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成果指標
と目標値

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】

特定健康診査の受診率

65歳の健康寿命【10か年計画】【保健
福祉総合推進計画】

成果指標

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】

　介護予防の特定高齢者事業は特定健診等の新たなシステムの中での実施となるため、国の動
向や区民の反応に即したアプローチが必要である。一般高齢者施策については区民の要望が高
まっており、特定高齢者事業とのバランスを考慮しながら、地域の自主的な活動や団体の協力
も得た取り組みを、身近な高齢者会館等の施設で実施できるようにすることが必要である。

　老人保健法に基づき実施してきた基本健診は20年度から各保険者が実施する。区は新たに国
民健康保険保険者として特定健診・保健指導を実施し、がん検診その他、保険者に義務付けら
れない健診を健康増進法に基づく事業として継続して実施する。制度変更について理解を得る
ため区民への周知が課題となる。

現状と課題
　高齢化の急速な進展に伴い疾病構造が変化し、疾病全体に占める生活習慣病の割合が増加す
るとともに、医療費も増大している。保険者として生活習慣病の予防に重点をおいた健診・保
健指導を計画的、効果的、効率的に実施することが課題である。

　区民が健康づくりの重要性を認識して主体的に健康づくりに取り組むことのできる環境を整
備するとともに、区民の健康づくりを地域ぐるみ（関係機関・団体等）で支援する体制づくり
が課題となる。

健康づくりを推進する地域社会

分野目標

　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。

　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と体力の維持・向上に努めているまちを目指
す。

16

　区民が健康づくりの大切さを自覚し、気
軽に健康づくりを始められるような環境を
整備することにより、生活習慣の見直しや
改善につながる。

　健康づくりについて学び、体験できる各種イベン
トを開催して気軽に健康づくりを始められる環境を
整備する。また、このような区民の健康づくりを地
域ぐるみで支援する体制を整備する。

区民一人あたりコスト(円)

17

分野のコスト（決算）（千円）

子ども健康、保健予防、地域保健福
祉、公園・道路、生涯学習など

国民健康保険特定健診・特定保健指導事業 保健医療、地域保険福祉

介護予防事業の見直し及び新たな展開
高齢者福祉支援、介護保険、地域
保健福祉

区民の自主的な健康づくりの支援

成果指標に対する効果取り組み

介護予防事業の見直し及び新たな展開

1918

重点取り組み

20年度に重点的
に行う取り組み

連　携

連携による成果
向上内容と分野

　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。

健康づくりイベントの開催、関係機関との連携強化

　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。

　特定健康診査等実施計画に基づき、医療保険者が
40歳～74歳の被保険者を対象として、メタボリッ
クシンドロームに着目した検査項目での健康診査を
実施し、その結果により、健康の保持に努める必要
がある者に対し、保健指導（動機付け支援・積極的
支援）を実施する。

国民健康保険特定健診・特定保健指導事業の実施
　区民の健康に対する自己管理（セルフケ
ア）が啓発され、生活習慣病の予防に積極
的に取組むことで健診の実施率が上昇し、
ひいては医療費の適正化が図れる。



様式３

健康推進 （２０年度）

4201

16 17 18 19 ２０目標 （達成度）

男15.3年
女17.2年

男15.5年
女17.2年

男15.6年
女17.9年

男15.7年
女18.2年

42.7% 41.7% 51.5% 53.0%

71.8% 71.7% 84.2% 84.1% 85%

16 17 18 19 ２０目標

事業１

実績 890 2,347 4,700

概要

事業２

実績

概要

連携して進める健康づくり

健康づくりの普及推進

  より多くの区民が、健康づくりの重要性を認識して健康づくりを始められるよう、年間を
通して健康づくりイベント（健康づくり月間、健康づくり体験コース、健康測定会など）
を実施する。

健康づくりイベント（健康づくり月間、体験コース、健康測定会）延参加者数

＜主な取組み＞

現状と
課題

施策目標

(1)区民が健康の大切さを自覚し、地域の関係機関や団体等との支援を得て自主的な健康づ
くりを行っている。

(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。

成果指標
と目標値

成果指標

かかりつけ医を持っている区民の割
合

65歳の健康寿命

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）

「新しい中野をつくる10か年計画」「中野区保健福祉総合推進計画」に基づく「健康づく
り連携推進会議（19年度）」における議論を踏まえ、地域における様々な団体・関係機関
との連携を強化して地域ぐるみで健康づくりを推進する。（（仮）健康づくり推進実行委
員会の設置など）

地域の関係機関等が参加する「健康づくり連携推進会議」において検討した「健康づくり
行動プラン（19年度）」に基づき、地域における関係機関や団体、健康づくりグループ等
との連携強化と実効性ある健康づくりの推進が課題となっている。

  障害者等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と
一般歯科医療機関の連携を進め、身近な地域にかかりつけ歯科医づくりをすすめることが
課題となっている。

区民が健康づくりの必要性・重要性を認識し、気軽に健康づくりを始められるよう通年で
各種健康づくりイベントを実施する。区民の自主的な健康づくりに対して、より多くの関
係機関・団体等の支援体制の確立が課題となっている。

健康づくりの連携推進

16 17 18 19 ２０目標

事業３

実績 2,386 2,637 2,613 2,800

概要

事業４

実績 14,043 15,176 14,780 15,500

概要

153,396161,386

18

休日診療・休日歯科診療・休日調剤薬局延利用者数

19

障害者等歯科医療

457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。

17

施策のコスト（決算）（千円）

499

16

523

140,836

利用者数(延診療者数及び延指導・相談者数)



様式３

健康推進 （２０年度）

4202

16 17 18 19 ２０目標 （達成度）

62.0% 60.7% 61.6% 62.0%

55 58 59% 60.0%

72.1 72 73% 74.0%

62% 63% 59% 60.0%

16 17 18 19 ２０目標

事業１

実績 12,241 11,691 12,332 14,063

概要

事業２

実績 8,163 8,240 8356 8,089

概要

　加入する健康保険の種類に関わらず、申込み制により各種がん検診他、歯科、眼科検診
を実施する。20年度からの特定健診の実施が健康意識を高める契機となり、がん検診等の
申し込みも増加することが見込まれる。

特定健診の対象外である生活保護受給者、35歳から39歳の区民を対象に健康診断を実施
し、必要な保健指導を実施する。

肺がん検診

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線撮影を集団検診
で実施する。50歳以上喫煙指数６００以上のハイリスク者には喀痰検査を追加して実施す
る。

区民が定期的にがん検診等をうけ、健康の自己管理に努めている。

成果指標
と目標値

成果指標

大腸がん検診受診率（対登録者）

胃がん検診受診率（対登録者）

肺がん検診受診率（対登録者）

受診者数（人）

健康の自己管理を行う区民

胃がん検診

胃がん早期発見、早期治療を図るため、35歳以上の区民を対象に、集団検診による胃部X線
検査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する。

受診者数（人）

＜主な取組み＞

現状と
課題

施策目標

子宮がん検診受診率（対登録者）

16 17 18 19 ２０目標

事業３

実績 43,443 43,575 43807 48,188

概要

事業４

実績 1990 1650 1638 3,592

概要

16

受診者数（人）

（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

大腸がんの早期発見、早期治療を図るため、35歳以上の区民を対象に実施する。

眼科検診

眼科疾患の早期発見、早期治療につなげるため、症状のでやすい年代に区内医療機関で眼
科検診を実施する。

17

施策のコスト（決算）（千円）

区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

18

受診者数（人）

19

大腸がん検診



様式３

健康推進 （２０年度）

4203

16 17 18 19 ２０目標 （達成度）

45

10

52

16 17 18 19 ２０目標

事業１

実績 25,538

概要

事業２

実績 424

概要

実施者（人）

特定・後期高齢者健診

特定健康診査の実施

平成20年4月から、40～74歳の国保被保険者を対象として、特定健康診査等実施計画に定
めたメタボリックシンドロームに着目した検査項目での健康診査を実施する。

実施者（人）

＜主な取組み＞

現状と
課題

施策目標

国保被保険者(40歳から74歳)が健診を受診し、必要な保健指導を受けることにより生活習
慣病等の予防に努めている。

後期高齢者が健診を受診し、健康の自己管理と疾病の予防に努めている。

成果指標
と目標値

成果指標

後期高齢者医療健診受診率(％)

特定健康診査の受診率(％)

特定保健指導の受診率(％)

特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者に対し、特定健康診査等実施
計画により保健指導(動機付け支援・積極的支援)を実施する。

高齢化の急速な進展に伴い疾病構造が変化し、疾病全体に占める生活習慣病の割合が増加
するとともに、医療費も増大している。保険者として生活習慣病の予防に重点をおいた健
診・保健指導を計画的、効果的、効率的に実施していく。

平成20年４月から特定健診や後期高齢者医療制度により、健診事業が行なわれることが区
民に十分理解されていない。

特定保健指導の実施

16 17 18 19 ２０目標

事業３

実績 16,000

概要

事業４

実績

概要

18 19

後期高齢者医療健診の実施

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－３　安心して必要な医療が受けられる医療保険制度運営

 (２)　特定健康診査等実施計画
      第1章　達成しようとする目標
　　第2章　特定健康診査等の実施方法に関する事項
（３）東京都後期高齢者広域連合事業計画

７５歳以上の区民に、申込み制により健診を実施する。
その結果を踏まえて、疾病の予防や運動・食生活の改善等健康知識の啓発に努める。

17

施策のコスト（決算）（千円）

16

実施者（人）



様式３

健康推進 （２０年度）

4204

16 17 18 19 ２０目標 （達成度）

5.4% 5.2% 5.1% 4.8%

51% 52.0%

34% 36.10% 38%

16 17 18 19 ２０目標

事業１

実績 101

概要

事業２

実績 427

概要

特定高齢者事業は、医療制度改革に伴ったシステム変更の影響を考慮しながら、効果的事
業実施を模索するとともに、特定高齢者として事業に参加する者の数が増えるような新た
な仕組みを検討する必要がある。

医療制度改革に伴う新たなシステムにより、特定高齢者把握がスムーズにいくように調整
するとともに、より効果的なシステムを構築する

特定高齢者が、プログラム終了後も継続的に介護予防活動が続けられるように、また一般
高齢者も積極的に介護予防活動の機会が得られるような幅広い介護予防事業を準備し、高
齢者の健康づくりから介護予防までの施策が途切れないようにする。

介護予防普及啓発事業

介護予防にかかるPR・チラシ等の作成や配布による普及啓発をはじめ、高齢者会館等で介
護予防総合講座や介護予防講演会を実施している。

高齢者自身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。

成果指標
と目標値

成果指標

４０歳以上で介護予防を意識してい
る人の割合

前期高齢者の要介護・要支援認定率

要介護状態防止率（地域支援事業参
加率）

介護予防講演会等参加者数

介護予防で自立を保持する高齢者

介護予防特定高齢者事業

転倒予防や筋力維持のための教室や食生活改善教室をはじめ、閉じこもりがちな対象者に
対する訪問事業などを実施している。

特定高齢者数

＜主な取組み＞

現状と
課題

施策目標

16 17 18 19 ２０目標

事業３

実績 14376

概要

事業４

実績

概要

16

61,606

健康・生きがいづくり事業参加者数

（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

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している。

17

施策のコスト（決算）（千円）

200区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

18 19

地域介護予防活動支援事業（健康・生きがいづくり事業）


