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家や土地のこと相談できます

いずれも 場所  堺市不動産会館(堺
区市之町東1丁2-14)

■不動産フェア
内容  弁護士・不動産一般相談、物
件情報の提供など
日時  10月16日(日)10～16時
■不動産に関する相談
日時  第1・3水曜日(祝休日、年末
年始を除く)13～16時　
要申込  大阪府宅地建物取引業協会
堺市支部へ

問 同支部(☎233-0855)か
　  住宅まちづくり課
　 (☎228-8215　FAX228-8034)

その身元調査は必要ですか
なくそう部落差別

部落差別につながるおそれのある身
元調査をやめ、差別のない人権尊重
社会を築きましょう。
また、戸籍謄(抄)本や住民票は弁護士
などが、職務目的で入手する場合を除
き、原則本人以外は取得できません。
人権のことで気になることがあれば
ご相談ください。

問 人権推進課
　 (☎228-7420　FAX228-8070)

堺一日合同行政相談所

相続・登記・税金・年金・住宅などの
暮らしに関する相談をしませんか。
日時  11月2日(水)10時30分～16時
場所  堺市産業振興センター(中百
舌鳥駅前)4階
要申込  弁護士・司法書士・税理士
への相談は、10月24～28日に近畿
管区行政評価局行政相談課
(☎06-6941-8358〈9～17時〉)へ。
年金などの相談は申込不要
詳しくは市HP
(QRコード)参照

問 市政情報課
　 (☎228-7475　FAX228-7444)

南海トラフ地震を想定した
総合防災訓練

煙体験や車いすを使った避難訓練な
どに参加できるほか、防災機関によ
る救出救護・消火訓練、ライフライ
ン復旧訓練などを見学できます。
日時  11月7日(月)9時30分～11時30分
場所  堺2区基幹的広域防災拠点(堺
区匠町3-2)
■津波避難対象地域で訓練放送
同日9時40分から、次の学校に設置
するサイレンを鳴らします。

堺 区 三宝・錦西・市・英彰・新湊
小学校、月州・大浜中学校

西 区 浜寺石津・浜寺東小学校

■�市役所前・堺駅前から訓練会場へ
の無料送迎バスを運行

8～10時、30分間隔で運行します。

問 危機管理課
　 (☎228-7605　FAX222-7339)

はじめてのスマホ
体験しながら楽しく学べます

基本的な操作や便利な地図のアプリ
の使い方などを学べます。無料でス
マホをお貸ししますので、お持ちで
ない方も安心して体験できます。

11月2日（水） 11月9日（水）

① 9：30～
10：30

電源の入れ方
電話やカメラの使い方

② 11：00～
12：00

アプリの入れ方
インターネットやメールの使い方

③ 14：00～
15：00

地図アプリやLINEなどの
使い方

④ 15：30～
16：30

マイナンバー
カードの
申請方法

講座内容に
準じた相談会

場所  中区役所
要申込  10月3日10時から(月～金
曜日10～17時)
問い合わせ番号｢1032｣と希望日、
①～④の希望時間帯を電話でHon
ki(☎050-3317-1545)へ。
各回先着7人、複数申込可。

 共催事業者Honkiか
　  ICTイノベーション推進室
　  (☎228-7264　FAX228-7848)

お知らせ
大阪府最低賃金が改正

10月1日から時間額で1,023円に改
正されます。
詳しくは市HP参照

問 大阪労働局賃金課
 (☎06-6949-6502)か
 市雇用推進課
 (☎228-7404　FAX228-8816)

環濠エリアのお気に入りの場所
「環濠マイプレイス」を募集

環濠エリアでは公共空間の利活用を
検討しています。環濠エリアの潜在
的な魅力を知るために、環濠エリア
内の公共空間の中から皆さんのお気
に入りの場所を募集しています。
また、公共空間の使い方を一緒に考
えるワークショップなどにも参加で
きます。
応募方法など詳しくは、
市HP(QRコード)参照

問 堺駅エリア整備担当
　 (☎340-0368　FAX228-8034)

パブリックコメント
堺市地球温暖化対策実行計画(改定案)

受付  9月27日～10月27日
詳しくは市(区)役所市政情報セン 
ター(コーナー)などにある資料か市
HP参照 

問 環境エネルギー課
　 (☎228-7548　FAX228-7063)

市議会　会議日程 堺市議会

市の会議開催予定
特別委員会

育ちと学び応援施策調査
特別委員会

10月19日(水)
10:00から

その他の会議

議会力向上会議 10月6日(木)
10:00から

最新の会議日程や生中継・録画中継・
傍聴できる会議については市HP参照

問 議事課
 (☎228-7812　FAX228-7881)

傍聴 堺市の会議開催予定

受付時間はお問い合わせください。

歴史的風致
維持向上
協議会

10月4日(火)
15:00から

文化財課　
☎228-7198
FAX228-7228

農業委員会
総会

10月6日(木)
13：30から

農業委員会
事務局
☎228-6825
FAX228-7410

堺市住宅
まちづくり
審議会

10月11日(火)
14:00から

住宅まちづく
り課
☎228-8215 
FAX228-8034

堺市廃棄物
減量等
推進審議会

10月13日(木)
10:00から

環境事業
管理課
☎228-7478　
FAX229-4454

（仮称）堺市
上下水道ビ
ジョン策定
検討懇話会

10月14日(金)
13:30から

経営企画室
☎250-9227 
FAX250-6600

教育委員会
定例会

10月17日(月)
10:00から

教育政策課　
☎228-7925　
FAX228-7890

堺市スポー
ツ推進
審議会

10月18日(火)
14:00から

スポーツ
推進課
☎228-7437
FAX228-7454

堺市
緑の政策
審議会

10月24日(月)
13:30から

公園緑地
整備課
☎228-7424　
FAX228-1336

堺市総合
教育会議

10月24日(月)
14:00から

政策企画部
計画推進担当　
☎228-7517　
FAX222-9694

百舌鳥
古墳群等
史跡保存
整備委員会

10月25日(火)
14:00から

文化財課　
☎228-7198
FAX228-7228

堺市社会福
祉審議会
高齢者福祉
専門分科会

10月28日(金)
14:00から

長寿支援課
☎228-8347　
FAX228-8918

堺トラム「茶ちゃ」の再塗装
クラウドファンディングを実施

阪堺電車初の低床式車両である堺ト
ラム「茶ちゃ」は、導入後およそ10年
が経過し、再塗装の時期となりまし
た。皆さんのご支援をお願いします。
※ 堺市に居住されている方への返礼

はありません。
期間  12月3日まで
詳しくはふるさとチョイス
HP(QRコード)参照

問 交通政策担当
　 (☎228-7756　FAX228-8468)

「区長直行便」
皆さんの想いを区政に生かします

区政に関するこ
とや区でのお困
りごとなどを、
区民の皆さんに
身近な区役所で
お聞きします。
詳しくは市HP(QRコード）
参照

問 区役所企画総務課
 (南区役所は総務課)
　 (☎FAX区版1ページ)

議会報告会「中学生みらい議会」に
参加しませんか

■第１部　議会報告

▽  議会の紹介や中学校に関わる施策
などの審議の報告をします。

▽  主に中学生向けの内容です。

▽  中学生からの質問に議員が回答を
行います。

■第２部　議員との意見交換
市政の諸課題について、意見交換を
します（次のテーマは一例です）。

▽  校則・制服　　 ▽  クラブ活動

▽  中学校給食　  ▽  学校ＩＣＴ化など
日時  11月13日（日）13時から2時間
程度
場所  本会議場や委員会室など
対象  主に市内在住・在学の中学生 
中学生以外（市内在住・在学・在勤の
方）も参加できます。
申込方法など詳しくは、
市HP（QRコード）参照

問 調査法制課
　 (☎228-7813　FAX228-7881)

スポーツ施設に企業名をつけませんか
ネーミングライツ・パートナー募集

市内のスポーツ施設のネーミングラ
イツ・パートナーを募集します。
募集施設  金岡公園体育館等、原池
公園体育館等、初芝体育館等、家原
大池体育館、鴨谷体育館等、美原体
育館等、美原総合スポーツセンター
契約期間  来年4月から5年間
命名権料  金岡公園体育館等、原池公
園体育館等220万円以上(税込/年)
その他の施設110万円以上(税込/
年)
募集要項など詳しくは
市HP(QRコード)参照

問 スポーツ施設課
 (☎228-7567　FAX228-7454)

生産緑地地区の変更に係る
都市計画の案を縦覧

期間  10月7～21日(土・日曜日、祝
日を除く)
縦覧期間中、直接か郵送で意見書を
提出できます。詳しくは市HP参照
問 都市計画課
　 (☎228-8398　FAX228-8468)


