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記号の見方

,対象 -費用 定員…0先着 2選考 3必要事項は
1多数の場合は抽選 /問い合わせ先 郵便番号・住所、
.申込方法 *はがき &往復はがき
氏名（ふりがなも）、
(電話 )FAX +電子メール %郵送
電話・FAX 番号
'直接来館
（庁）4ホームページ
を必ず記入
#電子申請システム(市4内)

く ら し
高齢者等実態調査
令和３〜５年度を計画期間とする高齢
者保健福祉・介護保険事業計画の策定に
おける基礎資料とします。無作為に抽出
した６５歳以上の方や介護事業者を対象
に、１２月上旬にアンケートを郵送します
ので、ご協力をお願いします。
/長寿支援課（!２２８―８３４７ !２２８―
８９１８）。

Ｊアラート全国一斉試験
国では、地震・津波や武力攻撃などに
備え、１２月４日（水）、１１時にＪアラート
の全国一斉の情報伝達試験を実施しま
す。防災行政無線屋外スピーカーと、地
域会館などに設置している戸別受信機か
ら自動音声による試験放送が流れます。
/危機管理課（!２２８―７６０５ !２２２―
７３３９）。

人生の節目に記念樹をプレゼント
都市緑化基金を活用し、出生や結婚、
転入、新・増築など市民の皆さんの人生
の節目に、記念樹を無料でお渡ししてい
ます。,４月１日〜３月３１日に記念日が
ある方。
.'%)で市役所市政情報センター、
区役所市政情報コーナー、堺市公園協会
4にある申請書を同協会（〒５９０―０８０３
堺区東上野芝町１丁４―３ !２４５―００７０
!２４５―００６９）へ。締め切りは１月３１日
（必着）。

年末ジャンボ宝くじ
臨時販売所を設置
年末ジャンボ宝くじの発売に伴い、臨
時販売所を設置します。
$市役所高層館１階ロビー!１２月３〜
５日、１１〜１６時。
$カフェイロハ前（大仙公園観光案内
所の隣）!１２月３日（火）、１２〜１４時（天候
により中止になる場合があります）。
宝くじの収益金は、認定こども園の整
備や子ども医療費助成など身近なところ
で役立っています。
/資金課（!２２８―７１９１ !２２８―７８５６）。

マイナンバーカードの
ご利用を
■区役所に休日交付窓口
マイナンバーカード交付と返戻され
た通知カード受け取りの窓口を開設。
１２月２１・２２日、９〜１２時（２２日の交
付は後日郵送）。マイナンバーカード
の受け取りは交付通知書が届いた方が
対象で、交付通知書と通知カード、本
人確認書類が必要です。
■コンビニ交付サービスを休止
１２月２６日の２１時〜２７日の８時と１２月
２９日〜１月３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（電話・FAX 番号は
区広報紙１ページ参照）か戸籍住民課
（!２２８―７７３９ !２２８―０３７１）。

国道２６号住吉橋の
架け替えに伴う交通規制

令和元年（２
０
１９年）
１
２月１日

１２月は大阪府献血推進月間です
例年、冬の寒い時期になると献血する方が少なくなり、血液が不足します。
献血は１６〜６９歳の方が行うことができます。より多くの患者さんを救うために
も４００"献血、成分献血へのご協力をお願いします。
"堺東献血ルーム（現代堺東駅前ビル５階）
１０〜１３時、１４〜１８時（成分献血については、月〜金曜日は１７時３０分まで、土・日
曜日、祝休日は１５時まで）。木・第３日曜日、１２月２９日〜１月３日は休み。
/市民協働課（!２２８―７４０５ !２２８―０３７１）。

１月から、フェニックス通りの一部で
交通規制を実施します。期間中は車線が
１２月の日程表 当日と翌日の献血場所のご案内 "０１２０―３２６７５９（大阪府赤十字血液センター）
減少しますので、通行にご注意ください。
１４：００〜１６：３０
１３日 １０：００〜１１：３０、１２：３０〜１６：３０
詳しくは近畿地方整備局大阪国道事務
（金）堺市役所 本館１階
４日 東区役所
所4参照。
（水）１４：００〜１６：３０
１７日 １０：００〜１２：００、１３：００〜１６：３０
/同事務所工務課（!０６―６９３２―１４２１
（火）美原区役所
泉北陣内病院
!０６―６９３２―１４２７）か市道路整備課（!２２８―
１０：００〜１１：３０、１２：４５〜１６：３０
５日 １０：００〜１２：００、１３：００〜１６：３０
７０９５ !２２８―７１３９）。
（木）
１９日 新日本工機
（木）１０：００〜１２：００、１３：００〜１６：３０
南区役所
２２日 １０：００〜１６：００
（日）イオンモール堺鉄砲町
２９日 １０：００〜１６：００
（日）アンディイズミヤ泉北店

中百舌鳥駅前

明るい選挙
啓発書道作品を募集
「明るくきれいな選挙」をテーマに書道
作品を募集しています。
,市内小・中学校、支援学校（小・中
学部）に在学の児童・生徒。
募集内容などは、市役所市政情報セン
ター、区役所市政情報コーナー、市4参
照。締め切りは１月１７日（必着）。
/選挙管理委員会事務局（!２２８―７８７６
!２２８―７８８３）。

霊堂の使用者を募集
霊堂（南区鉢ヶ峯寺７７３）の使用者を募
集しています（２基まで申請可）。,同一
世帯で２基使用していない方。
使用料と管理料は次のとおり。
"使用料
$市内在住の方!８年１４万円、３０年３８
万１，
０００円
$市外在住の方!８年２１万円、３０年５７
万１，
５００円
"管理料
いずれも年間１万２，
０００円。
申込方法などは、市4参照。
/堺市霊園・霊堂（!２９２―７４５５ !２９２
―４４３１）。

フォレストガーデン
市民菜園使用者を募集
区画数

使用料

小区画（約２５㎡） １３０区画

３万円

大区画（約５０㎡） ８区画

６万円

区分

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。募集する区画は表のとおり。使用期
間は４月１２日〜令和４年３月２４日。
,菜園の管理が十分にできる方。ただ
し、現在使用中で、４月以降も使用期間
となっている方や一世帯で複数の申し込
みはできません。

１２月

７日 １０：００〜１５：３０
（土）大阪労災看護専門学校
８日 １０：００〜１６：００
（日）アンディイズミヤ泉北店
１０日 １０：００〜１２：００、１３：００〜１６：３０
（火）中区役所
１１日 １０：００〜１２：００、１３：００〜１６：３０
（水）コーナン商事本社
１０：００〜１１：３０、１２：３０〜１６：３０
１２日 堺市役所 本館１階
（木）１０：００〜１１：３０、１２：４５〜１６：３０
新日本工機

.%で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、市4にある申込書を、１月
３１日（消印有効）までにフォレストガーデ
ン（〒５９０―０１１６ 南区若松台泉北郵便局
留 !２９７―５８２０）へ。応募多数の場合は
抽選。
/同ガーデンか農水産課（!２２８―６９７１
!２２８―７３７０）。

産業 労働
健康増進法の改正に伴い、受動喫煙防
止が強化されます。４月の全面施行に向
けた対策を知ってもらうため、説明会を
開催します。,市内在住・在勤・事業主
の方。
!１２月１２日（木）!１０〜１１時３０分、堺市
産業振興センター（中百舌鳥駅前）で。
"１２月１８日（水）!１４〜１５時３０分、ウェ
スティ（西区鳳東町６丁６００）で。
.)+で3と「受動喫煙防止対策説明
会申込」、希望日、市内在勤・事業主の
方は事業所名を!は１２月７日、"は１２月
１３日（いずれも必着）までに健康医療推進
課（!２２２―９９３６ !２２８―７９４３
kenki@ci
ty.sakai.lg.jp）へ。0各３０人。
電 子
メール

建設工事などの入札参加資格
追加申請を電子登録で受け付け
市が行う建設工事、測量・建設コンサ
ルタント業務の入札参加を新たに希望す
る方は、#で申請してください。
申請期間は１２月２〜２０日（土・日曜日
を除く）、８〜２０時。
/契約課（!２２８―７４７２ !２２８―７２８９）。

!０１２０―４８―８１７７へ

※特別番組などで放送時間・内容
を変更・休止する場合があります。

過去の番組は市ホームページか、Youtube「堺動画チャンネル（右
下の２次元コード）
」参照（一部を除く）
。

６日まで、２１〜２７日 芸術文化の感動と喜びを
〜フェニーチェ堺グランドオープン〜
７〜１３日 誰もが安心して暮らせるまち堺へ

NE W

１４〜２０日 百舌鳥・古市古墳群 世界遺産登録決定
古代のロマンにふれる

市の物品調達、業務委託などの入札参
加を新規に希望する方や、登録種目の追
加・変更を希望する方は、市4参照のう
え、申請してください。
受付期間は１２月２〜２０日（土・日曜日
を除く）、８〜２０時。
/調達課（!２２８―７４７３ !２２８―７２１７）。

宅配もれは

J:COM 堺１１チャンネル

問合

保健所では、多種類の食品が大量に流
通する年末に、食品製造・販売施設の一
斉監視を行います。
食品の衛生的な取り扱い、表示事項の
監視や、食品の抜き取り検査を行いま
す。
その結果を基に施設を指導し、違反・
不良食品の流通防止に努めます。
結果は２月ごろに市4に掲載します。
/食品衛生課（!２２２―９９２５ !２２２―
１４０６）。

広報さかい

堺シティレポ

２８日〜１月３日

食品の年末一斉監視

入札参加者の登録
受動喫煙防止対策説明会

ケーブルテレビ

１５：０
０〜１
５：１
５
２２：１
５〜２
２：３
０

■骨髄バンクドナー登録会
１２月７・１２・１３・２２日の献血会場（１２日
は堺市役所のみ）で骨髄バンクドナー登録
会を行います。,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）。

百舌鳥古墳群

広報課（!２２８―７４０２ !２２８―８１０１）

発行日（毎月１日）までにお届けします。お
届けは宅配日の午後８時までとしていますの
で、ご家庭により宅配時間が異なります。
なお、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かニワダニネットワー
クシステム
（!２７０―８８１０ !２７９―９９８０）まで連
絡いただきますようお願いします。

広告のお問い合わせ
広告の掲載についてのお問い合わせは広告
代理店ホープ（!０９２―７１６―１４０４ !０９２―７１６―
１４６７）
へ。

