
平成31年度
（2019年度）

指標の種類 30実績 31目標 32目標

(1) １０か年計画 51.7% 60.0% 63%

ベンチ

マーク

(2) － 84.8% 90.0% 90%

ベンチ

マーク

(3) － 61.0% 62%

ベンチ

マーク

(4) －

ベンチ

マーク

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

医療連携係 医療連携

保健企画係 保健企画

区民健診係 区民健診

保健事業係 保健事業

係名 担当施策名

２　課の指標

指標／実績(30年度)・目標(31年度・32年度)

持続的な運動を行っている区民の割合（1回30分以上のウォーキング、運動

を週1～2回以上）

健康診断を定期的に受けている人の割合

特定健診の受診率

東京都の特定健康診査受診率

1行目

2行目

３　課の構成

○質の高い医療が地域に提供され、区民は住み慣れた地域や自らが望む場で安心して暮らすことができている。

05 保健企画課  健康を維持増進する暮らし

１　課目標（課の政策目的）

○区民は健康に関心を持ち、生活習慣病について正しい知識を得て、健全な食生活や運動習慣、健診（検診）や健康推進事業

の活用により、自らの健康を維持・増進している。



　２　施策の目標（目的）

(1)

(2)

(3)

施策 0501 保健企画 生涯を通じた健康づくり

　１　現状と課題　　　※行政評価結果等を踏まえて

○健康寿命の延伸を図り健康格差を是正するため、糖尿病予防をはじめとした生活習慣病予防対策を推進し、区民一人ひと

りの健康づくりへの取組みを支援する必要がある。

○改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例の施行に伴い、効果的な受動喫煙防止対策を推進していく必要がある。

また、区民や事業者に対し、喫煙の影響や受動喫煙防止に向けた普及啓発を行っていくことが求められる。

○区、関係機関・団体が連携して区民自らの健康づくりの取組を支援するとともに、効果的な普及啓発を行うことで、区民一人

ひとりが日頃から身体活動や食育等を通じて生活習慣改善に取り組んでいる。

○区民や区内事業者は喫煙や受動喫煙が健康に及ぼす正しい知識を身に付け、屋内においては望まない受動喫煙が生じな

い環境が整備されている。また、禁煙を希望する区民に対する支援が行われている。

　３　施策の目標・指標

　指標／実績・目標 30年度 31年度 32年度

(1) 20歳以上の喫煙率
（目標） － 16.0% 15.0%

（実績） －

(2) 「健康である」と感じる人の割合
（目標） 82.5% 82.0% 83.0%

（実績） 79.2%

(3)
持続的な運動を行っている区民の割合（1回30分以上のウォー

キング、運動を週1～2回以上）

（目標） 57.0% 60.0% 63.0%

（実績） 51.7%

　指標の説明、設定理由、目標値の根拠

○喫煙率を下げることは、区民の健康増進につながるため設定した。2022年度に健康日本21（第2次）の目標値である

12%に到達するよう段階的に設定している。現在、区としての喫煙率調査は未実施のため、平成31年度から「健康福祉に関

する意識調査」の質問項目とする。平成28年の東京都の20歳以上喫煙率は18.3％である。（国民生活基礎調査による）

○生活様式や価値観が多様化する中、国民生活基礎調査をはじめ各種社会調査に用いられている主観的健康指標である

ため、「健康である」と感じる人の割合を指標とした。

○「健康福祉に関する意識調査」の調査結果による。目標である区民の健康づくりに対する意識の向上やスポーツの推進の達

成度と関連が高く、健康日本21（第2次）においても身体活動・運動対策の指標としては、運動習慣者の割合の増加等の

行動指標の設定が望ましいとされていることから指標とした。目標値は30年度実績値をもとに施策の効果を加味して設定した。

　４　2019年度に行う事業（事業メニュー）

事業２ 健康づくり支援

事業１ 生活習慣病予防対策

事業６

事業７

事業３

事業４

事業５

事業８

事業９

事業10

事業11

事業12

事業13

事業14

事業15



　２　施策の目標（目的）

(1)

(2)

(3)

施策 0502 区民健診 健康の自己管理を行う区民

　１　現状と課題　　　※行政評価結果等を踏まえて

○区の実施する健(検)診受診率は横ばいの傾向にあり、実施体制や受診勧奨を工夫するなどして、受診率の向上を図る必要

がある。また、健(検)診結果に基づく生活習慣病のリスクやがんの早期発見・早期治療の重要性が十分に認識されていない。

○区民は定期的に健(検)診を受診することによって、健(検)診結果に基づく自らの健康状態を認識し、生活習慣の改善や健

康の維持向上、がんリスクの低減など、健康的な生活の自己管理に努めている。

　３　施策の目標・指標

　指標／実績・目標 30年度 31年度 32年度

(1) 健康診断を定期的に受けている人の割合
（目標） 90.0% 90.0% 90.0%

（実績） 84.8%

(2) 健康診断を受診した結果、生活習慣を見直した人の割合
（目標） 35.0% 35.0% 35.0%

（実績） 24.4%

(3) がん検診の平均受診率（対象人口率に基づく対象者）
（目標） 25.0% 25.0% 25.0%

（実績）

　指標の説明、設定理由、目標値の根拠

○「健康福祉に関する意識調査」の調査結果による。区の実施している健(検)診以外の企業や保険者の実施する健(検)

診、人間ドックなど個人で受診する健(検)診も含めて健康診断を受けている区民の割合を示しているので指標とした。

○「健康福祉に関する意識調査」の調査結果による。健康診断の結果に基づき健康的な生活習慣へ改善する区民の割合を

示している。

○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平均。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。

　４　2019年度に行う事業（事業メニュー）

事業１ がん等健診

事業２

事業３

事業４

事業５

事業６

事業７

事業８

事業９

事業10

事業11

事業12

事業13

事業14

事業15



　２　施策の目標（目的）

(1)

(2)

(3)

施策 0503 保健事業 国保データヘルス計画に基づく保健事業

　１　現状と課題　　　※行政評価結果等を踏まえて

○中野区国民健康保険における健康・医療情報の現状分析が課題であったが、国保データヘルス計画により、特定健診受診

率の低迷等が明らかになった。糖尿病性腎症重症化予防事業、特定健診受診率向上事業等を関係機関と連携しながら引き

続き実施し、区民の生活の質(QOL)を高め、介護予防や健康寿命の延伸につなげていくほか、保険者として医療費を適正化し

ていくことが求められる。

○国民健康保険被保険者は特定健診を定期的に受診し、自ら健康状態を認識し、生活習慣改善等の自己管理を行ってい

る。生活習慣病の高リスク者は保健指導等の取組みに自主的に参加し、発症・重症化予防に努めている。

○国民健康保険被保険者に対し、糖尿病重症化予防のための保健指導や、服薬に関する指導事業等を実施することにより、

中野区国民健康保険医療費の適正化が図られている。

　３　施策の目標・指標

　指標／実績・目標 30年度 31年度 32年度

(1) 特定健診の受診率
（目標） 60.0% 61.0% 62.0%

（実績）

(2) 糖尿病性腎症重症化予防のための保健指導終了者の割合
（目標） 80.0% 85.0% 88.0%

（実績）

(3) ジェネリック医薬品使用率(国保被保険者)
（目標） 66.0% 70.0% 74.0%

（実績）

　指標の説明、設定理由、目標値の根拠

○40歳～75歳未満の国民健康保険被保険者を対象に、メタボリックシンドロームの予防・改善に重点をおいた国保特定健診

を実施している。健診受診率の向上は生活習慣病の早期発見・治療につながることから、国の特定健康診査等基本指針では

市町村国民健康保険の特定健診受診率目標値（平成35年度）を60％としている。

○国保データヘルス計画に基づく保健事業の一環として、国民健康保険被保険者のうち糖尿病が重症化するリスクの高い者に対し、

食事、運動、服薬指導などの個別保健指導を行い重症化予防を図るとともに、医療費が高額となる人工透析療法への移行防止を

図っている。適切な対象者を抽出し継続した取組みを評価するため、保健指導終了者の割合を指標としている。

○ジェネリック医薬品の普及促進に努めてきたが、今後も普及を図る必要がある。「後発医薬品の数量／後発医薬品のある先

発医薬品の数量＋後発医薬品の数量」を指標としているが、ジェネリック医薬品利用差額通知による伸び率等を考慮し、目標

を段階的に引き上げていく。

　４　2019年度に行う事業（事業メニュー）

事業１ 特定健診・保健指導

事業２ 国保保健事業

事業３

事業４

事業５

事業６

事業７

事業８

事業９

事業10

事業11

事業12

事業13

事業14

事業15



　２　施策の目標（目的）

(1)

(2)

(3)

施策 0504 医療連携 安心できる地域医療体制の整備

　１　現状と課題　　　※行政評価結果等を踏まえて

○区民が必要なときに、身近な地域で安心して医療を受けられるよう、休日医療や小児初期救急医療の体制の確保、地域医

療体制の強化を図る必要がある。

○区民が休日、夜間を問わず、身近な地域で医療を受ける体制が整備されている。

　また、中野区の救急医療体制の周知が十分に行われており、区民に認知されている。

○旧中野中学校跡地に、地域包括ケアシステムを支える医療機関を誘致することにより、医療や介護を必要とする区民が、住

み慣れた地域や自らが望む場で安心して暮らすことができている。

　３　施策の目標・指標

　指標／実績・目標 30年度 31年度 32年度

(1) 地域の救急医療体制が整っていると思う区民の割合
（目標） 75.0% 76.0% 77.0%

（実績） 75.1%

(2)
（目標）

（実績）

(3)
（目標）

（実績）

　指標の説明、設定理由、目標値の根拠

○「健康福祉に関する意識調査」の調査結果による。地域における救急医療の体制整備に係る区民意識を計る設問であるこ

とから設定した。

　４　2019年度に行う事業（事業メニュー）

事業１ 地域医療支援

事業２ 救急医療体制支援

事業３

事業４

事業５

事業６

事業７

事業８

事業９

事業10

事業11

事業12

事業13

事業14

事業15


