
42 健康推進 分野（22年度） 様式２

18 19 20 21 22目標 31目標

32.9% 28.0% 24.5% 25.7% 28.0% 40.0%

40 6% 48 0% 70 0%

健康づくりを推進する地域社会

分野目標

１　区民が自らの健康づくりのため、運動の継続や食生活の改善に努めている。また、
定期的な健診や身近な医療などを活用して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。

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

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】

特定健康診査の受診率【中野区特定健
- - 40.6% - 48.0% 70.0%

4.8% 4.5% 4.4% - 4.2% 3.5%

男15.6年
女17.9年

男15.6年
女17.2年

男15.7年
女17.4年

-
男15.9年
女17.6年

男17.0年
女20.0年

成果指標
と目標値

特定健康診査の受診率【中野区特定健
康診査等実施計画】

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】

65歳の健康寿命【10か年計画】【保健
福祉総合推進計画】

現状と課題

１　区民が健康づくりの重要性を認識し、自らの健康づくりに取り組む環境を整備するため、区
民の健康づくりを地域全体（関係機関・団体等）で支援する体制づくりが課題である。

２　中野区国民健康保険の保険者として特定健診・保健指導を実施するとともに、がん検診その
他保険者に義務付けられていない健診事業を健康増進法に基づいて継続して実施する。また、受
診率を向上するため、受診勧奨の方法をより一層工夫し区民への周知が図れるようにする。

３　高齢化の急速な進展に伴い、疾病構造が変化して疾病全体に占める生活習慣病の割合が増加
し、医療費も増大している。医療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求められている。

４　高齢者ができるだけ要介護状態にならず、健康でいきいきと暮らせるようにするため介護予
防事業を充実する必要があり、事業参加者を増やすために、身近な会場の確保など参加しやすい
実施形態や、高齢者のニーズに合った魅力ある事業内容を開発する必要がある。

重点取り組み

22年度に重点的
に行う取り組み

取り組み

がん検診事業の充実
　区民ががん検診の必要性を十分理解し、
検診を受診することにより、健康に対する
自己管理（セルフケア）が啓発されるとと
もに、自分の健康は自らが守るという意識
が醸成されることにより、検診の受診率が
上昇し、早期発見・早期治療ができる。

　各種がん検診において、受診率の向上を図るた
め、一定の年齢に達した女性に対する子宮頸がん及
び乳がん検診の自己負担金の無料化や乳がん月間や
女性の健康週間に講習会等を開催するとともにその
他のがん検診においても受診勧奨の手法を工夫し実
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
的に取り組むことになる。また、健診の受
診率が上昇し、早期発見・早期治療が進
み、ひいては医療費の適正化が図れる。

　特定健康診査等実施計画に基づき、医療保険者が
40歳から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
ある者に対して保健指導（動機付け支援・積極的支
援）を実施する。

成果指標に対する効果

各種イベント、支援体制整備、糖尿病対策等
　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。

　区民が健康づくりについて学び、体験できる各種
イベントを開催するとともに、区民の自主的な健康
づくり活動を地域全体で支援する体制を整備する。
また、糖尿病ハイリスク者に対して生活習慣改善指
導を行うことについて検討する。

運動器疾患予防事業の地域展開 　要介護状態となる主な原因の１つといわ
れる運動器疾患を予防する機能訓練を、実
施会場を拡大して身近な通いやすい場所で
行うことで、参加者増と介護予防効果が期
待できる

　新規事業として、要介護認定されていない65歳以
上の高齢者を対象に、腰痛・膝痛予防体操を区内12
か所の接骨院を会場として実施する。

連携の内容

18

1,578,931

5,114

1,540,871

連携による成果

1,201,961 -

待できる。
所 接骨院 会場 実施す 。

分野のコスト（決算）（千円）

19 20 21

区民一人あたりコスト(円) 4,974 3,854 -

連　携

連携による成果
向上内容と分野

連携により期待される効果 連携による実績
　仲町すこやか福祉セ
ンターと地域スポーツ
クラブを会場とする糖
尿病ハイリスク者の生
活習慣改善指導の実施
について検討（地域保
健福祉分野、生涯学習
分野）

　糖尿病のリスク回避に向けて、食
生活の改善指導や運動実技指導など
の対策を総合的に進めることが可能
となる。



様式３

健康推進 （２２年度）

4201

18 19 20 21 ２２目標 （達成度）

41.7% 51.5% 49.2% 55.1% 55.0%

- - 57.8% 59.3% 62.0%

- - - 57.4% 60.0%

- - 46.2% - 90.0%

２　区民が健康で安心して暮らせるよう、休日診療を含めた各種地域医療サービスを適切に
提供できる体制の整備が進んでいる。

食生活に気をつけている人の割合
（生活習慣病予防のため実行してい
ること）
かかりつけ医を決めている人の中
で、普段から気軽に本人や家族の健
康状態についてアドバイスを受けて
いる人の割合

３　大気汚染により健康被害を受けた区民が、大気汚染医療費助成により安心して.医療を受
けられる。

連携して進める健康づくり

成果指標
と目標値

成果指標

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30分以上の
ウォーキング、運動）

施策目標

１　区民が自らの健康の大切さを自覚し、地域の関係機関や団体等の支援を得て自主的な健
康づくりを行っている。

大気汚染医療費助成における18歳以
上の認定者数が推定患者数（2,000
人）に占める割合（年度末現在）

18 19 20 21 ２２目標

事業１

実績 2,347 2,328 5,193 - 5,400

概要

事業２

実績 2,613 2,376 2,617 - 2,600

概要

現状と
課題

１　区民が健康づくりの重要性を認識し、気軽に健康づくりに取り組めるようにするため、
各種健康づくり事業を実施する。また、健康づくりカードなど健康自己管理の仕組みづくり
や、健康づくり活動を地域全体で支援する体制づくりが課題となっている。

２　区民が安心して適切な医療が受けられるようにするため、地域医療機関の連携の推進や
休日診療体制の確保など、地域医療体制の整備が必要である。

３　東京都大気汚染医療費助成について、平成20年8月に対象4疾病のうち気管支ぜん息の年
齢制限撤廃により制度拡大が図られたが、認定には本人の申請が必要なため、より一層の制
度周知が必要である。

人）に占める割合（年度末現在）

＜主な取組み＞

健康づくりの普及推進

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

  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
通して健康づくり事業（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。

障害者等歯科医療

利用者数（延診療者数及び延指導・相談者数）

　一般の歯科医療機関での診療が困難な障害者等の歯科診療、歯科保健指導・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。

18 19 20 21 ２２目標

事業３

実績 15,987 14,910 16,207 - 16,000

概要

事業４

実績 - - 924 - 1,800

概要

休日診療・休日歯科診療・休日調剤薬局延利用者数

　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。

大気汚染医療費助成

大気汚染医療費助成の認定者数（18歳以上）

　大気汚染の影響を受けると推定される気管支ぜん息など対象4疾病の罹患者に医療費を助
成している。

施策のコスト（決算）（千円）

18 19

178,581 -

区の計画との関係

休日医療

463区民一人あたりコスト（円） 457

20 21

140,836 143,459

-573

区の計画との関係

(1)10か年計画(第2次)
　　　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
　　　おもな取り組み　健康的な生活習慣の確立支援、糖尿病対策による健康づくり、
　　　　　　　　　　　身体活動を通じた健康づくり、身近な医療の充実、
　　　　　　　　　　　地域で連携してすすめる健康づくりの支援
(2)保健福祉総合推進計画
　　　第2章第1節課題1　生活習慣病予防と健康増進
　　　第2章第3節課題4施策1　地域医療体制の整備



様式３

がん等健診 （２２年度）

4202

18 19 20 21 22目標 （達成度）

58.7% 59.2% 56.3% - 56.3%

68.6% 66.3% 67.8% - 67.8%

72.9% 73.7% 66.0% - 70.9%

61.6% 60.9% 56.4% - 56.8%

　乳がん検診受診率(対登録者)

　大腸がん検診受診率(対登録者)

健康の自己管理を行う区民

成果指標
と目標値

成果指標

　子宮がん検診受診率(対登録者)

施策目標

１　区民が定期的にがん検診等を受け、健康の自己管理に努めている。

　胃がん検診受診率(対登録者)

18 19 20 21 22目標

事業１

実績 8,357 8,945 7,363 - 8,484

概要

事業２

実績 6,035 6,309 6,139 - 6,681

概要

現状と
課題

１　加入する健康保険の種類に関わらず、申込制により各種がん検診のほか、歯科及び眼科
検診を実施する。

２　受診率の向上を図るため、各種がん検診などにおいて受診勧奨の方法を工夫するなど、
より一層の区民周知が課題である。

＜主な取組み＞

子宮がん検診

受診者数（人）

　子宮がんの早期発見、早期治療を図るため、20歳以上の奇数年齢（ただし、新規申込者は
20歳以上の偶数年齢でも受診可能）の区民を対象に実施する。また、一定年齢に達した女性
（20･25･30･35･40歳）に対し、子宮頸がん検診の自己負担金を無料化し実施する。

乳がん検診

受診者数（人）

　乳がんの早期発見、早期治療を図るため、40歳以上の奇数年齢（ただし、新規申込者は40
歳以上の偶数年齢でも受診可能）の区民を対象に実施する。また、一定年齢に達した女性
（40･45･50･55･60歳）に対し、乳がん検診の自己負担金を無料化し実施する。

18 19 20 21 22目標

事業３

実績 43,807 43,986 35,322 - 34,892

概要

事業４

実績 12,332 12,284 11,093 - 11,182

概要

受診者数（人）

　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。

胃がん検診

受診者数（人）

　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、集団検診による胃部
Ｘ線検査を偶数年齢時に、医療機関での血清ペプシノゲン検査を奇数年齢時に実施する。

施策のコスト（決算）（千円）

18 19

425,384 -

区の計画との関係

大腸がん検診

3,523区民一人あたりコスト（円） 3,545

20 21

1,094,687 1,091,407

-1,364

区の計画との関係

(1)10か年計画(第2次)
　　　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
　　　おもな取り組み　がん予防及び早期発見の推進、女性の健康づくり支援
(2)保健福祉総合推進計画
　　　第2章第1節課題1施策1　健康的な生活習慣づくりの推進



様式３

特定・高齢者健診 （２２年度）

4203

18 19 20 21 22目標 （達成度）

- - 40.6% - 48.0%

- - 8.1% - 30.0%

- - 47.1% - 52.2%

２　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。

特定保健指導の受診率(％)

長寿（後期高齢者）健診受診率(％)

特定・後期高齢者健診

成果指標
と目標値

成果指標

特定健康診査の受診率(％)

施策目標

１　中野区国民健康保険被保険者（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などの予防に努めている。

18 19 20 21 22目標

事業１

実績 - - 22,112 - 29,271

概要

事業２

実績 - - 108 - 1,458

概要

現状と
課題

１　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。医療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。

２　生活習慣の改善や継続した健康管理の必要性などが十分区民に理解されず、特定健診や
長寿健診の受診率向上が図られていない。受診勧奨の方法を工夫し、より一層の区民への周
知が課題である。

３　国保特定健診の結果をもとに、生活習慣の改善を促す保健指導を計画的に実施する。ま
た、保健指導により生活習慣がどのように改善されているかなど事業評価が課題となる。

＜主な取組み＞

特定健康診査

受診者数（人）

　40歳から74歳の中野区国民健康保険被保険者を対象として、中野区特定健康診査等実施計
画に定める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。

特定保健指導

受診者数（人）

　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、中野区特定健康診査
等実施計画に定める保健指導（動機付け支援・積極的支援）を実施する。

18 19 20 21 22目標

事業３

実績 - - 13,518 - 16,051

概要

事業４

実績

概要

受診者数（人）

　75歳以上の区民を対象に長寿（後期高齢者）健診を実施する。健診結果を踏まえ、疾病の
予防や運動・食生活の改善等、健康意識の啓発に努める。

施策のコスト（決算）（千円）

18 19

515,832 -

区の計画との関係

長寿（後期高齢者）健診

-区民一人あたりコスト（円） -

20 21

- -

-1,654

区の計画との関係

(1)10か年計画(第2次)
　　　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
　　　おもな取り組み　健康的な生活習慣の確率支援
(2)保健福祉総合推進計画
　　　第2章第1節課題1施策1　健康的な生活習慣づくりの推進
(3)中野区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



様式３

介護予防 （２２年度）

4204

18 19 20 21 22目標 （達成度）

4.8% 4.5% 4.4% - 4.2%

27.1% 37.2% 42.3% - 48.3%

34.0% 36.1% - 31.1% 36.0%

地域支援事業参加率

４０歳以上で介護予防を意識してい
る人の割合

介護予防で自立を保持する高齢者

成果指標
と目標値

成果指標

前期高齢者の要介護・要支援認定率

施策目標

１　高齢者が要介護状態になる要因を予防し、地域で健康に暮らし続けている。

18 19 20 21 ２２目標

事業１

実績 101 108 71 - 200

概要

事業２

実績 427 1,207 1,389 - 1,500

概要

現状と
課題

１　特定高齢者の把握を創意工夫して実施し、事業参加へつなげる必要がある。

２　自宅から身近な場所に介護予防事業の会場が少ないため、参加者を増加させる方策の１
つとして、通いやすい事業の実施形態を開発する必要がある。

＜主な取組み＞

介護予防特定高齢者事業

特定高齢者数

　運動器の機能向上事業、口腔機能向上事業、栄養改善指導、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。

介護予防普及啓発事業

体力づくり教室等参加者数

　体力づくり教室、食生活改善教室、介護予防総合講座、介護予防講演会などのほか、22
年度から新規で腰痛・膝痛予防体操を実施している。

18 19 20 21 ２２目標

事業３

実績 14,376 19,779 23,332 - 25,000

概要

事業４

実績

概要

健康・生きがいづくり事業参加者数

　高齢者会館、高齢者福祉センターで、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。

施策のコスト（決算）（千円）

18 19

82,164 -

区の計画との関係

地域介護予防活動支援事業（健康・生きがいづくり事業）

187区民一人あたりコスト（円） 200

20 21

61,602 57,888

-263

区の計画との関係

(1)10か年計画(第2次)
　　　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
　　　おもな取り組み　介護予防のための生活機能評価の推進、介護予防事業の推進、
　　　　　　　　　　　高齢者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節課題2施策1　健康寿命を延ばす介護予防の推進
　　　主な取り組み　①正しい理解の普及　②介護予防のための生活機能評価の推進
　　　　　　　　　　③介護予防特定高齢者施策の充実　④介護予防の自主活動に対する育成・支援


