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令和元年度第 1 回地域保健計画推進部会
令和元年 7 月 24 日（水）
健康増進課

資料 No.3-1

令和元年度地域保健計画の主な取組み
基本目標１
（１） 健康を支え、守るための社会環境の整備（『健康ひがしむらやま 21（第 3 次）』）の推
進
計画書 P220
主な取り組み

分野

展開方向

目

標

○町単位の活動により、地域に
根ざした活動を行っていきま
す。
○保健推進員会の健康意識あ
の向上を図るため、研修や健康
②保健推進員
会活動の推進

社会環境整備

管理を定期的に行います。
○活動継続のために、市民や推

地域のつながりを醸成する

薦団体へ活動を周知して、理解
を図っていきます。
○保健推進員会活動の魅了を
アピールし、積極的に市民の応
募を求めていきます。
展開方向

令和元年度の取り組み

○町単位の活動により、地域に 各町で年間活動計画に基づき活動。主な取り組みとして、骨密度
根ざした活動を行っていきま

測定、血管年齢測定、健康講座、ウォーキング、体操、地域行事

す。

への参加など。

○保健推進員会の健康意識の

全保健推進員を対象としたアンケートを基に、保健推進員養成講

向上を図るため、研修や健康管 座を秋以降実施予定。また、保健推進員自身の健康管理を目的に、
理を定期的に行います。

体成分分析測定会を年 2 回実施予定。

○活動継続のために、市民や推 各自治会掲示板、自治会回覧、いきいきプラザ 1 階掲示板、市内
薦団体へ活動を周知して、理解 施設掲示板、市報など、地域の実情に応じた媒体を通して活動の
を図っていきます。

周知を行う。

○保健推進員会活動の魅力を 市民健康のつどい、地域活動マッチングイベントなど、地域活動
アピールし、積極的に市民の応 に興味関心のある市民と交流できる場で、活動 PR を行う。
１

募を求めていきます。

基本目標３
（１） 健康寿命延伸のための取り組み（『健康ひがしむらやま 21（第 3 次）』）の推進
計画書 P231
主な取り組み
① 生活習慣の
改善

分野

展開方向

目

標

○生涯を通じた歯と口腔の健
歯・口腔の健

康づくりを推進していきます。 歯と口腔の健康について関心

康

○歯周病予防対策を推進して

を持つ人が増える

いきます。
展開方向

令和元年度の取り組み

○生涯を通じた歯と口腔の健

後期高齢者に対し、口腔機能評価を含めた内容の健診を実施す

康づくりを推進していきます。 る。
○歯周病予防対策を推進して ○39 歳受診勧奨通知に電子申請での申込みＱＲコードを明記し、
いきます。

利便性向上を図る。
○前年度健診結果を踏まえ、3 つの重点ポイントを設定し、健診
を実施する。

計画書 P232
主な取り組み

分野

展開方向

目

標

○がん予防に関する正しい知
識を普及していきます。
○がん予防に取り組みやすい

②主な生活習
慣病予防と重
症化予防

環境を整備していきます。
がん予防

○国の指針に基づくがん検診
を実施し、受診率及び検診の質

がんによる死亡率を減少させ
る

を向上させていきます。
○がんの 75 歳未満の年齢調整
死亡率を下げます。
展開方向

令和元年度の取り組み
○大腸がんの特集記事の国保だより（４月号）掲載や、イベント

○がん予防に関する正しい知

等でがん予防の正しい知識の普及に努める。

識を普及していきます。

○市で実施しているがん検診のチラシを作成し、各憩いの家や公
民館に置き、がん検診の周知を図る。
２

○がん予防に取り組みやすい ○土日の検診、3 がん・5 がんセット検診を実施し、がん検診を
環境を整備していきます。

受けやすい環境を整備する。

○国の指針に基づくがん検診 ○引き続き国の指針に基づき、がん検診の質を保持する。
を実施し、受診率及び検診の質
を向上させていきます。
○がんの 75 歳未満の年齢調整 ○健康教育、健康相談、がん検診に来た方に「がんを防ぐための
死亡率を下げます。

新 12 カ条」を渡し周知する。

計画書 P234
主な取り組み

分野

展開方向

目

標

○循環器疾患を予防する生活
習慣や、脳卒中が疑われた緊急
に医療機関を受診すべき症状
に関する知識を普及します。
○発症予防や重症化予防に取
り組みやすい環境を整備して
②主な生活習

いきます。

慣 病 予 防 と 重 循環器疾患

○脳血管疾患・虚血性心疾患の

症化予防

年齢調整死亡率を下げます。

生活習慣病を早期に発見し、治
療につながる人を増やす

○メタボ予防の啓発と併せ、特
定健康診査・特定保健指導の積
極的な受診・利用をすすめ、メ
タボリックシンドロームとそ
の予備軍の人の減少をめざし
ます。
展開方向

令和元年度の取り組み

○循環器疾患を予防する生活 健康教育実施時に、脳卒中のリーフレットを配布し、脳卒中を防
習慣や、脳卒中が疑われた緊急 ぐ生活習慣や一過性脳虚血発作の症状、倒れた時の対処法を話、
に医療機関を受診すべき症状 知識の普及啓発努める。
に関する知識を普及します。
○発症予防や重症化予防に取 生活習慣病予防講演会や健康栄養相談を実施し、生活習慣病を知
り組みやすい環境を整備して っていただき、発症予防や重症化予防に努める。
いきます。
○脳血管疾患・虚血性心疾患の 脳卒中を防ぐ生活習慣を適宜伝え、生活習慣を見直し、脳血管疾
３

年齢調整死亡率を下げます。

患・虚血性心疾患の死亡率減少を目指す。

○メタボ予防の啓発と併せ、特 ・特定健診の受診しやすい環境づくりのため、東村山市、小平市
定健康診査・特定保健指導の積 の指定医療機関（81 か所）で 6 月 15 日～10 月末まで個別健診を
極的な受診・利用をすすめ、メ 実施する。
タボリックシンドロームとそ ・特定健診の受診を喚起し受診行動を促すことを目的とし、40
の予備軍の人の減少をめざし 歳～64 歳を対象とし 3 月頃に集団健診を実施する。
ます。

・特定健診の受診勧奨はがきを 8 月に送付する。新たな取り組み
として、勧奨はがき送付と同時期に電話勧奨を実施する。
・特定保健指導は、市内指定医療機関（40 か所）と連携し勧奨
する。また、直接対象者へ電話勧奨を実施している。
・特定健診の集団健診の機会を捉え、対象者への初回指導を実施
する。

計画書 P236
主な取り組み

分野

展開方向

目

標

○発症予防や重症化予防に取
り組みやすい環境を整備して
②主な生活習
慣 病 予 防 と 重 糖尿病
症化予防

いきます。
○糖尿病・メタボリックシンド 糖尿病を発症する人の割合を
ロームを予防する生活習慣な

減らす

どに関する知識を普及します。
○糖尿病による合併症を発症
する人の割合を減らします。
展開方向

令和元年度の取り組み

○発症予防や重症化予防に取

生活習慣病を指摘された方に、定期受診の必要性を伝える。

り組みやすい環境を整備して

生活習慣を振り返ることができるよう、健康栄養相談・医療相

いきます。

談・歯科相談を実施し、正しい生活習慣を伝える。

○糖尿病・メタボリックシンド 生活習慣病予防講座で、
「糖尿病の話」、
「糖尿病の食事の話」、
「歯
ロームを予防する生活習慣な

周疾患と糖尿病の関係」を実施し、正しい知識の普及に取り組む。

どに関する知識を普及します。
○糖尿病による合併症を発症 生活習慣病予防講座で、「慢性腎臓病の話」、「腎臓病をいたわる
する人の割合を減らします。

食事の話」を実施し、糖尿病性腎症の話も盛り込んで知識の普及
に取り組む。

４

計画書 P240
主な取り組み

分野

③ ライフステ
ージを通じ
た健康づく

展開方向

目

○健康な高齢期を迎え過ごせ
高齢者の健康

りなど

るよう介護予防について普及
啓発をしていきます。

展開方向

標

社会生活を営むため必要な機
能を維持する。

令和元年度の取り組み
・居場所づくり・仲間づくりによって得られる介護予防効果も期
待される「脳の元気アップ教室」・
「ふまねっと教室」の実施。
・住民主体の介護予防に資する活動を支援するための、リハ職等

○健康な高齢期を迎え過ごせ

の専門職を住民活動の場に派遣する「出張元気アップ教室」の実

るよう介護予防について普及

施。

啓発をしていきます。

・介護予防活動に対する意欲や継続性の引き出しに効果的な、
「住
民主体の体操を通じた通いの場」の立ち上げ支援（元気アッププ
ロジェト）の実施。
・高齢者食支援・フレイル予防推進事業の実施

５

