
行政書士による休日無料相談会行政書士による休日無料相談会
遺言、相続、内容証明や各種契約

書の作成、帰化申請、建設・産廃業
や宅建業などの営業許可申請、会社
設立などについて相談できます。電
話相談はできません。
５月１６日（土）、午後１時３０分～４

時（受け付けは午後３時３０分まで）、

堺市産業振興センター（中百舌鳥駅
前）セミナー室３で。予約可。予約
は、大阪府行政書士会堺支部（�２３４
―３９９９ �２６１―３５８３）へ。
�同会堺支部か市民人権総務課（�
２２８―７５７９ �２２８―０３７１）

６月１日を基準日として工業統計
調査を実施します。市内の製造業を
営む事業所が対象です。
同調査は、国の製造業の実態を明

らかにするために、国が市を経由し
て実施しているもので、調査結果は
国や地方自治体の行政施策などに幅
広く利用されています。
府知事発行の調査員証を携帯した

調査員が、対象となる事業所へ調査
票の記入のお願いに伺いますので、
協力をお願いします。
なお、記入いただいた調査票は、

統計上の目的以外に使用することは
ありません。
�北区役所企画総務課（�２５８―６７０６
�２５８―６８１７）か政策企画部調査統

計担当（�２７５―７６０３ �２７５―７６０５）

垂井新区長のあいさつ垂井新区長のあいさつ
このたび、北区長に就任しました

垂井 究（たるい きはむ）です。
平素は区政の運営にご理解、ご協

力をいただき、誠にありがとうござ
います。
また、新型コロナウイルス感染症

拡大防止に向け、外出の自粛にご協
力いただいておりますことを、重ね
てお礼申し上げます。
北区は交通網が整備され生活の利

便性が高いまちです。
また、歴史文化や伝統も数多く受

け継がれている、新旧の魅力を併せ
持ったまちです。このような素晴ら
しい北区の区長に就任し、その責務
の重大さを痛感しております。
地域とのつながりを大切にしなが

ら、「住みたくなるまち、ずっと永
く住み続けたいまち」の実現をめざ
して、職員一同全力で取り組んでま
いります。
そのためにもまずは、一刻も早く

新型コロナウイルス感染症を終息さ
せ、通常の生活に戻れるように、こ

の緊急事態
を皆さまと
ともに乗り
越えていき
たいと考え
て お り ま
す。
北区役所

におきまし
ても、感染
症拡大防止のため、窓口の縮小、間
隔をあけた待合席の配置、定期的な
換気、職員のテレワークなどに取り
組んでいます。
ご不便をおかけしますが、何卒ご

理解、ご協力をよろしくお願いしま
す。
引き続き、皆さまには３つの密

（密閉、密集、密接）を避けていただ
き、不要不急の外出を控えていただ
きますようお願い申し上げます。
�北区役所企画総務課（�２５８―６７０６
�２５８―６８１７）

＊１ 市民税非課税世帯・生活保護世帯などに属する方は事前に保健センターへ申請をすれば無料になります（必ず印鑑を持参）。
○表の事業の予約・登録は保健センターへ（予約制・登録制の事業は定員になり次第、締め切りますので、ご了承ください）。
○表以外にも次の健（検）診、相談を行っています。

●４か月児健診、１歳６か月児健診、３歳児健診（３歳６か月児が対象）…個別に通知します。
●育児相談 ●難病相談 ●調理従事者などの検便（腸内病原菌）検査…毎週月～金曜日（祝日を除く）、９：００～１１：００。

精神障害、アルコール依存などで悩む方
や家族の相談１４：００～１６：００５月７日、１１日、１４日、２７日精神保健福祉相談

�予約制�無料

１８歳以上の市民の方が対象。検診と結果説明、医師・管理
栄養士・保健師による相談・指導９：００～７月９日骨粗しょう症予防検診

�予約制�有料＊１

管理栄養士による生活習慣病予防等の相談９：１５～１１：００５月１２日食生活相談�予約制�無料

保健師による生活習慣病予防等の相談９：３０～１１：００５月１２日生活習慣病予防相談
�予約制�無料

�無料��エイズ相談、HIV検査、
性感染症セット検査（HIV・梅毒・クラミジア（尿））
�肝炎ウイルス検査（※）、風しん抗体検査（※） ※条件あり

�有料�HTLV-１検査（成人Ｔ細胞性白血病等の原因となるウイルス）
�診断書の発行はできません
�検査結果は翌週の水曜日以降に本人へ直接お渡しします

９：３０～１１：００５月１２日感染症検査・相談

成人、妊婦が対象
歯科医師による歯科検診と相談、親子で歯科相談もできま
す

１３：３０～１５：３０
６月２日

成人の歯科相談
�予約制�無料

５月１９日

乳幼児、小児が対象
歯科医師による相談と歯科衛生士による歯みがき指導
１歳６か月児健診でフッ素塗布を受けていない３歳以下の
子どもに１回限りフッ素塗布を行います

９：３０～１１：００
６月３日

子どもの歯相談室
�予約制�無料

５月２０日

５、６か月児の保護者が対象
管理栄養士による、離乳食の進め方についてのお話と調理
実演、保護者の試食あり

�１０：００～
�１１：００～５月２６日離乳食講習会

�予約制�無料

生後１歳に至るまでの子どもが対象
５か月児に個別通知します

１３：１０～１５：００
（受付時間は
１３：１０～１４：２０）５月２１日

BCG予防接種 無料
５月７日

２２歳以下で妊娠・出産した保護者が対象
親子のふれあい遊び、おしゃべり交流など１３：３０～１５：３０５月２６日やんぐ★るーきーず

�予約制�無料

１～３か月の第１子の赤ちゃんと保護者が対象
赤ちゃんとの楽しい過ごし方の話、親子のふれあい遊び、
おしゃべり交流、赤ちゃんの体重測定、保健師などによる
育児相談

１３：３０～１５：３０５月２９日エンジェル交流広場
�予約制�無料

北保健センター 北北保保健健セセンンタターーかかららののおお知知ららせせ
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止に向けた国からの
要請を踏まえ、次の乳幼児健康診査などの事業を延期しています。
�４か月児健診�１歳６か月児健診�３歳児健診（３歳６か月

児が対象）�子どもの歯相談室�BCG予防接種
事業の再開の際には、決定次第、改めて日程等の詳細を郵送い
たしますので、ご理解のほどお願いいたします。ま
た、上記以外の事業についても、中止か延期となる
場合があります。なお、最新の情報につきまして
は、堺市北保健センターHPをご覧ください。

検索堺市北保健センター事業中止・延期のお知らせ

離離乳乳食食ににつついいてて
母乳や育児用ミルクから栄養をとっていた赤ちゃんが、色々な
食べ物から栄養がとれるように練習するのが離乳食です。
また、はちみつやはちみつ入りの飲料・お菓子などの食品は乳
児ボツリヌス症予防のため、１歳をすぎるまで与えないようにし
ましょう。
離乳食でお困りのことがあれば、ご相談くださ

い。
テキストはホームページをご覧ください。

肺肺ががんん・・結結核核検検診診（（集集団団検検診診））
次の検診を表の日程で行いま
す。４０歳以上の市民が対象。
�肺がん・結核検診�直接会場
へ。受け付けは午後１時３０分～
３時３０分。

かく

�喀たん検査
�を受診する方で希望者のみ

（条件あり）。予約制。
��の予約は、検査日の１０日前
までに同センターへ。

業務時間：９：００～１２：００、１２：４５～１７：３０
（窓口での受け付けは１７：１５まで）

北区役所 ４階 �２５８―６６００ �２５８―６６１４

がん検診を受けましょう ホームページ http���www.sakai�kenshin.jp��

胃がん検診・大腸がん検診（集団検診）の予約、問い合わせは、がん検診総合相談センタ
ー（�２３０―４６１６ �２３０―４６３６ ９：００～２０：００、１２月２９日～１月３日を除く）へ。

工業統計調査に
ご 協 力 を
工業統計調査に
ご 協 力 を

百舌鳥小学校月３８
光竜寺小学校金３１
新金岡小学校木３０
西百舌鳥小学校水２２７
中百舌鳥寿楽会館火３０
金岡南校区地域会館火２３
北八下小学校火１６
東三国ヶ丘小学校火９６

会場曜日日月
日程

肺がん・結核検診日程表（前期分）
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令和２年（２０２０年）５月１日２


