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● 健 康コーナーHealth is Wealth
本 庁 健 康 づ く り 課 ☎㉑2160 花泉支所保健福祉課 ☎�2216 大東支所保健福祉課 ☎�1211 千厩支所保健福祉課 ☎�3952
東山支所保健福祉課 ☎㊼4530 室根支所保健福祉課 ☎�3805 川崎支所保健福祉課 ☎㊸4022 藤沢支所保健福祉課 ☎�5304

■3月の乳幼児の健康診査

■４歳・５歳歯科健康診査

　19・20年９月生まれの人は３月中に

契約歯科医療機関で受診してください。
受診券は、対象者に２月末に郵送します。
問本庁健康づくり課☎㉑2160または各
支所保健福祉課

■もぐもぐ離乳食教室（バナナコース）
◇日時　３月５日㊋９:30～ 12:00（受け

付け９:15～）
◇場所　千厩保健センター

◇対象　平成24年６月から10月生まれ

の子供と保護者
◇内容　栄養士・保健師の講話、調理
実習、試食など

◇持ち物　母子健康手帳、らくらく離乳
食ガイドブック、エプロン、三角巾、筆
記用具など

◇定員　先着親子10組
◇受付期限　２月26日㊋
問千厩支所保健福祉課☎�3952

■すこやか幼児教室

◇日時　３月８日㊎９:30～ 12:00（受け

付け９:15～）
◇場所　一関保健センター

◇対象　９～ 10カ月相談終了後から１
歳６カ月児健康診査前の子供と保護者
◇内容　栄養士・保健師の講話、調理
実習、試食など

◇持ち物　母子健康手帳、エプロン、三

地域 内容 対象 日 受付時間 場所

一関
花泉

３～４カ月児健診
24年11月１～14日生まれ 21㊍

12:45～13:00

一関保健センター

24年11月15～30日生まれ 22㊎

９～10カ月児相談
24年５月１～18日生まれ 21㊍

８:45～９:00 
24年５月19～31日生まれ 22㊎

１歳６カ月児健診
23年８月１～16日生まれ 14㊍

12:45～13:00
23年８月17～31日生まれ 15㊎

２歳６カ月児歯科健診
22年９月１～13日生まれ 14㊍

８:45～９:00 
22年９月14～30日生まれ 15㊎

３歳児健診
21年９月１～12日生まれ ６㊌

12:45～13:00
21年９月13～30日生まれ ７㊍

大東
東山

３～４カ月児健診 24年11月生まれ 13㊌ 13:00～13:15 東山保健センター
９～10カ月児相談 24年５月生まれ ５㊋ ９:00～９:15 大東保健センター
１歳６カ月児健診 23年８月生まれ ６㊌

13:00～13:15
東山保健センター

２歳６カ月児歯科健診 22年９月生まれ ５㊋
大東保健センター

３歳児健診 21年９月生まれ 12㊋

千厩
室根
川崎
藤沢

３～４カ月児健診 24年11月生まれ 19㊋ 12:30～12:45 川崎防災センター
９～10カ月児相談 24年５月生まれ 12㊋ ９:00～９:15

千厩保健センター
１歳６カ月児健診 23年８月生まれ 14㊍ 12:30～12:45
２歳６カ月児歯科健診 22年９月生まれ 12㊋ 13:00～13:15
３歳児健診 21年９月生まれ 13㊌ 12:30～12:45

角巾、筆記用具など

◇参加費　200円（調理実習費）
◇定員　先着親子12組
◇受付期限　３月１日㊎
問本庁健康づくり課☎㉑2160

■精神障がい者家族会交流会公開講座

　障がい者を支える家族を対象に生活
にまつわるお金の面からライフプラン

（生活設計）考える講演会です。
◇日時　２月21日㊍10:00～ 12:00

◇場所　一関保健センター

◇講演・講師　障がいを抱える方と家
族のライフプラン・岩手県金融広報委
員会 金融広報アドバイザー戸田節子氏
◇費用　無料
◇申込期限　２月18日㊊
問本庁健康づくり課☎㉑2160

■震災後のこころの健康づくり講演会

　東日本大震災後の中長期のこころの

健康づくりをテーマに地域で支え合うコ

ミュニティーづくりを考えます。
◇日時　３月12日㊋13:30～ 15:00

◇場所　川崎公民館
◇講師　千葉大学大学院学研究院子ど

ものこころの発達研究センター特任助
教高岡昂太氏
◇対象　どなたでも

◇費用　無料
問本庁健康づくり課☎㉑2160

■3月のこころの健康相談

　心の問題に一人で悩まず、気軽に相
談してください。臨床心理士が相談に応
じます。

◇費用　無料
◇申し込み　電話で予約してください

問本庁健康づくり課☎㉑2160、藤沢支
所保健福祉課☎�5304

■専門医による「こころの健康相談」
◇日時　３月21日㊍13:30～ 15:30

◇場所　千厩保健センター

◇費用　無料
◇申し込み　電話で予約してください

問一関保健所保健課☎㉖1415、本庁健
康づくり課、各支所保健福祉課

■フリースぺースひだまり

　ひきこもりで悩んでいる人や家族の交
流の場です。
◇日時　３月４日㊊13:30～ 16:00

◇場所　一関市勤労青少年ホーム

◇費用　無料
◇申し込み　前日までに要予約
問一関保健所保健課☎㉖1415

■一関保健所でHIV即日検査

◇日時・場所　３月12日㊋・26日㊋
11:00～ 12:00・一関保健所
◇費用　無料
◇申し込み　原則予約が必要
◇その他　検査結果によっては確認検
査があります。クラミジア抗体検査、ウ

イルス性肝炎抗体検査も行っています

問一関保健所保健課☎㉖1415

■3月の労働者の健康相談

　50人未満の小規模事業所を対象に専
門の医師が健康相談に応じます。電話や

ファクスでも随時受け付けています。
◇窓口相談日時　①３月７日②14日・
21日・28日いずれも㊍13:00～ 15:00

◇場所　①一関商工会議所千厩支所②
一関市医師会事務所
問岩手県一関地域産業保健センター☎
㉓5110／℻㉓9955

問本庁健康づくり課または各支所保健福祉課＊受診できない場合は連絡してください

人材育成の推進と

組織体制の見直し

①人材育成の推進

　職員の意識改革を図りながら、個々の

能力を引き出し、市民と共にまちづくり

に取り組む人材の育成を推進します。
　また、確実な点検などで適正な事務事
業の実施や事務処理を行い、市民から

信頼される市政の実現に努めます。
【主な取り組み】▷人材育成の推進▷事
務執行の公正性の確保など

②組織体制の見直し

ア．窓口など市民サービスの向上

【主な取り組み】▷市民窓口業務の見直
し▷税などの収納体制の充実など

イ．組織機構の見直し

　多様化する市民ニーズや新たな行政
課題に的確かつ迅速に対応するため、
事務執行体制の見直しに努めます。
【主な取り組み】▷業務執行体制の見直
し▷緊急時における体制の整備など

ウ．定員管理や職員給与の見直し

　行政運営の効率化や、民間委託など

を推進し、適正な定員管理に努めます。
　職員給与は、社会経済情勢などの動
向を注視し、引き続き適正化に努めます。
【主な取り組み】▷定員適正化計画の推
進▷給与の適正化▷時間外勤務手当の

縮減

健全な財政運営の確保

①経費の節減合理化

　事務事業の経費全般を徹底的に見直
し、経費の節減合理化に努めます。
【主な取り組み】▷公用車管理運営の適
正化▷コピー機の契約と設置台数の見
直し▷電話加入回線契約の削減など

②税収などの確保

　税や税外収入の課税客体などの的確
な把握と収納率の向上に努めます。使用
料や手数料などの受益者負担の適正な

水準の確保など、各種歳入確保策の取り

組みを推進します。
ア．税などの徴収対策の実施

【主な取り組み】税などの納付方法の多
様化の検討など

イ．使用料・手数料などの見直し

【主な取り組み】公共施設に係る使用料
の見直しなど

ウ．その他の歳入確保策

【主な取り組み】▷遊休資産などの売却
や有効活用▷宅地分譲地・工業団地の

売却促進▷広告掲載事業の実施など

計画の推進と体制

　15人の市民で構成する「一関市行財
政改革推進審議会」は、継続的な行政改
革を推進するため、行政改革実施内容を

評価・検証し、改革実施内容の見直す

べき事項などの提言をしています。
　また、副市長を本部長とする「一関市
行財政改革推進本部」を設置し、全庁体
制で行政改革を推進しています。
問本庁財政課☎㉑8233

シ リ ー ズ
行政改革② 市民起点の行政運営を目指して

平成23年度に策定した「第２次一関市行政改革大綱」に基づく「第２次一関市集中改革プラン」の

改革実施項目ごとの具体的な取り組みをシリーズでお伝えします。

　大東町の大原公民館を拠点に活動する「大東め組み太鼓」（菊
池みゆき会長、会員12人）は、今後の活発な活動に期待を込め、
長胴太鼓や鉄筒など演奏に必要な楽器を整備しました。
　菊池会長は「既存の太鼓を自
ら直すなどして大切に使ってき

た。これからは新しい太鼓も併
せて迫力ある演奏をしたい」と
意気込むと共に、地域の子供た

ちなど新たな会員の加入を呼
び掛けています。

㈶自治総合センター

コミュニティ助成事業

宝くじの社会貢献広報事業として、

地域のコミュニティ活動の充実強化を図るために

行われているコミュニティ助成事業。

24年度は３団体がこの助成金を活用し、

必要な物品などを整備しました。

大東め組太鼓

　千厩町千厩の「千厩八幡太鼓保存会」（村上明会長、会員50

人）は、地域イベントなどに参加して活力ある地域づくりをした

いと、大小それぞれの太鼓や半てんなどの衣装を購入しました。
　同保存会の小野寺安さんは、
新しい衣装に袖を通しながら

「後継者の育成に努め、今後、
さまざまなイベントに積極的に

参加していきたい」と元気な地
域づくりの推進に意欲を見せて

いました。

千厩八幡太鼓保存会

　大東町の「下内野自治会」（勝部欣一会長、39世帯）は、下内
野ふれあい会館に太陽光発電システムを整備しました。
　有事にも役立つ発電システムに、勝部会長は「山間の集落の

ため、期待通りに発電できるか

様子を見たい。会館を使って活
発に自治会活動ができれば」と
期待を寄せています。
　発電した電気は会館の照明
などに使われるほか、売電して

会館運営に充てる予定です。

下内野自治会

あなたに夢を。 宝くじ　街に元気を。

日 受付時間 場所

４㊊
10:00~11:00

一関保健センター
13:30~14:30

11㊊ 13:30~14:30 藤沢支所保健福祉課
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