を記入︶と受診券をお持ちの
▽申込み・問合せ 健康課健康
上、２ページの表３の医療機
づくり係︵〒１９７ー０８１
関で受診してください。
４ 二宮３５０、☎５５８・
▽その他 受診券・問診票など
１１８３︶
は、７月下旬に送付します。
生活習慣病予防健診
▽
申
込
み
方
法
︵
電
話
申込み不可︶
︵ 歳〜 歳︶
●はがき…６月
日㈮︵消印有
効︶までに、﹁生活習慣病予
受診者募集
防健診申込﹂、郵便番号、住
所、氏名、生年月日、性別、
▽期間 ８月１日㈬〜 月 日
㈬
電話番号を記入の上、郵送し
▽内容
てください。
●電子申請…６月
日㈮までに
●基 本 的 な 健 診 項 目 … 身 体 測
市ホームページの﹁電子申請﹂
定、血圧、血中脂質検査、肝
から申し込んでください。
機能検査、代謝系検査、腎機
※スマートフォンから電子申請
能検査
●詳細な健診項目…貧血検査、
される場合は、次のコードか
心機能検査、眼底検査、血清
らアクセスしてください。
クレアチニン検査︵eGFR︶
※医師の判断に基づき選択的に
実施します。
▽対象 昭和 年４月１日から
昭和 年３月 日生まれまで
の方︵職場などで人間ドック
等を受ける方、受ける予定の ▽申込み・問合せ 健康課健康
方を除く︶
づくり係︵〒１９７ー０８１
▽費用 無料
４ 二宮３５０、☎５５８・
▽健診方法 問診票︵必要事項
１１８３︶

セント

セント

健康課健康づくり係

18

とに創意工夫とたゆまぬ努力に
よって特に優秀な企業的農業経
営を行っている農業者として東
京都知事賞を受賞されました。
なお、同大会では農業委員会
功労者として、前農業委員会長
の平野正延さん︵雨間在住︶、
前農業委員の中村義明さん︵伊
奈在住︶が表彰され、地域農業
の発展に貢献があった方とし
て、橋本隆吉さん︵渕上在住︶
に感謝状が贈られました。
▽問合せ 農林課農政係︵直通
５５８・１８４９︶
許証など︶、その他の必要書
類︵該当する方︶
※児童手当現況届は、政府が運
営する﹁マイナポータル﹂内

定を受けていない方、現在骨
骨密度測定会
粗しょう症の治療中でない方︶
人︵抽選︶
▽定員
※ 分ごとに 人測定
▽費用 無料
▽その他
●測定は、はだしで行います。
●健康手帳がある方は、お持ち
ください。
超音波で測定するため、妊娠
●申し込み結果は、６月
日㈮
中の方でも可能です。現在の骨
以降に、はがきでお知らせし
の状態を知り、生活習慣を見直
ます。
すきっかけに活用してください。
▽日時 ６月 日㈪ 午後１時 ▽申込み方法 ６月 日㈬︵消
分〜３時
印有効︶までに、はがきに、
※測定時間は、①午後１時 分
﹁骨密度測定会﹂、住所、氏
から、②２時から、③２時
名、年齢、電話番号を記入の
分からの３回に割り振ります。
上、送付してください。
▽場所 市役所１階コミュニテ ▽申込み・問合せ 健康課健康
ィホール
づくり係︵〒１９７ー０８１
▽対 象 市 内 在 住 ・ 在 勤 の 方
４ 二宮３５０、直通５５８
︵おおむね１年以上骨密度測
・１１８３︶

30

25

周年

︶を使用し、電子申請
form
により提出することもできま
す。ご利用には、利用者証明
用電子証明書を搭載したマイ
ナンバーカードとＩＣカード
リーダライタが必要です。
▽問合せ 子ども政策課子ども
政策係

人権擁護委員制度
創設

▽人権相談〜ひとりで悩まない
で 人権擁護委員は、人権思
想の啓発活動、家庭の悩み、
いじめや差別など、日常生活
の人権相談を受け、問題解決
のお手伝いを行っています。

梅雨や台風の時期には、長雨
や集中豪雨で地盤がゆるみ、が
けやよう壁などの崩壊が起こり
やすくなります。特に、危ない
がけや不完全なよう壁で覆われ
ている場所にある家や土地で
は、大きな被害を受けるばかり

の﹁ぴったりサービス﹂︵ ht 危険ながけや
家のまわりの再点検
tps://myna.go.jp/SCK
0101_01_001/SCK010
1_01_001_InitDiscsys.

30

30

﹁企業的農業経営顕彰﹂で東京都知事賞を受賞しました

︵一社︶東京都農業会議主催
の第 回東京都農業委員会・農
業者大会で、切欠在住の植木農
家、平野久雄さん・ともえさん
夫妻が、地域に即応した生産環
境を整備し、近代的な技術をも

児童手当・児童育成手当の
現況届の受付は
７月２日まで

15

各種検診を
実施します
▽肝炎ウイルス検診
●対象
＊昭和 年４月１日以前生まれ
の方
※過去に検診を受けた方、市以
外の検診を受ける予定の方を
除く
＊ 歳以上で、過去に当該肝炎
ウイルス検診を受けたことが
ない方
※肝機能検査の数値に異常がみ
られた方は、受診可
●検診内容…血液検査
▽結核検診︵胸部Ｘ線︶
●対象…昭和
年４月１日以前
生まれの方
●検診内容…問診、胸部Ｘ線直
接撮影
月 日㈬まで
▽検診期間
▽費用 無料
▽その他 市が実施する特定健
康診査などと同時受診可
▽申込み方法 ２ページの表３
に掲載の実施医療機関に、直
接申し込んでください。
54

﹁特定健康診査﹂︵無料︶
を受けましょう！
〜受診券を
お送りしました〜

31

▽健診期間 ９月 日㈯まで
※９ 月 は 大 変 混 み 合 い ま す の
で、早めに受診しましょう。
▽対象 あきる野市国民健康保
険に加入している昭和 年３
月 日以前生まれで、健診日
現在 歳以下の方
▽費用 無料

10

あきる野市
特定健康診査等実施計画
︵第３期︶を策定しました

29

に、あきる野市特定健康診査等
実施計画︵第３期︶を策定しま
した。
この計画の実施により、あき
る野市国民健康保険では、平成
︵２０２３︶年度までに特定
健康診査実施率、特定保健指導
実施率は共に パー、メタボリッ
クシンドロームの該当者・予備
群の減少率は パーを達成するこ
とを目標としています。
計画の内容は、情報公開コー
ナー︵市役所４階︶、健康課、
五日市出張所、市内各図書館と
市ホームページでご覧いただけ
ます。
問合せ

23

電子申請用
コード

︵直通５５８・１１８３︶

70

この制度は、昭和 年公布・
施行の﹁人権擁護委員令﹂によ
って誕生し、昭和 年６月１日
に同令の廃止とともに人権擁護
委員法が施行されたため、この
日を人権擁護委員の日としてい
ます。
▽人権擁護委員とは 人権擁護
委員法に基づき法務大臣から
委嘱を受けている民間ボラン
ティアで、市内には６人の人
権擁護委員がいます。
24

35

市では、医療費の伸びの要因
となっている、高血圧症、脂質
異常症、糖尿病等の発症予防や
重篤化、合併症への進行の予防
に重点を置く、特定健康診査・
特定保健指導を実施するため

13

29

60

25

54

29

10

59

手当を受給している方に現況
届を送付しますので提出してく
ださい。期限を過ぎると６月分
以降の手当の受給ができなくな
ります。
▽受付場所・期間・時間
●市役所１階コミュニティホー
ル…６月 日㈮まで︵６日・
日の水曜日は午後８時ま
で︶
※９日㈯は市役所１階コミュニ
ティホール︵午前９時〜正
午、午後１時〜５時︶で行い
ます。
●子ども政策課…６月
日㈪〜
７月２日㈪
●五日市出張所市民総合窓口係
…７月２日㈪まで
※９日㈯の市役所１階コミュニ
ティホールを除き、土曜・日
曜日の受付は行いません。
▽対象 児童手当受給者、児童
育成手当受給者
▽持ち物 現況届、はんこ、受
給者の健康保険証の写し︵児
童手当のみ︶、窓口に来られ
る方の本人確認書類︵運転免

45

15

13

15

ではなく、隣接する方々の生命
や財産にまで危険を及ぼすこと
にもなります。日ごろから家の
周りの安全を確かめ、危ない石
積や土留などは補強改善し、雨
水の排水を良くするなどして、
安全対策に心がけましょう。
すでに、関係機関から改善な
どの措置をとるよう勧告を受け
ている方は、補強、改良などの
工事を行ってください。
なお、法律︵宅地造成等規制
法︶で定められた区域内で、一
定の高さ以上の切土・盛土をす
る場合や、よう壁などを築造す
るときは、事前の許可が必要と
まります。
▽相談・問合せ 都市計画課指
導係、東京都多摩建築指導事
務所開発指導第一課︵☎０４
２・５４８・２０３７︶

30

相談は、無料で、相談につい
ての秘密は厳守しますので、
ひとりで悩まないで相談して
ください。
▽問合せ 市民課市民相談窓口
係

フリーダイヤル☎0120−558−540［市内固定電話から利用可（050から始まる一部のIP電話を除く）］、有料ダイヤル☎558−7777（携帯
電話など、その他の電話から利用可）※下校時の放送など定期的に放送しているものを除き、放送の24時間後まで聞くことができます。

防災行政無線放送を
電話で確認できます

35

39

54

31

29

31

74

59

31

74
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市では、国民健康保険に加入
している 歳以上 歳以下の方
を対象に、メタボリックシンド
ロームの予防と改善を目的にし
た﹁特定健康診査﹂を実施して
います。
※対象の方には、５月下旬に受
診券と利用の手引きなどを送
付しています。届いていない
方はお問い合わせください
︵後期高齢者医療制度に加入
している方には、６月下旬に
受診券を送付します︶。
40

☎（042）558−1111（代）
あきる野市役所
平成30年（2018年）６月１日
（３）

