広報

場所・申込み・問合せ

〒110－0015 台東区東上野4－22－8
上野健康増進センター☎（3847）9475
教室名

日時

〒111－0031 台東区千束3－28－13
千束健康増進センター☎（5603）0085

定員

教室名

日時

初めてのエアロビクス 毎週火曜日（全4回）
午後1時30分～2時30分 35人 火曜エアロビクス
20人 火曜パワーアップスリム
15人 ゆったりヨガ
20人 さわやかリズム体操
15人 やさしいエアロビクス
15人 生き生きリフレッシュ
体操

高齢者のための足腰元
20人 気体操

15人
10人
15人
10人
20人
10人
20人

20人 対象 区内在住か在勤の18歳以上の方 費用 1回
300円 申込方法 往復はがきに①2月の○○教室
15人 希望 ②住所 ③氏名（ふりがな） ④年齢 ⑤
20人 性別

⑥教室参加歴の有無 ⑦電話番号を書い
て、1月19日㈮（必着）までに各センターへ（1人1
15人 教室につき1枚の応募）※応募多数の場合は抽選

12
22

25

ご意見を募集しています（計画中間のまとめパブリックコメント）

12

11

30
18

28

ス課☎（３８４７）９４９７
浅草保健相談センター

35人 日曜エアロビクス

10人

☎（３８４４）８１７１

20人 熟年体操

15人

幼児食へのステップアッ
プ教室（予約制）

20人 たのしいヨガ

10人

▽日時
年１月 日㈭
午前 時～正午
▽場所 台東保健所３階大会議室
▽対象 区内在住の平成 年７月
～ 月生まれの子供の保護者
（原則第１子、初めて参加する

15人 土曜パワーアップスリム

10人

方優先）
人（先着順）
▽定員
▽内容 離乳食から幼児食へステ

20人 金曜ボディーバランス

定員

10人

●育児相談（対象は1歳5か月までの子供）
日時
場所
1月4日㈭午後1時30分～2時30分 生涯学習センター4階（はばたき21）
1月9日㈫午前10時～11時 谷中区民館
1月10日㈬午前10時～11時 台東子ども家庭支援センター
1月12日㈮午前10時～11時 寿子ども家庭支援センター
1月18日㈭午後1時30分～2時30分 金杉区民館
1月19日㈮午前10時～11時 今戸児童館
●とことこ育児相談（対象は１歳6か月以上の子供）
日時（受付は午前10時〜10時15分）
場所
1月17日㈬午前10時～11時30分 浅草保健相談センター
1月23日㈫午前10時～11時30分 台東保健所

ップアップするころのポイント、
試食（保護者のみ）
▽持ち物 母子健康手帳
月 日㈮
▽申込開始日時
午前９時
▽問合せ 台東保健所保健サービ
ス課☎（３８４７）９４４０

毎週火曜日（全4回）
午後3時～4時
シェイプ ･ THE ･ ボディ 毎週火曜日（全4回）
午後7時30分～8時30分
毎週水曜日（全4回）
水曜リズム体操
午後1時30分～2時30分
水曜アクアビクス
毎週水曜日（全4回）
[水中運動]
午後7時～8時
毎週水曜日（全4回）
ベーシックエアロ
午後7時30分～8時30分
高齢者のための足腰元 毎週木曜日（全4回）
気体操
午後1時～2時30分
木曜アクアビクス
毎週木曜日（全4回）
[水中運動]
午後2時～3時
毎週木曜日（全4回）
フラダンス
午後3時～4時
毎週木曜日（全4回）
エンジョイエアロ
午後7時30分～8時30分
毎週金曜日（全4回）
金曜リズム体操
午後1時30分～2時30分
毎週金曜日（全4回）
リラックスヨガ
午後7時～8時
毎週土曜日（全4回）
土曜リズム体操
午前11時30分～午後0時30分
ステップアップエアロ 毎週土曜日（全4回）
午後2時～3時
毎週日曜日（全4回）
やさしい太極拳
午前11時～正午
日曜アクアビクス
毎週日曜日（全4回）
[水中運動]
午後1時30分～2時30分

火曜リズム体操

毎週火曜日（全4回）
午後2時～3時
毎週火曜日（全4回）
午後7時15分～8時15分
毎週水曜日（全4回）
午後7時15分～8時15分
毎週木曜日（全4回）
午後2時～3時
毎週木曜日（全4回）
午後7時15分～8時15分
毎週金曜日（全4回）
午後2時30分～3時30分
毎週金曜日（全4回）
午後7時15分～8時15分
毎週土曜日（全4回）
午前10時30分～11時30分
毎週土曜日（全4回）
午後1時～2時
毎週土曜日（全4回）
午後2時30分～3時30分
毎週日曜日（全4回）
午後2時～3時
毎週日曜日（全4回）
午前10時30分～正午

第 1195 号

育 児 相 談・ と こ と こ 育 児
相談

2月の上野・千束健康増進センターの運動教室参加者募集

▽内容 身体計測・保健師等によ
る相談
▽持ち物 母子健康手帳
▽問合せ 台東保健所保健サービ

（7） 平成29（2017）年 12月20日

区ホームページの「パブリックコメント」
からも閲覧・応募可

区では、下記のようなさまざまな計画を作成して ★閲覧・意見提出用紙配布場所 各問合せ先のほか、 スで各問合せ先へ
います。皆さんのご意見をお寄せください。
区役所3階⑦番区政情報コーナー、区民事務所・同 ※口頭や電話での意見の受付けはできません。
▷対象 区内在住か在勤・在学の方、区内に事務所ま
分室、地区センター、生涯学習センター1階受付
※個別の回答は行いません。
たは事業所を有する個人または法人その他団体、計 ▷応募方法 意見提出用紙に記入し、配布場所に提 ▷応募締切日 30年1月10日㈬（必着）
画等に利害関係を有する個人または法人その他団体
出する（閉庁日を除く）か、郵送またはファック

第7期台東区
高齢者保健福祉計画・
台東区介護保険事業計画

計画の施策体系（施策の方向性と施策）
1 地域包括ケアシステムの強化
相談支援体制の強化／地域における支援体制の推進

2 生きがいづくりの推進
社会参加の促進／地域交流の支援

「高齢者が、住み慣れた地域でいきいき
と安心して暮らし続けられるまち」
「高齢 3 健康づくりと介護予防の推進
者の尊厳が守られ、自立した日常生活を 健康管理と疾病予防の推進／介護予防のための環境整備／介護予防・日
ともに支え合えるまち」を目指し、平成 常生活支援総合事業の推進
30〜32年度を計画期間とする第7期台東 4 地域における支え合いの仕組みづくりと生活支援の充実
区高齢者保健福祉計画・台東区介護保険 地域による見守りの推進／生活支援サービスの充実／認知症施策の推進
／尊厳ある暮らしの支援
事業計画を策定しています。
▷閲覧・意見提出用紙配布場所 上記（★） 5 介護サービスの充実
のほか、台東区社会福祉協議会、地域 高齢者施設の推進／介護サービスの質的向上／家族介護者への支援の充実
包括支援センター
6 在宅療養の推進
▷問合せ 〒110－8615
在宅療養支援の充実／医療・介護連携の推進
台東区役所高齢福祉課
7 住み慣れた地域で暮らせる環境づくり
☎（5246）1221
高齢者の住まいの確保と住まい環境の向上／福祉のまちづくりの推進／
介護保険課☎（5246）1257
安全で安心して暮らせる環境づくり
FAX （5246）1229

第5期台東区障害福祉計画
障害者福祉施策の総合的かつ計画的な推進を図るた
め、平成30〜32年度を計画期間とする第5期台東区障
害福祉計画を策定しています。
▷閲覧・意見提出用紙配布場所 上記（★）のほか、松
が谷福祉会館、台東区社会福祉協議会
▷問合せ 〒110－8615 台東区役所障害福祉課
☎（5246）1206 FAX （5246）1179
台東保健所保健予防課
☎（3847）9405 FAX （3841）4325

※意見書提出の郵送は台東区役所障害福祉課へ

基本理念

ノーマライゼーションの理念のもと、人と人とが人格と個性を尊
重し合いながら、障害のある人も、ない人も、共にいきいきと暮
らせる社会の実現

基本目標と重点課題

1 地域生活支援の充実
相談支援の充実／在宅サービスの充実／権利擁護の推進

2 障害児に対する支援の充実
障害児支援の提供体制の充実／発達障害児の支援体制の充実

台東区国民健康保険データヘルス
計画・台東区国民健康保険
特定健康診査等実施計画（第3期）
台東区国民健康保険加入者の特定健康診査の受診
結果や診療報酬明細書から得られる医療情報を分析
し、健康状態や健康課題を表し、目標を含めた事業
内容の企画・実施をするための台東区国民健康保険
データヘルス計画と、特定健康診査および特定保健
指導の目標、実施方法、評価方法について定めた台
東区国民健康保険特定健康診査等実施計画（第3期）
を策定しています。
▷閲覧・意見提出用紙配布場所 上記（★）のほか、
台東保健所保健サービス課、浅草保健相談セン
ター
▷問合せ 〒110－8615 台東区役所
国民健康保険課
☎（5246）1251 FAX （5246）1229
主な内容

第1章 計画の策定にあたって

①計画策定の背景
③計画の位置づけ

②計画策定の目的
④計画の期間

第2章 台東区国民健康保険の現状
①過去5年間の台東区の人口と台東区国保加入者数の推移等
②台東区国民健康保険の年齢階層別加入状況等（平成29年度）
③台東区健康保険における保健事業の取組みについて

第3章 データヘルス計画
①台東区国民健康保険の現状分析 ②データヘルス計画にお
ける台東区国民健康保険の課題 ③実施事業 等

第4章 特定健康診査等実施計画（第3期）
①特定健康診査及び特定保健指導の基本的な考え方
②第2期の取組み状況 ③第3期で達成しようとする目標
④特定健康診査・特定保健指導の実施方法

台東区子ども・子育て支援事業計画
中間改訂版
子ども・子育て支援事業計画では、平成27～
31年度の幼稚園・保育園等の「教育・保育事業」
と一時預かり事業等の「子ども・子育て支援事業」
のニーズ量の見込みと供給体制の確保内容および
実施時期を定めています。27・28年度の計画上
の量の見込みと実際の需要を比較したところ、乖
離が生じているため、29年度に推計した新たな
人口推計を用い、本計画の見直しを行いました。
▷閲覧・意見提出用紙配布場所 上記（★）の
ほか、台東保健所保健サービス課、浅草保健
相談センター、子ども家庭支援センター、児
童館、こどもクラブ、保育園、幼稚園、認定
こども園、地域型保育事業所、認証保育所、
ほうらい子育てサポートセンター
▷問合せ 〒110－8615 台東区役所
子育て・若者支援課
☎（5246）1237 FAX （5246）1289
計画事業

保育園・幼稚園等の教育・保育施設
1 及び事業
2 地域子ども・子育て支援事業

①時間外保育事業 ②放課後児童健全育成事業（こども
クラブ） ③子育て短期支援事業（ショートステイ） ④
地域子育て支援拠点事業（子ども家庭支援センター、児
童館） ⑤一時預かり事業（一時保育、いっとき保育等）
⑥病児・病後児保育事業 ⑦子育て援助活動支援事業
（ファミリー・サポート・センター） ⑧利用者支援事業（子
育てアシスト、ゆりかご・たいとう） ⑨妊婦に対する健
康診査 ⑩乳児家庭全戸訪問事業 ⑪養育支援訪問事業
（育児支援ヘルパー） ⑫実費徴収に係る補足給付を行う
事業

3 就労支援の充実
障害者の雇用・就労支援体制の整備

4 暮らしを支える環境の確保
居住環境の整備、日中活動の場の整備／マンパワーの育成・確
保／防災・安全・バリアフリーのまちづくり／こころのバリア
フリーの推進

健康たいとう21推進計画
（第二次後期計画）
「健康たいとう21推進計画」は、区民による自主的
な健康づくりと、それを支える地域における保健と医
療の充実のための計画です。 今回、これまでの成果や
明らかになった課題を踏まえ、30年度から6年間を計
画期間とする「健康たいとう21推進計画(第二次後期
計画)」を策定しています。
▷閲覧・意見提出用紙配布場所 上記（★）のほか、
台東保健所、浅草保健相談センター
▷問合せ 〒110－8615 台東区役所健康課
☎（5246）1178 FAX （5246）1059
基本理念

「健康で生きがいのある生活の実現」／「安心して暮らし続けら
れる地域社会の実現」／「地域で支えあう社会の実現」

基本目標

1 生涯を通じた健康づくりの推進
①健康づくりのための分野別の取り組み
②対象者別の健康課題への取り組み

2 地域保健の着実な展開
3 安全・安心な生活環境の確保
4 地域医療の充実
5 自殺予防の推進（自殺予防推進計画）
6 食育の推進（食育推進計画）

【第5回ペットコミュニティエリア適正利用講習会】エリアの利用には講習会の受講が必要です。快適で安全に利用していただくために、ご協力をお願いします。
▷日時 30年1月21日㈰午前9時30分～正午※詳しくは、区ホームページをご覧になるか右記へ〈台東保健所生活衛生課☎3847−9437〉

