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健康医療の施策体系 

 

第１節 個別施策 

課題１ 生活習慣病予防と健康増進 

＜施策１＞栄養・食生活の改善と運動の継続 

＜施策２＞生活習慣病に着目した予防対策の充実 

＜施策３＞健康を支える環境づくり 

＜施策４＞こころの健康づくり 

＜施策５＞地域スポーツクラブの総合的な健康づくり 

課題２ 健康不安のない衛生的で住みやすい地域づくり 

＜施策１＞地域医療体制の整備 

＜施策２＞健康不安のないくらしの維持 

＜施策３＞くらしの衛生が守られるまちの推進 
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第１節 個別施策 

課題１ 生活習慣病予防と健康増進 

■現状と課題 

増加の一途をたどる生活習慣病＊ 

偏った食生活や運動不足､喫煙などの生活習慣を起因として発症するがん、心疾患、

脳卒中、糖尿病などの生活習慣病は増加しており、死因の約６割を占めています。特

にがんについては、昭和 56 年に脳血管疾患を抜いて日本人の死因の第一位となって

以降、増加の一途をたどっています。現在、２人に１人ががんにかかり、３人に１人

ががんで亡くなるとも言われています。医療の進歩により、早期発見、早期治療を行

うことで完治することも可能となってきていますが、各種がん検診の平均受診率は

20％に達していません。 

区民が健康で生き生きと暮らすためには、区民自らが積極的に不規則な食生活や運

動不足などを日常的に見直して、生活習慣病の発症を予防することが必要となります。 

アンケート調査では、持続的に運動を行っている区民の割合は 49.7％と依然として

低い傾向にあり、生活習慣の改善や疾病予防、主体的な健康づくりに取り組むことの

できる環境の整備が課題となっています。 

継続的に行っている

29.3%

時々している

20.4%以前はしていたが、

現在はしていない

16.5%

全くしていない

33.3%

無回答

0.5%

健康増進のための運動習慣

出典：平成23年度保健福祉に関する意識調査  

こころの病 

日本では、うつ病が年々増加していることが知られています。うつ病は、気分の落

ち込みなど、精神的な症状だけでなく、睡眠障害や食欲低下、頭痛や肩こり、腰痛な

ども現れる場合があります。うつ病等のこころの病気にかかっていながら、治療に結

びついていなかった人の比率は高いとされており、仕事ができなくなったり、自殺を

考えたりするような重い状態にもなることがあります。 

適切な精神科医療を早期に受けられるようにする取り組みが必要です。また、うつ
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病についての正しい理解の普及啓発を行うことにより、本人や周囲のうつ病に対する

理解を進めることが重要です。 

出典：中野区健康福祉部事業概要、中野区保健福祉部事業概要 

■実現すべき状態 

すべての区民の健康意識が高まり、妊娠期や乳幼児期、学童期・青年期など早くか

ら運動・栄養・休養、禁煙・適正飲酒のバランスのとれた生活習慣を身につけ、自ら

健康の自己管理に努め、健康を維持向上するための取り組みを継続しています。 

区民一人ひとりが健康の大切さを自覚し、がん検診などを積極的に受診し、がんや糖

尿病などの生活習慣病を早期に発見し、有効な対策を講じるしくみが整えられ、健診結

果が健康の自己管理に役立てられています。 

さらに、こころの健康についての正しい知識・理解が普及し、こころの病に対する偏

見がなくなり、不調に気がついたときには、ためらうことなく専門家に相談できていま

す。 

■成果指標と目標値 

成果指標 指標とする理由 

現状値及び新たな目標値 

現状値 

（年度）

26 年度 

目標値 

28 年度 

目標値 

33 年度 

目標値 

特定健康診査＊の受

診率 

特定健診の受診者が増

えることは、健康状態

の自己確認、生活習慣

病の早期発見・治療に

つながるため 

39.9％ 

（22 年度）
67％ 68％ 71％ 

がん検診の平均受

診率 

がん検診の受診率が向

上することで、区民の

がんに対する意識の向

上を示すため 

16.6％ 

（22 年度）
18％ 20％ 25％ 

健康診断の結果、生

活習慣の見直しを

した人の割合 

健康の自己管理が進ん

でいることを示すため

28.1％ 

（23 年度）
30％ 34％ 41％ 

30.0 

29.8 

30.2 

13.8 

14.5 

17.1 

9.6 

9.6 

10.4 

8.6 

8.9 

9.0 

4.3 

4.1 

3.0 

2.6 

3.4 

3.2 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 

22年

21年

20年

主な死亡要因

悪性新生物 心疾患 脳血管疾患 肺炎 老衰 自殺

（％）
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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） 

日々の生活において生

活習慣の改善に心がけ

ている様子を示すため

56.3％ 

（23 年度）
57％ 57.5％ 58％ 

持続的に運動を行

っている区民の割

合 

持続的な運動習慣は健

康づくりを進めるため

の重要な要素であるた

め 

49.7％ 

（23 年度）
55％ 57％ 61％ 

うつ病などの心の

病を相談すること

に抵抗を感じない

人の割合 

心の病を相談すること

に抵抗を感じることが

少ない方が病気の早期

発見、早期治療につな

がるため 

90.7％ 

（23 年度）
91％ 91.5％ 92％ 

＜健康づくり達成指標＞ 

１ 壮年期（40 歳から 64 歳） 

達 成 指 標 
現状値 

（平成 22 年度）

目標値 

（平成 33 年度）

40 歳～64 歳の国保特定健診の受診率 31.1％ 40％以上 

40歳～64歳の国保特定健診受診者のうちメタボリッ

クシンドローム＊判定の該当者及び予備群の割合 
21.6％ 17％以下 

40歳～64歳の国保特定健診受診者のうち糖尿病判定

の該当者及び予備群の割合 
24.4％ 20％以下 

40 歳～64 歳の国保加入者のうち疾患別治療者の割合 

 高血圧症 17.3％ 15％以下 

 

脂質異常症 15.7％ 13％以下 

 

糖尿病 15.9％ 13％以下 

２ 高齢期（65 歳以上） 

達 成 指 標 
現状値 

（平成 22 年度）

目 標 値 

（平成 33 年度）

65 歳～74 歳の国保特定健診の受診率 53.4% 60％以上 

65 歳～74 歳の国保加入者のうち疾患別治療者の割合 

 
高血圧症 44.1％ 40％以下 

脂質異常症 34.7％ 30％以下 

糖尿病 34.3％ 30％以下 

３ 歯と口腔の健康づくり 

達 成 指 標 現状値 
目 標 値 

（平成 33 年度）
進行した歯周病に罹っている者の割合（35 歳～44 歳

CPITN コード＊３以上） 
20.8％ 18％以下 

かかりつけの歯科医で定期健診又は予防処置を受け

ている者の割合（30・40 歳代） 
－ 70％以上 
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＜施策１＞栄養・食生活の改善と運動の継続 

■改定前の計画に基づき実施したおもな取り組み（21 年度～23 年度） 

計画における取り組み 取り組み内容 

健康づくり自主グループの育成､

支援 

 保健師・管理栄養士・歯科衛生士による地域特性を踏まえた講

習会を実施した。 

栄養相談・栄養講習会の実施  栄養相談のほか、栄養講習会を実施した。 

食を通じたネットワークづくり  ネットワークづくりに向けた講習会及び交流会を実施した。 

「健康づくり行動プラン」に基づ

く健康づくり事業の実施 

 「食育＊体験」、「健康づくり体験」、「健康づくり測定会」を

「健康得盛ＤＡＹ」として統合実施し、参加者の拡大を図った。

健康づくり公園＊等の整備・活用 
 年間を通じて健康づくり公園事業を実施し、参加者に体操の指

導・相談を行った。 

■おもな取り組み 

① 食育体験、健康づくり体験、体力測定の実施 

健康づくりを食と運動の両面から支援するため、食育体験（アイデアレシピ、野菜

クイズ等）、健康づくり体験（ウォーキング、セルフチェック等）、体力測定（速歩、

握力等の測定）をより区民に身近な地域で実施します。 

 

② 健康づくり公園の拡充 

区民が身近な地域で体操に関する指導・相談を気軽に受けられるように支援するた

め、健康器具が設置されている公園等に定期的に指導員を配置する健康づくり公園を

拡充します。 

 

③ なかの里・まち連携＊による農漁業体験の実施 

食に対する感謝を深めていくうえで、食を生み出す生産過程を理解することが重要

なため、親子で現地に宿泊して農漁業体験するなかの里・まち連携体験交流事業を実

施します。 

 

④ 歯と口からの健康づくりの推進 

乳幼児から高齢者まで、各ライフステージに応じた口腔機能を維持するとともに、

自らが歯科疾患の予防に取り組むよう、さまざまな機会を通じて歯科口腔保健の知識

を普及します。 

また、歯科疾患の予防、早期発見、早期治療を促進するため、かかりつけ歯科医を

持ち、定期的な健診や予防管理を行うことを推進します。 
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⑤ 健康づくりシンボルマーク・標語と食育マスコットキャラクターの活用 

区の健康づくりシンボルマーク・標語（中野はげんき応援区）と食育マスコットキ

ャラクターうさごはんを活用して健康づくりと食育の普及啓発を図ります。 

食育マスコットキャラクターについては、関係団体に着ぐるみを貸し出し、食育事

業の際にキャラクターの普及に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 

区の健康づくりシンボルマーク 
標語：中野はげんき応援区 

食育マスコットキャラクター 
「うさごはん」 
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＜施策２＞生活習慣病に着目した予防対策の充実 

■改定前の計画に基づき実施したおもな取り組み（21 年度～23 年度） 

計画における取り組み 取り組み内容 

特定健診・健康づくり健診・長

寿健診の実施 

 特定健診・長寿健診は対象者全員に受診票を送付するとともに、

特定健診の未受診者には受診勧奨を行い、受診率向上を図った。

健診結果に基づく生活習慣の

改善指導の充実 

 特定健診の受診者のうち、生活習慣の改善が必要で希望する方

に特定保健指導を実施した。 

受動喫煙防止の各種啓発 
 区内の高校や短大等の学園祭に出向き、喫煙による健康被害の

説明や受動喫煙防止の啓発を行った。 

「健康づくりプログラム（禁煙

編）」に基づく禁煙支援 

 郵便、ＦＡＸ等で禁煙を支援する「禁煙チャレンジ」を実施し

た。 

■おもな取り組み 

① 特定健診・特定保健指導、健康づくり健診、長寿健診の実施 

区民が生活習慣病予防に積極的に取り組むため、区は国民健康保険の保険者として

生活習慣病に着目した特定健診を40歳から75歳未満の国民健康保険加入者を対象に

行うとともに、生活習慣を改善するための継続的な保健指導を実施します。 

また、35 歳から 39 歳及び生活保護受給者等の 40 歳以上の区民を対象とした健康づ

くり健診、75 歳以上の区民等後期高齢者医療制度加入者を対象とした長寿健診を実施

します。 

 

② 特定健診や地域スポーツクラブと連携した糖尿病予防対策事業の実施 

区民が特定健診等を受診する際に、健診医が健診結果を基に糖尿病ハイリスク者を

判定します。区は、その方を対象に様々な運動メニューや栄養指導を行い、その後も

地域スポーツクラブ等を活用して生活習慣改善を継続できるよう支援します。 

 

③ 企業等との連携による普及啓発活動 

 「中野区がん検診の普及啓発及び受診率向上に関する協定」に基づき、区民と接す

る機会を多く持つ民間企業等と連携し、がん検診の普及啓発と受診率向上に関する取

り組みを推進していきます。 

 

④ 禁煙支援・受動喫煙防止 

特定健診・保健指導や地域での健康学習の場、区報・ホームページなど様々な機会

を通じて喫煙と健康に関する情報提供を進めます。 

施設・敷地・路上等における受動喫煙を防止するための分煙化・禁煙化の取り組み

を進めます。 
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＜施策３＞健康を支える環境づくり 

■改定前の計画に基づき実施したおもな取り組み（21 年度～23 年度） 

計画における取り組み 取り組み内容 

健康づくり活動の推進と関係

機関とのネットワークづくり 

 日常的に地域で活動している自主グループや関係団体との交流

を図り、健康づくりの活動支援を継続している。 

歯周疾患予防に関する知識の

普及啓発 
 相談と口腔ケアに重点を置いた「区民歯科相談」を実施した。

口腔機能維持向上プログラム

による実践指導の充実 

 地域の自主グループ、高齢者会館や高齢者福祉センター利用者

を対象に口腔ケアの具体的な指導を行った。 

■おもな取り組み 

① 「中野区民の健康づくりを推進する会」を中心とした健康づくりの展開 

健康づくりの関係団体等で構成する「中野区民の健康づくりを推進する会」が中心

となり、より区民に身近な地域で健康づくり活動や仲間づくりを行う機会を提供し、

全区的な健康づくり区民運動の定着を目指します。 

 

② 中野区摂食・嚥下
え ん げ

機能支援推進協議会の設置 

医師、歯科医師、歯科衛生士、介護事業者等で構成する「中野区摂食・嚥下
え ん げ

機能支

援推進協議会」が、医療・介護事業関係者の連携体制を構築して、高齢者の誤嚥性肺

炎＊を予防するとともに、摂食・嚥下
え ん げ

機能に課題のある方に対する口腔内リハビリを

推進し、対象者の咀嚼
そしゃく

機能、嚥下
え ん げ

機能の向上を図ります。 

 

③ 「中野区健康づくり行動プラン」の改定 

平成 19 年度に策定した「中野区健康づくり行動プラン」を改定し、地域の様々な

関係団体、事業所、医療機関等の連携を通じて、区民の健康づくりを推進していきま

す。 
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＜施策４＞こころの健康づくり 

■改定前の計画に基づき実施したおもな取り組み（21 年度～23 年度） 

計画における取り組み 取り組み内容 

こころの健康についての理解

促進 

 うつ講演会、家族セミナー、精神保健福祉ボランティア講座など

を開催するとともに、本人や家族に対する専門相談を実施した。

専門医療機関等との連携体制

整備 

 専門医療機関との情報交換を行うとともに、こころの病の個別事

例については、かかりつけ医や専門医、関係機関との連携に努め

た。 

自殺予防に関する普及・啓発 

 自殺予防に関する講演会等を実施するとともに、区ホームページ

への新規掲載、リーフレット・横断幕の作成、パネル展示を行っ

た。 

福祉・介護支援従事者等を通

じた自殺予防の働きかけ 

 介護保険事業従事者、民生児童委員＊を対象にゲートキーパー研

修を実施した。 

■おもな取り組み 

① こころの健康についての普及・啓発 

現代のストレス社会で大きな問題になっているうつ病やアルコール依存症に対す

る基礎知識、心身の疲労回復のための休養や睡眠の重要性、統合失調症など精神疾患

についての理解を促進します。 

 

② 専門医等との相談支援機能の充実 

かかりつけ医や専門医、関係機関と連携し、迅速に適切な治療が受けられるよう、

地域で気づき支えあうための支援を行います。 

 

③ 地域や職場等を通じた自殺予防の働きかけ 

こころの病による自殺を予防するため、地域や職場などに対して自殺の危険因子や

直前のサイン、適切な対応法などについての知識の普及を図ります。 
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＜施策５＞地域スポーツクラブの総合的な健康づくり 

■改定前の計画に基づき実施したおもな取り組み（21 年度～23 年度） 

計画における取り組み 取り組み内容 

地域スポーツクラブの設立と

拠点施設の開設・運営 

 中野区地域スポーツクラブ設立基本計画を策定するとともに、中

野区地域スポーツクラブを設立した。 

■おもな取り組み 

① 利用しやすい運動環境の整備 

地域スポーツクラブは、地域の運動・スポーツの総合拠点として使いやすい運動設

備、常駐トレーナー配置等による運動環境を整え、さまざまな運動や健康づくり活動

を支援します。 

 

② 子どもの健康づくり支援 

生徒数の減少や顧問教員の不足により継続が困難となっている運動部活動に対し

て、学校と連携した恒常的な支援を行うことにより、子どもの基礎体力の向上と運動

習慣の定着を進めます。 

 

③ 高齢者の介護予防＊支援と生きがいづくり 

高齢者に向けた転倒予防教室や健康体操教室等を実施し、高齢者の健康維持・向上

と生きがいづくりを進めます。また、介護や療養を防ぐことで、介護費や医療費の節

減にも貢献します。 

 

④ 健康づくりによる地域コミュニティづくり 

区内の団体（体育協会、町会、医師会等）との連携や交流による運動イベントの開

催等、健康づくりを通じて、仲間づくりや地域コミュニティづくりを進めます。 

 

⑤ 特定健診や地域スポーツクラブと連携した糖尿病予防対策事業の実施【再掲】 

区民が特定健診等を受診する際に、健診医が健診結果を基に糖尿病ハイリスク者を

判定します。区は、その方を対象に様々な運動メニューや栄養指導行い、その後も地

域スポーツクラブ等を活用して生活習慣改善を継続できるよう支援します。 
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課題２ 健康不安のない衛生的で住みやすい地域づくり 

■現状と課題 

地域医療体制の整備 

地域医療体制は、質の高いチーム医療の実践を地域に普及・定着させることが大切

です。準夜間小児初期救急医療体制は整いつつありますが、災害時救急医療体制をは

じめ、医療と介護の連携などの在宅医療連携体制など、今後整備を進めていく必要が

あります。 

 

各種感染症への対応 

予防接種制度は、感染症の発生及び蔓延を防止し、公衆衛生の向上及び増進に一定

の成果を上げてきました。しかし、近年、新たな感染症(新興感染症)が出現する一方、

すでに克服したと考えられていた結核などの感染症(再興感染症)が再び問題となっ

ています。特に結核については、年間約２万３千人の新規患者が発生しており、現在

でもわが国最大の感染症となっています。中野区は全国、東京都の中でも、罹患率が

高く、若年層の患者が多い傾向がみられます。 

このほか、増加傾向にあるエイズ・ＨＩＶ感染者への対策や若年層における性感染

症予防対策も大きな課題となっています。 

さらに、新型インフルエンザを含む健康危機発生時に、社会的な混乱を最小限にと

どめるための総合的な対応を図っていく必要があります。 
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食の安全と安心の確保 

食の安全と安心を確保するためには、行政、事業者、区民がそれぞれ食の安全対策

を講じる必要がありますが、近年、食中毒が発生していない年はなく、その対策は十

分とはいえません。 

食品関連事業者の衛生管理については、保健所による監視・指導のほか、事業者の

行う自主管理が重要です。 
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また、食品管理の水準を一層向上させるためには、従来の品質管理だけでなく、材

料の受け入れから出荷まで、すべての工程における監視や記録を行なうＨＡＣＣＰ＊

など、より高度な管理システムの推進が必要となっています。 

 

医薬品の適正使用推進 

情報提供が不足していた医薬品の安全性を高めるため、医薬品販売制度が大幅に改

正されています。安心して医薬品を購入使用できるよう、区民、事業者に内容が理解

され、正しい医薬品の知識、適正な使用法が周知される必要があります。 

 

事業者による衛生自主管理活動推進 

理容・美容・公衆浴場など、環境衛生関係の営業施設は多岐にわたり、健康被害を

防止するため衛生管理の徹底が求められています。例えば、レジオネラ＊症は抵抗力

の弱い人が感染しやすい病気で、近年患者が増加しており、入浴施設などの衛生管理

が十分でないと、浴槽が感染源となることがあります。様々な営業施設の衛生管理を

徹底するには、保健所による監視・指導とともに、事業者自身による自主管理活動の

推進を図ることが必要となっています。 

 

ペットの飼養にかかるマナーの向上 

犬や猫などペットの増加とともに、マナーを守れない飼い主や飼い主のいない猫の

問題などが地域で起きています。ペットを飼っている人と飼っていない人が、相手の

立場を理解し受け入れあっていけるように、適正な飼養についてマナーとルールの普

及啓発などを行い、ペットと人間が適切に共存できる地域コミュニティを創造してい

くことが求められています。 

■実現すべき状態 

地域の診療所と高度医療を行う病院との連携が機能し、疾病や病状に応じた質の高

い医療が提供され、突発不測の傷病者が発生した際にも適切な医療が受けられる救急

医療体制が整備されています。また、在宅での医療を要する人が安心して暮らせる環

境が整っています。 

予防接種により感染症に対する予防対策が進み、結核、各種疾病、エイズを始めと

した感染症患者の発生が沈静化しています。 

区民および事業者が、健康や安全についての正しい知識を持って、自己管理を進め

ていけるよう、食中毒、飲み水、薬品、動物や衛生害虫などについての適切な情報提

供が行われています。 

また、健康危機管理対策が充実することによって、区民は、感染症や食中毒などに

よる重大な健康被害などへの不安がなく安心して暮らしています。 
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■成果指標と目標値 

成果指標 指標とする理由 

現状値及び新たな目標値 

現状値 

（年度）

26 年度 

目標値 

28 年度 

目標値 

33 年度 

目標値 

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 

単に風邪をひいたとき

にかかる近所の診療所

ではなく、保健・医療

のコーディネーターと

してかかりつけ医を認

識している割合を測る

ため 

56.6％ 

（23 年度）
60％ 62％ 66％ 

救急時の医療を支

える医療環境が身

近な地域に整って

いると感じている

区民の割合 

区民が質の高い医療環

境のもとで、安心して生

活を送っている状況を

示しているため 

74.8％ 

（23 年度）
75％ 76％ 78％ 

MR＊（麻しん・風し

ん）の予防接種率 

MR２期（小学校就学前

１年間）対象者の予防

接種率で、予防対策の

達成度を測るため 

91.7％ 

（22 年度）
93％ 94％ 95％ 

食に関する苦情件数 

食品関係営業施設の衛

生管理状況を測る指標

となるため 

100 件 

（22 年度）
75 件 70 件 65 件 

犬・猫に関する苦情・

相談件数 

地域における飼い主の

マナーや飼養ルールの

遵守状況を示すため 

690 件 

（22 年度）
500 件 400 件 300 件 
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＜施策１＞地域医療体制の整備 

■改定前の計画に基づき実施したおもな取り組み（21 年度～23 年度） 

計画における取り組み 取り組み内容 

災害時の医療ネットワークの推

進 

 15 か所の拠点医療救護所に配備している医療 7 点セットを更

新するとともに、４師会、地域住民との協力による災害医療救

護訓練を実施した。 

かかりつけ医、かかりつけ歯科医

の推進 

 障害のある人、在宅要介護者等へのかかりつけ歯科医紹介事業

を行った。 

準夜間帯（午後７時から１０時）

における小児初期救急体制の確

保 

 中野総合病院において、小児初期救急医療事業を実施した。 

区内ＡＥＤ＊設置場所の案内 
 区のホームページのバリアフリー＊マップにＡＥＤマップを

掲載した。 

■おもな取り組み 

① 在宅医療連携体制の推進 

多職種協働による在宅医療の支援体制を構築し、医療と介護が連携した地域での包

括的かつ継続的な在宅医療の提供に向けて対策を推進します。 

 

② かかりつけ医の充実 

だれもが気軽に受診・相談できる「かかりつけ医」を充実し、専門医療機関と個別

医療機関の連携を図り、身近な地域で安心して医療が受けられる地域医療体制を推進

します。 

 

③ 災害時医療体制の充実 

直下型地震などの大規模災害発生時の医療需要に応えるため、必要な医薬品や医療

資器材の備蓄を行うとともに、災害医療救護訓練を実施するなどして、４師会（中野

区医師会、東京都中野区歯科医師会、中野区薬剤師会、中野区接骨師会）、地域住民、

区の相互協力体制の確立を図ります。 

 

④ ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の普及推進 

区内の各施設に設置されているＡＥＤについての情報を収集し、区民等へ設置場所

を案内するともに、ＡＥＤを使用した救急蘇生法について、わかり易く区民に周知し

ます。 
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＜施策２＞健康不安のないくらしの維持 

■改定前の計画に基づき実施したおもな取り組み（21 年度～23 年度） 

計画における取り組み 取り組み内容 

ＤＯＴＳ＊実施登録薬局の拡大 
 ＤＯＴＳ実施登録薬局数の拡大を図り、９か所の実施登録薬局

が増加した。 

ＤＯＴＳの普及推進  薬剤師会との連絡会や講演会を実施した。 

エイズ・性感染症に関する検査

機会の拡大、相談事業の強化 
 「ＨＩＶ即日検査・相談事業」を開始した。 

感染症発生動向調査実施によ

る調査結果の迅速な情報提供 

 インフルエンザ発生状況や感染症発生動向調査を区ホームペー

ジに掲載すると共に医療機関・保育園・幼稚園・福祉施設等に

情報提供した。 

区内の関係機関・団体を含めた

総合訓練の実施 

 関係機関・団体との連携による新型インフルエンザ対策を実施

した。 

健康危機に備えるための医療

物資の確保 

 新型インフルエンザ発生に伴い、防護用品・機材を購入し、協

力病院等へ配備・活用した。 

■おもな取り組み 

① 予防接種率の向上 

麻しん、風しん、日本脳炎などの定期予防接種及び流行性耳下腺炎（おたふく）、

水痘（みずぼうそう）、インフルエンザ菌ｂ型（ヒブ＊）などの任意予防接種について

区報、ホームページによる情報提供等を行い、接種率向上を図ります。また、公立の

保育園、幼稚園及び教育委員会との連携により、小学校就学前、小学生・中学生に対

しての接種勧奨を行います。 

 

② 感染症対策の充実 

感染症予防のための知識の普及や情報提供を行うとともに、関連機関との情報の共

有化を図り、感染症患者や接触者への適切な保健相談などの対応により感染拡大を防

止します。 

 

③ 結核対策の充実 

結核を発病した患者からの感染拡大防止のため、周りの方々に対して行う接触者健

診は、ＱＦＴ検査＊を活用し高い受診率を目指します。また、薬剤耐性菌の発生を防

ぐため、結核患者が最後まで治療を継続できるように、ＤＯＴＳ事業をさらに充実し、

きめ細かな患者支援を行います。 
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④ エイズ等性感染症対策の充実 

ＨＩＶ（エイズウイルス）感染や性感染症については、ＮＰＯ＊等と連携・協力を

進め、検査機会を拡大するなど予防対策の充実を図ります。 

 

⑤ 地域医療確保計画＊の策定 

都及び 23 区西部・北西部ブロックの医療連携による地域医療確保計画を策定し、

感染症による健康危機発生時の医療体制を確保します。 

 

⑥ 健康危機に備えるための医療物資の確保 

新型インフルエンザ対応マニュアルに基づき、現在備蓄している防護用品・機材の

維持補充を行いつつ次なる発生に備えます。 
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＜施策３＞くらしの衛生が守られるまちの推進 

■改定前の計画に基づき実施したおもな取り組み（21 年度～23 年度） 

計画における取り組み 取り組み内容 

食の安全確保  中野区食品衛生監視指導計画を策定した。 

医療関係施設、生活衛生関係施

設等の自主管理の推進・支援 

 クリーニング所自主管理マニュアルを作成した。 

 薬事・毒劇施設、環境衛生施設への指導を行った。 

ペットなどと共存する暮らし

の推進 

 犬のしつけ方教室、猫の飼い方教室を開催した。 

 飼い主のいない猫対策のモデル地域の取り組みを行った。 

■おもな取り組み 

① 食の安全を守るための行動推進プランの策定・推進 

区民や事業者団体などの意見を反映した行動推進プランとして、毎年度、中野区食

品衛生監視指導計画を策定し、食の安全確保に関する事業を実施します。 

 

② 食の安全に係るリスクコミュニケーション＊のための会議体の設置 

消費者、事業者、行政の三者による情報・意見交換など、リスクコミュニケーショ

ンの機会を設け、食の安全・安心確保に関する普及・啓発に努めます。 

 

③ 環境衛生営業施設の自主管理の推進 

薬局などの医療施設、理・美容所、浴場、プールなどの環境衛生営業施設の衛生を

確保するため、自主管理の推進について取り組みを進めます。また、区民、事業者に

対し医薬品の正しい知識などの情報提供を行います。 

 
③ ペットなどと共存する暮らしの推進 

飼い犬の予防接種の徹底、飼い主のマナー向上のため、ペット飼養に関するルール

やマナーの普及に努めるとともに、飼い主のいない猫対策を進めます。 

 

 


