
23年度 24年度 25年度 26年度 31目標

91.4% 90% 90%

81.5% 83.7%

23年度 24年度 25年度 26年度 31年度

16.0% 16.1% 21.0% 25.0%

12.5%

23年度 24年度 25年度 26年度 31年度

40.7% 42.0%

保健予防・区民健診

　東京都や近隣区と連携し、新型インフルエンザに備えた体制（予防接種実施体制を含む）の充実を図る。また、次々と
定期化される予防接種について積極的な情報収集と、適時かつ適切な情報提供につとめる。
　出産年齢でもある20歳～40歳の女性区民について、受診勧奨を実施することで、子宮頸がん検診の受診率を向上させ、
早期に子宮がんを発見し治療することを目的とする。

・主要指標・・・達成すべき区民価値（状態）にどの程度達成しているか、総合的に取り組みの成果を測る指標。原則アウトカムで可能
な限りベンチマークとする。毎年度収集できる統計・調査でなくとも可
・補助指標・・・主要指標を補足するものとして、次年度の重点的な取り組みの成果を測る指標。アウトプット指標可。毎年度収集でき
る統計・調査による。

指標の説明、設定理由、目標値の根拠

①区民の感染症予防に関する関心度をはかり、感染症に対する知識の普及や意識向上につなげていく。「保健福祉に関す
る意識調査」にて毎年調査を実施し、平成24年度までは「新型インフルエンザ」のみとしていたが、広く感染症について
の設問へと変更した。目標値は従前調査と同様に、9割維持を目標とする。

②区で実施している胃がん検診・大腸がん検診・乳がん検診・子宮がん検診の受診率の向上を目的とする。なお、がん検
診は職場等で受診している者もいることから、都では検診毎に自治体が対象とする人数を算出するための対象人口率を定
めており、区でもこの値を基に対象者数を算出している。

③

④

26年度に重点的に行う取り組み

②がん検診の平均受診率（対対象人口率に基づく対象者）

参考値
（他自治体等）

がん検診の平均受診率（東京都）

補
助
指
標

指標／実績(23～25)・目標(26,31)

③特定健診の受診率

④

分野目標

　予防接種による感染予防や、感染症患者の拡大及びまん延の防止を図りながら、新型インフルエンザ等の出現に備えた
危機管理体制を充実させることによって、区民は感染症による深刻な影響にさらされることなく、安心して生活できるま
ちになっている。

　区民は、定期的にがん検診などの区民健診を受診し、健康の自己管理と疾病の予防に努めている。

分野の指標

主
要
指
標

指標／実績(23～25・目標(●,31)

①感染症の予防について考えたり、心がけている人の割合

参考値
（他自治体等）

新型インフルエンザについて考えたり、心がけてい
る人の割合（平成24年度までの指標）
指標／実績(23～25・目標(●,31)

29 保健予防分野（26年度）

健康不安のない地域社会

現状と課題（行政評価等を踏まえて）

　予防接種は、新たに定期接種となるものを含め、制度変更の周知や接種勧奨を適切に行う必要がある。結核罹患率が
国・都に比べ高いため、患者の早期発見・拡大防止対策が必要である。近年、新規ＨＩＶ感染者・エイズ患者報告数につ
いて、新規報告数に占めるエイズ患者の割合が高い値を示しており、普及啓発と検査相談事業の一層の充実が必要であ
る。新型インフルエンザ対策について、国・都の行動計画策定を受け、区行動計画・マニュアルの策定等に早急に取り組
む必要がある。

　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・早期治療により完治も見込める病と
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。



23年度 24年度 25年度 26年度目標

－ － 91.4% 90.0%

93.5% 92.6% 95.0%

2,209 2,227 2,000

27.1 21.1 22.6

24年度 25年度 26年度

事業費

【概要】 人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業費

【概要】 人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

結核接触者健診の実施 事業費

【概要】 人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

ゲートキーパー養成事業 事業費

【概要】 人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

　自殺の危険を示すサインに気付き、問題解決につなげる「生きることへの支援者」であ
るゲートキーパーの養成に係る研修や講演会を区組織や関係団体等と連携しながら開催
し、自殺予防のマンパワーの拡充と普及・啓発に努める。

実績：

区の計画との関係

(1）１０か年計画　①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（心の健康支援　自殺予防に関する
普及・啓発）、２領域Ⅲ-3  安心した暮らしが保障されるまち（おもな取り組み　感染症等の予防対策の充実　　健康危機管
理対策の充実）
(2) 保健福祉総合推進計画　①施策2（健康不安のないくらしの維持　おもな取り組み　予防接種率の向上　感染症対策の充実
結核対策の充実　健康危機に備えるための医療物資の確保）、②施策4（心の健康づくり　自殺予防に関する普及・啓発）

　検査普及週間及び検査・相談月間と世界エイズデーの機会を通じて、個別施策層である
青少年やMSMに向けたエイズ・性感染症予防知識の普及啓発を行う。休日実施のHIV(エイ
ズ)即日検査相談と平日実施のエイズ等性感染症検査相談を匿名無料で実施し、予防行動
を促すとともに患者・感染者の早期発見に努める。 実績：

事業３

　発生した結核患者の接触者を調査し、結核感染の検査法であるＩＧＲＡ検査を有効に活
用した健診を行うとともに、発病の防止や早期発見に努める。この事業は、感染拡大防止
と同時に、結核についての普及啓発の機会として重要である。

実績：

事業４

事業１ 予防接種

　新たに定期接種に加わる予定の水痘・高齢者肺炎球菌を含めた制度変更の周知と全体的
な接種勧奨を適切に行う。また、風しん対策（ＣＲＳ対策）としての抗体検査、予防接種
の費用助成制度を活用して、麻しん・風しん排除のための啓発に努める。

実績：

事業２ エイズ等性感染症予防普及

26年度に行う主たる事業

③HIV感染者及びエイズ患者の増加に歯止めがかからない現状において、保健所等における検査・相談体制の充実に取り組むこと
が最も重要とされている。平成25年度はｴｲｽﾞ予防財団の特例検査の受託実施が廃止されたため、一時的な検査・相談人数の減少
はまぬがれないが、現行事業体制での最大限の利用者増を目標とする。

④結核罹患率は人口10万人に対して結核患者発生数を示すものであり、国、東京都ともに結核対策の最重要指標として目標値を
定められているものである。東京都結核予防推進プラン2012において、平成27年までの目標値（平成22年23.1から19以下に減）
も明確にされている。

②MR（麻しん・風しん）第2期の予防接種率【１０か年計画】

③エイズ検査・相談人数

④結核罹患率（人口10万人対）

指標の説明、設定理由、目標値の根拠
①区民の感染症予防に関する関心度をはかり、感染症に対する知識の普及や意識向上につなげていく。「保健福祉に関する意識
調査」にて毎年調査を実施し、平成24年度までは「新型インフルエンザ」のみとしていたが、広く感染症についての設問へと変
更した。目標値は従前調査と同様に、9割維持を目標とする。

②国の「麻しんに関する特定感染症予防指針」では、感染力が非常に強い麻しん対策として最も有効なのは発生予防であり、定
期予防接種により対象者の95％以上が２回の接種を完了することが重要とされている。また風しんについても大流行の影響によ
る先天性風疹症候群（ＣＲＳ）の児の出生報告等をふまえた同様の指針が検討されており、重点的に取り組む必要がある。

施策目標

　予防接種による感染予防や、感染症患者の拡大及びまん延の防止を図りながら、新型インフルエンザ等の出現に備えた危機管
理体制を充実させることによって、区民は感染症による深刻な影響にさらされることなく、安心して生活できるまちになってい
る。

施策の指標

指標／実績(23～25)・目標(26)

①感染症の予防について考えたり、心がけている人の割合

2901 保健予防 健康危機から守られる地域社会

現状と課題（行政評価等を踏まえて）

　予防接種は、新たに定期接種となるものを含め、制度変更の周知や接種勧奨を適切に行う必要がある。新型インフルエンザ対
策について、国・都の行動計画策定を受け、区行動計画・マニュアルの策定等に早急に取り組む必要がある。またゲートキー
パー養成を柱とした自殺予防対策を継続する必要がある。

　結核罹患率は減少傾向にあり、24年に初めて東京都の平均を下回ったが、今後も対策の手を緩めることなく患者の早期発見・
感染拡大防止対策が必要である。近年、新規ＨＩＶ感染者・エイズ患者報告数について、新規報告数に占めるエイズ患者の割合
が高い値を示しており、普及啓発と検査相談事業の一層の充実が必要である。



23年度 24年度 25年度 26年度目標

16.0% 16.1% 21.0%

40.1% 40.7% 42.0%

48.1% 48.4% 52.5%

24年度 25年度 26年度

事業費

【概要】 人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業費

【概要】 人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

長寿（後期高齢者）健診 事業費

【概要】 人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

がん検診の普及啓発・受診勧奨 事業費

【概要】 人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

　がん検診の受診率向上を目的に、民間事業者と協定を締結し協働で普及啓発を行うほ
か、子宮頸がん検診の受診率向上を目的に、受診率の低い20歳～40歳の未受診者等に対
し受診勧奨を実施。

実績：

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

　40歳～75歳未満の中野区国民健康保険加入者を対象に国保特定健診を年1回実施。ま
た、受診結果から生活習慣の改善が必要であると認められた者に対し、特定保健指導を実
施する。なお、国保特定健診については、民間事業者に委託した電話勧奨を、特定保健指
導についてはハガキによる利用勧奨を行う。 実績：

事業３

　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。

実績：

事業４

事業１ がん検診

　がんの早期発見、早期治療を図るため各種がん検診を実施する。胃がん・大腸がん検診
は、40歳以上の区民を対象に、胃がん検診は2年に1回、大腸がん検診は1年に1回実施。
また、乳がん検診は40歳以上、子宮頸がん検診は20歳以上の女性区民を対象に2年に1回
実施する。 実績：

事業２ 国保特定健診

26年度に行う主たる事業

③「高齢者の医療の確保に関する法律」により、東京都後期高齢者医療広域連合からの委託を受け実施する長寿（後期高齢者）
健診の受診率向上を目的とする。

④

②国保特定健診の受診率

③長寿（後期高齢者）健診の受診率

④

指標の説明、設定理由、目標値の根拠
①区で実施している胃がん検診・大腸がん検診・乳がん検診・子宮頸がん検診の受診率の向上を目的とする。なお、がん検診は
職場等で受診している者もいることから、都では検診毎に自治体が対象とする人数を算出するための対象人口率を定めており、
区でもこの値を基に対象者を算出している。

②「高齢者の医療の確保に関する法律」により、医療保険者として40歳～75歳未満の中野区国民健康保険の加入者に国保特定健
診を実施する義務があり、生活習慣病を予防し医療費の増大を抑える観点から受診率の向上を目的とする。

施策目標

　区民が定期的にがん検診や特定健診などの区民健診を受診し、健康の自己管理と疾病の予防に努めている。

施策の指標

指標／実績(23～25)・目標(26)

①がん検診の平均受診率（対対象人口率に基づく対象者）

2902 区民健診 健康の自己管理を行う区民

現状と課題（行政評価等を踏まえて）

　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。また、受診
率の向上を図るため、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。

　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、効果的に実施するとともに、受診勧奨の工
夫による区民周知や区民の意識改革が課題である。
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