
く  ら  し

近年、集中豪雨や台風が多く発
生しています。動画をご覧いた
だき対策をお願いします。

危険物保安課
職員

住宅用火災警報器の設置や住宅
で発生しやすいこんろ、たば
こ、電気火災などに対する防火
対策ついてお知らせします。

予防査察課
職員

清久 久子
白本 忠史
二宮 康子
早草 寛
的場 猛
若槻 壽一
大町 龍二
中�さつ子
中林眞由子
南埜 道子
森内 啓子
以倉 忠一
上田 裕司
松井 利治
吉本 章子
楠 玲子
龍野 信隆
谷口 保孝

堺

中

東

西

冨田 久子
盛田 武志
井藤 良子
小林 晶子
小林美千子
白澤 欣三
当山 哲司
中村 康子
北村八重子
曽田富美男
檀野 祥子
村田 博美
八木 則之
山田 一幸
池川 正次
小村 悦子
武部 純子

西

南

北

美
原

予約はこち
らから�

６月の宝くじ販売のお知らせ
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（１日、
１６日～７月１２日）、１００円くじ（常
時）、幸運のクーちゃんくじ（５～２２
日）、幸運の女神くじ（２３日～７月１２
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（４日
まで）
�資金課（�２２８―７１９１ �２２８―７８５６）

マイナンバーカード
区役所に休日交付窓口
日時６月２７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）

献血にご協力を ６月の会場
�堺東献血ルーム�日程木曜日を除
く毎日（要予約）
�アリオ鳳�日程５・６・１８・２８日
�アンディイズミヤ泉北店�日程２０
日
�イオンモール堺鉄砲町※�日程２６
・２７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）
※は骨髄バンクドナー登録を同時実
施（�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）

６月はゴキブリの発生期です
衛生害虫であるゴキブリは、暖かく
湿気のある所を好み主に夜間に活動
します。雑食性で、食品をはじめ紙
や木材、ふん便なども餌となりま
す。食品類は密閉容器に入れ、台所
周りの清掃や生ごみの処理をこまめ
に行いましょう。生活衛生センター
では、ゴキブリの駆除方法などの相
談を受け付けています。
�同センター（�２９１―６４６４ �２９１―
６４６５）

大阪エコ農産物
認証申請を受け付け
減農薬・減化学肥料で栽培する大阪
エコ農産物の認証制度の説明会と、
認証申請の受け付けを行います。
新たに認証申請をする方は、必ず説
明会に参加してください。
いずれも場所 JA 堺市営農センター
（中区陶器北５６―２）
�農業に従事している方 直接会場
へ
�説明会�日時６月１４日（月）１０～１１
時
�申請受付�日時６月１４日１１～１６
時、１５日１０～１６時
■大阪エコ農産物とは？
農薬や化学肥料の使用量を通常の半
分以下に抑えて栽培された農産物
を、大阪エコ農産物として府が認証
しており、そのうち市の協議会が受
け付けたものを、「泉州さかい育ち」
と表示しています。
�堺市地産地消推進協議会（農水産
課内 �２２８―６９７１ �２２８―７３７０）

６月は危険物安全月間
風水害対策動画で確認を!
危険物や高圧ガスに関する風水害対
策の動画を作成し、YouTube（２次
元コード）で分かりやすく解説して
います。
�危険物保安課（�２３８―６００６ �２２８
―８１６１）

高齢者防火訪問
高齢の方が安全に安心して暮らせる
よう、７５歳以上の方のみでお住まい
の世帯を対象に、消防局職員が防火
訪問を実施しています。

今年は、新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため、対面ではなくチラ
シなどのポスティングのみ実施しま
す。
実施期間は６月～来年３月。
�予防査察課（�２３８―６００５ �２２８―
８１６１）

三宝あじさいまつりは中止します
例年６月上旬に実施している三宝あ
じさいまつりは中止します。
６月下旬にあじさいの動画を配信し
ます。詳しくは上下水道局�参照。
�上下水道局お客様センター（�
０５７０―０２―１１３２か�２５１―１１３２ �２５２―
４１３２）

いじめ・虐待などでお困りの方
人権擁護委員に相談してみませんか
６月１日は人権擁護委員法が施行さ
れた日です。
市内には、いじめや虐待、差別、セ
クハラなどの人権問題でお困りの方
の相談を受ける人権擁護委員がいま
す。同委員への相談場所は次のとお
り。￥無料
�区役所（区２ページ「区役所の相
談」参照）
�大阪法務局堺支局（堺区南瓦町２―
２９ 堺地方合同庁舎内 �２２１―１２５８
�２２３―６３３８）
�人権企画調整課（�２２８―７１５９ �
２２８―８０７０）

薬物乱用は
「ダメ。ゼッタイ。」
６月２０日～７月１９日は「ダメ。ゼッ
タイ。」普及運動期間です。
近年、青少年を中心に覚醒剤や大麻
などの乱用が社会問題となっていま
す。これらには強い依存性と心身へ
の弊害があり、死に至ることもあり
ます。
「一度くらいなら大丈夫」という安易
な気持ちで近づかないでください。
�環境薬務課（�２２２―９９４０ �２２２―
９８７６）

堺東駅前にマイナンバーカード普及
促進センターがオープンしました。
申請方法でお困りの方や、夜間・休
日に手続きをしたい方はぜひご利用
ください。
場所堺タカシマヤ（堺東駅前）９階
日時月～土曜日９時３０分～１７時３０分
（木曜日は１９時３０まで）いずれも３０分
前に受付終了 �初めてマイナンバ
ーカードを取得される方
持ち物本人確認書類２点（運転免許証
と健康保険証など）、通知カード（お
持ちでない場合は写真付きの本人確
認書類が必要）
予約WEBか電話から。
予約がない場合は、お待
ちいただくことがありま
す。

■マイナポイントの支援窓口
マイナポイント取得の支援を行い
ます。
場所各区役所 日時月～金曜日９
～１７時３０分（祝日を除く）、６月２７
日（日）９～１２時
�４月末までにマイナンバーカー
ドを申請された方
持ち物マイナンバーカード、暗証番
号、登録可能なキャッシュレス決
済サービスの決済サービス ID や
セキュリティコードなど
初めてマイナンバーカードを申請
される方のご相談も受け付けま
す。
�堺市マイナンバーカード普及促
進センター（�０７２―６００―０１８１ �
２７５―５７６６）

蒸し暑い梅雨時は、食中毒が発
生しやすくなります。食中毒菌
が増えても食品のにおいや味は
変わりません。食中毒を防ぐた
めに次の点に注意しましょう。
�購入�期限表示、鮮度をよく
確認し、必要な分だけ購入す
る。冷蔵・冷凍保管が必要な食
品はできるだけ最後に購入し、
購入後はすぐに冷蔵・冷凍庫に
入れる。
�保存�冷蔵・冷凍庫は詰めこみ
すぎず、扉の開閉は控える。肉や
魚などは、汁がもれないようビニ
ール袋やふた付きの容器に入れて
保管する。
�調理�調理前は手やまな板、包
丁などをよく洗い、熱湯などで消
毒する。食品は中心部まで十分に

加熱する。調理後はできるだけす
ぐに食べ、食べない場合は室温で
放置せず、冷蔵・冷凍庫で保管す
る。焼肉やバーベキューでは、生
肉をつかむ箸と食事用の箸を分け
る。
�食品衛生課（�２２２―９９２５ �２２２
―１４０６）

夜間・休日も手続きできます

マイナンバーカードを申請しよう�

梅雨時の食中毒にご用心�

�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
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