
消防職員を名乗る不当な訪問が全
国的に増えています。消防職員は商
品の販売や、居住者の許可なく家に
上がり込むことはありません。以下
のようなことがあれば、すぐに美原
消防署（�３６２―０１１９ �３６３―１４１４）へ
お問い合わせください。
・「一戸建ての家にも消火器が必要
です」と消火器を売りに来た。
・「法律で定められた住宅用火災警
報器の交換時期なので交換します」

と住宅用火災警報器を交換し、代金
を請求された。

市では、防災スピーカーで放送し
た気象警報や避難情報などを電話で
聞き直すことができる防災放送聞き
なおしサービスを実施しています。

電話番号は０１８０―９９―
７３３３（通話料金が必要）。
�危機管理課（�２２８―
７６０５ �２２２―７３３９）

図書館では、ツイッタ
ーを利用して、開館・休
館の情報やイベントの案
内、資料に関する情報な
どを発信しています。フ
ォローしてください。

図書館ツイッターは
こちら→

�美原図書館（�３６９―１１６６ �３６９―
１１６８）

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。
この調査は、わが国の製造業の実

態を明らかにするため、国が市を経
由して実施するもので、調査結果は
国や地方自治体の行政施策などに幅
広く利用されます。
調査員が、対象となる事業所へ電

話で調査し、調査票を配布しますの
で協力をお願いします。

なお、調査票は統計の目的以外に
使用することはありません。
�美原区役所企画総務課（�３６３―
９３１１ �３６２―７５３２）か政策企画部調
査統計担当（�２７５―７６０３ �２７５―
７６０５）

工業統計調査にご協力を工業統計調査にご協力を

５月２０日（水）の午後
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市内在住で２０歳以上の偶数年齢の女性。
予約制。予約は美原保健センターへ。子宮がん検診

５月２９日（金）の午前か午
後を選択できます。

市内在住で４０歳以上の偶数年齢の女性。
予約制。予約は美原保健センターへ。乳がん検診

５月２５日（月）の午前
市内在住で４０歳以上の方。
胸部レントゲン検査のみの場合は予約不
要。「たん」の検査は予約制。予約は美原
保健センターへ。

肺がん・結核検診

５月２５日（月）、６月８日
（月）の午前
※６月８日は北余部区民
会館で実施

市内在住で５０歳以上の偶数年齢の方。
希望者は大腸がん検診も同時に受診でき
ます。予約制。予約はがん検診総合相談
センターへ。

胃がん検診
（大腸がん検診）

日時会場対象検診

次の検査・相談は行っています。いずれも美原保健センターで。
検便検査（有料）月～金曜日の９：００～１１：００ 難病に関する相談（随時／無料）

新型コロナウイルス感染症の
拡大防止のため、検診・事業の
実施を当面の間見合わせており
ます。
再開日時など詳しくは、美原
区ＨＰを参照するか美原保健セ
ンターにお問い合わせくださ
い。

４カ月児健診、１歳６カ月児健診、３歳児健診（個別通知
／無料）

３・８・０のつく日は「歩こうデー」 無料
どなたでも参加できます。
約１時間、健康づくり推進委員と舟渡池公園
などを歩きます。

精神保健福祉相談
（こころの病気・アルコール問題などで悩む方や家族の相
談） 予約制／無料

骨粗しょう症予防検診
市内在住で１８歳以上の方が対象 予約制／有料
（費用が免除される場合がありますので、お問い合わせくだ
さい）

HTLV-１検査 有料

風しん抗体検査 無料 市内在住で２０歳以上の妊娠を希望
する女性とそのパートナーや同居者が対象

肝炎ウイルス検査 無料 市内在住で２０歳以上の過去に肝
炎ウイルス検査を受診したことがない方が対象

HIV 検査・相談 無料
HIV、梅毒、クラミジアのセット検査です。

食生活相談／生活習慣病予防相談（医師、保健師、栄養士
による相談） 予約制／無料

成人の歯科相談（歯科検診と相談。妊婦も可） 予約制／無
料

子どもの歯相談室（歯科検診・フッ素塗布・歯科相談）
フッ素塗布は１歳６カ月～３歳１１カ月に１回 予約制／無
料

BCG予防接種
５～１１カ月の子どもが対象 個別通知／無料

検診・相談など

はばタッキー

実施医療機関は、がん検診総合相談センター
のＨＰ参照。
なお、美原保健センターでは次の日程で実施
します。いずれも無料。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、中
止・延期する場合がありますので、事前に美原
区HPを参照するか美原保健センターにお問い
合わせください。

市内の医療機関でがん検診を受けられます

がん検診総合相談センター
�２３０―４６１６ �２３０―４６３６

�９：００～２０：００ １２／２９～１／３除く�
ホーム
ページhttp���www.sakai�kenshin.jp�

健診受けて心も体も健康に

美原区黒山 782-11  ☎362-8681  FAX 362-8676

がんけんしんメタボけんしん
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防災スピーカーが聞こえにくいときは

☎0180-99-7333へ

図書館公式ツイッター図書館公式ツイッター

①きっぱりと断る。
　契約書にはサインせず、脅迫行為があればすぐに警察へ連絡しましょう。
②「消防公務之証」の提示を求める。
　消防職員であることを証明する「消防公務之証」を携帯しています。

怪　し　い　と　思　っ　た　ら　…

所属課や名前を聞き、美原消防署の職員かお問い合わせください。

ご注意をご注意を消防職員を名乗る
不当な訪問販売に
消防職員を名乗る
不当な訪問販売に

令和２年（２０２０年）５月１日


