご確認いただき、新規推進員に「委嘱書」と

「ごみ減量化推進員のしおり」お渡し願います。 

 

 

問合先・・・℡２２８－７４７９ 資源循環推進課 

 

（６）① 第４０回平和と人権展の開催について【広報さかい８月号掲載予定】 

② ２０２２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４２回堺市人権教育推進協議会全体研修会について      （人権部） 

○第４０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４０回平和と人権展」を開催いたします。 

 つきましては、御多用のことと存じますが、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４年８月１日（月）～５日（金） 

 

２ 開催場所    アリオ鳳 １階グリーンコート 

堺市西区鳳南町３丁１９９番地１２ 

 

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 

（大阪法務局酒井支局・堺人権擁護委員協議会） 

新規推進員名簿
区 校区 校区役員 氏　名 〒 住所1 住所2 住所3 ℡

堺 △校区 校区幹事 C田　D子 590-0081 堺市堺区丁町 □□-10 227-●●10

堺 △校区 Ｇ川　Ｈ郎 590-0084 堺市堺区辛町 □□-11 227-●●11

全推進員名簿
区 校区 校区役員 氏　名 〒 住所1 住所2 住所3 ℡

堺 △校区 校区代表 堺　太郎 590-0078 堺市堺区甲町 □□-１ 227-●●●1

堺 △校区 校区幹事 ○○　○○ 590-0079 堺市堺区乙町 □□-2 227-●●●2

堺 △校区 校区幹事 環境　花子 590-0080 堺市堺区丙町 □□-３ 227-●●●3

堺 △校区 校区幹事 C田　D子 590-0081 堺市堺区丁町 □□-10 227-●●10

堺 △校区 ○○　○○ 590-0081 堺市堺区戊町 □□-４ 227-●●●4

堺 △校区 ○○　○○ 590-0082 堺市堺区己町 □□-５ 227-●●●5

堺 △校区 ○○　○○ 590-0083 堺市堺区庚町 □□-６ 227-●●●6

堺 △校区 E山　F美 590-0084 堺市堺区辛町 □□-７ ○○マンション△号室 227-●●●7

堺 △校区 ○○　○○ 590-0085 堺市堺区壬町 □□-８ 227-●●●8

堺 △校区 Ｇ川　Ｈ郎 590-0084 堺市堺区辛町 □□-11 227-●●11



 

４ 内  容    特別展示 

「SNS はハートですよ！～鷹の爪団の#NoHeartNoSNS 大作戦～」 

 

問合先・・・℡２２８－７４２０ 人権推進課 

 

○２０２２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、当協議会校区推進委員の選任に御協力いただき、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資料を御一読いただきますようお願い申

しあげます。 

 

 

問合先・・・℡２２１－９２８０ 堺市人権教育推進協議会事務局（人権推進課） 

 

 

○第４２回堺市人権教育推進協議会全体研修会について 

 このたび標記研修会を下記のとおり開催いたします。 

つきましては、７月上旬に、あらためて校区推進代表者様宛に、開催案内を送付させてい

ただきますので、よろしくお願いいたします。 

 

１ 日時 ２０２２年８月１８日（木）１３時３０分から１５時３０分まで 

 

２ 場所 堺市産業振興センターイベントホール（堺市北区長曽根町１８３‐５） 

 

３ 対象 堺市人権教育推進協議会の加盟団体推進委員、校区推進代表者、 

企業部会会員事業所、宗教部会会員、インターユース堺の推進委員、 

世界人権宣言促進堺連絡会の加盟団体、行政職員 

 

 

問合先・・・℡２２１－９２８０ 堺市人権教育推進協議会事務局（人権推進課） 

 

 

３．協議会案件 

（１）自治会施設賠償責任保険について                       

自治会が所有又は管理する防犯灯、防犯カメラ、掲示板に起因する事故による損害を補

償する自治会施設賠償責任保険の更新についてお知らせいたします。 

五役会議で複数保険会社による見積もり合わせを実施した結果、落札保険会社は「三井

住友海上火災保険株式会社」となりました。 

つきましては、７月から補償ができるよう事務局と保険会社とで、速やかに契約事務を

進めてまいります。証券番号や詳しい契約内容等につきましては、後日、改めて事務局よ

りご案内させていただきます。 

 

 

（２）宅建協会・不動産協会への校区代表者名簿の提供について            

平成２７年度、堺市自治連合協議会、大阪府宅地建物取引業協会堺市支部、公益社団法



人全日本不動産協会大阪府本部大阪南支部、堺市の４者で協定を結びました自治会加入促

進の取り組みに際し、会員事業所が自治会加入に関し相談する際の資料として、校区代表

者の連絡先等が記載された一覧の提供依頼がありました。 

つきましては、本年度の各校区代表者の連絡先等の提供をご承認くださいますようよろ

しくお願いいたします。 

 

（３）退任者感謝状等について                           

感謝状贈呈基準に基づき、７月区定例会までに、退任者の感謝状・額縁等を、校区代

表者宅又は指定送付先に送付いたします。 

なお事務の都合上、感謝状と額縁等のお届け日にずれが生じます。何卒ご了承くださ

いますようお願いいたします。 

 

 

（４）校区自治連合会ＡＥＤ設置事業について                     

平成２７年度に地域会館等に設置したＡＥＤが本年９月頃に交換時期を迎えますので、

本体の交換や新規設置のご希望をお伺いいたします。 

資料「校区自治連合会ＡＥＤ設置補助事業」の下部にある「ＡＥＤ機器更新（未設置校

区は新規設置）希望調査票」にご記入の上、７月２０日（水）までに各区自治推進課へご

回答ください。 

交換もしくは新規設置をご希望された校区様におかれましては、業者が８～９月中に、

事前に日程調整を行った上で、交換に伺います。 

また、交換及び新規設置にかかる費用につきましては、１５０，０００円を上限に費用

の１/２を市が補助いたします。残りの額（約１/２）は、校区自治連合会でご負担いただ

くこととなりますので、金額が確定次第ご連絡させていただき、１０月定例会で集めさせ

ていただく予定です。 

なお、現行の機種については、昨今の社会情勢により納品が困難となっていることから、

代替機種としてＦＲｘを事務局にて一括購入予定としております。 

金額の目安は１４～１５万円程度となっており、校区負担額は７万円程度を想定してい

ます。 

 

 

（５）堺市自治連合協議会 要望書について                     

堺市自治連合協議会から市へ要望書を提出いたします。市の予算要求に要望を反映して

いくためには、１０月中旬には提出する必要がございます。 

堺市に対する要望事項は大小様々、皆様あると思いますが、昨年度に引き続き各区から

の要望は別添案のとおり項目に関わらず２つまでにさせていただきたいと思います。 

締め切りにつきましては、市事務局へ９月１３日火曜日までにお願いいたします。要望

内容については、１０月役員会で速報としてお示しした後、全体要望書にまとめあげ、市

に１０月中旬に提出させていただきたいと思いますので、ご協力よろしくお願いいたしま

す。 

   

 

問合先・・・℡２２８－７４０５ 堺市自治連合協議会事務局（市民協働課） 

 


