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環境省ヒアリ相談ダイヤル

�０５７０―０４６―１１０
毎日９～１７時（年末年始を除く）

パスポートの申請手続き
前日までにご予約を
新型コロナウイルス感染症予防とし
て、混雑緩和と待ち時間を短縮する
ため、できるだけ前日までにパスポ
ートさかい（�２２８―３９４０）へ来所時間
の電話予約をお願いします。
例年、特にお盆の時期は大変混み合
います。ご都合のつく方は、お盆の
時期を避けてお越しいただくようお
願いします。
�申請受付�月～金曜日９～１６時３０
分
�パスポートの受け取り�月～金曜
日９～１７時３０分、日曜日９～１７時
�休業日�土曜日、祝休日（日曜日
の場合は受け取りのみ可）
５月６日よりジョルノビル（堺東駅
前）２階に移転しています。
�パスポートさかい（�２２８―３９４０
�２２１―１４７１）

大仙公園礼拝堂を開放
８月１５日（日）１１～１３時、戦没者・戦
災物故者に追悼の意を込め、大仙公
園（堺区百舌鳥夕雲町２丁）礼拝堂を
開放し、追悼の場を設けます。
�長寿支援課（�２２８―８３４７ �２２８―
８９１８）

霊園・霊堂へは公共交通機関で
お盆に霊園・霊堂（南区鉢ヶ峯寺
７７３）にお参りする方は、できるだけ
電車・バスをご利用ください。
南海バスでは８月１１～１４日は、泉ケ
丘駅南側２番乗り場から霊園の外周
を通る臨時バスを運行しますのでご
利用ください。臨時バスについては
南海バス�参照。
�堺市霊園・霊堂（�２９２―７４５５ �
２９２―４４３１）

ボランティア清掃活動団体を
募集

「堺市まち美化促進プログラム（アド
プトロード）」では、歩道などの清掃
を行うボランティアを支援してお
り、活動団体を募集しています。
詳しくは市�参照。
�環境業務課（�２２８―７４２９ �２２９―
４４５４）

森林の取得・伐採は
届け出が必要な場合があります
市内の森林を取得して所有者になっ
た方、森林を伐採（１ヘクタールを
超える場合は府知事の許可が必要）
する所有者の方は、森林法に基づき
事前に市役所に届け出が必要な場合
があります。
所在地によって手続きが異なりま
す。
詳しくは市�参照。
�農水産課（�２２８―６９７１ �２２８―
７３７０）

献血にご協力を
８月の会場
�堺東献血ルーム�日程木・第３日
曜日を除く毎日（要予約）
�イオンモール堺鉄砲町※�日程１
日
�アリオ鳳�日程７～９・１８・２１・
２２日
�北区役所※�日程１９日
�大阪トヨタ自動車サンテラス松原
�日程１９日
�ライフ初芝店�日程２９日
�西区役所※�日程３１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）

誰もが安心して
利用できる道路に
８月は道路ふれあい月間です。道路
は皆さんの移動に欠かせない共通の
大切な空間です。看板や荷物・自転
車などの放置で道がふさがれている
と通行の妨げになり危険です。道路
上を遮ることなく安心して利用でき
るようにしましょう。
防犯灯や掲示板などを設置する時
は、事前にご相談ください。
�路政課（�２２８―７４１７ �２２８―８８６５）

子どもを地域で守りましょう!
こども１１０番月間
�こども１１０番の家
もしもの
ときに、
子どもた
ちが助け
を求める
ことがで
きる場所
として、地域の協力家庭や店が目印
となる旗やステッカー【画像】を掲げ
ています。
�動くこども１１０番
「こども１１０番」のステッカーを貼っ
た車やバイクが地域を走り、助けを
求めてきた子どもの一時保護と警察
への通報を行います。
�家庭や地域の皆さんで、子どもた
ちを守りましょう!
�「一人で遊ばない」「知らない人に
ついていかない」など、子どもたち
に犯罪から自分の身を守る方法を教
えましょう。
�子どもの様子をうかがう、車から
子どもに話しかけるなどの不審者を
見かけたら、子どもを守り、すぐに
警察に通報しましょう。
�子どもたちが登下校や遊びで外出
する際には、防犯ブザーやホイッス
ルを持たせ、しっかりと活用するよ
うに教えましょう。
�子ども育成課（�２２８―７４５７ �２２８
―８３４１）

セアカゴケグモに注意
セアカゴケグモのメスは約１㎝で全
体的に黒
く、腹部
の赤いし
ま模様が
特徴で毒
がありま
す（オス
は無害）。
溝ふたの
裏やプラ
ンターの持ち手部分、自転車のサド
ル・泥よけの裏などに住み着きま
す。
見つけたときは市販の殺虫剤を吹き
付けるか、踏み潰すなどして駆除し
てください。
誤って触らない限り、かまれること
はありませんが、万一かまれたとき
は、医師にご相談ください。
�生活衛生センター（�２９１―６４６４
�２９１―６４６５）

特定外来生物ヒアリは体長２．５
～６㎜で全体的に赤茶色、腹部
が黒っぽい赤色で、全国各地域
の港湾部を中心に確認されてい
ます。疑わしいアリを見つけた
ときは、環境省ヒアリ相談ダイ
ヤルへ連絡してください。
�環境共生課（�２２８―７４４０ �
２２８―７３１７）

マイナンバーカード
区役所に休日交付窓口
マイナンバーカードの交付と返戻さ
れた通知カードの受け取りの窓口を
開設します。
日時８月２９日（日）９～１２時
場所区役所市民課
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。
現在、同カードの申請から交付まで
は２カ月程度かかりますので、早め
の申請をお願いします。
�区役所市民課（��区１ページ）か
戸籍住民課（�２２８―７７３９ �２２８―
０３７１）

８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（常時）、
１００円くじ（１７日まで）
�全国自治宝くじ�スクラッチ（３
日まで、１４日から）、サマージャン
ボ・ミニ（１３日まで）、宝くじの日記
念（１４日～９月７日）
�資金課（�２２８―７１９１ �２２８―７８５６）

■昨年、市内で８９件（被害総額約２
億４，０００万円）の特殊詐欺の被害が発
生!
今年も、親族や市役所などの職員を
かたった電話での特殊詐欺が多く発
生しています。
電話で次のキーワードが出てきたら
特に注意してください。
�医療費の還付金がある
�ATMで手続きができる
�老人ホームの入居権が当たった
�名義だけ貸してほしい
また、新型コロナウイルスのワクチ
ン接種のために必要とかたり、金銭

をだまし取ら
れそうになっ
たという相談
も全国で寄せ
られていま
す。
不審な電話や
メール、郵便などがあった場合
は、すぐに対応せず、身近な人や
市役所、警察に確認・相談しまし
ょう。
■医療費・保険料の払い戻しや徴
収と偽って金銭をだまし取る被害
が頻発!
市では、医療費や保険料などを、
銀行やスーパーマーケット・コン
ビニなどの ATM（現金自動受払
機）を使って払い戻したり、暗証
番号を聞いたりすることはありま
せん。また、介護保険料の戸別訪
問徴収を行う場合は、徴収員証を
携帯した職員が伺います。
不審な電話や訪問があったとき
は、その場で対応せずに各区役所
へ相談や確認をしてください。

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）

警察署
�２４２―１２３４
�２９１―１２３４
�３６２―１２３４

市役所市民協働課
�２２８―７４０５ �２２８―０３７１
区役所（��区１ページ）

�保険年金課

�地域福祉課

中堺
南堺
黒山

国民健康保険
後期高齢者医療制度
介護保険

�２２３―１２３４
�２５０―１２３４
�２７４―１２３４

堺
北堺
西堺

宅配もれのお問い合わせ

広告のお問い合わせ

親族や市役所職員をかたる手口にご注意�
詐欺が多発しています�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�

さかい 
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