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インターネットの操作
慣れていない人は慎重に

相談事例
まだスマートフォンの操作に慣れて
おらず、アプリの提供元に分からな
いことがあるので質問したいが、問
い合わせフォームからではなく、電
話で相談したい。

アドバイス
スマートフォンやパソコンなどを
使ってアプリやインターネット上の
サービスを利用する際は「マイペー
ジで自己情報を管理する」「トラブ
ルの際はヘルプやQ&Aを見て自身
で解決する」「問い合わせフォーム
から連絡する」などの基本的なスキ
ルが必要となります。
そのため、質問や相談をする際には
電話ではなく、問い合わせフォーム
でメールやチャットなどに限定され
ている場合が多数あります。
操作に不慣れなうちは、気付かない
まま意図しない操作をしてしまい、
トラブルに発展してしまう場合もあ
ります。一つ一つの操作を確かめな
がら利用しましょう。
商品・サービスの契約トラブルな
ど、気になることがあれば迷わずご
相談ください。

 消費生活センター
　 (☎221-7146　FAX221-2796)

献血にご協力を　5月の会場

堺東献血ルーム 木・第３日曜日を除く毎
日(要予約)

アリオ鳳※（18日を除く） 4・5・18日
深井西小学校 8日
阪和第二泉北病院 12日
ビバモール美原南
インター店 14日

西原公園 15日
大阪トヨタ堺店 19日
イオンモール
堺鉄砲町３階※ 21・22日

大浜体育館※ 27日

※は骨髄バンクドナー登録会を同時実施

 大阪府赤十字血液センター
 (  0120-326-759)か
 市民協働課
 (☎228-7405　FAX228-0371)か
 保健医療課
 (☎228-7582　FAX222-1406) 

広報さかい
点字・音声版を発行しています

広報さかい・区広報紙の内容を抜粋
した点字版と全ての記事を音訳した
デイジー版を発行しています。
視覚障害のある方で希望する方に毎
月郵送します。
身近に視覚障害のある方がおられた
ら、お伝えください。

 広報課
　 (☎228-7402　FAX228-8101)

これから発生しやすい時期です
光化学スモッグにご注意

光化学スモッグ予報などの発令中は
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(☎FAX区版１ページ)か  
に相談してください。
府が提供する、発令情報のメール配
信サービスもご利用ください。
詳しくは府大気情報
(QRコード)参照

 環境共生課
　 (☎228-7440　FAX228-7317)

市営住宅入居者を募集
5月18日から募集のしおりを配布

募集期間 募集期間  5月18～31日
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
け住宅もあります。
詳しくは、市(区)役所市政情報セン
ター(コーナー)、市営住宅管理セン
ター(堺区中瓦町1丁1-21)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　FAX228-8223)

住宅や建築物の安全対策をサポート

△

昭和56年5月以前に建てられた木
造住宅の無料耐震診断△

住宅・建築物の耐震化の費用を一
部補助△

市内の道・公園などに面する危険
ブロック塀を撤去する工事費用を
一部補助△

吹付けアスベストの分析調査・除
去などの工事の補助
要件や申込方法など、詳
しくは市 (QRコード)
参照

 建築防災推進課
　 (☎228-7482　FAX228-7854)

宅地の安全について確認を

5月は宅地防災月間です。
大雨が予想される梅雨期を前に、家
庭でも宅地災害を防止するため、石
垣・擁(よう)壁などの点検をお願い
します。
市でも、宅地造成工事などによって
起こる崖(がけ)崩れや土砂の流出に
よる災害発生を未然に防ぐため、必
要に応じて防災パトロールを実施し
ます。
点検の自己診断マニュアル
は、市 (QRコード)参照

 宅地安全課
　 (☎228-7483　FAX228-7854)

高野線(浅香山駅～堺東駅付近)鉄道
高架化など事業認可取得・説明会

高野線（浅香山駅から堺東駅付近）の
鉄道高架化、関連側道、浅香山駅前
線、築港天美線に関し、都市計画法に
基づく事業認可を3月28日に取得し
ました。
それに伴い事業概要と事業認可に伴
う法的効果などについて説明会を行
います。
日時  6月17・21・22・24日19時30分
～21時、18・26日10時30分～12時 、
14時30分～16時
場所  フェニーチェ堺(堺区翁橋町２
丁１-１) 3階文化交流室
要申込  5月9～22日(必着)に高野線
連立事業認可説明会受付係(〒533-
0033　大阪市東淀川区東中島4-11-
10　中央復建コンサルタンツ内　☎
06-6160-3185　FAX06-6160-
1201)へ。日時は抽選。
詳しくは市 (QRコード)
参照
説明動画は5月2日から公開

 連続立体推進課
　 (☎228-7573　FAX228-7139)

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。
受付  今年度の共同募金の助成申請
期間  5月2～20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　FAX221-7409)

路上のはり紙・立看板など
違反広告物の除却活動員を募集

対象  違反広告物の除却活動にボラ
ンティアで協力できるグループ
期間  7月から1年間
要申込  5月31日まで
詳しくは市 (QRコード)
参照

 都市景観室
　 (☎228-7432　FAX228-8468)

 

犬と猫のマイクロチップ
情報登録制度が始まります

犬猫のマイクロチップ情報をすでに
民間登録団体に登録している方で、環
境省のデータベースへの登録を希望
される方は、期間内に手続きをすれば
無料で移行することができます。
日程  5月31日まで
詳しくは市 (QRコード)
参照

 動物指導センター
　 (☎228-0168　FAX228-8156)

お知らせ
あなたの声を市政に
市政モニターを募集

募集  市の施策などについて、イン
ターネットで年2回程度アンケート
に回答する市政モニター
対象  市内在住・在勤・在学の18歳
以上(令和4年4月1日時点)で、イン
ターネットとメールを利用できる方
(公務員や議員を除く)。
通信機器・費用は自己負担。スマー
トフォン以外の携帯電話は使用でき
ません。
期間  来年3月31日まで
進呈  回答1回につき500円分の図書
カード
要申込  市 の電子申請システムで

受付期間 受付期間  5月1～31日　抽選500人
結果  7月下旬に応募者全
員に通知。
詳しくは市 (QRコード)
参照

 市政情報課
　 (☎228-7475　FAX228-7444)

傍聴

堺市議会

市の会議開催予定

受付時間はお問い合わせください。

農業委員会
総会

5月12日(木)
13：30から

農業委員会
事務局
☎228-6825
FAX228-7410

景観審議会 5月13日(金)
10：00から

都市景観室
☎228-7432
FAX228-8468

教育委員会
定例会

5月16日(月)
10:00から

教育政策課
☎228-7925 
FAX228-7890

堺市入札監
視等委員会

5月25日(水)
14:00から

契約課　
☎228-7472
FAX228-7289

堺市社会教
育委員会議

5月26日(木)
10:00から

地域教育振興課
☎228-7490
FAX228-7009

（仮称）堺市上下
水道ビジョン策
定検討懇話会

5月27日(金)
13：30から

経営企画室　
☎250-9227　
FAX250-6600

堺市くらしのガイドブック　
広告を募集  

暮らしに役立つ市政情報などをまと
めた｢堺市くらしのガイドブック｣最
新版を9月に全世帯・全事業所へ配
布予定です。共同発行事業者・サイ
ネックスが市内の事業所や団体など
へ広告の募集活動を行っています。
ご理解・ご協力をよろしくお願いし
ます。

 広告掲載はサイネックス(☎06-
　 7669-0010　FAX06-7669-0018)
　 制作は広報課
　(☎228-7402　FAX228-8101)


