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お知らせ
市議会議員一般選挙
立候補予定者説明会  

4月9日(日)執行予定の市議会議員
選挙の立候補予定者説明会を行いま
す。
日程  2月13日(月)
場所  フェニーチェ堺(堺区翁橋町2
丁1-1)
時間  

▽  堺・東・北・美原区の立候補予定者
＝10時30分から

▽  中・西・南区の立候補予定者
＝14時30分から

立候補予定者1人につき2人まで参
加可。

問 選挙管理委員会事務局
　 (☎228-7875　FAX228-7883)

危険物関係の申請・届け出は
市電子申請システムで  

危険物関係の申請・届け出は、市電
子申請システムを利用できます。
なお、詳しい利用方法を
YouTube動画(QRコード)
で確認できます。

問 危険物保安課
　 (☎238-6006　FAX228-8161)

来館せずに図書館の
貸出利用登録ができます  

2月から来館不要の図書館利用登録
サービスを開始します。
市電子申請システムで必要書類の画
像データを申請すると、図書館から
メールで利用者番号をお知らせしま
す。スマホの貸出番号表示機能の
バーコードが電子版貸出カードにな
ります。
なお、プラスチックの貸出カードは
発行しません。
対象  市内在住・在勤・在学でまだ
市立図書館の貸出カードを持ってい
ない方

問 中央図書館総務課
　 (☎244-3811　FAX244-3321)

栂文化会館
8月から一部施設の利用を休止

空調工事に伴い、会議室や講座室な
どの利用を8〜12月にかけて順次休
止します(南図書館栂分館は通常通
り)。
詳しくは市HP(QRコード)
参照

問 文化課
　 (☎228-7143　FAX228-8174)か
 栂文化会館
　 (☎296-0015　FAX291-7083）

市の職員数や給与など
最新状況を市ホームページで公表  

令和3年度の人事行政の運営などの
状況を市HP(QRコード)
に公表しています。 

問 人事課
 (☎228-7907　FAX228-8823)
 労務課
 (☎228-7407　FAX228-8823)

転出届が
オンラインでできるようになります  

2月6日から、転出の届出がマイナ
ンバーカードを利用して、マイナ
ポータルからオンラインでできるよ
うになります。
マイナポータルから転出届の提出を
した後は、別途、転入先市町村の窓
口で転入届などの手続きが必要で
す。
詳しくは市HP(QRコード)
参照

問 戸籍住民課
　 (☎228-7739　FAX228-0371)

農業委員
農地利用最適化推進委員を募集  

①農業委員
農地の権利移動・転用などに関する
現地調査や許可申請に対する審議な
どを行います。会議出席あり。

②農地利用最適化推進委員
担当地域の農地調査や農地利用の最
適化推進活動などを行います。会議
出席あり。

いずれも
対象  農業に関する識見を有し、委
員としての職務を適切に行うことが
できる方
任期  7月から3年間
報酬  41,000円(月額)
申込  2月1〜28日(延長の場合あ
り。詳しくは市HP参照）
選考  ①14人 ②13人

問 ①は農水産課
 (☎228-6971　FAX228-7370)
 ②は農業委員会事務局
 (☎228-6825　FAX228-7410)

文化芸術審議会　市民委員を募集

文化芸術の振興に関す
る事項について調査・審
議します。
対象  市内在住・在勤・在
学の18歳以上の方
任期  7月から2年間
報酬  会議出席ごとに10,200円
申込  2月1〜17日
選考  2人
詳しくは市HP(QRコード)
参照

問 文化課
　 (☎228-7143　FAX228-8174)

KIX泉州国際マラソン
交通規制にご協力を  

KIX泉州国際マラソンの開催に伴い
交通規制が行われますので、ご協力
をお願いします。
日時  2月12日(日)10時15分〜12時
10分ごろ

交通規制に伴い、南海バスは一部、
運行休止や、う回運転を行います。
詳しくは市HP(QRコード)
参照

問 KIX泉州ツーリズムビューロー
 (☎072-479-3620)か
 スポーツ推進課
 (☎228-7437　FAX228-7454)

堺観光コンシェルジュになって
堺の魅力をPRしませんか  

堺の魅力を一緒に
PRしましょう

市内外のイベントなどで堺の観光 
PRを行う｢堺観光コンシェルジュ｣ 
を募集します。
対象  堺の魅力を語ることができる
18歳以上の方(高校生は除く)

申込方法など詳しくは
堺観光コンベンション協
会HP(QRコード)参照

問 同協会
　 (☎233-6601　FAX233-8448)

「広報さかい」に広告を出しませんか

「広報さかい」では歳入確保のため広
告を募集しています。

問 紙面掲載は広告代理店 ウィット 
 (☎072-668-3275
   FAX072-668-3276) 
 折込広告は
 YDS府下南部地区本部
 (☎232-7772　FAX232-7773)

荒
こうぜん

山公園の駐車場
期間限定で有料になります  

梅や桜が見ごろの
時期に、車の混雑
を避けるため臨時
駐車場を増設し、
期間中は駐車場を
有料化します。
場所  荒山公園(南区宮山台2丁3) 
期間  2月10日〜4月9日
公共交通機関での来園に
ご協力をお願いします。
詳しくは市HP(QRコード)
参照

問 泉ヶ丘公園事務所
　 (☎291-1800　FAX296-9676)

監視指導計画（案）
ご意見を募集  

食の安全・安心の確保に向けた令和5
年度の取組などを策定
受付  2月1〜28日 
詳しくは市HP参照

問 食品衛生課
　 (☎222-9925　FAX222-1406)

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。

堺市総合
教育会議

2月6日(月)
15：00から

政策企画部
計画推進担当
☎228-7517
FAX222-9694

堺市
がん対策
推進委員会

2月8日(水)
14:00から

健康推進課
☎222-9936
FAX228-7943

農業委員会
総会

2月9日(木)
13：30から

農業委員会
事務局
☎228-6825
FAX228-7410

教育委員会
定例会

2月21日(火)
14:30から

教育政策課　
☎228-7925　
FAX228-7890

百舌鳥古墳群
等史跡保存整
備委員会

2月27日(月)
14:00から

文化財課
☎228-7198
FAX228-7228

堺市
緑の政策
審議会

3月1日(水)
10:00から

公園緑地
整備課
☎228-7424
FAX228-1336

堺市
自殺対策
連絡懇話会

3月2日(木)
14:00から

精神保健課
☎228-7062
FAX228-7943

堺市ホームページに
広告を掲載しませんか

市のホームページに掲載するバナー
広告を募集しています。掲載料など
は、広告代理店にお問い合わせくださ
い。詳しくは市 HP（QRコー
ド）参照

問 キョウエイアドインターナショナル
 (☎03-5860-9468　
   FAX03-5860-9469)


