保健事業の流れ
H25

別紙１
H26

H27

H28

H29

特定健診
受診率45.0％（362/804人）

48.1％（381/792人）

56.4％（436/773人）

61.8％（459/743人）

さわやか健診
受診率26.5％（65/245人）

24.8％（64/258人）

30.7％（65/212人）

25.1％（49/195人）

20～39歳の者を対象に集団健診
で3日間実施。

20～39歳の者を対象に集団健診
で3日間実施。

20～39歳の者を対象に集団健診
で3日間実施。

自己負担：2,000円
心電図：1,575円 眼底：810円

自己負担：2,000円
心電図：1,620円 眼底：833円

自己負担：2,000円
心電図：1,620円 眼底：833円

自己負担：2,000円
心電図：1,620円 眼底：833円

いきいき健診
受診率19.0％（62/326人）

13.5％（76/561人）

17.6％（92/524人）

11.6％（79/683人）

後期高齢者医療制度加入者を対
象に集団健診で2日間実施。

後期高齢者医療制度加入者を対
象に集団健診で3日間実施。

後期高齢者医療制度加入者を対
象に集団健診で3日間実施。

後期高齢者医療制度加入者を対
象に集団健診で3日間実施。

自己負担：0円
心電図：1,575円 眼底：810円

自己負担：0円
心電図：1,620円 眼底：833円

自己負担：0円
心電図：1,620円 眼底：833円

自己負担：0円
心電図：0円 眼底：833円

10.3％（100/人）
後期高齢者医療制度加入者を対
象に集団健診で3日間実施。うち1
日夕方健診実施。
自己負担：0円
心電図：0円 眼底：833円

特定健診

特定健診

特定健診

特定保健指導対象者への家庭訪
問等を通しての保健指導。

医療機関未受診者への個別訪問。 受診者に個別保健指導。

いきいき健診
各分館にて計5回結果報告会を開
催。血圧と低栄養についての集団
指導。健診結果の見方の説明。希
望者へ個別相談。

いきいき健診
いきいき健診
各分館にて計5回結果報告会を開
催。血圧と低栄養についての集団
受診者に個別保健指導。
指導。健診結果の見方の説明。希
望者へ個別相談。

65.6％（476/726人）2/1現在
40歳以上の国保加入者を対象に
40歳以上の国保加入者を対象に 40歳以上の国保加入者を対象に 40歳以上の国保加入者を対象に 40歳以上の国保加入者を対象に
集団健、個別健診、人間ドック、情
集団健、個別健診、人間ドック、情 集団健、個別健診、人間ドック、情 集団健、個別健診、人間ドック、情 集団健、個別健診、人間ドック、情
報提供で実施。集団健診は、1日
報提供で実施。
報提供で実施。
報提供で実施。
報提供で実施。
夕方健診実施。
自己負担：1,300円
自己負担：1,300円
自己負担：1,300円
自己負担：1,300円
自己負担：1,300円
心電図：1,575円 眼底：810円
心電図：1,620円 眼底：833円
心電図：1,620円 眼底：833円
心電図：1,620円 眼底：833円
心電図：1,620円 眼底：833円
（詳細対象者：0円）
（詳細対象者：0円）
（詳細対象者：0円）
（詳細対象者：0円）
（詳細対象者：0円）

特定健診
20～39歳の者を対象に集団健診
等
で2日間実施。

特定健診
特定健診・さわやか健診
個別結果説明会を開催。来れな
特定保健指導対象者への家庭訪
かった者へは保健師・管理栄養士
問等を通しての保健指導。
が訪問し保健指導を実施。

特定健診
等
いきいき健診
フォロー
各分館にて計5回結果報告会を開
アップ
催。血圧と低栄養についての集団
指導。健診結果の見方の説明。希
望者へ個別相談。

いきいき健診
各分館にて計5回結果報告会を開
催。血圧と低栄養についての集団
指導。健診結果の見方の説明。希
望者へ個別相談。

特定健診
特定健診
受診勧奨ハガキ送付、過去に受診
個別訪問による受診勧奨
したが未受診になった人へ受診勧
健康講演会
奨・状況調査訪問

特定健診
マルチマーカー購入により未受診
者リストを作成し受診勧奨
特定健診
未受診者
対策 さわやか健診
35歳の国保被保険者の集団健診
受診料の無料化

がん検診

25.8％（55/213人）
20～39歳の者を対象に集団健診
で3日間実施。うち1日夕方健診実
施。
自己負担：2,000円
心電図：1,620円 眼底：833円

特定健診
個別訪問による受診勧奨
健康講演会

さわやか健診
35歳の国保被保険者の集団健診
受診料の無料化

さわやか健診
35歳の国保被保険者の集団健診
受診料の無料化

さわやか健診
35歳の国保被保険者の集団健診
受診料の無料化

さわやか健診
35～39歳の対象者に無料クーポン
の配布と受診勧奨

胃がん
受診率15.5％（207/1,333人）
35歳以上の者を対象に3日間実
施。
自己負担：1,300円

14.2％（181/1,271人）
35歳以上の者を対象に3日間実
施。
自己負担：1,300円

10.8％（185/1,708人）
35歳以上の者を対象に3日間実
施。
自己負担：1,3000円

9.8％（189/1,920人）
35歳以上の者を対象に3日間実
施。
自己負担：1,500円

8.6％（183/2,134人）
35歳以上の者を対象に、各地区を
巡回し3日間実施。
自己負担：1,500円

大腸がん
受診率28.6％（433/1,512人）
胃がん検診と同日3日間と町民健
診と同日2日間の5日間実施。
自己負担：500円
（前年度40.45.50.55.60歳0円：クー
ポン）

33.6％（427/1,271人）
胃がん検診と同日3日間と町民健
診と同日3日間の6日間実施。
自己負担：500円
（前年度40.45.50.55.60歳0円：クー
ポン）

24.2％（446/1,843人）
胃がん検診と同日3日間と町民健
診と同日3日間の6日間実施。
自己負担：500円
（前年度40.45.50.55.60歳0円：クー
ポン）

20.8％（414/1,991人）
胃がん検診と同日3日間と町民健
診と同日3日間の6日間実施。
自己負担：500円
（前年度40.45.50.55.60歳0円：クー
ポン）

18.1％（393/2,172人）
胃がん検診と同日3日間と町民健
診と同日3日間の6日間実施。

肺がん
受診率4.1％（80/1,963人）
40歳以上の者を対象に1日間実
自己負担：2,000円

5.1％（92/1,782人）
40歳以上の者を対象に1日間実
自己負担：2,000円

5.1％（101/1,888人）
40歳以上の者を対象に1日間実
自己負担：2,000円

5.2％（104/2,012人）
40歳以上の者を対象に1日間実
自己負担：2,000円

6.0％（132/2,182人）
40歳以上の者を対象に1日間実
自己負担：2,000円

前立腺がん
受診者56人
50歳以上の男性を対象に特定健
診と同日実施。
自己負担：600円

68人
50歳以上の男性を対象に特定健
診と同日実施。
自己負担：600円

79人
50歳以上の男性を対象に特定健
診と同日実施。
自己負担：600円

73人
50歳以上の男性を対象に特定健
診と同日実施。
自己負担：600円

67人
50歳以上の男性を対象に特定健
診と同日実施。
自己負担：600円

17.5％（138/787人）
がん検診推進事業として、過去に
隔年受診で、検診車の集団健診１
クーポンを利用していない人に再
日と施設検診10日間実施。
度受診勧奨を実施。
自己負担：施設2,100円
自己負担：施設2,100円
検診車1,400円
検診車1,400円
（21歳、23～26.28～31.33～36.38
（21.26.31.36.41歳0円：クーポン）
～41歳で以前クーポン未使用者0
円：クーポン）

14.6％（98/669人）
がん検診推進事業として、過去に
クーポンを利用していない人に再
度受診勧奨を実施。

15.6％（114/732人）

8.6％（132/1,541人）2/1現在

子宮がん
受診率18.2％（120/658人）

乳がん
受診率25.7％（139/540人）

22.9％（161/702人）

がん検診推進事業として、過去に
隔年受診で、検診車の集団健診１
クーポンを利用していない人に再
日と施設検診10日間実施。
度受診勧奨を実施。
自己負担：施設2,100円
検診車1,700円
（41.46.51.56.61歳0円：クーポン）

自己負担：施設2,100円
検診車1,700円
（41歳、43～46.48～51.53～56.58
～61歳で以前クーポン未使用者0
円：クーポン）

隔年受診で、検診車の集団健診１ 毎年受診可能とし、検診車の集団
日と施設検診10日間実施。
健診2日と施設検診11日間実施。

自己負担：施設2,100円
自己負担：施設2,100円
検診車1,400円
検診車1,400円
（21歳、23.28.33.38歳で以前クーポ
（21歳0円：クーポン）
ン未使用者0円：クーポン）

18.7％（118/632人）
がん検診推進事業として、過去に
クーポンを利用していない人に再
度受診勧奨を実施。

3.3％（29/886人）

10％（145/1,449人）2/1現在
毎年受診可能とし、検診車の集団
隔年受診で、検診車の集団健診１ 健診2日と施設検診11日間実施。
日と施設検診10日間実施。
集団健診については、マンモグラ
フィ・エコー併用可。

自己負担：施設2,100円
自己負担：施設1,800円
検診車1,700円
検診車1,000円
（41歳、43.48.53.58歳で以前クーポ
（41歳0円：クーポン）
ン未使用者0円：クーポン）

3.7％（32/856人）

自己負担：施設2,100円
検診車1,400円
（21歳0円：クーポン）

20.7％（142/685人）

肝炎ウイルス検診
受診率14.8％（76/514人）
11.7％（56/477人）
21.5％（95/442人）
25.0％（9/36人）
対象者を40.45.50.55.60.65.70.75歳 対象者を40.45.50.55.60.65.70.75歳 対象者を40.45.50.55.60.65.70.75歳 対象者を40歳、41歳以上の国保加
として実施。
として実施。
として実施。
入者として実施。
自己負担：700円（40歳0円：クーポ
自己負担：0円（クーポン）
自己負担：0円（クーポン）
自己負担：0円（クーポン）
ン）
骨検診
受診率3.7％（34/918人）
対象者を40.45.50.55.60.65.70歳の
女性から40～70歳の女性に拡大。
子宮がん・乳がんの施設検診と同
時に実施。
町独自
自己負担：900円
保健事業

自己負担：500円
（前年度40歳0円：クーポン）

3.6％（29/813人）

自己負担：施設1,800円
検診車1,000円
（41歳0円：クーポン）

14.3％（79/553人）
対象者を40歳、41歳以上の国保加
入者として実施。
自己負担：700円（40～100歳まで5
歳刻み年齢0円：クーポン）
3.9％（32/821人）

対象者を40～70歳の女性として、 対象者を40～70歳の女性として、 対象者を40～70歳の女性として、 対象者を40～70歳の女性として、
子宮がん・乳がんの施設検診と同 子宮がん・乳がんの施設検診と同 子宮がん・乳がんの施設検診と同 子宮がん・乳がんの施設検診と同
時に実施。
時に実施。
時に実施。
時に実施。
自己負担：900円

自己負担：900円

自己負担：900円

自己負担：900円

歯周疾患検診
8.3％（20/226人）
11人定期受診あり
対象者を40.45.50.55.60歳として実 対象者を40.45.50.55.60歳として実 対象者を40.45.50.55.60歳として実
施。
施。
施。
自己負担：0円
自己負担：0円
自己負担：0円
受診率9.1％（23/252人）

8％（18/226人）

健康教育
地域健康づくり地区懇談会
腎臓を守る教室、歯科衛生士によ
データヘルス計画について説明
減塩料理教室
るブラッシング指導
地元食材を活用したレシピ集の作
インターバル速歩講座
成と配布

