
堺市自治連合協議会９月定例会 
 

１．依頼案件 

（１）第４９回「堺まつり」のポスターの掲示について 

   【広報さかい９月号・１０月号掲載予定】    （堺観光コンベンション協会） 

 本年、１０月１５日（土）、１６日（日）の両日に第４９回「堺まつり」を開催いたし

ます。 

つきましては、この事業を広くＰＲするため、貴校区におきましてポスターの掲示に

ついてご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

１．第４９回「堺まつり」 

主催：公益社団法人 堺観光コンベンション協会 

 

２．ポスター 

Ｂ３サイズ 

 

３．掲示期間 

  令和４年９月上旬～令和４年１０月１６日（日） 

 

４．送付時期 

各校区代表者宅（もしくは指定送付先）へは９月定例会までに送付する予定です。 

 

問合先・・・℡２３３－５２５８ 堺観光コンベンション協会 

 

 

（２）令和 4 年度大阪府内市町村防災対策協議会「令和 4 年度自主防災組織リーダー研

修」について                        （危機管理室） 

自主防災組織リーダー研修は、各地域における自主防災活動にお取り組みいただいて

いる方々の技術の向上や知識の習得を通じて、地域防災力向上の一助となるべく、平成

２９年度から大阪府と泉北地域の４市町（和泉市、泉大津市、高石市、忠岡町）が合同

で実施しているものです。 

このたび、大阪府内市町村防災対策協議会より同研修会の案内がありました。 

つきましては、参加をご希望される場合は、参加申込書にて９月２６日（月）までに

堺市危機管理室までお申し込みください。 

今年度は新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、同協議会から本市における

参加可能人数が１２名と限られたため、まずは各区１名のご参加をお願いいたします。

１名以外にもご希望があればお申込みいただくことは可能ですが、１２名を超える場合

には抽選となる場合がありますのでご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。 

なお、今回の研修は試験的に Micrsoft Teams を用いた Web 形式でも聴講することが

可能です（「研修テキスト」や「研修修了証等の配布」がなく「聴講」のみとなることを

ご了承ください）。Web 形式による聴講をご希望される場合にも申込書にて同期日まで

にお申し込みください。 

 

１．目的 

  各地域における自主防災活動に取り組んでいただいている方々の技術の向上や知

識の習得を通じて、地域防災力向上の一助となるべく実施しています。 

 



 

２．日時 

  令和４年１０月２０日（木）午前９時３０分から午後５時１０分まで 

 

３．会場 

鳳土木事務所 大会議室 

（堺市西区鳳東町４丁３９０－１ 大阪府泉北府民センタービル内） 

※公共交通機関をご利用ください。 

※昼食はご持参ください。 

 

４．対象者 

  校区自主防災組織の方々 

 

５．応募について 

  参加を希望される自主防災組織の方は、参加申込書に必要事項を記入いただき、

堺市危機管理室に FAX もしくは E-mail にてご送付ください。 

 

６．受講者の決定について 

  受講者が決定しましたら、１０月上旬頃（予定）にお知らせします。 

 

７．主催者 

  大阪府内市町村防災対策協議会 

  大阪府危機管理室 

  一般財団法人 日本防火・防災協会 

 

問合先・・・℡２２８－７６０５ 危機管理課 

 

 

（３）おおさか健活マイレージ「アスマイル」について 

【広報さかい７月号掲載】                  （長寿社会部） 

おおさか健活マイレージ「アスマイル」については、大阪府が提供しているスマート

フォン向け健康アプリです。「アスマイル」を使えば、日々の生活の中で行っている健康

に関する様々な行動を記録することで、毎日ポイントが貯まり、一定のポイントが貯ま

ると特典が当たる毎週・毎月の抽選に参加できますので、お得感を感じながら、無理せ

ず楽しく、健康的な活動を続けることが可能となります。 

本市では、健康長寿の実現に向けた高齢者の健康増進を図るための取組の一環で、今

年度から特に高齢者を対象として「アスマイル」の普及促進に重点的に取り組んでおり、

本年７月から来年３月１０日までに新規登録した６０歳以上の高齢者を対象として、抽

選で１，３００名の方に２，０００円相当の電子マネーを贈呈する「新規登録キャンペ

ーン」を実施しています。 

つきましては、より多くの市民の皆様に本取組を知っていただき、「アスマイル」の活

用についてご検討いただきたいと思い、チラシの回覧をお願いしたいと考えております。

自治連合協議会の皆様には、ご負担をおかけして誠に申し訳ありませんが、市民の健康

増進に向けて、ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

問合先・・・℡２２８－８３４７ 長寿支援課 
 



 

（４）令和４年度共同募金運動及び歳末たすけあい運動へのご協力について 
【広報さかい１０月号掲載予定】           （堺市社会福祉協議会） 

 本年度もコロナ禍の中ではあるものの「つながりをたやさない社会づくり」をめざし、

１０月１日から全国一斉に第７６回共同募金運動が展開されます。 

共同募金運動は、社会福祉の充実を目的に募金運動を展開し、高齢の方、障害のある

方、また、児童をはじめとするすべての人々が、住みなれた地域で安心して暮らすこと

ができるよう、地域の民間社会福祉事業に有効活用し、地域福祉の向上に寄与すること

を使命としています。このような状況の中で、本会としてもこの募金運動を推進してま

いりたいと考えております。 

また、１２月１日から３１日までは「歳末たすけあい運動」を実施いたします。この

運動は、新たな年を迎える時期に、支援を必要とする人たちが地域で安心して暮らすこ

とができるよう、住民の参加や理解を得てさまざまな福祉活動を重点的に展開する運動

です。 

つきましては、本年も引き続き共同募金運動及び歳末たすけあい運動に可能な範囲で

の、ご支援ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げますとともに、各自治会の取

り組みへのご配慮を賜りますよう併せてお願い申し上げます。 

 

問合先・・・℡２３２－５４２０ 社会福祉協議会 

 

 

２．事業説明案件 

（１）令和４年度 近畿地方整備局・堺市合同総合防災訓練の実施についてについて 

   【広報さかい１０月号掲載予定】               （危機管理室） 

 令和４年度の総合防災訓練を１１月７日に実施する予定でございますので、お知らせ

いたします。 

 今年度は、一般見学及び来賓招待の実施を予定しております。 

校区代表者の皆さまには、別途案内状を送付させていただきますので、同訓練へのご

高覧のほどよろしくお願いいたします。 

訓練当日の１１月７日に警報が発表されている場合は、訓練そのものが中止となりま

す。 

 

問合先・・・℡２２８－７６０５ 危機管理課 

 

 

（２）創立７０周年記念堺市社会福祉大会の開催について   （堺市社会福祉協議会） 

 創立７０周年記念堺市社会福祉大会につきまして、新型コロナウイルス感染症がいま

だ予断を許さない状況ではございますが、規模を縮小して、下記日程で開催する運びと

なりました。 

 例年であれば、多くの皆様にご参加いただくところですが、感染リスク対策を最優先

するため、今年度につきましては、被表彰者を中心とした内容で準備を進めております。 

 何卒ご理解いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

 ○日時および会場 

令和４年１０月２２日（土） 堺市総合福祉会館  

（１）堺市社会福祉大会（６階ホール） 

式典    １０：００～１１：００ 



         大会宣言、表彰状・感謝状の贈呈ほか  

記念講演 １１：００～１２：００ 

講師 ／大阪公立大学 教育福祉学類 山野則子教授 

       テーマ／現在の子どもを取り巻く状況と地域や子ども食堂への期待 

（２）地域福祉・ボランティア活動パネル展（５階大研修室） 

１２：００～１５：００ 

※パネル展は、１０/２０(木)１３:００～１６:００ 

１０/２１(金)１３:００～１６:００にも同会場で開催予 

定です。 

 

＊新型コロナウイルス感染症等の影響により、開催方法等の変更を判断せざるを 

得ない場合がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。 

 

問合先・・・℡２３２－５４２０ 社会福祉協議会 

 

 

（３）都市計画変更（素案）に関する説明会の開催について 

【広報さかい９月号掲載】             （都市計画部・中区役所） 

本市では、市民の皆さまを対象に、下記のとおり都市計画変更（素案）に関する説明

会を開催しますので、ご報告いたします。 

 

○説明会用リーフレット 

①黒山地区における区域区分及び用途地域等の変更（素案）について 

説明会日時 場 所 

令和 4 年 9 月 9 日（金）19 時～ 美原区役所本館 5 階大会議室 

令和 4 年 9 月 10 日（土）10 時～ 美原区役所本館 5 階大会議室 
 

②都市計画公園水賀池公園及び用途地域等の都市計画変更（素案）について 

説明会日時 場 所 

令和 4 年 9 月 11 日（日）10 時～ 中区役所 2 階 201・202 会議室 

令和 4 年 9 月 12 日（月）19 時～ 中区役所 2 階 201・202 会議室 
 

③新金岡及び泉北ニュータウンにおける用途地域等の変更（素案）について 

説明会日時 場 所 

令和 4 年 9 月 13 日（火）19 時～ 北区役所 1 階大会議室 

令和 4 年 9 月 16 日（金）19 時～ 南区役所 2 階 201・202 会議室 

令和 4 年 9 月 17 日（土）10 時～ 堺市総合福祉会館 5 階研修室 

令和 4 年 9 月 17 日（土）15 時～ 南区役所 2 階 201・202 会議室 

令和 4 年 9 月 17 日（土）19 時～ 北区役所 1 階大会議室 

 

問合先・・・①③℡２２８－８３９８ 都市計画課 

②℡２７０－８１９０ 深井駅周辺地域活性化推進室 

 

３．報告案件 

（１）「令和４年度南区ふれあいまつり」の開催中止及び代替事業の開催について 

   【広報さかい８月号掲載】                  （南区役所） 



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、

開催内容等を検討した結果、令和４年１１月１３日（日）に開催予定の「令和４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。 

なお、代替事業として防災をテーマにした事業を令和４年１２月１０日（土）に開催

する予定です。 

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 南区ふれあいまつり実行委員会 

 

（２）第３０回中区区民フェスタの開催について 

【広報さかい１０月号掲載予定】                （中区役所） 

 本年の中区区民フェスタにつきましては、区民の親睦と連帯の輪を広げ、心のふれあ

う地域社会の実現を目的として、下記のとおり開催する運びとなりましたのでお知らせ

します。 

また、開催にあたっては、新型コロナウイルス感染症への適切な感染対策を講じ、参

加者の健康・安全面に十分配慮した上で実施いたします。 

 なお、今後の感染状況によっては、催し内容を変更する場合がありますこと、予めご

理解ご了承いただきますようお願い申し上げます。 

 

 １．名  称   第３０回中区区民フェスタ 

 

２．開催日時   令和４年１０月２３日（日）  

原池公園会場  ：１０時００分から１５時３０分まで 

ソフィア・堺会場：１０時００分から１５時３０分まで 

 

３．内容（予定） 

≪原池公園会場≫ 

総踊り、ステージ発表（地域サークル、区内の高校等）、ブース出展（地域、 

関係団体等）、子ども広場（ミニＳＬ、ふれあい動物園等）、子ども向け野球 

教室、高齢者向け講習会、景品抽選会、デジタルスタンプラリー、フリーマー 

ケット等 

 

≪ソフィア・堺会場≫  

洋服等のシェアリング、パネル展、廃材を利用したワークショップ、キッチン 

カー等※ 

※ＳＤＧｓ関連のイベント 

 

問合先・・・℡２７０－８１５４ 中区区民フェスタ実行委員会事務局 

 

４．事務局連絡 

 ・地域の掲示板購入事業 

   日本赤十字社寄贈分及び各校区購入とりまとめ分について、９月に業者を決定し、 

１０月～１２月にかけて業者より各校区へ日時調整のご連絡をさしあげたうえで、 

受取場所へ掲示板を配送させていただく予定です。 

 つきましては、掲示板を希望する校区の皆様に対し、連絡先・受取場所等の確認 

様式を配布いたしますので、９月３０日金曜日までに各区自治推進課を通じて提出 



をお願いいたします。 

 

 ・ＡＥＤ設置事業 

   ７月役員会にてご説明させていただいた校区自治連合会ＡＥＤ設置事業について、 

見積り合わせを行いましたが、予定していたフィリップス社製の「FRx+e」について 

業者から、新型コロナ等の影響により、今年度中の納品が難しいとの連絡がござい 

ました。 

このため、FRx+eを想定した仕様書で見積り合わせを進めることは厳しいと判断 

し、一旦不調といたしました。 

 改めて今年度内に納品可能な機種について調査し、旭化成株式会社製の「ZOLL  

Plus」を中心に再調整させていただきいと考えています。現段階での本体参考価格 

は１６万～１７万円程度であるため、地域の皆様のご負担額は、前回の７万円から 

１万円あがり、８万円程度となる見込みです。 

つきましては、現在お申し込みいただいている校区の皆様に対し、負担額を考慮 

したうえで引き続き申し込みされるかどうかを、改めて確認させていただきます。 

９月９日金曜日までに区自治推進課へ設置希望の有無をご連絡いただきますようど 

うぞよろしくお願いいたします。 

 

 ・自治会施設賠償責任保険のリーフレットについて 

   先般、お申込みいただいておりました「堺市自治会施設賠償責任保険」につきま 

  して、契約保険会社である三井住友海上火災保険株式会社より、加入者向けのリー

フレットが届きましたので、配付させていただきます。 

万が一、事故が起きたときは、事故受付センターである「０１２０－２５８－１ 

  ８９」にお電話いただくか、裏面に記載されている、有限会社ポントスの担当者ま 

でご連絡ください。なお、お問合せの際には、表紙に記載されている証券番号・保 

険契約者名が必要になりますのでご注意ください。 

各校区代表者の皆さまにおかれましては、大変お手数をおかけしますが、本保険 

にご加入いただいている各単位自治会長様へリーフレットをご配布いただきますよ 

う、よろしくお願いいたします。 

 

 ・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要望書について、７月定例会でご案内しておりますとおり、 

９月１３日火曜日まで市事務局へご提出いただきますようお願い申し上げます。 

要望は各区２つまでとさせていただいております。要望内容について、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、市に提出させていただ

きたいと考えておりますので、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） 


