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22 23 24 25 25目標 31目標

28.2% 28.1% － － 30.0% 40.0%

48.0% 49.7% － － 53.0% 59.0%

16.6% 16.0% － － 21.0% 25.0%

中野区民の健康づくりを推進する会の運営と推進員への支援
　「推進する会」の活動が区民に浸透することにより、身
近な地域で気軽に健康づくり体験ができる環境整備や区民
の健康意識の向上につながる。

　関係団体からなる推進員と区との協働による健康づく
り運動を展開するための「推進する会」の円滑な運営
と、健康づくり事業の地域展開を実施する。

区民健診の受診率向上
　受診率が向上することにより、より多くの区民が、がん
や他の疾病の早期発見・早期治療の機会を得ることとな
り、結果として健診をきっかけに生活習慣を見直す区民の
増加も見込まれる。

　受診期間の拡大や受診券方式への変更など健診制度の
改善により受診率の向上を図る。

現状と課題

　区民の健康に関する関心度は健診の受診率や区民アンケートからも高いとはいえない。区民の積極的な健康づく
り活動の推進役として、関係団体から構成される「中野区民の健康づくりを推進する会」の推進員を中心とした健
康づくりの普及啓発とともに、身近な地域における事業展開の仕組みづくりと、健康づくり最先進区を目指した環
境整備への取り組みが必要である。

　現在、日本人の死亡原因の第１位であるがんは、定期的な検診による早期発見・早期治療で完治できる病となっ
ているが、依然として区民のがん検診受診率は低い状況にある。今後、効果的な受診啓発などにより受診率の向上
を図る必要がある。

25年度に重点的に行う取り組み

取り組み 成果指標に対する効果

成果指標／実績(22～25)・目標(25・31)

健康診断の結果、生活習慣を見直した人の割合

　持続的な運動を実施している区民の割合（１回30分以
　上のウォーキング、運動を週1～2回以上）

がん検診の平均受診率（対対象人口率に基づく対象者）

分野の成果指標

健康推進分野（25年度）

健康づくりを推進する地域社会

分野目標

　区民一人ひとりが健康の大切さを自覚し、身近な地域での運動の実践や体力測定、食育体験などを通じて具体的
な健康づくり活動が継続できるよう支援を行うとともに、その環境整備に取り組み、「健康づくり最先進区」のま
ちを目指す。

　定期的な健診機会の提供や地域包括ケアとして摂食・えん下障害に対応できる専門職ネットワークの構築、多職
種協働による在宅医療の支援体制を推進し、区民が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるようなま
ちを目指す。
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22年度 23年度 24年度 25年度 25年度目標 （達成度）

48.0% 49.7% － － 53.0% －

52.6% 56.6% 60.0%

23年度 24年度 25年度

事業１ 健康づくり普及啓発 事業費

人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業２ 糖尿病対策 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件） － － －

事業３ 摂食・えん下機能支援 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

事業４ 在宅療養環境整備 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

区の計画との関係

(1)新しい中野を作る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
(2)保健福祉総合推進計画2012
　 第1章第1節課題1　生活習慣病予防と健康増進
　 第1章第1節課題2　健康不安のない衛生的で住みやすい地域づくり

【概要】
　平成24年度に発足した関係機関ネットワークによる協議会を運営し、
摂食・えん下機能障害に適切に対応できる連携体制を構築する。

実績：

【概要】
　平成24年度に発足した関係機関ネットワークによる協議会を運営し、
在宅生活における医療と介護が連携した在宅療養の体制を構築する。

実績：

　糖尿病ハイリスク（予備群）者が、様々な運動メニューを体験して日
常的な運動習慣を身につけ、食生活を含めた生活習慣が改善されるよ
う、運動実技指導・栄養指導を行う。

実績：

主な取組み

※主な事業の経費は、行政コスト計算により算出した数値です。単位：千円　→

【概要】
　「健康づくり行動プラン」に基づき、「中野区民の健康づくりを推進
する会」や関係団体等と協働で年間を通した健康づくり普及啓発を実施
する。

実績：

【概要】

　在宅での医療を要する人の割合が増加傾向のため、安心して暮らせる地域医療や医療と介護の連携の体制整備
が課題である。

　平成24年度に改定した「健康づくり行動プラン」に基づいた健康づくりの取り組みを関係分野、関係団体等と
ともに展開する。

健康推進 連携して進める健康づくり

施策目標

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

　区民が健康で安心して暮らせるように、在宅医療の支援体制や摂食・えん下障害に対応できる関連機関ネッ
トワークを構築し、各種地域医療サービスを適切に提供できる環境整備が進んでいる。

施策の成果指標

成果指標／実績(22～25)・目標(25)
持続的な運動を実施している区民の割合（１回30分
以上のウォーキング、運動を週1～2回以上）
かかりつけ医を決めている人の中で普段から本人や
家族の健康状態のアドバイスを受けている人の割合

現状と課題
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22年度 23年度 24年度 25年度 25年度目標 （達成度）

22.8% 22.3% － － 24.0% －

21.2% 21.0% 23.0%

23.6% 22.2% 30.0%

23年度 24年度 25年度

事業１ 乳がん検診・子宮がん検診 事業費

人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業２ 胃がん検診・大腸がん検診 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件） － － －

事業３ 健康づくり健診 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

事業４ 成人歯科健診 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

区の計画との関係

(1)新しい中野を作る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
(2)保健福祉総合推進計画2012
　 第1章第1節課題1　生活習慣病予防と健康増進

【概要】
　生活習慣病の早期発見、早期治療を図るため、35歳～39歳の区民及び
40歳以上の生活保護受給者等を対象に1年に1回実施している。

実績：

【概要】
　歯周病等の予防及び早期発見、早期治療のため、35歳～70歳の区民を
対象に1年に1回実施している。

実績：

　胃がん・大腸がんの早期発見、早期治療を図るため、40歳以上の区民
を対象に胃がん検診（胃部Ｘ線検査）は2年に1回、大腸がん検診は1年に
1回実施している。

実績：

主な取組み

※主な事業の経費は、行政コスト計算により算出した数値です。単位：千円　→

【概要】
　乳がん及び子宮がんの早期発見、早期治療を図るため、乳がん検診は40歳
以上、子宮がん検診は20歳以上の女性区民を対象に2年に1回実施している。
また、一定年齢の女性（乳がんは40歳～60歳の5歳節目者、子宮がんは20歳
～40歳の5歳節目者）に対しては、自己負担金を無料にし実施している。 実績：

【概要】

　受診率の向上を図るため、各種がん検診等において実施体制や受診勧奨を工夫するなど、より一層の区民周
知や動機付けが課題である。

　加入する健康保険に関わらず、各種がん検診のほか、健康づくり健診や歯科健診等を実施し、区民の健康を
支える予防対策の充実に努めている。

がん等健診 健康の自己管理を行う区民

施策目標

区民が定期的にがん検診等を受け、健康の自己管理を行っている。

施策の成果指標

成果指標／実績(22～25)・目標(25)

乳がん検診受診率（対対象人口率に基づく対象者）

子宮がん検診受診率（対対象人口率に基づく対象者）

大腸がん検診受診率（対対象人口率に基づく対象者）

現状と課題
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22年度 23年度 24年度 25年度 25年度目標 （達成度）

39.9% 40.1% － － 42.0% －

13.5% 9.3% 15.0%

49.6% 48.1% 52.5%

23年度 24年度 25年度

事業１ 国保特定健診 事業費

人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業２ 特定保健指導 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件） － － －

事業３ 長寿（後期高齢者）健診 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

事業４ 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

区の計画との関係

(1)新しい中野を作る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、 領域Ⅲ-3　安心した暮らしが保障されるまち
(2)保健福祉総合推進計画2012
　 第1章第1節課題1　生活習慣病予防と健康増進

【概要】
　75歳以上の区民等、後期高齢者医療制度加入者を対象に、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。

実績：

【概要】

実績：

　国保特定健診の結果により生活習慣の改善が必要であると認められた
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。

実績：

主な取組み

※主な事業の経費は、行政コスト計算により算出した数値です。単位：千円　→

【概要】
　40歳から75歳未満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。

実績：

【概要】

　生活習慣の改善や継続した健康管理の必要性などが区民に十分理解されず、国保特定健診や長寿健診の受診
率が向上しない。受診勧奨等の工夫による区民周知や区民の意識改革が課題である。

　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たかなど事業評価が課題となる。

　急速な高齢化の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、効果的に実
施することが課題である。

特定・高齢者健診 特定・高齢者健診

施策目標

　中野区国民健康保険に加入する40歳～75歳未満の区民が国保特定健診を受診し、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。

　後期高齢者等が長寿健診を受診し、健康の自己管理と疾病の予防に努めている。

施策の成果指標

成果指標／実績(22～25)・目標(25)

国保特定健診の受診率

特定保健指導の初回面接実施率

長寿（後期高齢者）健診の受診率

現状と課題


