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 施　策　評　価　表
施策番号 Ⅲ ⅴ 44  重点プラン- 施策名  安心できる健康づくりの推進 所管課 健康支援課 関係課

 １．施策の概要  ２．施策指標の達成度（定量的評価）

対象  20歳以上の市民（成人・老人） 指標名 単位 年度 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H32
平 成27年度目標値
 に対する進捗率（％）

目的  生活習慣病に重点を置き、市民の生涯にわたる健康づくりを支援します。 計
画
に
基
づ
く

施
策
指
標

①
 保健指導実施者のメタボ改
善率

％
目標値 39.0 20.0 30.0 40.0 43.0 50.0 

124.0 
実績値 36.5 37.9 16.7 69.2 61.7 53.3 

現状
（計画

 策定時）

 本市では、平成19年度に健康わこう21計画を策定し、市民の生涯にわたる健康づくりを支援してきました。本市の壮
 年期以降の世代では、近隣自治体と比べ、健康意識が高いことが特徴となっています。また、成人健診や相談・教育
 に対する市民ニーズも高まっています。

②
 がん検診（肺・大腸・胃・乳・
 子宮）要精密検査受診率

％
目標値 50.0 60.0 65.0 67.5 70.0 80.0 

94.3 
実績値 46.0 45.9 55.1 51.3 54.4 66.0 

③
目標値

実績値

補
足
指
標

④ 特定健診受診率 ％
目標値 59.0 65.0 44.0 48.0 52.0 60.0 

77.3 
実績値 41.8 40.1 35.0 37.9 41.5 40.2 

⑤ 特定保健指導受診率 ％
目標値 39.0 45.0 20.0 30.0 40.0 60.0 

26.0 

課題
 （計画

 策定時）

 市民の健康意識の向上に対応し、がん検診未受検者への情報提供や受診勧奨など、生活習慣病の予防対策の充
 実がより一層求められます。
 また、がん検診で要精密検査となった人の精密検診受診率を高めることが必要です。

実績値 26.2 16.1 18.1 16.2 13.6 10.4 

 施策指標の達成度に関する評価 理由

 Ａ　目標をほぼ達成する　Ｂ　目標をやや下回る
 Ｃ　目標を下回る　　　　   Ｄ　目標を大幅に下回る

C

 ①保健指導実施者のメタボ改善率は確定値として目標値を達成しているが、②がん検診要精密
 検査実施率は平成27年4月20日時点での速報値でありこれから上がる可能性が高い。また、④
 特定健診受診率と⑤特定保健指導実施率も平成27年3月25日時点での数値である。④と⑤の
 法定報告は、成27年11月に確定するため、今後上昇する可能性がある。

 ３．施策の取組内容の達成度（定性的評価）

取組
番号

取組内容

 取組内容の評価

事務事業名 課所名 備考
事務事業
評価結果

事業費  今後の方向性

 活動の成果・進捗状況
 未達成事項・

 解決していない課題

 25年度決算額（千円）  26年度決算額（千円）  27年度予算額（千円） 構成事
 業の妥
当性

優先度

総額
(A)

特定財源
(B)

一般財源
(A-B)

総額
(A)

特定財源
(B)

一般財源
(A-B)

総額
(A)

特定財源
(B)

一般財源
(A-B)

 1次
評価

 2次
評価

①
 総合的な健康づ
 くり対策

 集団健診と個別健診それぞれ実施することで、市民
 一人ひとりの生活状況に応じた受診環境を提供でき
 た。国保集団健診の申込者が予想外に多かったた
 め、昨年度当初より国保集団健診の日程を増やして
 実施。また10月6日の集団健診ｈは台風のため中止と
 なり、予約者に対して、別日の健診（主に11月の集団
 健診）に振り替えていただいた。また、今年度から女
 性限定日には、骨祖しょう症検診も実施した。
 また、県の補助金を活用したヘルシーサポート事業を
 実施し、事業者と連携しヘルシーランチや食や健康に
 関する情報提供を実施した。また、市内保育園児に
 対して、食育事業を実施した。
 また、健康教育は1ｺｰｽ実施し、健康増進に関する意
 識付けとなった。

 平成25年度からヘルスサポー
 ター養成講座を開始している。平
 成26年度までに90人のヘルスサ
 ポーターが養成できた。養成者数
 をどうかさせるとともに、活動率を
 上げることが必要である。

 成･老人保健 健康支援課  このまま継続 95,521 8,239 87,282 115,425 8,197 107,228 102,513 8,234 94,279 ○ B B

ヘルシーサポート 健康支援課  Ｈ25～26 終了（廃止・休止） 2,850 2,850 0 4,115 4,115 0 0 0 0 廃止 - -

②  がん検診の充実

 市内に乳がん・子宮がん検診を同時に受診できる医
 療機関がないため、乳がん・子宮頸がん検診・大腸
 がん検診・骨祖しょう症検診のみを組み合わせた女
 性特有のがん集団検診を実施した。
 平成25年度から大腸がん検診の無料クーポン券配
 布を開始し、受診者数が増加した。また、乳がん・子
 宮頸がん検診の無料クーポン券の対象者を国の指
 針に合わせて拡大して実施した。その分、乳がん・子
 宮頸がん検診の受診者数は増加した。
 今年度から、試行的に、過去５年間（Ｈ21～25年度）
 において。５つのがん（胃・肺・大腸・乳・子宮）の検診
 未受診者の60歳女性に対して受診勧奨はがきを個別
 通知した。
 がん検診の結果が要精密検査になった人への精検
 追跡を個別がん検診、集団がん検診受診者に対して
 実施し、精検の受診確認や受診勧奨した。

 がん検診推進事業（子宮頸がん・
 乳がん・大腸がん検診無料クーポ
 ン事業）については、個別通知及
 び受診勧奨を実施しているが、そ
 の他のがん検診については、まだ
 試行途中であり今後、特定検診
 未受診勧奨業務とあわせて実施
 方法や対象者等を検討する必要
 がある。
 また、未受診の理由等もアンケー
 ト調査し分析する必要がある。

 成･老人保健（重複） 健康支援課 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
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 施　策　評　価　表
施策番号 Ⅲ ⅴ 44  重点プラン- 施策名  安心できる健康づくりの推進 所管課 健康支援課 関係課

 ４．これまでの取組に関する施策全体の総合評価  ５．今後の施策の方向性(施策の推進に向けた今後の施策の展開や事業の見直し等)【1次評価(所管課)】
総合評価  理由（施策全体の進捗状況・解決していない課題など）

 1次
評価

 がん検診受診率向上と保健指導率向上のための施策を推進する。がん検診精検受診率向上のた
 め、精検追跡業務をさらに充実させる。

 対象者の方向性
 （増減）（％）

 基本目標に
 対する貢献度

 　Ａ　順調に進んでいる
 　Ｂ　ほぼ順調に進んでいる
 　Ｃ　あまり順調に進んでいない
 　Ｄ　順調に進んでいない

B

 ヘルシーサポート事業については、予定通り進捗し、事業所35名、国保加入者94名、園児
 924名の合計1,053名が参加。ヘルシーメニュー事業は、事業所国保ともに、体重・ＬＤＬ等
 の検査値の改善及び非参加者（対照群）との比較で医療費が低い結果が見られた。
 健診や健康相談、健康教育を定期的に実施することで、市民の健康維持増進に役立って
 いる。がん検診未受診者へのアプローチとして」、過去５年間、市のがん検診を受診してい
 ない特定の年齢に受診勧奨はがきを個別通知した。しかし、まだ不十分である。

110 A

 ６．今後の施策の方向性【2次評価（行政評価委員会）】

 2次
評価

 引き続き各種検査・健診の受診率向上のための施策の実施を通じ、市民の健康意
 識の向上を図る。

優先度  取組の進捗状況  コスト増加等の必要性

○
 当市のサービス水準  理由（近隣他市との比較）

 　Ａ　高い
 　Ｂ　普通
 　Ｃ　低い

A

 近隣市に比較して、各種健診とがん検診が同時に受診できる集団健診が年間充実してい
 ることが特徴である。平成26年度のがん検診受診者数は、集団検診11,543人、個別検診
 13,151人で差が約1600人だった。市民の利便性を考慮して両方の形態で健診を充実して
 実施している。また平成26年度から、個別検診の胃がん検診に、内視鏡検査を、集団健診
 では骨祖しょう症検診も取り入れて実施した。

 ７．今後の施策の方向性（次年度行政経営方針）
優先度  コスト増加等の必要性 コメント

0 0
 引き続き各種検査・健診の受診率向上のための施策の実施を通じ、市民の健康意識の向上を図
 る。

2


