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書・通知カード・本人確認書類
■コンビニ交付サービスを休止
５月１～５日（終日）、３１日１７時３０分
～２３時は、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（��区１ページ）か
戸籍住民課（�２２８―７７３９ �２２８―
０３７１）、税に関しては（�０５７０―００２―
２７４ ��区１ページ）

宝くじの販売のお知らせ
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）、W
MG2021関西応援協賛くじ（５月１２
～３０日）
�全国自治宝くじ
スクラッチ（常時）、ドリームジャン
ボ・ミニ（５月７日～６月４日）
�資金課（�２２８―７１９１ �２２８―７８５６）

献血にご協力を ５月の会場
�堺東献血ルーム�日程木曜日を除
く毎日（要予約）
�イオンモール堺北花田�日程４・
５日
�イオンモール堺鉄砲町�日程１５・
１６・２２・２３日
�アリオ鳳�日程１８・２８日
時間などは大阪府赤十字血液センタ
ー（�０１２０―３２６７５９）へ。
�同センターか市民協働課（�２２８―
７４０５ �２２８―０３７１）

赤い羽根共同募金
助成申請は５月２０日まで
赤い羽根共同募金は、地域の福祉事
業や社会福祉施設の整備、ボランテ
ィアの団体支援に活用されていま
す。今年度の共同募金の助成申請を
受け付けます。
受付期間は５月６～２０日。
対象や申請方法は、大阪府共同募金
会�参照。
�大阪府共同募金会堺地区募金会
（堺市社会福祉協議会内 �２３２―
５４２０ �２２１―７４０９）

光化学スモッグ
発令情報にご注意
５～９月は、光化学スモッグが発生
しやすい時期です。予報や注意報の
発令情報に注意してください。発令
されたときは、区役所や学校園など
公共施設に「光化学スモッグ予報発
令中」などの表示板や表示旗を掲げ
ます。表示旗の色は予報が緑色、注
意報が黄色、警報がだいだい色で
す。
発令中は屋外での激しい運動を避け
てください。目がちかちかしたり、
喉が痛くなったときは、洗眼、うが
いをし、保健センター（��区１ペ
ージ）か環境共生課（�２２８―７４４０ �
２２８―７３１７）に連絡してください。
なお、府が発令情報のメー
ル配信サービスを行ってい
ます。詳しくは府大気汚染
常時監視�（２次元コード）参照。

Ｊアラート全国一斉訓練
地震や津波、武力攻撃に備え、Ｊア
ラートの全国一斉訓練を実施しま
す。日時５月１９日（水）１１時から
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）

通学定期券運賃の一部補助
泉北高速鉄道と南海電鉄を乗り継ぐ
通学定期運賃（実習用定期券含む）の
一部を補助しています。
補助額は１日当たり４８円（小児運賃
は半額）。審査あり。
�市に住民登録があり、泉北高速鉄
道と南海電鉄を乗り継ぐ通学定期券
を利用する２５歳（利用年度末の年齢）
までの方（生活保護世帯で通学定期
運賃を受給している方を除く）
申請に必要な定期券のコピーや利用
証明印がない場合は、定期券を購入
した鉄道会社へ購入履歴の開示手続
きを行ってください。開示可能期間
は定期券購入月から１３カ月間です。
申請方法などは、市�参照。
�交通政策担当（�２２８―３９５６ �２２８
―８４６８）

住民基本台帳の一部の
写しの閲覧状況を公開
５月１日から、住民基本台帳の一部
の写しの閲覧状況を市�と区役所市
民課で公表します。公表内容は、昨
年４月～今年３月の閲覧申し出者、
閲覧対象、利用目的などです。
�区役所市民課（��区１ページ）か
戸籍住民課（�２２８―７７３９ �２２８―
０３７１）

路上違反簡易広告物
除却活動員を募集
道路上の違反簡易広告物（貼り紙、
立て看板など）の除却活動にボラン
ティアで協力できるグループを募集
します。�市内在住・在勤・在学の
１８歳以上で５人以上の団体や企業な
どの法人。なお、ボランティア保険
は市で加入し、活動に必要な手袋や
へらなども用意します。
�活動期間�７月から１年間（更新
可）。
�都市景観室にある申請書を５月３１
日（必着）までに同室（�２２８―７４３２
�２２８―８４６８）へ。

クリーンセンター臨海工場
ごみの直接搬入を休止
５月２３日（日）、クリーンセンター臨
海工場（堺区築港八幡町１―７０）は、
設備点検のため、ごみの直接搬入が
できません。
家庭ごみと事業系ごみの持ち込み
は、クリーンセンター東工場（東区
石原町１丁１０２）へ。
�同センター管理課（�２５２―０８１５
�２５１―９６４６）

浄化槽の定期検査を受けましょう
浄化槽管理者（所有者など）には、年
１回浄化槽の定期検査を受けること
が法律で義務付けられています。こ
の検査は保守点検とは別に、本来の
機能が十分に発揮されているかを調
べるものです。府知事が指定する検
査機関で毎年必ず受検しましょう。
申込方法などは、大阪府環境水質指
導協会（�２５７―３５３１ �２５７―３６０５）
へ。
�環境薬務課（�２２２―９９４０ �２２２―
９８７６）

蜂の対策は早めにしましょう
アシナガバチやスズメバチの活動
は、５月ごろから始まります。蜂に
巣を作られないよう樹木や軒下を点
検してください。初期段階で発見し
た巣は安全に除去できますが、巣が
大きくなると専門業者による駆除が
必要です。なお、市では原則として
蜂の駆除は行っていません。
�生活衛生センター（�２９１―６４６４
�２９１―６４６５）

市営住宅入居者を募集
子育て世帯や福祉世帯、車椅子常用
者・シルバーハウジング・単身者向
け住宅も一部あります。
募集期間は５月１８～３１日です。
詳しくは５月１８日から市役所市政情
報センター、市営住宅管理センター
などにある募集のしおり参照。
�市営住宅管理センター（�２２８―
８２２５ �２２８―８２２３）

し尿処理手数料
期限までに納付を
今年度のし尿処理手数料納入通知書
（第１～６回分）を５月中旬に送付し
ますので、期限までに納付してくだ
さい。
�環境業務課（�２２８―７４２８ �２２９―
４４５４）

市民農園で野菜を
作りませんか

市内にはたくさんの市民農園が開設され
ており、水道や共用の農具・倉庫の施設
を気軽に利用できます。この春、お近く
の市民農園で野菜作りをはじめません
か。登録施設は市の�か農水産課で配布
するパンフレット参照。
菜園の広さ・料金などは農園ごとに異な
ります。応募方法などは開設者に直接お
問い合わせください。

農薬を安全に
使用しましょう

農薬を安全に使用するために
は、説明書をよく読み定めら
れた使い方を守ることが大切
です。
特に住宅地と近接していると
ころでは、飛散にも注意しま
しょう。
詳しくは市�参照。

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）

ごみ・し尿連休中の収集日
�ごみ・し尿収集
平常どおり行います。ごみの収集日などは、ごみ分別アプリ「さんあ～
る」や市ホームページ参照。
�死んだ犬や猫（小動物）の受け付け
電話受け付けは、５月１・３～５日は９～１３時に環境業務課（�２２８―
７４２９ �２２９―４４５４）へ。５月２日は休み。市役所への持ち込みは平常ど
おり受け付けます。
�同課

アプリでごみの
分別確認

ごみ分別アプリ「さんあ～る」では、
ごみの分別とごみ収集日、ごみに関
する情報などを確認できます。
右の２次元コードからダウンロード
できます。

�農水産課（�２２８―６９７１ �２２８―７３７０）

安全においしい野菜を
食べるために
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iPhone

Android

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)
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ひろば
情報
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