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事 業 名 CD 0104010200101 健康教育事業 

細分化した事業名 健康教育 
事業担当課室 CD 200400 保健課 整理ｺｰﾄﾞ  

 
〈事務事業の位置づけ〉 

 大項目 誰もが安心して暮らせるまちづくり 
第 6 次長期総合計画での目的体系 中項目 健康な暮らしを守る保健・医療の充実 
 小項目 健康づくりの推進 
関連する個別計画等 健康増進計画 根拠条例等 健康増進法 
関連する事業 健康相談 
 
〈事務事業の概要〉 

事業の目的 

（何のためにするのか） 

生活習慣病の予防及び介護を要する状態となることの予防その他健康に関する事項について、正しい知識の普
及を図るとともに、適切な指導や支援を行い壮年期からの市民の健康の保持・増進を図る。 

事業の対象 

（誰・何を対象にする

か） 

健診結果等より保健指導が必要とされる者（要指導者・軽度異常者・若年肥満者等）、またはその家族等。生活

習慣病予防に関心のある者。 

これまでの改善経過 
～２０年３月 老人保健法に基づく健康教育事業として各種健康教室を実施 
平成２０年４月より、健康増進法に基づく健康教育事業となる。 
特定保健指導（内臓脂肪症候群：メタボリックシンドロームに着目した生活習慣の改善に重点を置いた指導）
の対象者以外の生活習慣病予防・改善を目的とした健康教室、また全対象者向けの健康教室を開催している。

事業の手段 

（どんなやり方〈手法〉

で） 

〈実施・運営方法〉 ■市 □委託 ■補助金 □その他（  ）

・健康アップ教室の実施 

・陸上ウォーキング教室の実施 
・水中運動教室への助成 
・総合健診結果報告会での健康教育 

・要請があった団体に対しての教室開催（出前塾） 
・健康カレンダーの配布（全戸） 

事業の成果 

（どのような状態にした

いのか） 

（どのような効果を得る

のか） 

自分の健康を保持増進するための健康行動がとれる 
教室へ参加することにより、正しい生活習慣のあり方を身につけることができる 
健康カレンダーを全戸配布することにより健康に関する情報を市民全体に周知することができ、対象者本人が
自分にあった教室参加の意思決定ができる 

 
〈投入費用及び従事職員の推移〉 

 21 年度 22 年度 23 年度

A 事業費 (千円) 2,928 3,035  3102

財
源
内
訳 

 国庫支出金  
 県支出金 504 504  504

 市債  
 その他  
 一般財源 2,424 2,531  2598

B 担当職員数（非常勤｜職員 E） (人) 0.37 0.26  0.３０

C 人件費(平均人件費×E) (千円) 2,525 1,747  2,045

D 総事業費(A+C) (千円) 5,453 4,782  5,147

＊参考 H23〉市民１人当りの事業コスト 164 円 H23〉市民１人当りの行政ｻｰﾋﾞｽ費用 570,232 円

注 1〉担当職員数には、１年間に当該事業に携わった職員数（職員と非常勤嘱託職員を区分）を他事業と按分して記載してあります。 

注 2〉平均人件費は各年度決算額(職員給与費)から算出した、21 年度(6,823 千円),22 年度(6,719 千円) ,23 年度(6,819 千円)を使用しています。 

注 3〉一般財源とは使途の制限のない財源で、市税（市民税・固定資産税など）、地方交付税（市町村均衡を図るための交付金）などを言います。 



〈事業を数字で分析〉 この欄では、事業の目指すべき方向を分りやすく示すため、数値指標を設定し実績数値を記入しています 

 指標名 指標の算出方法 実   績   値

21 年度 22 年度 23 年度

 健康アップ教室 開催回数（回） 36 43 29

 陸上ウォーキング教室 開催回数（回） 6 12 2

活動指標 病態別健康教室 開催回数（回） 26 14 29

 健診結果報告会 開催回数（回） 34 20 38

 水中運動教室 開催回数（回） 245 211 219

 健康カレンダー 世帯配布 12,000 12,000 12,000

 健康アップ教室 参加者数（人） 350 267 264

 陸上ウォーキング教室 参加者数（人） 106 120 88

成果指標 病態別健康教室 参加者数（人） 967 520 1228

 健診結果報告会 参加者数（人） 576 93 623

 水中運動教室参加者数 参加者数（人） 2,664 2,302 2,408

 教室１回あたりのコスト 総事業費／開催回数（円） 
（５,１４７千円／３１７回） 

15,714 円 15,940 円 １6,236 円

 参加者１人あたりのコスト 総事業費／参加者数（円） 
（５,１４７千円／４,６１１人） 

1,169 円 1,448 円 1,116 円

効率指標    

    

    

〈事業を自己評価〉 

妥当性 □Ａ妥当である ■Ｂほぼ妥当である □Ｃ妥当でない 

（事業の手段・活動は妥当ですか） 
市民のニーズに合わせ、各地区での健康教室の開催やセンターにおいての健康教育を行い、健
康づくりの場を提供している。健診結果報告はできるだけ多くの対象者が受講できるよう周知

した。ウォーキング教室はスポーツ推進委員や食生活改善推進員等と共に教室を開催した。 

成 果 □Ａ上がっている ■Ｂほぼ上がっている □Ｃ上がっていない 

（意図した成果が上がっていますか） 
多くの市民に健康に関する情報提供や運動習慣・正しい食生活の知識が普及されている。健康
アップ教室参加者においては腹囲は約 6 割の改善があった。また ウォーキング教室参加者へ
のアンケートでは全員が参加して満足という結果であった。  

効率性 □Ａ効率的である ■Ｂほぼ効率的である □Ｃ効率的でない 

（コストを見て効率的ですか） 
健康についてまた生活習慣病予防についてわかりやすく新しい情報を市民に伝えるための資料

等も必要でありコスト的には効率的である 

総合評価  □Ａ期待以上に達成 ■Ｂ期待どおりに達成 □Ｃ期待以下の達成 
  □ 拡大（コストを集中的に投入する） ■ 継続（現行どおりに推進する） 

今後の事業展開  □ 改善（内容・手段・コスト・実施主体等の見直

しが必要） 
□ 縮小（規模・内容を縮小、又は他の事業と統合

する） 
  □ 廃止（廃止の検討が必要）  

改
善
・
改
革
案 

改善・改革の概要・方向性（いつまでに、どういう形で具体化するのか）  
(1) 中長期的 (2)25 年度 (3)24 年度 
生活習慣を改善し、市民が健康でより質

の高い生活が送れるよう支援する。また
医療受診者においても悪化を防ぎ改善で
きるよう支援する。 

健康教育の一貫である「健康カレンダー」

(24 年度予算なし)から広報での年間予定
周知に変更の方向であるが、日程と事業
内容の周知をわかりやすく示すための検

討が必要。他の周知方法として例えばメ
ール配信のみでは対象者全員には周知徹
底できない等課題あり。 

市民の健康への意識付けができ、実行に

移せるような内容・方法等で健康教室を
開催していく。  

23 年度の改善計画 
メタボリックシンドロームを減らすための生活習慣の見直し・改善が図れる。関係団体と共に教室を行いできるだけ多くの参加
者に健康づくりへの意識づけを図る。 

23 年度の改善結果
多くの市民が教室に参加することで正しい生活習慣のあり方を身につけることができた。 

市民〈地域）や民間、他官庁との役割分担（市民との協働の視点などから考えられること）  
関係団体・地域組織と協働し、健康教室を開催していく。 

課長所見 疾病の発生を未然に防止するための一次予防事業は市民一人ひとりの自覚と実践が基本であり、今後はそれらを喚

起するための工夫が必要である。 
 


