
所属

職名

氏名

ＴＥＬ

　

【６　中間精査（１次評価のフォローアップ（変更点・補足事項）】

【４　１次評価（担当部長評価）】　　※別表

【５　パブリックコメント】

・乳幼児・学童における歯科保健の充実を図るため、「フッ化物洗口事業」を市内保育園・幼稚園で実施する。

・がん検診及び特定健康診査の受診率向上を図るため、検診料金の引下げ（H25実施）、集団検診実施日の拡大、受診医

療機関の拡大を図る。

・「個別健康運動指導事業（フリープラン）を見直し、ヘルスアップ事業の拡充、（仮称）健康づくり推進員の創設の検討を進

める。

【７　最終評価】

（１）　拡充（重点化）を図る事項（新規事業を含む。）

（２）　手法改善を図る事項

・地区担当保健師による地域支援体制の強化を図る。

・うつ病や自殺予防に関する正しい知識の普及啓発を進めるため、相談体制（行政・ゲートキーパ－）の整備に努める。

・救急医療体制の具体的なアクションプラン（年次計画）の策定に向けた見直しを進める。

（３）　縮小（統合）を図る事項

○向上、×低下 ○到達、×未達

指標４

○ ○

指標３ 15.5― ― 15.2 15.6 ○ ×

指標２ 99.067.9 75.6 75.0 98.0

Ｈ２２実績値

との比較

Ｈ２８目標値

との比較

指標１ 61.339.1 39.7 44.3 36.5 ○ ○

　 Ｈ２４実績値Ｈ２０実績値 Ｈ２１実績値 Ｈ２２実績値 Ｈ２３実績値

指標３ がん検診の受診率（各種がん検診の加重平均） ％ 15.2 50

指標４

指標１
生活習慣病予防健診等健康診査を定期的（年1回）に受けている人の割合（40歳以上）

％ 44.3 44.3

指標２ 乳幼児健康診査に満足している保護者の割合 ％ 75.0 80

 子どもから高齢者まで、各々のライフステージに応じた健康づくりの支援や、医療体制の充実により安心して健やかに暮ら

せるまちをめざす。

【２　戦略計画における現状と課題】

　各世代の健康づくりを推進するため、市民が健康的な生活習慣を身につけることが重要となってきている。また、増え続

ける生活習慣病の予防や、それに関連する食生活をめぐる環境の変化に伴い、食育の推進の重要性が増大しており、そ

のための環境づくりや施策が求められている。市民が自らの健康をコントロール、改善できるようにする「ヘルスプロモー

ション」の理念に基づき、保健、医療、福祉、介護との連携のもとに、各施策を推進していく必要性がある。

【３　成果指標】

指標の名称 単位 Ｈ２２実績値 Ｈ２８目標値

施策項目 （１）保健・医療の充実（１）保健・医療の充実（１）保健・医療の充実（１）保健・医療の充実

（当該施策（当該施策（当該施策（当該施策

を担当するを担当するを担当するを担当する

部長）部長）部長）部長）

大林　啓二

７２－７０１２

【１　施策の目的】

平成平成平成平成２５２５２５２５年度施策評価年度施策評価年度施策評価年度施策評価シートシートシートシート

第４期石狩市総合計画（戦略計画）における位置付け第４期石狩市総合計画（戦略計画）における位置付け第４期石狩市総合計画（戦略計画）における位置付け第４期石狩市総合計画（戦略計画）における位置付け

１次１次１次１次

評価者評価者評価者評価者

保健福祉部健康推進室

めざすまちのテーマ等 ２　健康でしあわせに暮らすまち２　健康でしあわせに暮らすまち２　健康でしあわせに暮らすまち２　健康でしあわせに暮らすまち 室長



別表　平成２５年度施策評価（小施策評価）シート

【テーマ等】　　２　健康でしあわせに暮らすまち【テーマ等】　　２　健康でしあわせに暮らすまち【テーマ等】　　２　健康でしあわせに暮らすまち【テーマ等】　　２　健康でしあわせに暮らすまち 【施策】　　（１）保健・医療の充実【施策】　　（１）保健・医療の充実【施策】　　（１）保健・医療の充実【施策】　　（１）保健・医療の充実 【施策担当】　保健福祉部健康推進室長

施策の内容（目的） （Ａ）の具体的な取組み（手段＝４期総計の実績）

（A） （Ｂ）

成

果

・地域健康教育、健康相談等の参加者数は年々減少し

ており、手法等の検討が必要である。

・市民向け講演会を開催するとともに、ゲートキーパー

研修会の年間開催回数を増やしたことにより、参加人

員も大幅に増加するなど一定の成果が認められる。

課

題

・ソーシャルキャピタルを活かした健康づくり対策が求め

られており、地区担当保健師による支援体制の確立が

必要である。

・全国的に自殺者数は減少しているものの、依然として

多くの尊い命が失われている現状を踏まえ、自殺を身

近な問題として社会全体で取組むべき課題として捉えて

いくことが必要である。

成

果

・乳幼児健康診査等母子保健事業に対する市民の満足

度は比較的高い数値を示しており、一定の成果が認め

られる。

・がん検診、特定健康診査等の受診率は依然低い状況

にある。また、健康教育事業・健康相談の参加者数は

年々増加する一方、個別健康運動指導事業は減少して

いる。

課

題

・乳幼児・学童期における歯科保健事業の充実を図る

ため、H21年度から施行された「北海道歯・口腔の健康

づくり8020推進条例」に基づく、「フッ化物洗口」の取組

みへの検討が必要である。

■高い

□中位

□低い

・「母と子の健康づくり」では、現行事業の継続はもとよ

り、乳幼児・学童における歯科保健の充実を図るため、

「フッ化物洗口事業」を市内保育園・幼稚園で実施する。

また、地域保健と学校保健等との連携を深め、思春期

保健対策の強化と健康教育の推進に努める。

・「働きざかりの健康づくり」では、がん検診及び特定健

康診査の受診率向上を図るため、市民がより受診しや

すい環境づくりを推進する。具体的には、検診料金の引

下げ（H25実施）、集団検診実施日の拡大、受診医療機

関の拡大、女性特有のがん検診推進事業の継続、新た

な工夫を加えたがん予防の周知・啓発活動の推進など

を実施する。また、健康増進事業では、現在実施してい

□縮小

(統合)

□休止

(完了)

□廃止

□高い

■中位

□低い

・地区担当保健師による地域支援体制の強化を図りな

がら、町内会等との協働事業を通じ、地域との信頼関係

や結びつきを深めていく。

・うつ病や自殺予防に関する正しい知識の普及啓発を

継続的に進めるとともに、受け皿となる相談体制（行政・

ゲートキーパ－）の整備に努める。

②ライフス

テージに応じ

た健康づくり

の充実

妊娠・出産期から学童・思春期に至る

まで、子どもの成長・発達・育児に関

する相談や教育など、保健事業の充

実を図ります。成人期では、定期的に

検診などで自分の健康状態をチェック

できる機会の必要性や生活習慣病予

防についての啓発普及を推進するとと

・乳幼児の疾病の早期発見、育児不安の解消を図るた

め、「妊婦健康診査」や「乳幼児健康診査」を始め、「乳

幼児健康相談」、「５歳児健康相談」、「赤ちゃん訪問事

業」などを実施し、母と子の健康づくりの推進に努めた。

また、任意予防接種（子宮頸がん・ヒブ・小児用肺炎球

菌ワクチン）を促進するため、全額公費負担で実施し

た。

・各種がん検診（胃がん・肺がん・大腸がん・子宮頸が

ん・乳がん）を実施し、検診料金の引き下げなど受診率

向上に向けた取組みを強化し、がん予防の推進を図る

とともに、生活習慣病の有病者・予備群を減少させるた

め、特定健康診査・特定保健指導を実施した。また、市

□A

□B

■C

■拡充

□手法

　改善

□継続

□縮小

(統合)

□休止

(完了)

□廃止

①健康づくり

の推進と情

報の発信

市民一人ひとりの「元気」を増やす健

康づくりに向けて、広報・啓発活動の

推進を図るとともに、行政機関、保健、

医療機関、地域、学校、民間事業者、

ボランティア団体、NPO（特定非営利

法人）など様々な関係者が連携・協力

しながら、気軽に健康づくりを実践でき

る環境づくりを総合的に進めます。

また、引きこもり防止や自殺予防など

の心の健康づくりに向けた総合的な対

策への取組につとめます。

・市民の健康づくりに関する知識の普及や生活の質の

向上を図るため、保健師や栄養士等による健康教育、

健康相談、個別の訪問指導等を実施したほか、町内会

等で健康づくり講座を開催した。

・自殺予防を社会全体で取組むべき課題と捉え、一般

市民向けの講演会やゲートキーパー（※）等研修会を開

催した。

※ゲートキーパー：身近な人の自殺の危険を示すサイ

ンに気づき、見守りや、必要に応じて専門相談機関へつ

なぐなど適切な対応を図る役割が期待される人材。

□A

■B

□C

□拡充

■手法

　改善

□継続

第４期総合計画（戦略計画）の「きめ細やかな」評価 平成２６年度及び第５期総合計画への位置付け

小施策 （Ｂ）の成果と課題

（A)の

達成度

方向性 優先度 具体的な取組み内容（案）

みへの検討が必要である。

・がん検診及び特定健康診査の受診率向上に向け、市

民の健康への意識改革を促すとともに、市民がより受

診しやすい環境の整備が必要である。また、食事・運

動・喫煙・飲酒・口腔ケアに関する健康的な生活習慣を

身につける取組みが必要である。

成

果

・拠出金の交付対象事業の明確化を図るなど拠出金要

綱の見直しを行い、事業運営の適正化を図った。

・前任医師の退職に伴う新任医師の確保、看護職員の

補充、医療設備の計画的な更新など、診療環境の整

備・充実が図られた。

・救急医療体制は、医療機関の機能分担と広域的な連

携を図りながら、救急医療体制の確立を図った。H24年

度は、「石狩市救急医療体制基本方針」を策定した。

課

題

・厚田区及び浜益区は、無医地区ではないものの超高

齢化が進んでおり、医療機関の確保は必須である一

方、両診療所ともに受診者数の減少に伴う診療報酬等

の減収から、経営状況は逼迫しており、その財政（公

費）負担が大きな課題となっている。

・今後も更なる体制の見直しが必要と考えており、石狩

市医師会とも協議を進めながら、検討を行う必要があ

る。

・今後も当該拠出金制度を維持しつつ、同クリニックに

対し半期ごとに関係書類を確認するなど、経営状況を

把握する。

・浜益診療所は、超高齢化に伴う地域医療の重要性に

鑑み、引き続き診療体制の強化とコスト削減努力を行

う。

・石狩市医師会とは定期的な協議の場を設置し、救急

医療体制の具体的なアクションプラン（年次計画）の策

定に向け、更なる見直しを進める。

を実施する。また、健康増進事業では、現在実施してい

る「個別健康運動指導事業（フリープラン）を見直す一方

で、ヘルスアップ事業の拡充、（仮称）健康づくり推進員

の創設など（検討）を進める。

③地域医

療・救急医

療体制の充

実

地域医療の充実・確保のため、医師

会や教育研究機関など各種機関との

連携強化やＩＣＴの活用を検討するとと

もに、夜間、休日、災害時などの救急

医療体制の充実、救急医療情報の提

供につとめます。

・厚田区内の地域医療を確保するため、区内唯一の診

療所の「あつた中央クリニック」に対し、運営費の一部を

補助した。

・浜益区民の健康保持、医療の受診機会を確保するた

め、「浜益国民健康保険診療所」の円滑な運営を図ると

ともに、医療設備の更新整備等を計画的に実施した。

・市の救急医療体制は、石狩医師会との協定により、市

内医療機関の輪番制で内科、外科の初期救急医療を

行ってきたが、近年、当番医の負担が大きく、特に内科

の平日深夜時間帯の継続が厳しい状況から、従来の救

急医療体制を見直し、H22年度より平日深夜の時間帯

において札幌市内の救急医療体制が整備さている病院

（手稲渓仁会病院・札幌東徳州会病院）に協力をいただ

き、体制を維持している。

□A

■B

□C

□拡充

■手法

　改善

□継続

□縮小

(統合)

□休止

(完了)

□廃止

□高い

■中位

□低い

防についての啓発普及を推進するとと

もに、相談・支援の充実を図ります。

め、特定健康診査・特定保健指導を実施した。また、市

民の健康増進及び生活習慣病の予防を図るため、健康

教育事業（高血圧予防教室、ヘルスアップ教室、生活習

慣病セミナー）、健康相談、個別健康運動指導事業（フ

リープラン）等を実施した。


