
42 　　　　健康・高齢分野 様式２

16 17 18 19 21目標 26目標

68.3% - - 76.5% 80%

25.1% - - 33% 35%

71.7% - - 74% 80%

5.4% 5.2% - - 4.9% 4.7%

男15.5年
女17.2年 - -

男:15.8年
女:18.4年

男:16.4年
女:19.4年

成果指標と目
標値

現状と課題

平成２０年度の医療制度改革の実施にあわせて、健診制度の見直し、整備を図る必要があ
る。また適切ながん検診実施に向けて国の示すがん指針を踏まえた制度の見直しおこなう
必要がある。

特定高齢者事業は特定高齢者として事業に参加する者の数が少なく、事業実施が困難であ
り、国の動向を見ながら今後の新たなアプローチが必要である。一般高齢者施策について
は、単に講演会などの普及啓発にとどまらず、地域力を掘り起こすような計画が必要であ
る。
介護保険制度の改正に合わせて18年度より在宅福祉サービスを介護保険サービスを補完
するサービスとして位置づけ見直しを図った。介護度に応じたサービスの提供という事業
のしくみについて利用者の理解を求めるとともに事業目的の再確認や地域支援事業の再編
等も検討していく必要がある。

健康づくりと高齢者の介護予防を進める地域社会

分野目標

区民の健康づくりのため、区民自らが運動の継続や食生活の改善に努め、また身近な医療
や健診などを活用しながら心身の健康や体力の維持・向上に努めているまちを目指す。

高齢者が要介護状態にならないために、体力づくりや食生活の改善など自分にあった努力
を行なうことで、心身機能の低下の予防が進んでいるまちを目指す。

介護を必要とする高齢者が、地域で自立して生活できるように、多様なサービスの中から
自分にあったものを選択して利用しているまちを目指す。

65歳の健康寿命【10か年計画】
【保健福祉総合推進計画】

65歳から74歳までの前期高齢者の要介
護・要支援認定率【10か年計画】【保健
福祉総合推進計画】

かかりつけ医を持っている区民の割
合【10か年計画】

健康診断の結果、生活習慣を見直し
た人の割合【10か年計画】【保健
福祉総合推進計画】

最近1年間に健康診断を受診した人
の割合【10か年計画】

成果指標

地域の関係機関等が参加する「健康づくり連携推進会議」における議論を踏まえ、健康づ
くり行動プラン、総合的健康づくりプログラムを策定する。地域における関係機関等との
連携を基に、実際に有効活用できる計画の策定が課題となっている。



16年度

区民一人あたりコスト(円)

１９年度に重
点的に行う取
り組み

特に連携する
必要のある事
項と分野

医療制度改革の実施にあわせた健診制度の見直し

地域の関係機関が参加する「健康づくり連携
推進会議」において、健康づくり行動プラ
ン、総合的健康づくりプログラムを策定す
る。

介護予防事業の見直し及び新たな展開 一般高齢者施策を地域特性に合わせて展開
することにより、地域コミュニティの中で
の健康づくりの輪が広がり、地域ケアネッ
トワークにつながる。また特定高齢者把握
システム等の改善により、特定高齢者数は
増え介護予防につながる。

一般高齢者施策をより発展させ、高齢者会館
等を活用し、高齢者健康づくりや身近な地域
ケアネットワークづくりを推進する。特定高
齢者把握についてのシステムをはじめ帳票等
を改善し、特定高齢者候補者を増やす。

17年度

保険医療分野・地域保健福祉分野

健康づくり行動プラン、総合的健康づくりプログラムの作
成

地域活動、環境と暮らし、子ども健
康、保健予防、地域ケア、地域保健
福祉分野、保険医療、介護保険、公
園・道路、学校教育、生涯学習の分
野

介護予防事業の見直し及び新たな展開
地域ケア分野・介護保険分野・地域保健福祉分
野

目標に対する効果

19年度18年度

分野のコスト（千円）

-

-

-

-

健康づくり行動プラン、総合的健康づくりプログラムの策定

平成２０年度から各保険者に健診が義務付け
られることを踏まえて、これまでの健診制度
について必要な見直しを検討する。

医療制度改革の実施にあわせた健診制度の見直し

取り組み

適切な健診の仕組みが整い、区民自身の自
己の健康管理を支援することにつながる。

世代や生活習慣に応じた健康づくりプログ
ラムを策定することによって、区民ひとり
一人の効果的な健康づくり活動を支援する
ことにつながる。



様式３

健康・高齢福祉

4201

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

短期 - - % 64% 70%

短期 - - % 70% 75%

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 3,996

事業概要

事業名

実績 243 268 482

事業概要

いきいき入浴・はつらつ事業

いきいき入浴の定期開放にあわせて、脱衣場等で介護予防を目的とした軽体操などを実施
する。

はつらつ事業延べ参加者数

＜主な取組み＞

成果指標
と目標値

現状と
課題

見守り･緊急通報システム

介護予防の視点からいきいき入浴・はつらつ事業を展開しているが、はつらつ事業への参
加者が少ない現状が続いている。高齢者の介護予防についての認識を高め、参加者を増や
す工夫が必要である。
介護保険制度の改正に合わせて18年度より在宅福祉サービスを介護保険サービスを補完す
るサービスとして位置づけ見直しを図った。介護度に応じたサービスの提供という事業の
しくみについて利用者の理解を十分に求めていく必要がある。
また食事サービスを始めとして各サービスの目的や役割等を再確認するとともに、地域支
援事業の再編等も検討していく必要がある。

設置者数

｢元気でねっと｣事業を補完するために、機器による見守りを行う。また、発作性の慢性疾患
のある高齢者には、ペンダントによる即時通報システムを設置する。

健康な区民、いきいきと暮らす高齢者(健康・高齢福祉）

(2)高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けるため、状況にあった在宅福祉サービスを利用し
ている。

施策目標

(1)区民や高齢者が元気で自立した生活を続けるため、心身の健康や機能の維持、体力の向
上に努めている。

見守り･緊急通報システム
設置に伴う安心への満足度

はつらつ事業参加率



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 997 925 700

事業概要

事業名

実績 12,175 13,295 15,180

事業概要

区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

(１)１０か年計画
　領域Ⅲ－１　健康寿命を延ばす介護予防の推進
　　主な取組み　高齢者健康づくり事業の推進
　領域Ⅲ－３　権利擁護と地域ケアの連携体制の確立
　　主な取組み　高齢者が安定した地域生活を送るための支援
(２)保健福祉総合推進計画
　　高齢期の健康特性に応じた健康づくりの推進
　　地域生活の継続・移行支援
(３)第３期介護保険事業計画

自力調理が困難なひとり暮らし高齢者等に週1～3回食事を提供するとともに、安否確認を
行う。

おむつサービス

65歳以上で要介護1以上の認定をうけた、常時失禁の高齢者等に紙おむつを支給し、入院中
の高齢者等には月6000円を限度におむつ代を助成する。

ー

17年度

施策のコスト（千円）

19年度

－

ー

1,607

16年度

1,781

494,820550,071

18年度

ー

利用登録者数

訪問食事サービス

現物給付件数



様式３

健康推進

4202

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

長期 -
男15.5年
女17.2年

男15.7年
女18.0年

男:15.8年
女:18.4年

長期 - 42.7% 46.2% 50.0%

長期 - 71.7% 73.1% 74.0%

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 - 890 1,500

事業概要

事業名

実績

事業概要

＜主な取組み＞

施策目標

「新しい中野をつくる10か年計画」及び「中野区保健福祉総合推進計画」に基づいて、平
成18年度に設置した「健康づくり連携推進会議」における議論を踏まえ、「健康づくり行
動プラン」及び「健康づくりプログラム」を策定する。

(1)区民が健康の大切さを自覚し、運動の継続や食生活の改善に努めている。また、地域の
団体等との連携による自主的な健康づくりを行っている。

健康づくりの普及推進

より多くの区民に健康づくりの重要性を認識してもらうため、講演会、健康づくり学習を
はじめ、健康づくりを体験できる事業を実施する健康づくり月間を毎年1月に設定してい
る。

健康づくり月間延参加者数

成果指標
と目標値

65歳の健康寿命

かかりつけ医を持って
いる区民の割合

持続的な運動を実施してい
る区民の割合（週1～2回
以上の20分以上のウォー
キング、運動）

連携して進める健康づくり

(2)区民が健康で安心して暮らせるよう、休日を含めた各種医療サービスを適切に提供でき
る地域医療体制の整備が着実に進んでいる。

健康づくりの連携推進

現状と
課題

地域の関係機関等が参加する「健康づくり連携推進会議」において、健康づくり行動プラ
ン、総合的健康づくりプログラムを策定中である。地域における関係機関等との連携を基
に、実際に有効活用できる計画の策定が課題となっている。

平成17年度より区民に健康づくりの重要性を認識してもらう「健康づくり月間」を開催し
ている。地域におけるより多くの関係団体の参加等が課題となっている。

障害児（者）歯科医療事業の年齢拡大によって利用者数も増えている。スマイル歯科診療
所を中心とした要介護高齢者等に対する歯科診療を含めた仕組みづくりが課題となってい
る。



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 2,386 2,637 2,800

事業概要

事業名

実績 14,043 15,176 15,500

事業概要

休日診療・休日歯科診療・休日調剤薬局延利用者数

区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

(1)10か年計画
　　領域Ⅲ－１　健康づくりを支える環境整備
　　　主な取組み　身近な地域医療の充実
　　　　　　　　　　　 地域で連携して進める健康づくり支援
(2)保健福祉総合推進計画
　　生活習慣病予防と健康増進
　　地域医療体制の整備
　　健康づくりを支える環境の整備

一般の歯科医療機関での診療が困難な障害児(者)の歯科診療、歯科保健指導、歯科保健相談
及び摂食指導を区施設(スマイル歯科診療所)において行っている。

休日医療

休日等における診療等に関する区民の不安、不便を解消するため、日曜、国民の祝日及び
年末年始等の休診日に、病院・診療所、歯科診療所及び調剤薬局が、当番制により診療及
び調剤を行っている。

障害児（者）歯科医療

ー

17年度

施策のコスト（千円）

19年度18年度

－

ー

499

16年度

523

153,396161,386 ー

利用者数(延診療者数及び延指導・相談者数)



様式３

区民健診

4203 生活習慣を改善し、健康の自己管理を行う区民

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

長期 71.6% 70.9% 72.5% 74.1%

長期 65.6% 68.0% 68.2% 68.9%

長期 25.1% 33.0% 35.0%

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 47,449 47,276 49,276

事業概要

事業名

実績 12,241 11,691 #####

事業概要

現状と
課題

医療制度改革により平成２０年度から保険者に健康診断及び保健指導が義務付けられる。
そのため、２０年度に向けてこれまでの健診制度の見直し、整備を検討する必要がある。

適切ながん検診実施に向けて国の示すがん指針を踏まえた制度の見直しおこなう必要があ
る。

生活習慣病予防については、平成２０年度から保険者に健診結果に基づく保健指導が義務
付けられ引き継がれる。そのため20年度からの生活習慣改善指導事業の実施は未定。

（２）がん検診の受診者が増加し、自己の健康管理を行なう区民が増加している。

胃がん検診

受診者数(人)

成果指標
と目標値

がん検診受診率(対登録
者割合)

成人健診受診率（対象
人口割合）

健康診断の結果、生活習慣
の見直しをした人の割合

＜主な取組み＞

施策目標

胃がんの早期発見・早期治療を図るため、３５歳以上の区民を対象に、胃部のＸ線撮影に
よる集団検診と医療機関での血清ペプシノゲン検査を年齢に応じて実施。

（１）成人健診の受診者が増加し、自己の健康管理を行なう区民が増加している

（３）健康診断の結果を受けて、生活習慣を見直した区民が増加している。

成人健診

高血圧、心臓病、糖尿病などの生活習慣病の早期発見・早期治療を図るため、３５歳以上
の区民を対象として基本健康診査を中野区医師会等に委託して実施。併せて、６５歳以上
の受診者に対しては、介護予防のための生活機能評価を実施。

受診者数(人）



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 8,163 8,240 8,405

事業概要

事業名

実績 120 90 120

事業概要

受診者数(人)

施策のコスト（千円）

3,744

17年度

1,068,4771,156,486 ー

受診者数(人)

19年度18年度16年度

肺がん検診

区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

（１）１０カ年計画　　健康自己管理習慣の普及支援　　主な取り組み　健康な生活習慣の確立支援
（２）保健福祉総合推進計画　　生活習慣病予防と健康増進

肺がんの早期発見・早期治療を図るため、４０歳以上の区民を対象に胸部Ｘ線撮影及び喀
痰検査(最近血痰が出たことがある方など検査対象)を実施

生活習慣改善指導事業

成人健診を受診した結果、糖尿病について要観察または要指導の判定を受けた方を対象
に、病気の発症・進行を予防することを目的として生活習慣改善や栄養指導などの３回の
個別指導を中野区医師会に委託して実施する。

ー－

ー

3,469



様式３

介護予防

4204

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

長期 5.4 5.2 5.1 4.9

短期 51.0 55.0

長期 35.0 38.0

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 80

事業概要

事業名

実績 600

事業概要

現状と
課題

特定高齢者事業は特定高齢者として事業に参加する者の数が少なく、事業実施が困難であ
り、国の動向を見ながら今後の新たなアプローチが必要である。

一般高齢者施策については、単に講演会などの普及啓発にとどまらず、地域力を掘り起こ
すような計画が必要である。

介護予防で自立を保持する高齢者

介護予防普及啓発事業

介護予防講演会等参加者数

成果指標
と目標値

要介護状態防止率（地
域支援事業参加率）

前期高齢者の要介護・
要支援認定率

40歳以上で介護予防を
意識している人

施策目標

「銀のしおり（介護保険・高齢者保健福祉の手引き）」の作成及び配布
「介護予防事業参加記録票」、介護予防にかかるＰＲチラシ等の作成及び配布
介護予防講演会、認知症支援講座等の開催

(1)高齢者が要介護状態になる要因を予防し、生活機能の維持・向上を目指すさまざまな支
援事業を利用しながら、住み慣れた地域でいきいきと暮らし続けている。

介護予防特定高齢者事業

運動器の機能向上事業：転倒予防や筋力維持のための事業。栄養改善事業：低栄養状態の
者を対象にその改善を目的とした事業。＊事業対象者は特定高齢者把握事業により把握さ
れた虚弱高齢者。

特定高齢者数

＜主な取組み＞



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 30,000

事業概要

事業名

実績

事業概要

ー

健康・生きがいづくり事業参加者数

－

ー

16年度

ー

17年度

施策のコスト（千円）

19年度18年度

地域介護予防活動支援事業（健康・生きがいづくり事業）

区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

（１）１０ヵ年計画　領域Ⅲ－１人々が自分の健康や暮らしを守るために努力しているまち
主な取り組み　高齢者の健診の実施　介護予防事業の推進　高齢者の健康づくり事業の推進
（２）保健福祉総合推進計画　第２章第１節２元気高齢期の健康づくり施策１高齢期の健康特性に応
じた健康づくりの推進　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な取り組
み　①正しい理解の普及　②介護予防健診　　施策２健康寿命を延ばす介護予防の推進　主な取り組
み　①介護予防特定高齢者施策の充実　②　介護予防の自主活動に対する育成・支援
（３）第３期介護保険事業計画　８地域支援事業の見込み　（１）介護予防事業（介護予防特定高齢
者）（２）介護予防事業（介護予防一般高齢者）

高齢者会館、高齢者福祉センターなどで各種体操などの健康づくりや介護予防、社会参加
を促す講座による地域交流や仲間づくりを実施。
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