
�工業統計調査にご協力を
２０２０年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。
この調査は、わが国の製造業の実

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、対象事業所のポストに調
査票を投函しに伺いますので、記入
の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。
�南区役所企画総務課（�２９０―１８００
�２９０―１８１４）か政策企画部調査統

計担当（�２７５―７６０３ �２７５―７６０５）

くらしのガイドブックの配布のお知らせと誤植のお詫びと訂正

市の窓口業務や手続き、施設など
をまとめた冊子「くらしのガイドブ
ック」の新版を４月中に順次配布し
ています。
南区版生活ガイド１５ページの病院

・診療所リストに誤りがありまし

た。訂正し、お詫びします。
�誤「近畿大学医学部堺病院 電話
２９９―１１２０」
�正「社会医療法人啓仁会堺咲花病
院 電話２９５―８８３３」
�広報課（�２２８―７４０２ �２２８―８１０１）

南基幹型包括支援センター
�２９０―１８６６ �２９０―１８８６
電 子
メールminami―kikangata@sakai―syakyo.net高齢者の総合相談窓口

地域包括支援センターだより

南第４地域包括支援センター �２９１―６６８１ �２９１―６６８２三原台・泉北高倉・はるみ・槇塚台

南第３地域包括支援センター �２８９―８０８５ �２８９―８０８６上神谷・宮山台・竹城台・竹城台東・若松台・茶山台

南第２地域包括支援センター �２９０―７０３０ �２９０―７６６５福泉中央・桃山台・原山ひかり・庭代台・御池台

南第１地域包括支援センター �２９５―１５５５ �２９５―１５５６美木多（鴨谷台含む）・赤坂台・新檜尾台・城山台

相談窓口お住まいの小学校区

ご存じですか？総合事業
要支援１・２、事業対象者の方の

生活を支援する総合事業は、これま
でのデイサービスや訪問介護のほ
か、多様なサービスを実施していま
す。サービスの利用は、担当のケア
マネジャーか地域包括支援センター
にご相談ください。
�短期集中通所サービス（体力づく
り）
短期間（３カ月）で運動機能などの

改善により、できることを増やし自
分らしい生活につなげます。
�担い手登録型訪問サービス（家事
のサポート）
掃除・洗たくなど日常の家事がや

りにくい方のお手伝いをします。

�担い手登録型通所介護（交流の場）
運動やレクリエーションを行い、

参加者同士楽しい時間をすごしま
す。
【自己負担のめやす】
�３００円／回、��
２００円／回
※事業対象者…基本
チェックリストによ
り生活機能の低下が
みられる方
※一部、事業の運営体制については
変更している場合があります。

５０歳以上の偶数年齢の方が対象。予約制�無料�。大腸が
ん検診のみの受診は不可。
�５月７日からがん検診総合相談センター（�２３０―４６１６
�２３０―４６３６�午前９時～午後８時�）へ。

４０歳以上の方が対象�無料�。予約は不要で、直接会場へ。
ただし、たん検査を希望の方は（条件あり）検診日の１０日前
までに、がん検診総合相談センター（�２３０―４６１６ �２３０―４６３６
�午前９時～午後８時�）へ。
☆胃がん・肺がん同時開催
どちらの検診も、車でのご来場はご遠慮ください。天候の悪化などにより、検診や教室を止むを得ず中止する場合があります。実施の有無については、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（３歳６カ月児が対象）�無料�…個別通知。
転入転出の場合は同センターへお問い合わせください。
○検便（腸内病原菌等）検査�有料�月～金曜日（祝休日を除く）の午前９～１１時。
○難病に関する相談�無料�

１８歳以上が対象。午後６月９日（火）骨粗しょう症予防検診�予約制・有料�

教
室
・
相
談
な
ど
の
日
程

妊婦とその家族が対象（子どもの同伴不可）。
１３：１５～１５：２０６月１７日（水）

妊婦教室�予約制・無料�２回シリーズ
１０：００～１５：００５月２６日（火）

生後４カ月未満の子どもと保護者が対象。１３：３０～１５：３０５月２０日（水）赤ちゃんといっしょ�予約制・無料�

生後５カ月児に個別通知。１歳未満の子どもが対象。１３：００～１５：００５月１３日（水）BCG予防接種�個別通知・無料�

歯科医師による検診と相談。１歳６カ月～４歳
未満の子どもには、フッ素塗布あり（１回限
り）。

１３：３０～１５：００５月２７日（水）

子どもの歯相談室�予約制・無料�
９：３０～１１：００

６月１日（月）

５月１１日（月）

歯科医師による検診と相談。歯科衛生士による
歯みがき指導。成人・妊婦が対象。親子で歯科
相談も可。

１３：３０～１５：３０
６月８日（月）

成人の歯科相談�予約制・無料�
５月１８日（月）

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。１４：００～１６：００

５月２６日（火）

精神保健福祉相談�予約制・無料� ５月２２日（金）

１４：３０～１６：３０５月１２日（火）

診断書の発行はできません。

９：３０～１１：００５月２０日（水）
検査・相談（肝炎ウイルス検査・風しん抗体検
査・HIV検査・梅毒検査・クラミジア検査・H
TLV-１検査）�無料・一部有料の場合あり�

管理栄養士による生活習慣病予防など食生活に
ついての相談。食生活相談�予約制・無料�

検査を伴わない健康相談。生活習慣病予防相談�予約制・無料�

対象・内容時間日程事業名

予約制（午前）
詳しい受付時間
は、予約受付後
に送付する検診
通知でご確認く
ださい。

４５人竹城台東☆６月２９日（月）
４５人庭代台６月２５日（木）
４５人槇塚台６月２３日（火）
４５人泉北高倉☆６月１９日（金）
９０人御池台６月１６日（火）
４５人宮山台☆６月１０日（水）

時間定員
（先着）

実施場所
（小学校）日程

胃がん検診・大腸がん検診【集団検診】
（バリウムによる間接撮影）

９：００～１１：００竹城台東☆６月２９日（月）
９：００～１１：００泉北高倉☆６月１９日（金）
１３：３０～１５：３０槇塚台６月１１日（木）
９：００～１１：００宮山台☆６月１０日（水）
１３：３０～１５：３０庭代台６月８日（月）
１３：３０～１５：３０御池台６月２日（火）

受付時間実施場所
（小学校）日程

肺がん・結核検診【集団検診】
（胸部エックス線直接撮影）

南保健センターだより 南区役所４階 �２９３―１２２２ �２９６―２８２２
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山火事が起こりやすい季節です南消防署

山火事の原因のほとんどが、たば
このポイ捨てなどのちょっとした不
注意で発生しています。南区の貴重
な山林を山火事から守るため皆様の
ご協力お願いします。

�南消防署（�２９９―０１１９ �２９８―
０１１９）

南消防署ホームページの
新着情報

令和２年（２０２０年）５月１日南区広報 


