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り）

清掃工場の焼却炉

Android iPhone

乗合タクシー
４月から停留所を追加します
鉄道駅やバス停から離れた地域と鉄
道駅などを結ぶ予約制の乗合タクシ
ーを運行しています。４月から次の
とおり停留所を追加します。
�Ａルート�南新町
�Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇルート�中区役所
前
�Ｆルート�土佐屋台
また、駅前停留所など発車・到着時
刻に一部変更があります。
詳しくは市役所市政情報センター、
区役所市政情報コーナー、公共交通
担当にあるパンフレットか市�参
照。
�同担当（�２２８―７５４９ �２２８―８４６８）

献血にご協力を ４月の会場
�堺東献血ルーム�日程木曜日を除
く毎日（要予約）
�ツールオカフジ�日程６日

�イオンモール堺北花田�日程８・
１２日
�アリオ鳳�日程１０・１１・２８日
�コノミヤ深井店�日程１４日
�南海グリル中店�日程１５日
�大阪府赤十字血液センター（�
０１２０―３２６７５９）か市民協働課（�２２８―
７４０５ �２２８―０３７１）

宝くじの購入は市内の売り場で
市内で購入された宝くじの収益金
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。
�近畿宝くじ�スクラッチ・１００円
くじ（常時）
�全国自治宝くじ�スクラッチ（常
時）、春の開運宝くじ（４月７～２７
日）
�資金課（�２２８―７１９１ �２２８―７８５６）

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１１万２，０００
円、３０年３６万円
�市外在住の方�８年１６万８，０００
円、３０年５４万円
�管理料
いずれも年間１万２，０００円。
申込方法などは、市�参照。
�堺市霊園・霊堂（�２９２―７４５５ �
２９２―４４３１）

マイナンバーカード
区役所に休日交付窓口
日時４月２５日（日）９～１２時
場所各区役所市民課 持ち物交付通知
書・通知カード・本人確認書類
�区役所市民課（��区１ページ）か
戸籍住民課（�２２８―７７３９ �２２８―
０３７１）

マイナポイント支援窓口を開設
マイナンバーカードの交付申請を４
月末までに行った方は、キャッシュ
レス決済の利用で最大５，０００円分の
マイナポイントがもらえます。
�申込期間�９月末まで延長
ポイントの申し込みを支援するた
め、次のとおり窓口を開設します。
日時祝日を除く月～金曜日９～１７時
３０分、４月３・４・２５日９～１２時
場所各区役所
マイナンバーカード（暗証番号が必
要）を持参のうえ、ポイント付与の
対象となるキャッシュレス決済サー
ビスから、利用するものを選んでい
ただきます。
�ICT イノベーション推進室（�２２８
―７２６４ �２２８―７８４８）

対象となるキャッシュレス決済
サービスはこちらから�

総務省 マイナポイント

４月１日より動物専用炉希望の方
も市役所への持ち込みが可能に
ペットなどの動物が亡くなったとき
に、清掃工場の焼却炉の他、動物専
用炉を選択できます。動物専用炉で
の焼却希望者も市役所冷凍庫への持
ち込みが可能になりました。手数料
は表のとおり。いずれも遺骨・遺灰
はお返しできません。

※収集をご希望の方は、収集運搬手
数料１，９００円が必要。副葬品に、プ
ラスチック類・金属類は不可。
��で環境業務課（�２２８―７４２９ �
２２９―４４５４）へ。

私道排水設備工事の補助金は
３月末で終了しました
今後は私道公共下水道布設制度をご
利用ください。
詳しくは上下水道局�参照。
�下水道建設課（�２５０―５４５７ �２５０
―５９７７）

国民生活基礎調査に
ご協力を
保健、医療、福祉、年金、所得など
国民生活の基礎的事項を把握し、厚
生労働行政の企画・立案に必要な基
礎資料を得るための調査を実施しま
す。調査員証を携帯した調査員が対
象世帯を訪問しますので、協力をお
願いします。�国が無作為に抽出し
た市内８地区の約３９０世帯
日程世帯票は４月下旬～６月上旬
所得票は７月上旬～中旬

�世帯票は保健医療課（�２２８―７５８２
�２２２―１４０６）、所得票は健康福祉

総務課（�２２８―７２１２ �２２８―７８５３）

地域や子どものために
ボランティアの輪を広げよう
■地域福祉活動を支援しませんか
堺市社会福祉協
議会賛助会員を
募集します。
�住民賛助会員
�同協議会が行う地域福祉活動への
協力。会費１口年額５００円
�特別賛助会員�同協議会への財源
支援。会費１口年額３，０００円（個
人）、１万円（団体）
■ボランティア保険に入りませんか
国内でのボランティア活動中の事故
を補償するボランティア活動保険
（傷害、賠償責任）の令和３年度加入
を受け付けます。
�補償期間�４月１日～来年３月３１
日
�保険料�補償内容により異なる
�社会福祉協議会（�２３２―５４２０ �
２２１―７４０９）か同協議会区事務所（��
区１ページ）

優良観光みやげ品を決定
堺観光コンべンション協会では、品
質に優れ、堺の観光土産品にふさわ
しい特産品を「堺市優良観光みやげ
品」として認定し、４月から２年間
推奨します。認定特産品は刃物や線
香、和菓子など１２２点。
詳しくはパンフレットや同
協会�（２次元コード）参
照。
�同協会（�２３３―５２５８ �２３３―８４４８）

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�広告代理店ホープ（�０９２―７１６
―１４０４ �０９２―７１６―１４６７）
�折込広告�YDS 府下南部地区本部
（�２３２―７７７２ �２３２―７７７３）

４月１９～２８日
春の地域安全運動

還付金詐欺などの特殊詐欺や、子ど
もや女性を狙った犯罪、自動車関連
犯罪などが多発しています。市で
は、期間中、警察と連携して、身近
で発生する犯罪の被害防止に重点を
おき、市役所で開催するパネル展な
どの啓発活動を行います。
防犯意識を高め、安全・安心のまち
堺の実現をめざしましょう。
�警察署（堺�２２３―１２３４、北堺�２５０
―１２３４、西堺�２７４―１２３４、南堺�２９１
―１２３４、黒山�３６２―１２３４）か市民協働

課（�２２８―７４０５ �２２８―０３７１）

安まちアプリ

大阪府警の「安まちアプリ」は、犯罪
関連情報をリアルタイムでお知らせ
する安まちメール受信機能の他、地
域の犯罪などを確認できる防犯マッ
プや防犯ブザー機能などを持つアプ
リです。￥無料（通信費は自己負担）
ぜひご利用ください。

こちらから
ダウンロード�

�府警察本部府民安全対策課（�０６―
６９４３―１２３４）か市市民協働課

住宅の防火対策を�
こんろ火災を防ごう

昨年中に発生した住宅火災の原因ワ
ースト１位は、「こんろ」でした。
火を使用中はこんろから目を離さ

ず、次の点に注意しましょう。
�そばを離れる場合は必ず火を消す
�火災の危険性を軽減させる全口
Si センサー搭載のガスこんろを使
用する
�油の適正量を守る
�IH こんろを適切に使用する
�IH こんろ対応の鍋を使用する
�揚げ物対応機能を活用する
�予防査察課（�２３８―６００５ �２２８―
８１６１）

４月６～１５日
春の全国交通安全運動

�全国重点
�子供と高齢者を始めとする歩行者
の安全の確保
�自転車の安全利用の推進
�歩行者等の保護を始めとする安全
運転意識の向上
�大阪重点
�信号遵守の徹底

■春の全国交通安全運動
キャンペーンを生配信
タレント・岡田結実さ
ん【写真】他による交
通安全教室などを
YouTube で配信。
日時４月６日（火）
１４時から４０分程度

大阪府交通対策協議会チャンネル
�「交通事故をなくす運動」堺市推進
協議会（自転車企画推進課内 �２２８
―７６３６ �２２８―０２２０）

未成年の飲酒絶対させないで
２０歳未満飲酒防止強調月間

２０歳未満の飲酒は、心や体に大きな
悪影響を与えてしまいます。未成年
の方に飲酒を勧めてはいけません。
また、飲酒運転が悲惨な結果をもた
らすことを再認識し、一人ひとりが
「飲酒運転はしない、させない」こと
を徹底しましょう。
�子ども育成課（�２２８―７４５７ �２２８
―８３４１）か堺小売酒販組合事務局（�
２３２―５２８５）

犯罪被害や事故などを防ぐために

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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