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○上映会
　 世 界9
か国の家
族や育児
現場を取
材し、さまざまな文化・民族・社
会的背景における子育ての今を伝
えるドキュメンタリー映画「いの
ちのはじまり」を上映します。各
回先着60人。 日3月8日㈰1回目＝
午前10時～、2回目＝午後3時30
分～
○講演会「北沢杏子さんと学ぶ命
　のレッスン」
　「性教育」をやらなくていいと
思っている人はいないでしょう。
でも、「家庭でもっとやるべきだ」

「学校でちゃんと
教えて欲しい」の
議論がおこりがち
です。まずは、学
ぶことの楽しさ、
大切さをみんなで
体験しましょう。子どもも一緒に
参加できます 。先着60人。 日3
月8日㈰午後1時～ 講「性を語る
会」代表　北沢杏子氏
 場いずれも男女共同参画センタ
ー 申 問いずれも電話で男女共同
参画センター☎042-495-7002へ
※いずれも保育あり（6か月～未
就学児）。各先着10人。ご希望の
方は上記までお申込みください。

「いのちのはじまり」上映会・講演会

北沢氏

忘れていませんか?
令和元年度　高齢者の肺炎球菌感染症の

定期予防接種費用一部補助は3月31日までです！

◆肺炎球菌性肺炎ってなに？
　肺炎球菌という細菌に感染して
肺に炎症を起こす病気です。肺炎
球菌は主に小児の鼻咽頭に住みつ
き、咳やくしゃみなどの飛まつ感
染で広がります。免疫力が低下し
ている方が発病し、高齢者での重
篤化が問題となっています。
　国の定期予防接種は、我が国で
頻度の高い23種類の肺炎球菌に

対応しています。
　平成31年4月1日から令和6年3
月31日までの定期接種制度は、
65歳以上で今までに23価肺炎球
菌ワクチンを接種したことがない
方を対象としています。65歳以
上の方が定期予防接種として助成
を受けられるのは、この期間のう
ち決められた1年間のみに限られ
ますのでご注意ください。

◆対象の方の予防接種費用の一部
　を市が補助しています
 対次の①～③の条件をすべて満
たす方
①接種日において市に住民登録が
　ある方
②23価肺炎球菌ワクチンを今ま
　で一度も接種したことがない方
③令和元年度中に65歳、70歳、
　75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、
　100歳以上になる方。または60
　歳から65歳未満の方で心臓、
　腎臓、呼吸器の機能に自己の身
　辺の日常生活活動が極度に制限
　される程度の障害やヒト免疫不
　全ウイルスによる免疫の機能に

　日常生活のほとんど不可能な程
　度の障害がある方
 期3月31日まで
【接種回数】1回 費5,000円（生活保
護世帯の方、中国残留邦人等支援
給付対象者は減免制度あり）
【接種場所】市指定医療機関 持市
から送付している予診票（お手元
にない方はお問い合わせくださ
い）・身分証明書（運転免許証や
保険証など）・接種費用・生活保
護世帯、中国残留邦人等支援給付
対象者受給証明書（受給の方の
み）  問健康推進課健康推進係☎
042-497-2075

風しん抗体検査・予防接種クーポンについて
昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性対象

◆先天性風しん症候群とは？
　妊婦の方が風しんに感染する
と、胎児に先天性の心疾患、白

内障、難聴などの疾患が生じる
恐れがあります。これを「先天
性風しん症候群」と呼びます。

◆抗体検査を受けないと…
　抗体がない状態を放置する
と、自覚のないまま妊婦の方へ
の感染源となり、胎児が「先天
性風しん症候群」を発症する恐
れがあります。そのため、まず

は抗体検査を受けましょう。そ
して、抗体が不足している方は
予防接種を受けましょう。妊婦
の方を守るため、生まれてくる
子を守るため、皆さまのご協力
が必要です。

◆その他の助成
　妊娠を希望する女性とその同
居者、妊婦の方の同居者も風し
んの抗体検査を無料で受けられ

ます。詳しくはお問い合わせい
ただくか、市ホームページをご
覧ください。 問健康推進課健
康推進係☎042-497-2075

◆風しんの抗体検査は受けまし
　たか？
　対象の方は、風しんの抗体検
査・予防接種を無料で受けるこ
とができます。全国の医療機関
で受けられるだけでなく、職場
や自治体で実施されている健康
診断と同時に実施することも可
能です。実施する際には、必ず
事前に健診機関・医療機関にお
問い合わせのうえ、市から送付
されたクーポンと身分証明書を
健診機関・医療機関に持参して
ください。 対昭和37年4月2日
から昭和54年4月1日の間に生
まれた男性

【クーポンの送付時期】昭和37
年4月2日から昭和47年4月1日
の間に生まれた男性＝令和2年
3月に発送予定、昭和47年4月2
日から昭和54年4月1日の間に
生まれた男性＝令和元年5月に
発送済（令和２年度に限り有効
期限を過ぎたクーポンも使用
可）
※紛失した方は、健康推進課窓
口または電話で再発行を申込ん
でください。受け
付け後約1週間でク
ーポンを自宅に郵
送します。 詳細はこち

ら
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●（仮称）地域の拠点施設化へどれくらい期待しますか ?

期待
２0.0%不安

4.4%

無回答・
エラー
２1.8%

やや期待
２1.8%

やや不安
3.9%

どちらで
もない
２8.２%

●（仮称）地域の拠点施設化に期待することはなんですか ?（複数回答可）
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放課後の子どもの居
場所の確保

新たな施設機能の設
置

地域コミュニティの活
性化

32.0％
44.3％

27.3％

◆その他の回答
多 世 代 共 生 が 進 む：
22.8%、年齢層の違う
地域住民との交流促進：
22.3％、学校と地域の
連携強化：20.3%など

市

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

地域コミュニティの活
性化

放課後の子どもの居
場所の確保

年齢層の違う地域住
民との交流促進

17.3％
26.9％

15.7％

◆その他の回答
オープンスペースの利用：
12.1%、新たな施設機能
の設置：12.0％、多世代
共生が進む：10.7％など

利

　これらのデータは、令和2年度以降、身近な公共施設（地
域レベル）再編について市民の皆さまと検討していく際の
資料として活用していきます。詳しい結果は、市ホーム
ページ、企画課で閲覧できます。 詳細はこち

ら
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中里地域市民センター
野塩地域市民センター
松山地域市民センター
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中里老人いこいの家
野塩老人いこいの家

駅前図書館
下宿図書館
野塩図書館

元町子ども図書館

●主な公共施設の利用者の属性 利 ■その他地域
■無回答・エラー

■立地地域
■他市町村
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　公共施設によって、地域の市民が中心となって利用する施設、広い
地域から利用される施設、他市町村からの利用者が多い施設など、利
用者の特徴が見られる結果となりました。

　市民アンケートで多かったのは、「放課後の子どもの居場所の確保
（44.3%）」と「新たな施設機能の設置（32.0%）」でした。利用者アンケート
で多かったのは、「地域コミュニティの活性化（26.9%）」で、「新たな施設
機能の設置」を希望する意見は比較的少ない結果となりました。

　市民アンケートでは47.7%、利
用者アンケートでは41.8%と約半
数近くが期待を寄せ、不安、やや
不安を大きく上回る結果となりま
した。

※各棒グラフ及び数値は、それぞれ全体に対しての割合を示しています。

※端数処理処理をしているため、合計が100％になりません。


