
当　　　　　　　　初 中　　　　　間（9月末） 中　　　　　間（9月末） 結　　　　　果（3月末）

・健診受診についてわかりやすい媒体を作成す
る。（健診ガイド、健診の手引き）
・5月中に健診通知を行い、各健診（検診）を実施
する。
・中部医師会、医療機関との調整を行う。
・集団健診予約日に受診しなかった人に受診勧奨
を行う。
・胃がんの検診初年度年齢（40歳）に対し、受診勧
奨を行う。

・5月に各種健診の受診券を発行した。新たに分かり
やすくまとめた検診の手引きを作成し同封送付し
た。（大腸がん検診は9月に受診券を送付）
・自治会長会（7月）で健診の啓発、声掛けをお願い
した。
・TCC文字放送で今年度の健診変更点を周知した。
・町報9月号にてがんについての記事を掲載した。
 ・セット健診会場にて骨量測定を実施している。
 ・健康推進員会（８月３０日）で大腸がんについての
説明と、検診の実施説明を行った。
・町の胃がん検診、乳がん検診を申し込んでいない
者に対し、通知による受診勧奨をおこなった。
・予約されたセット健診日に受診されなかった方へ電
話で受診勧奨をし、次の受診予約へとつなげてい
る。

・特定健診・がん検診の受診率は、大腸がんは目標
達成する見込み。
【受診率　H31.2.20現在】
特定健診：36.5％
胃がん検診：27.3％
肺がん検診：37.4％
大腸がん検診：46.9％
乳がん検診：38.4％
子宮がん検診：30.8％
・特定健診・胃がん検診未受診者へ通知や電話で受
診勧奨した。
・特定健診の受診勧奨通知を外部委託し、未受診者
の傾向等を分析し、勧奨資材を送り分けた。

・新規対象事業の検討。
・チラシ・ポスター・HP等を活用し、対象事業、運
営方法を周知する。
・全戸配布チラシ、町報、TCCを利用し、周知呼び
かけを行う。

 ・全戸配布のチラシ、ポスター、HP、町報、ＴＣＣ等
を活用し制度の周知を行なった。
 ・健診会場で説明するとともに、健康推進員会(5月）
で呼びかけを行った。
 ・運動教室や食べ方講座、食生活改善推進員によ
る伝達講習会以外に、「頑張りカード（禁煙・血圧・ウ
オーキング・野菜摂取）」を新たに対象とし、自主的
な取組により参加動機とするとともに、生活習慣改善
のきっかけとしている。

・チラシ、ＨＰを活用し事業周知を行った。
・生涯学習課と連携をとり、フルセット健診と簡易体力
測定をあわせて実施することで、相乗効果が得られ
た。
・頑張りカード（4種）をポイント対象事業とすることで
家庭での自主的な取り組みの動機付けとし、日頃か
らの運動習慣や血圧測定習慣などの定着を図った。
・参加賞引き換え時に動機付けの聞き取りを行なっ
た。
・当選者アンケートを実施予定

・昨年度、グループで一番受診率の高かった自治
会と目標を達成した自治会を表彰する。
・表彰自治会に具体的な取り組みを聞き、他の自
治会へ波及させる。

 ・自治会長会(4月）及び健康推進員会（5月）で各自
治会での具体的な取り組みを実行してもらうよう依
頼。
 ・昨年度受診率向上目標値を達成した自治会、グ
ループで一番受診率の高かった自治会を、5月11日
自治会長・健康推進員・食生活改善推進員合同研
修会の席上で表彰した。
 ・町報で全自治会の受診状況をお知らせした。

・今年度の各自治会の受診結果を集計し、5月中旬の自
治会長・健康推進員・食生活改善推進員合同研修会内
で該当自治会を表彰予定。
　なお、表彰は今年度分までとし、今後は受診状況の把
握のみ継続していくこととした。
・2月の健康推進員会で表彰制度の紹介、健診受診啓
発をした。

目
標
１

点　　　　　　　　　　　　　　検
平成30年度
健康推進課

目　　　　　　　　　　　　　　標

各種健診の受診率向上

②健康ポイントラリー事業の実施

・健康づくり事業（健診・がん検診・健康講座等）に参加し
た住民にポイントを付与し、ポイント合計数が基準に達し
た場合に記念品を贈り、受診率向上及び健康づくりへの
意識の高揚を図る。

③健診受診率向上に向けた自治会表彰

　・各自治会に受診率向上目標値を設定し、達成した自治
会を表彰する。

①特定健診、がん検診の受診率の向上

・特定健診・がん検診の受診率は以下を目標として取り
組む。
　　特定健診：37.0％（H29：36.5％・・3月末現在）
　　胃がん：34.0％（H29：32.6％）
    肺がん：40.3％（H29：40.2％）
　　大腸がん：47.8％（H29：47.7％）
　　乳がん：41.7％（H29：41.6％、2年毎のため対象を1/2
とした）
　　子宮がん：35.0％（H29:34.9％）
・県の事業を活用し、未受診者に対し、受診勧奨を実施
する。
・医療機関に通院していても特定健診が必要であること
を周知する。
・セット健診会場にて骨量測定を実施し、受診率向上に
つなげる。



当　　　　　　　　初 中　　　　　間（9月末） 中　　　　　間（9月末） 結　　　　　果（3月末）

点　　　　　　　　　　　　　　検
平成30年度
健康推進課

目　　　　　　　　　　　　　　標

・協会けんぽと合同で健診ガイドを作成し、４月下
旬に全戸配布し、受診行動へとつなげる。
・協会けんぽからも町で実施する健診の案内を行
う。
・８月に協会けんぽと合同でチラシ（９・１０月の日
程案内）を作成・配布し、未受診者の受診行動へ
とつなげる。

 ・協会けんぽと合同で作成したチラシ（健診ガイド）
を4月下旬に全戸配布し、受診を促した。
 ・9月上旬に協会けんぽと合同でチラシ（9・10月の
集団健診日程案内）を作成して、未受診者等への受
診勧奨を実施した。
 ・同チラシを活用して、8月中旬協会けんぽから被扶
養者宛に、町の集団健診の案内をした。

・11月中旬に年内最後の健診（12/5、6分）案内チラシを
作成し、特定健診等未受診者1,148件へ送付。協会けん
ぽも被扶養者宛に同チラシを555件発送。
・31年1月中旬に、セット健診補足日（2/8）と今年度最後
の女性のがん健診（2/5、7）のお知らせチラシを、360件
送付。また、協会けんぽも被扶養者宛に同チラシを約
400件発送。
・31年1月から、平成31年度版健診ガイドの作成に着手。
・3月には次年度に向けての協議を行う予定。

  ・中部医師会と契約をし、各医療機関での人間ドック
検診を開始する。
　・５月中に受診者に、受診券と受診方法の案内を作
成し送付する。
　・人間ドックを受診した者に対し、すみやかに結果を
返却する。

・中部医師会と契約し、中部26医療機関で人間ドッ
ク検診を開始した。
・５月に申込者に対し、受診券、受診案内等を送付
した。　　・人間ドック受診後、１か月半以内に結果を
受診者へ送付している。

・ドック申込者（345名）中、受診者176人（Ｈ31.2.6時
点）。
・10月時点でまだ受診していないドック申込者へ通知、
電話
による受診勧奨を行ったが、キャンセルも多くあった。
・ドックの結果は、概ね受診後１か月半以内に受診者へ
返却した。

・ハイリスク妊婦に継続して相談・支援を行う。
・必要に応じて訪問や医療機関連携を行い、支援
する。

・定例カンファレンスを月に１回行い、ネウボラと情報
共有している。
・ハイリスク妊婦に継続して相談・支援を実施。
・必要に応じて、訪問や医療機関連携を行ってい
る。

・定例カンファレンスを月1回実施し、妊婦に関してネ
ウボラと情報共有、支援方針の検討を行った。ハイリ
スク妊婦には、出産後も継続して相談・支援を実施し
た。必要に応じて、訪問や医療機関連携を行った。

②各健診とこども園、他課、専門機関等との連携強化による適切な支援

・健診前後で園と情報共有を行い、対象者の支援
につなげる。
・園訪問を実施し、子育て支援室、園と連携して支
援を行う。
・対象者に合った教室内容の工夫を行い、育児不
安や負担感の解消を図る。

 ・こども園訪問を定期的（２～3か月毎）に計画し、保
健師と子育て支援室の主事と一緒に訪問し、乳幼児
の支援について協議している。（健診事後のフォ
ローも併せて）
 ・医療機関とも連携し、必要に応じて受診に同伴し
ている。
 ・庁舎内３課の会を定例で開催し情報共有、協議を
実施。

・園訪問を定期的に実施し、園と子育て支援室、健康
推進課と支援について協議した。
・あそびの教室を実施し、保護者支援を行った。
・庁舎内３課の会を定例で開催し情報共有、協議を
実施した。

・5歳児相談の対象者を健康推進課、子育て支援
室、園と協議して選定する。
・5歳児相談を活用し、対象者の今後の支援に活
かす。

 ・5歳児相談の対象者を健康推進課、子育て支援
室、園と協議して選定する。
 ・5歳児相談を活用し、対象者の今後の支援に活か
す。

・こども園と連携しながら保護者へ5歳児相談の受診
勧奨を行い相談を行った。
・5歳児相談当日は、医師、子育て支援室、園と健康
推進課でカンファレンスを行い対象者の今後の支援
に活かす。
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目
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④協会けんぽとの連携

・協会けんぽと連携して、健診の周知を行う。
・協会けんぽと連携してチラシを作成し、DM等により健診
未受診者へ受診勧奨する。
・健診結果及び医療費等、北栄町としてのデータ分析を
行い、町の状況を把握する。
・協会けんぽ扶養者の受診率が特に低い状況であり、特
定健診・がん検診の受診者を増やす。

⑤人間ドックの円滑な実施

・人間ドックの実施方法を医療機関、対象者に周知し、円
滑に実施する。

乳幼児の健やかな発育発達の支援

①ネウボラとの連携で健やかな妊娠・出産・子育ての支援

・月１回のネウボラ定例会で情報共有を図る。
・ネウボラと連携し、妊娠・出産・子育ての継続した支援に
つないでいく。
　必要なケースには訪問、医療機関との連携を行う。

・各健診の事後フォローを丁寧に行うとともに、円滑に運
営できるように関係機関との役割分担を明確化する。
・あそびの教室（育児不安・負担感を解消する教室）の運
営を行う。
・こども園、医療機関等との連携を密にし、子どもと保護
者への支援を行う。
・子育て支援室、福祉課、健康推進課の定例連絡会に
出席し、情報共有を図る。

③5歳児相談の円滑な実施

　・5歳児相談の概要をこども園に周知し、子ども園と連携し
ながら円滑に実施する。



当　　　　　　　　初 中　　　　　間（9月末） 中　　　　　間（9月末） 結　　　　　果（3月末）

点　　　　　　　　　　　　　　検
平成30年度
健康推進課

目　　　　　　　　　　　　　　標

・母子手帳交付時に受診券を交付する。
・こども園でのフッ素塗布、フッ化物洗口の実施。
夏、冬の歯磨き指導を各園で実施する。
・１歳児教室にて、歯科衛生士による口腔指導の
実施。１歳６ヶ月児健診・２歳児教室・２歳６ヶ月教
室・３歳児健診にて、歯科健診・フッ素塗布の実
施。

・妊婦歯科健診受診者（4～9月）9人
・こども園でのフッ化物洗口の継続、６～７月に３歳
以上児の歯磨き指導、フッ素塗布を実施した。
・１歳教室で歯科衛生士による口腔指導を2ヶ月に１
回実施。
・2歳児・2歳６ヶ月児教室、1歳６ヶ月児・３歳児健診
にて、フッ素塗布と口腔指導（歯みがき・口腔機能向
上）を実施。

・妊婦歯科健診受診率26.2％(H31年1月受診まで)
・こども園でフッ化物洗口を継続、３歳以上児にはフッ素
塗布を実施した。
・町内のこども園、保育園、保育所で年2回、歯みがき指
導を実施した。
・2歳児教室参加率68.2％( Ｈ31年2月時点)、2歳6月児
教室参加率63.0％。

・各園と協議し、食育活動の年間計画を立てる
・「弁当の日」について小学校、栄養教諭と調整す
る
・食生活改善推進員にスタッフの協力依頼をする

 ・食育活動を4園で実施した。
 ・大栄小学校で6年生の「弁当の日」、5年生の家庭
科授業での弁当作りを実施した。北条小学校につい
ては調整中。

・食育活動を５園で実施した。由良、大谷こども園では食
推にもボランティアスタッフとして協力してもらい、子ども
が主役のクッキング活動を行った。
・町内小学校5年生が家庭科授業で弁当作りを行った。
小学6年生は自分が家で弁当を作ってくる「弁当の日」に
取り組んだ。

・医療機関と契約
・講演会の日程調整
・対象者に受診券等を送付

 ・協力医療機関と調整し契約を行った。
 ・小学6年生全員に脂質検査受診券を送付した。
 ・講演会および結果説明会の日程を決定し、開催
に向け準　備中。
 ・生活習慣アンケートは今年度は脂質検査を受ける
者のみを対象とし、今後健康推進課単独で実施す
る。

・脂質検査受診者数は、大栄小で65人中19人
（29.2％）、北条小で69人中22人（31.9％）
・保護者を対象に生活習慣予防講演会および脂質検査
結果説明会を開催した。北条小は授業参観にあわせて
の開催した。

・中学3年生を対象としてピロリ菌検査で希望者に
尿中ピロリ菌抗体検査、陽性者に医療機関で確認
検査及び除菌治療を行う。

 ・ピロリ菌尿検査受診者：127人/147人中（83.7％）
　尿検査陽性者には随時確定検査を行い、必要者
に対して除菌治療を実施している。

 ・ピロリ菌尿検査受診者：127人/147人中（83.7％）
　尿検査陽性者6人中確定検査で4人が陽性。除菌治療
を行った。保護者、学校とも連携しながら副作用確認等
を行い、治療中断者はいない。治療薬を変更し、除菌率
が上がった。（Ｈ31.2．12日現在治療後の確認検査1名
未実施）

目
標
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②中学生のピロリ菌検査及び除菌治療の実施

・中学3年生を対象にピロリ菌検査、陽性者に除菌治療を
実施し、将来の胃がんリスクを少なくする。

健康づくりへの取り組みの強化

①子どもの生活習慣病予防事業の実施

・小学６年生を対象に医療機関で脂質検査を実施する。
　脂質検査の結果と生活習慣アンケートをもとに指導を
行い、保護者も含めて日頃の生活習慣を振り返り、子ど
も自身　が自分の身体や生活に興味を持つようにする。
・小学6年生の保護者を対象に医師による講演会（生活
習慣病予防）を行う。

・乳児期における適切な離乳食の進め方の啓発を図る。
・各健診・相談の機会をとらえ、個別にきめ細やかな食事
相談を行う。
・こども園等で、体験型のクッキング事業を行う。
・こども園等で食育だよりを配布し、保護者に食育の大切
さを啓発する。
・学童期の食育として「弁当の日」事業を実施する。

⑤食育の推進

④歯科健診・歯科保健指導の実施

・妊娠期の歯科健診を行うことにより妊婦自身の歯科保
健と、併せて乳幼児の歯科保健の意識啓発を図る。
・こども園でのフッ素塗布、フッ化物洗口と口腔指導（歯
みがき・口腔機能向上）を実施し、口腔の健康づくりを図
る。
・1歳からの歯科衛生士による口腔指導を実施する。
・健診・教室にて、歯科健診・フッ素塗布を実施する。



当　　　　　　　　初 中　　　　　間（9月末） 中　　　　　間（9月末） 結　　　　　果（3月末）

点　　　　　　　　　　　　　　検
平成30年度
健康推進課

目　　　　　　　　　　　　　　標

・健診結果から対象者を選定し、個別勧奨、保健
指導を実施する。
・健康講座等で機会を捉えて野菜摂取の啓発を
行う。

 ・29年度健診結果から対象者を抽出し、個別訪問
や郵送により受診勧奨、保健指導、各教室等へ参加
呼びかけを行い継続的支援に取り組んでいる。
 ・町内及び近隣医療機関へも勧奨依頼を行い、連
携した取り組みとしている。
 ・糖尿病・糖尿病性腎症重症化予防について医師
講演会を開催した。
 ・野菜摂取について、ロゴマークを作成し健診封筒
に記載や健康講座等で啓発を行っている。また食推
事業と連携し店舗前での啓発を行った。

・病院栄養士による講演会、運動教室、血液検査、保健
指導を実施した。
・本事業対象者88人、医療機関からの紹介、対象者家
族含め参加者33人。
・各教室参加人数：医師講演会21人、病院栄養士講演
会23人、運動教室10人、血液検査8人。
・野菜摂取について、北条まつりや血圧講演会で食推と
連携して啓発を行った。またホームページに野菜摂取啓
発のページを設け、レシピ等掲載も行った。
・ベジファーストの取組みを全園で実施してもらうよう働き
かけた。食育だよりや掲示物を作成し、家庭にも取組み
がつながるよう、保護者へ啓発を行った。

・特定健診受診時に、保健指導についてチラシを
用いて周知する。
・効果的な媒体（パンフレット、フードモデル等）を
準備する。

 ・保健指導にあたる職員は、既存の保健師、栄養士
に加え、増員して対応している。
 ・集団健診会場で保健指導を勧めるチラシを配布
し、勧奨している。
　特定保健指導実施者　29人
　その他の保健指導実施者　9人　　H30.9月末時点

　特定保健指導実施者　80人
　その他の保健指導実施者　29人
　H31.2月時点

・ふしめ歯科検診の受診券送付。
・歯の衛生週間（６月）にあわせ、定期健診の勧奨
等を町報等で啓発をする。

 ・ふしめ歯科健診受診者 22人/1,515人中（1.5％）
 ・10月からセット健診会場で歯科歯科衛生士による
個別歯科相談実施予定。（定期的な歯科健診の大
切さを伝えるとともに、ふしめ歯科検診についても周
知する。）
 ・いきいき健康講座において、２自治会で歯科医師
による講話を実施予定。

・ふしめ歯科健診受診者　　69人/1,507人中
　受診率4.6%（H31.2現在）
・12月に未受診者へ勧奨通知を実施。
・TCC文字放送で受診勧奨を実施。
・セット健診での歯科保健啓発　8回/年実施
　集団指導+個別相談　257人

・広く町民に呼びかけるとともに、自治会長や食推
  からの紹介者を個別訪問するなどして受講者を
  募る。
・食生活改善推進員を対象に学習会を開催し、食
  を中心とした健康づくりの知識習得の機会とす
る。

 ・食生活改善推進員養成講座の受講者を訪問等に
より募り、20人（会員のいない5自治会含む）を養成
中。
 ・食生活改善推進員の学習会を2回開催。地域での
伝達講習会開催に向け、会員の活動を支援してい
る。
 ・ポイントラリー頑張りカードにより、野菜摂取３５０ｇ
の定着を進めている。
 ・野菜啓発のシンボルマークやキャッチフレーズを
作成、健診の封筒や健康講座等で啓発している。

・食生活改善推進員養成講座を開催し、20人（新規5自
治会）を養成した。
・全5回の学習会を開催した。
・自治会伝達講習会開催回数37回。（H31.2現在）
・各自治会の講習内容、対象者、開催時期によって個別
相談しながら講習会実施に向け支援した。

④特定保健指導の実施率の向上

⑤歯周病予防事業の実施

・ふしめ歯科検診（対象者を追加し、
40.45.50.55.60.65.70歳）を実施し、歯周病疾患の予防に
努める。
  受診率9.0％（H29 ：8.6％）
・セット健診時に、個別歯科相談を行い、お口の健康に
ついて関心を高める。

目
標
３

（
つ
づ
き

）

・健診後に血糖高値者を対象に保健指導を実施し、糖尿
病の　 予防及び重症化を予防する。
・前年度健診結果からハイリスク者を抽出し、受診勧奨お
よび保健指導、講演会、病態教室（運動、食事）等を実
施し、継続的支援に取り組む。
・野菜の積極摂取、野菜から食べ始めることの啓発を行
う。

⑥健全な食生活の定着

・年6回の食生活改善推進員養成講座を実施し、20人の
  新規推進員を養成する。
・食を中心として地域ボランティア組織活動の充実・支援
  に取り組む。

　・特定健診受診者への保健指導を実施し、生活習慣の改
善、疾病の発症予防につなげる。
　　特定保健指導実施者　58人　または　実施率　29.0％
　　その他の保健指導実施者　90人

③糖尿病・糖尿病性腎症重症化予防事業の実施



当　　　　　　　　初 中　　　　　間（9月末） 中　　　　　間（9月末） 結　　　　　果（3月末）

点　　　　　　　　　　　　　　検
平成30年度
健康推進課

目　　　　　　　　　　　　　　標

・住民へ周知を行う（健診受診者、広報、町ホーム
ページ、TCCなど）
・スポーツクラブ、講師と日程調整

 ・男性向け、女性向け教室ではなく、トレーニングマ
シン体験教室、ヨガ体験教室とした。
 ・運動教室は講師や内容決定し、10月からの開催
に向け、住民に周知、参加者を募っている。。
 ・ポイントラリー頑張りカードにより、ウオーキングの
定着を進めている。

・ヨガ教室は実人数42人参加され、スポーツクラブのヨガ
教室へ申し込まれた方が16人あり、継続につながった。
・マシン教室は実人数21人が参加された（内74歳以下の
男性12名）
・マシン参加者の回数券使用状況を確認し、使用してい
ない者へ勧奨を行った。2月5日現在21人中15人が券を
使用し運動を継続している。

・医師、中部歯科医師会（歯科医師）、理学療法
士、鳥取看護大学（まちの保健室）と調整をおこな
う。
・４月自治会長会、５月健康推進員会で周知し、日
程調整を行う。

・自治会長会、健康推進員会で開催依頼をした。
・開催済15自治会、参加者計243人
・今後開催予定28自治会

　・開催４４自治会、参加者計720人
　（うち、まちの保健室は２自治会で実施）

・町民アンケートを集計、分析し、計画の進捗を評
価する。
・結果を町報、健康講座等で周知する。
・課題に対して対応を検討し、健康計画推進委員
会で協議する。

 ・ 町民アンケートを集計。健康計画推進委員会で
結果を提示し、対応を協議した。
 ・アンケート 結果は町報（３回シリーズ）や自治会の
健康講座で周知している。

・町民アンケート結果は、町報、自治会での健康講座、
まちの保健室で周知を行った。
・健康ほくえい計画推進委員会で受診率向上のために
実施している自治会表彰について協議、事業見直しを
行った。
・野菜摂取や歯科保健など課題について関係団体と連
携しながら取り組んでいくことを確認した。

・接種該当者へ町報・ＨＰによる周知を図るほか、
定期予防接種送付時や戸籍届提出時にチラシに
よる周知を行う。

 ・対象者にはチラシ等で周知した。
　　　　○ロタウイルス　　　　７４件（償還払い）
　　　　○大人の風しん　　　１３件（償還払い）
　　　　○おたふくかぜ　　　２７件（希望者へ助成券交

付）
　　　　○インフルエンザ
　　　　　　　１歳以上は該当者へ助成券を送付
　　　　　　　１歳未満は希望者へ助成券交付
　　　　　　　（償還払いも対応可）
　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｈ30.9.20時点

・対象者（こども）には個別通知のほか、町報・HP・チ
ラシ等で周知した。大人の風しんについては、婚姻
届・妊娠届で時にチラシによる周知を行ったほか、玄
関前・子育て支援センターにポスター掲示による流行
周知を行った。
　　○ロタウイルス　　　　 130件（償還払い）
　　○大人の風しん　　　　27件（償還払い）
　　○おたふくかぜ　　　  ８３件（助成券・償還）
　　○インフルエンザ（助成券・償還）
　　　　　　乳幼児・小学生（2回まで）
　　　　　　　　1,308回　（対象約1484人　約44.1％)
　　　　　　中学生（1回）
　　　　　　　　１71回　（対象約430人　約39.8％)
　H31.1末時点

目
標
４

⑨健康計画の見直しの実施

・町民アンケートにより町民アンケートの進捗を評価し、健康
計画の達成に向けて、事業の見直しを図る。
・町民アンケートの結果は町報や健康講座等で周知する。

⑦運動習慣の定着

・男性向け教室としてトレーニングマシーン体験教室を3
回開催する。（1人につき1回）継続を目的とし参加者に回
数券を渡す。
・女性向け教室としてヨガ体験教室を3回開催する。

目
標
３
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づ
き

）

・医師・歯科医師・理学療法士の講演、まちの保健室をメ
ニューに追加し、開催自治会を増やす。
　（H29　40回→H30　42回）

⑧いきいき健康講座の実施

・子どものロタウイルス、おたふくかぜ、インフルエンザ　ワ
クチン、大人の風しん予防接種に助成を行う。

予防接種の推進

①任意予防接種を受けやすい体制づくり



当　　　　　　　　初 中　　　　　間（9月末） 中　　　　　間（9月末） 結　　　　　果（3月末）

点　　　　　　　　　　　　　　検
平成30年度
健康推進課

目　　　　　　　　　　　　　　標

・未接種者を抽出し、接種勧奨を行う。

 ・未接種者には、はがきで勧奨（毎月）
　　○ＭＲ１期（接種期限２ヶ月前）
　　○ＭＲ２期（８月、未接種者全員へ一斉発送
　　　　　　　　　　　　＋園へポスターを掲示）
　　○ＢＣＧ（接種期限の２ヶ月前＋電話で意向確
認）
　　○ＤＴ（接種期限の２ヶ月前）
　　○日本脳炎１期（接種期限の２ヶ月前）
 ・保健師による勧奨
　　○乳幼児健診時に、未接種者へ接種勧奨
 ・日本脳炎
　　○2期（特例5条該当者・18歳）
　　　　　未接種者へ受診券発送
　　○2期（特例4条該当者・９歳）
　　　　　２期接種券送付時に、1期未接種分の受診
券
           を同封

 ・未接種者には、勧奨通知（毎月）
　　　○ＭＲ１期（接種期限２ヶ月前）
　　　○ＭＲ２期
　　  　（６月末：未接種者へ一斉勧奨ハガキ発送
　　　　　　　　　園へ勧奨ポスターを掲示依頼）
　　　　12月末：未接種者へ一斉勧奨ハガキ発送
　　　　　　　　　園へ勧奨ポスター2回目掲示依頼）
　　　　就学時健診時に保護者へ確認及び通知
　　　○ＢＣＧ（接種期限の２ヶ月前）
　　　○ＤＴ（接種期限の２ヶ月前）
　　　○日本脳炎１期（接種期限の２ヶ月前）
 ・保健師による勧奨
　　　○未接種者へ保健師より接種勧奨
　　　　　（乳幼児健診時）
 ・日本脳炎
　　　○2期（特例5条該当者・18歳）
　
・ＭＲ２期、高齢者肺炎球菌について町報３月号で勧
奨

・制度移行に伴い変更となる各種事務を適正に行
う。
・町報、HPで新制度の概要等の周知を行う。
・窓口での説明や通知発送時に変更点のチラシを
同封し、新制度の周知を行う。

 ・制度移行に伴い変更となる各種事務を適正に実
施している。
 ・町報、HPで新制度の概要等の周知を行った。
 ・窓口での説明等により新制度の周知を行った。

・県から示された標準保険料率を参考に税率試算を
行い、平成31年度の国保税の算定方式と税率につ
いては、運営協議会の答申を踏まえ据え置きとした。
・制度移行に伴い変更となる各種事務を適正に実
施。

・各種交付金事務を適正に行い、確実な会計運営
を行う。
・事務の効率化を図りながら、遅滞なく各種給付事
務を適正に行う。

 ・国民健康保険会計の運営に支障が生ずることが
ないように各種交付金事務を実施している。
 ・国保連合会システムから出力される既存様式等を
利用することにより、事務の効率化を図りながら、適
正な給付事務を実施している。
 ・医療費適正化については、町報において周知を
図った。
 ・重複受診・多剤投与者等の抽出について、県・国
保連合会と連携し、取り組みを開始した。

・各種交付金事務の適切な実施により、国民健康保
険会計の運営に支障が生ずることがないように努め
た。
 ・重複受診・多剤投与者等の抽出を行い、対象者が
ありましたので、訪問による保健指導を実施した。継
続して受診状況の把握を行っていく。

目
標
４
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目
標
５

国民健康保険の健全な運営

①国保新制度の定着化

・平成30年度から開始となった新制度にかかる業務を着
実に実施する
・新制度について、住民への周知を図る
・適正な税率算定を行う

②的確な事務実施

・各種交付金事務の確実な実施
・適正な給付の実施
・医療費適正化の取り組みを強化する

・各種予防接種の未接種者に接種勧奨はがきを出す。
・乳幼児健診等の機会をとらえ、接種勧奨を行う。
・特にＭＲ（麻しん・風しん）2期予防接種については、就
学前健診との連携を図る。
・日本脳炎2期（特例該当者）への勧奨（Ｈ２９夏→Ｈ３０
春）

②定期予防接種の接種率の向上


