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健康案内健康案内
予防接種はお済みですか
Ｂ 型 肝 炎

　Ｂ型肝炎の予防接種を定期予防接
種期間内に受けられなかった方に対
し、公費助成を行います。
対２０１６年４月１日～９月３０日に生ま
れた１歳以上の方
接種回数定期予防接種の既定回数

（３回）まで
接種方法指定医療機関で接種
※対象者は、接種にかかる費用の自
己負担はありません。
※詳細は、市役所代表（☎７２２・
３１１１）へお問い合わせ下さい。
問保健予防課☎７２４・４２３９
始まります
高齢者歯科口腔機能健診

　噛
か

む力、飲み込む力などの摂食嚥
えん

下
げ

機能を、問診と簡単なテストで口
こう

腔
くう

診査とともに健診します。
対７１歳以上の方
日４月１日～２０１８年３月３１日
場町田市の契約歯科医療機関
※契約歯科医療機関は、お問い合わ
せいただくか、チラシ（各市民センタ
ー等で配布）をご覧下さい（町田市ホ
ームページでダウンロードも可）。
費５００円（生活保護受給世帯・市民税
非課税世帯の方、中国残留邦人等の
支援給付受給証明書を持参の方は無
料）
申直接、契約歯科医療機関へ予約
問保健予防課☎７２５・５４３７

お知らせお知らせ
各種計画を
策 定 し ま し た

【一人ひとりがその人らしく生きる
まちだプラン（第４次町田市男女平
等推進計画）】
　町田市における男女平等参画に関
する取り組みを一層充実し、総合的
かつ計画的に推進するため、一人ひ
とりがその人らしく生きるまちだプ
ラン（第４次町田市男女平等推進計
画）を策定しました。
　冊子は、市政情報課（市庁舎１階）
で４月中旬から１冊７００円で販売し

ます（町田市ホームページでダウン
ロードも可）。
問男女平等推進センター☎７２３・
２９０８
【健康・医療情報分析に基づく生活習
慣病等予防事業実施計画】
　健康や医療に関する情報を活用し
た効果的・効率的な国民健康保険の
保健事業を実施するため、「健康・医
療情報分析に基づく生活習慣病等予
防事業実施計画」を策定しました。
　被保険者の健康の保持増進及び医
療費の適正化を目的に、２０１７年度～
２０２０年度で実施する国民健康保険
の保健事業についてまとめています。
※詳細は、町田市ホームページをご
覧下さい。
問保険年金課☎７２４・２１３０
【第４次町田市農業振興計画】
　農業振興に関する政策を計画的に
展 開 し て い く た め、 計 画 期 間 を
２０１７年度～２０２６年度とする「第４
次町田市農業振興計画」を策定しま
した。
　この計画では、基本理念を「『市民と
農をつなぐ』魅力ある町田農業の推
進～担い手が育ち、活躍するまち『町
田』～」として、農業全体を「担い手」、

「農地」、「販売」、「市民と農とのふれあ
い」の４つの要素に分け、それぞれの
要素ごとに当初５年間に取り組む具
体的な実行計画を示しています。
　計画の冊子は、農業振興課（市庁舎
９階）、各市立図書館で閲覧できるほ
か、市政情報課（市庁舎１階）で１冊
３００円で販売します（町田市ホーム
ページでダウンロードも可）。
問農業振興課☎７２４・２１６６
【町田市子育て支援ネットワーク連
絡会レポート（子育て世帯の自立応
援プロジェクト実施計画）】
　子育て世帯に対する支援を充実さ
せるために、「町田市子育て支援ネッ
トワーク連絡会レポート（子育て世
帯の自立応援プロジェクト実施計
画）」を策定しました。
　このレポートでは、「支援を必要と
している方にサービス内容を知って
もらうこと」、「サービスを利用して
もらうこと」を通じ、課題を解消し、
子育て世帯の安定した自立を目指す
ことを目的としています。
　レポートは、市政情報課（市庁舎１
階）で１冊３００円で販売します（町田
市ホームページでダウンロードも
可）。
問子ども家庭支援センター☎７２４・

４４１９
【町田市下水道アクションプラン　
２０１７年度～２０２１年度】
　町田市下水道アクションプラン
は、２０１２年に策定した町田市下水
道ビジョンに基づく実行計画です。
町田市下水道ビジョンで掲げた基本
方針「次世代につなげる良好な水環
境を目指して」と３つの基本方針の
実現に向けて着実に下水道の役割を
果たしていくため、２０１７年度から
２０２１年度に取り組む具体的な事業
計画を示しています。
　策定にあたり、町田市下水道事業
計画評価懇談会を設置し、学識経験
者から意見をいただき、反映してい
ます。
　冊子は、市政情報課（市庁舎１階）で
１冊５００円で販売しています（町田市
ホームページでダウンロードも可）。
問下水道総務課☎７２４・４２９０
新生児聴覚検査費用の
助 成 を 開 始 し ま す

　聴覚障がいによる音声言語発達等
への影響を最小限に抑えるために
は、新生児聴覚検査（生後間もない赤
ちゃんの聴覚検査）を受けて、早期発
見・早期療育を図ることが重要と言
われています。
　市では、新生児聴覚検査受診者に、
検査費用の一部を助成します。
対市内在住の方が２０１７年４月以降
出産した新生児
実施医療機関市内及び近隣市の指定
医療機関（町田市子育てサイト等を
ご覧下さい）
助成費用３０００円
※助成費用を超えた場合には、自己
負担額が発生します。
※里帰り出産等で、指定医療機関で
受診できなかった（受診票が使用で
きない医療機関で検査を受けた）方
には、検査費用の一部（上限３０００
円）を償還払いします。
申「新生児聴覚検査受診票」を受診す
る医療機関へ提出。　
※受診票の交付を受けていない方

は、保健予防課へご連絡下さい。
問保健予防課☎７２５・５４２２

産後ケア事業のご案内
　出産後、家族から支援を受けるこ
とができず、育児に不安のある方に、
医療機関や助産院で、産後の体や赤
ちゃんのケア、授乳指導、育児相談を
行う事業です。
　申し込み方法などの詳細は保健予
防課へお問い合わせ下さい。
対家族から十分な家事、育児の援助
が受けられず、体調不良や育児不安
のある、産後３か月未満の方とその
乳児
※保健師等が状況を伺ったうえで、
利用の可否を判断します。
場としの助産院（玉川学園）、新百合
ヶ丘総合病院（川崎市）
内母体ケア（健康状態のチェック、乳
房ケア）、乳児ケア（健康状態、体重、
栄養のチェック）、育児相談、授乳・も
く浴指導、休息・食事の提供等
費宿泊型（ショートステイ）＝６０００
円（１泊２日）、日帰り型（デイケア）＝
３０００円（１日）
※利用上限は、宿泊型と日帰り型合
わせて７日間までです。
※市民税非課税世帯及び生活保護世
帯は、利用料金が免除されます。
問保健予防課☎７２５・５４２２
春号を発行しました！～講座・イベ
ント情報誌
生涯学習ＮＡＶＩ　好き!学び!

　市内や近隣で４～６月に催される
講座・イベント等の情報を掲載して
います。「みんなの学ビバ!!」では、学
びの機会などを紹介しています。
　また、「講座・イベント体験レポー
ト」では、市民編集委員が実際に講座
等に参加し、その様子を紹介してい
ます。
配布場所市庁舎、各市民センター、各
市立図書館等
※町田市ホームページでもご覧いた
だけます。
問生涯学習センター☎７２８・００７１

パブリック
コメント
公　表

公開している会議　傍聴のご案内
会議名 日　時 会　場 定　員 申し込み

町田市交通安全推進
協議会定例会

４月５日㈬午
前１０時から

市庁舎３階第
１委員会室

５人（申し
込み順）

事前に電話で市民生活
安全課（☎７２４・４００３）へ

町田市情報公開・個人
情報保護運営審議会

４月１０日㈪午
前１０時～正
午

市庁舎２階会
議室２−２

３人（申し
込み順）

事前に電話で市政情報
課（☎７２４・８４０７）へ

ごみの資源化施設地
区連絡会（町田リサイ
クル文化センター周
辺エリア）

４月１３日㈭午
後６時３０分か
ら

忠生市民セ
ンターホール

１０人程度
（先着順）

直接会場へ問循環型施
設整備課☎７２４・４３８４

町田市教育委員会定
例会

４月１４日㈮午
前１０時から

市庁舎１０階
会議室１０−
３～５

会議当日に教育総務課
（市庁舎１０階、☎７２４・
２１７２）へ

町田市都市計画審議
会

４月１７日㈪午
前１０時から

市庁舎３階第
１委 員会室
（予定）

１０人（申
し込み順）

事前に電話で都市政策
課（☎７２４・４２４７）へ

町田市高齢社会総合
計画審議会

４月２４日㈪午
後６時～８時

市庁舎３階会
議室３−１

１０人（申
し込み順）

事前に電話でいきいき
総務課（☎７２４・２９１６）へ

一人ひとりがその人らしく生きるまちだ
プラン（第４次町田市男女平等推進計画）
ご意見ありがとうございました

問男女平等推進センター☎７２３・２９０８ 
　市では、「一人ひとりがその人らしく生きるまちだプラン（第４次町田
市男女平等推進計画）」の策定にあたり、皆さんのご意見を募集しました。
いただいたご意見は、計画策定の参考にさせていただきました。ご意見の
概要と市の考え方をいくつかご紹介します。
○募集期間　２０１６年１２月１４日～２０１７年１月１３日
○応募者数　３人　○意見件数　１４件

　詳細は、町田市ホームページで公表するほか、次の窓口でも資料を配布
します。男女平等推進センター（町田市民フォーラム３階）、市政情報課・
広聴課（市庁舎１階）、市民協働推進課（市庁舎２階）、各市民センター、町田
・南町田・鶴川の各駅前連絡所、玉川学園・木曽山崎の各コミュニティセ
ンター、各市立図書館、町田市民文学館、生涯学習センター

ご意見の概要 市の考え方

　第４次計画のテーマ「一人ひとりがそ
の人らしく生きるまちだプラン」となっ
ているが、この企画は女性の立場を考え
ることが目的であるため「まちだ女性プ
ラン」とした方が良い。

　市で行われた「男女平等参画都市宣言」
に基づき、一人ひとりが持つ基本的権利
である人権を尊重し、個性と能力を生か
して「その人らしさを発揮できる社会」の
形成を目的としていることから、計画の
名称はこのままとさせていただきます。

　取り組み番号１９「男女雇用機会均等
法や育児・介護休業制度に関する周知・
啓発活動の推進」において、市民・事業者
ともに積極的に周知・啓発してほしい。

　男女雇用機会均等法や育児・介護休業
制度に関する周知・啓発活動の推進につ
いては、引き続き実施していきます。


