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１．基本的事項 

（１）背景 

  近年、特定健康診査(以下「特定健診」という。)の実施や診療報酬明細書等(以下「レセプト

等」と言う。)の電子化の進展、国保データベースシステム(以下「KDBシステム」という。)等の整

備により、保険者が健康や医療に関する情報を活用して被保険者の健康課題の分析、保健事業の評

価等を行うための基盤の整備が進んでいます。 

 こうした中、「日本再興戦略」(平成 25年６月 14日閣議決定)においては、「すべての健康保険

組合に対し、レセプト等のデータ分析、それに基づく加入者の健康の保持増進のための事業計画と

して『データヘルス計画』の作成・公表、事業実施、評価等の取組を求めるとともに、市町村国保

が同様の取り組みを行うことを推進する。」とされました。 

 本村においては、平成 28年度から 29年度を実施期間とする「弥彦村国民健康保険データヘルス

計画」に引き続き、平成 30年度からの６年間を期間とする第２期データヘルス計画を策定し、保

健事業を実施してきました。 

（２）計画期間・目標 

  本計画の計画期間については、「国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針(平

成 16年厚生労働省告示第 307号)において、「都道府県健康増進計画や市町村健康増進計画との整

合性を図ること。」とされています。医療費適正化計画が６年であること、また、特定健康診査等

実施計画との整合性を図るため、計画期間は平成 30年度から令和５年度までの６年間としていま

す。 

 弥彦村データヘルス 

計画(第２期) 
弥彦村健康づくり計画 

弥彦村特定健康診査等 

実施計画（第３期） 

法律 
国民健康保険法 

第８２条 

健康増進法 

第８条、９条 

高齢者の医療の確保に 

関する法律 第１９条 

定義 

医療費や健診情報、要介護

情報等のデータ分析及び保

健活動で得られる情報に基

づいて、PDCA サイクルで

効率的・効果的な保健事業

を実践するための計画 

住民の健康増進の総合的な

施策について、基本的な方

向や目標を定めた計画 

４０～７４歳の国民健康保

険加入者に対し、平成３０

年～３５年度における特定

健康診査及び特定保健指導

の実施に関する具体的な内

容を定めた計画 

対象 国保被保険者 
乳児から高齢期までの 

村民 

４０～７４歳の 

国保被保険者 

目標 

・健康寿命の延伸、生活の

質の向上 

・脳血管疾患や糖尿病の発

症を抑制し、重症化を予

防する 

基本理念『いきいきと輝

き、優しさあふれる健康長

寿社会づくり』 

①村民主体の健康づくり 

②協働による健康づくり 

・特定健診の受診率の 

向上 

・特定保健指導受診率の向

上 

・メタボリックシンドロー

ムの該当者、予備群の減

少 

計画期間 
平成３０年度 

～令和５年度 

平成３０年度 

～令和５年度 

平成３０年度 

～令和５年度 
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（３）実施体制・関係者連携 

 特定健診等保健事業の中心的役割を果たしている福祉保健課および住民課に所属する職員が策

定・実施に努めています。 

個別保健事業については、弥彦村国民健康保険運営協議会や地域の医師、歯科医師、区長会長、

保健委員、食生活改善推進委員、保健所代表者等の委員で構成される健康づくり推進協議会におい

て事業の実施、評価、意見の聴取を行っています。 

各種データは、健診結果やレセプト、KDBなどの分析データを活用しています。 

 

（４）中間評価の趣旨 

 本計画では、優先的に解決すべき健康課題を把握し、その課題整理に基づく被保険者の健康保持

増進に向けて必要な個別保健事業を実施してきました。中間年度にあたる令和２年度においては、

平成 30年度から令和２年度までに実施した事業の評価と令和３年度から５年度の事業内容等の見

直しを行います。 
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２．現状と健康課題   

  

（１）第２期計画分析結果による現状と課題 

 

  現状 課題 

死因 

・死因順位(平成 23～27 年)は、第 1 位が悪性新生物、第 2 位

が脳血管疾患、第 3位が心疾患である。 

・上記 3 死因の年齢調整死亡率(平成 23～27 年)を県と比較す

ると、悪性新生物、心疾患の差はあまりないが、脳血管疾患

は県 38.0に対し 56.6と高い)。 

脳血管疾患による死

亡率が高い。 

 

医療費 

・総医療費、1人当たり医療費は年々増加傾向である。 

・医療費の構成比では、循環器疾患(18.2％)が最も高く、その

割合は県(14.4％)と比較して高い。 

・生活習慣病に関連する疾患別医療費は、高血圧、脂質異常症、

糖尿病の順に多い。 

・脳血管疾患医療費(1 人当たり費用額)は平成 22 年度以降全

ての年度で県平均を上回っている。 

・脳血管疾患の重複状況は、高血圧が最も多い。 

脳血管疾患医療費が

県と比較して高く、

40～50歳代の若い年

代でも治療を受けて

いる。その原因疾患

である高血圧、糖尿

病の医療費順位が高

い。 

健診 

・特定健診受診率は県平均を上回っているが、年代男女別にみ

ると、40～59 歳、特に男性の受診率が低い。60～64 歳の受

診率が低い。 

・特定保健指導実施率は横ばいであり、県平均よりも低い。 

・質問票では喫煙者の割合、運動習慣のない割合、週 3回以上

朝食を抜く割合、毎日飲酒する割合が県よりも高い。 

・女性に比べ男性のメタボ該当率が高く、年齢が上がるととも

に高くなっている。 

・HbA1cの高い人の割合が県平均より高い。 

 

・40～50歳代の男性、

60～64 歳の特定健

診受診率が低い。 

・喫煙者の割合や運動

習慣のない人の割合

が県より高い。 

・HbA1c の高い人の割

合が県より高い。 

 

介護 

・新規認定者の原因疾患は、認知症が第 1位であるが、脳血管

疾患が上位を占めている。 

・65歳未満(2号)の新規認定者の原因疾患では、第 1位が脳血

管疾患である。 

・認定者の有病状況では脳疾患が県平均を上回っている。 

介護の原因となる疾

患では、脳血管疾患

が上位を占め、特に

65歳未満では最も高

い。 
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（２）第２期データヘルス計画の体系図 

  計画の目的を達成するための大目標、中長期的な目標、短期目標、保健事業 

 

 

 

 

         

 

中長期的な目標 短期目標 

1)特定健診の受診率を上げる １ 受診率の低い 40～50歳代、60～64歳の受診 

率を上げる 

２ 高血圧未治療の人を減らす 

３ 高血圧治療中で血圧低下不十分な人を減らす 

４ 糖尿病未治療の人を減らす 

５ 糖尿病治療中で血糖値コントロール不良な人を 

減らす 

６ 脂質代謝異常で未治療の人を減らす 

７ 特定保健指導実施率を上げる 

８ 塩分を多く摂らないよう気を付けている人の割合 

を増やす 

９ 野菜を 1日に５～６皿以上食べる人の割合を増 

やす 

10 果物を毎日食べる人の割合を増やす 

11 ２合以上飲酒している人の割合を減らす 

12 1日 30分以上、週 2回以上運動に取り組む 

人の割合を増やす 

13 家庭血圧測定を定期的に行っている人の割合 

を増やす 

14 体重測定を定期的に行っている人の割合を増 

やす 

15 喫煙者の割合を減らす 

 

2)特定健診でⅠ度高血圧以

上と判定される人を減らす 

3)特定健診で HbA1c6.5以上

と判定される人を減らす 

4)特定健診で脂質代謝異常

と判定される人を減らす 

5)脳血管疾患による新規要

介護認定の増加を抑える 

6)脳血管疾患による医療費の

伸びを抑える 

7)糖尿病の医療費の伸びを

抑える 

8)脳血管疾患の死亡者数、

死亡率、年齢調整死亡率

を減らす 

 

保健事業 

①特定健診・半日ドック・未受診者健診・人間ドック費

用助成 

②特定健診未受診者受診勧奨訪問 

③40歳訪問 

④若年者対策 

⑤特定保健指導 

⑥健診時保健指導 

⑦血液サラサラ教室 

⑧からだとこころの栄養相談 

⑨血液再検査 

⑩医療機関受診勧奨訪問 

⑪要指導者訪問 

⑫やひこいきいきウォーキング 

⑬からだスッキリ教室 

⑭弥彦中学校たばこの教室 

⑮健康づくり講演会 

 

大目標 

 

計画の目的・基本理念：健康寿命の延伸、生活の質(QOL)の向上 

糖尿病の発

症を抑制し

重症化を予

防する 

脳 血 管 疾

患の発症を

抑制し、重

症化を予防

する 



３．中間評価

（１）中長期的な目標の評価

中長期目標 評価指標
策定時数値

(H28)
目標値 平成29年度 平成30年度 令和元年度 進捗状況＊

特定健診の受診率を上げる 特定健診受診率 56.7
上昇
(R5で60％) 55.2 55.8 56.0 Ｃ

Ⅰ度高血圧以上判定される人の割合を減少させる 特定健診のⅠ度高血圧以上と判定される人の割合 21.2 減少 22.8 24.2 Ｄ

HbA1c6.5以上と判定される人の割合を減少させる 特定健診のHbA1c6.5以上と判定される人の割合 10.7 減少 9.4 9.2 Ｂ

特定健診のLDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ140以上の割合 20.3 減少 20.7 20.4 Ｃ

特定健診の中性脂肪300以上の割合 3.2 減少 3.2 3.4 Ｃ

糖尿病の医療費を抑える 糖尿病の1人当たり医療費 11,148 未治療者を減らすた
め一時的に増加 13,290 14,452 A

脳血管疾患による新規介護保険認定者割合を減らす 介護保険新規申請者の原因疾患 7.3 減少 14.5 11.9 11.8

脳血管疾患の入院医療費 8,242 減少 14,820 6,945

脳血管疾患の1人当たり医療費 11,193 減少 17,601 9,598

脳血管疾患の死亡率 172.6 減少 112.4 226.3

年齢調整死亡率
56.6

(H23～27) 減少

＊A：改善しており順調または達成　B：改善しており概ね順調　C：ほとんど変化が見られなかった(横ばい)　D：悪化した(遅れ)　E：取り組めていない、評価困難等

【上記の評価をふまえた今後の方針】　

・特定健診受診率は策定時の翌年度に下がり、その後少しずつ上昇はしているが、目標値に達していない。受診率向上の取り組みを強化する。

・血圧要医療判定者割合が上昇してきているため、高血圧予防の取り組みを強化する。   

・脂質代謝要医療判定者割合は減少がみられないため、脂質代謝異常未治療者の受診勧奨と予防の取り組みを強化する。

・血糖要医療判定者割合は減少し、糖尿病医療費は上昇している。今後も未治療者への受診勧奨を継続する。

・脳血管疾患に関する評価指標は年度ごとに数値が変動しやすく短期間での評価が困難なため、最終年度に評価を実施する。

脳血管疾患の死亡率、年齢調整死亡率を減少させる 49.6
 (H26～30）

脳血管疾患の医療費の伸びを抑える

脂質代謝異常と判定される人を減少させる

  5



３．中間評価

（２）短期目標の評価

短期目標 評価指標
策定時数値

(H28)
目標値 平成29年度 平成30年度 令和元年度 進捗状況＊

特定健診で高血圧未治療者の割合 42.7 減少 48.9 43.8 42.2 Ｃ

高血圧受診件数 2,335
未治療者を減らすた
め一時的に増加 2,100 1,990 Ｄ

高血圧医療費 14,830
未治療者を減らすた
め一時的に増加 12,875 11,315 Ｄ

血圧のコントロールが不十分な人を減らす 特定健診で高血圧有所見者 40.0 減少 40.4 43.8 43.2 Ｄ

特定健診で糖尿病未治療者の割合 46.5 減少 39.2 36.7 41.3 Ａ

糖尿病受診件数 850
未治療者を減らすた
め一時的に増加 902 981 Ａ

糖尿病医療費 11,148
未治療者を減らすた
め一時的に増加 13,290 14,452 Ａ

血糖コントロールが不十分な人を減らす 特定健診で血糖有所見者 73.8 減少 74.6 70 76.2 Ｄ

脂質代謝異常で未治療者を減らす 特定健診で脂質異常要医療未治療者の割合 74.0 減少 73.6 80.1 73 Ｃ

特定保健指導の実施率を上げる 特保実施率 22.1
上昇(R5で
60％) 35.1 36.5 17.3 Ｄ

メタボ該当者の割合 17.2 減少 17.1 16.7 17.4 Ｃ

メタボ予備群の割合 10.4 減少 10.0 9 11 Ｃ

塩分を控えるように気を付ける人の割合を増やす 塩分を控えるように気を付けている人の割合 83.6 増加 84.6 83.7 83.6 Ｃ

野菜を1日に5～６皿以上食べる人の割合を増やす 野菜を1日1～5皿食べる人の割合 34.4 増加 30.5 33.3 34.1 Ｃ

果物を毎日食べる人の割合を増やす 果物を毎日食べる人の割合 31.0 増加 32.8 33.7 34.1 Ａ

２合以上飲酒している人の割合を減らす 特定健診で2合以上飲酒している人の割合 12.4 減少 11.9 9.3 12.0 Ｃ

１日30分以上、週2回以上運動に取り組む人の割合を増やす 1日30分以上、週2回以上、1年以上実施している人の割合 26.0 増加 29.8 27.6 27.5 Ｂ

家庭血圧測定を定期的に行っている人を増やす 家庭血圧測定を定期的に行っている人の割合 11.5 増加 13.1 14 13.6 Ｂ

体重測定を定期的に行っている人の割合を増やす 体重測定を定期的に行っている人の割合 25.2 増加 29.9 27.2 26.4 Ｂ

喫煙者の割合を減らす たばこを習慣的に吸っている人の割合 17.5 減少 16.7 14.3 14.9 Ａ

＊A：改善しており順調または達成　B：改善しており概ね順調　C：ほとんど変化が見られなかった(横ばい)　D：悪化した(遅れ)　E：取り組めていない、評価困難等

【上記の評価をふまえた今後の方針】

・高血圧未治療者の割合は策定時とほぼ変わりないが、受診件数は減ってきており、1人当たり医療費は減ってきている。      

　一方で特定健診での高血圧有所見者の割合は策定時よりも上がっていることから、未治療者への受診勧奨を継続する。

・糖尿病未治療者の割合は策定時よりも減少し、受診件数は増えているが、特定健診での有所見者割合は増えているため

　未治療者への受診勧奨、糖尿病予防、重症化予防の働きかけを継続する。

・特保実施率が令和元年度に低下しており、メタボ該当者、予備群の減少がみられないため、今後は更に特定保健指導を強化する。

・生活習慣では運動習慣、家庭血圧測定、体重測定、果物の摂取、喫煙は改善。更に改善を目指し取り組みを継続する。

　塩分を控える、野菜の摂取、飲酒については策定時から改善が見られないため、取り組みを強化する。

高血圧の未治療者を減らす

糖尿病の未治療者を減らす

メタボ該当者・予備群を減らす
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３．中間評価

（３）保健事業の評価
事業
番号

保健事業 対象者 事業の目的 事業概要 現状・実施状況 評価 今後の方針

特定健診/未受診者健診
メタボリックシンドロームに着目した健診
/受診の機会を逃した人を対象にした特定
健診

半日ドック
がん検診と同時実施、女性デー、土曜日実
施等により受けやすい健診を実施

人間ドック費用助成事業 30～74歳国保加入者
人間ドックの基本料金の半額を助成

2年連続未受診者(年度毎に
対象年齢を設定)

2年連続未受診者で、生活習慣病で受療し
ていない人に、訪問による受診勧奨を行
う。

国保年度途中加入者

国保加入後に未受診になりやすいため、年
度途中に国保に加入した人で、まだ特定健
診を受けていない人に、訪問による受診勧
奨を行う。

③ 40歳訪問 40歳国保加入者

40歳の国保加入者に訪問による健診の受診
勧奨を行う。健診受診票と健康管理ファイ
ルを渡し、健診や生活習慣病予防に関心を
持ってもらう。

訪問実施により、受診者は増えている。
また、その後の継続受診にもつながって
いる。令和2年度は訪問は実施せず、郵送
のみとした。新型ウイルス感染症の影響
もあり、例年受診していた人が受診して
いない。

若い年代のため会えない人もいるが、
受診票や健康管理ファイルを届けるこ
とで、健診受診や健康に関心を持つ
きっかけになっている。

感染症予防に留意しながら、訪問
を実施する予定。

④ 若年者対策 25～39歳国保加入者
若年期から健診を定期的に受
診し、自分の健康に関心を持
つ

25～39歳の国保加入者に健診受診票を送付
し受診を促す。健診当日や健診後、前年度
結果に応じて保健指導を実施する。

受診票を送付することで約20％の人が受
診しているが、受診率は横ばい。受診し
た人には当日会場で保健指導や結果返却
時も個別にアドバイスを記入した。
令和2年度は感染症の影響により受診率は
12.9％に低下。

受診した人はその後も継続受診してい
るため、特定健診の受診勧奨にもなっ
ている。また、より早期から生活習慣
病予防に関心を持ってもらうきっかけ
となっている。

対象者への受診票送付、健診当日
の保健指導、結果返却時のアドバ
イスなどを継続。低下した受診率
の回復のため、受診票送付時等に
健診受診の必要性や感染症対策に
ついて周知する。

⑤ 特定保健指導 特定保健指導対象者

対象者自らが健康状態を自覚
し、生活習慣を振り返り、行
動目標を設定し実践し継続で
きる。

動機づけ・積極的支援の保健指導を行
う。

平成28年度：22.1％、平成29年度：
35.1％、平成30年度：36.5％と実施率は
徐々に上昇していたが、令和元年度は感
染症の影響もあり17.3％に低下。

相談会への参加は少ないため、訪問等
での個別対応により実施率は少しずつ
上昇していたが、県平均42.0％には達
していなかった。実施率向上に努める
必要がある。

人間ドック受診者の特定保健指導
については委託を継続し、積極的
な実施を依頼する。特定健診受診
者については、在宅保健師の協力
も得ながら、実施率向上を目指
す。

⑥ 健診時保健指導

前年度または当日、Ⅰ度高血圧
以上または前年度HbA1c6.0以上
の者、前年度血中脂質の要医療
未受診の者等

健診当日に前年結果等をもと
に保健指導を行うことで早期
に動機づけし、継続して生活
習慣の改善に取り組むことが
できる。

健診当日、前年度の結果または当日の血圧
値等をもとに保健指導、栄養指導を行う。

令和元年度405人、令和2年度365人に指導
を実施。特定健診受診者のうち約7割が保
健指導を受けている。令和2年度は感染症
予防のため栄養指導は実施せず、後日の
健康相談や訪問につなげた。

例年、健診後の健康相談の参加者は少
ないことから、重要な機会となってい
る。令和2年度は、健診会場での動機
付けや結果返却時のコメント記入によ
り、健康相談の参加者数が増えた。早
期の個別対応による働きかけの効果と
思われる。

感染症の状況も考慮しつつ、令和2
年度の実施方法で継続。結果返却
直後の相談会の参加者が多いた
め、栄養指導の強化のため在宅栄
養士に協力を依頼予定。

⑦ 血液サラサラ教室
(血管いきいき講座から改名）

血圧、血糖、血中脂質等で保健
指導判定値以上の者

自分自身の健康課題が分か
り、目標を立てて生活習慣の
改善に取り組み、継続するこ
とができる。

高血圧、糖代謝異常、脂質異常症等を抱え
る人に食生活改善を中心とした健康教育、
グループワーク等を行い、目標を立てて実
践、継続していく事を支援する。

平成30年度は健康運動指導士による運動
の講義、実践と管理栄養士による食生活
改善の講義や試食等を秋のみ実施。令和
元年度から健診結果返却の時期にあわ
せ、秋と冬の2コースに増やした。参加者
数は1回あたり3～8人。令和2年度は運動
は他の教室へ移行し、食生活改善の内容
中心としたが、感染症予防のため個別相
談(結果相談会)に振替たため、教室は実
施せず。

参加者数は少ないが、回数を重ねるこ
とで理解度が深まり、本人の行動目標
の具体化もできた。また、他の教室へ
の参加へとつながった。

令和3年度については令和2年度並
みに個別相談とし、それ以降につ
いては感染症の状況をみながら再
開するか検討する。

ハ
イ
リ
ス
ク
ア
プ
ロ
ー

チ

特
定
健
診
・
受
診
率
向
上

①

40～74歳国保加入者

メタボリックシンドローム及
び生活習慣病の発症予防及び
重症化予防

②
特定健診未受診者への受診勧
奨訪問

特定健診受診率向上

受診率は55.0～57.0％を推移し横ばいで
ある。新型ウイルス感染症の影響により
令和2年度は受診率が50.0％以下に低下す
る見込み。

令和元年度までの受診率は横ばいでは
あるが、県内でも高い水準を維持して
いる。令和2年度は感染症の影響によ
り受診率が低下したため、受診率を回
復させる必要がある。

訪問実施により対象者の10％程度が受診
していたが、令和2年度は訪問は実施せず
郵送のみとしたため、対象者の3.5％しか
受診につながらなかった。

訪問することにより状況の把握がで
き、受診につながる。また受診しない
理由を聞き取ることで、健診実施体制
の改善に生かすことができた。

感染症の影響により低下した受診
率を回復させ、更に受診率の低い
40～50歳代の受診率を上げるた
め、未受診者訪問と併せて実施し
ていく。「受けて良かった」と思
われる健診にするため、健診機関
と協力し健診体制の改善を図って
いく。

受診率の低い年代に対し、３年ご
とに対象年齢を変えて感染症予防
に留意し実施予定。
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事業
番号

保健事業 対象者 事業の目的 事業概要 現状・実施状況 評価 今後の方針

⑧ からだとこころの栄養相談
血圧、血糖、血中脂質等で保健
指導判定値以上の者

健診結果をもとに個別に栄養
指導、保健指導を行うこと
で、生活習慣を振り返り生活
習慣の改善に取り組むことが
できる。

特定健診及び人間ドックの結果に基づき、
個別に栄養指導、保健指導を行う。

令和２年度は特に健診会場で動機づけを
行い、結果返却時に個別に参加を勧める
メッセージを記入する等工夫した。結果
返却直後の相談会の参加が多い。令和2年
度は血液サラサラ教室を振替え、回数を
増やし、午後の実施日も設けた。4月～1
月の参加者数の比較では令和元年度24
名、令和2年度54名と大幅に増加。

健診会場や結果返却時の個々に合わせ
た働きかけや、参加しやすい会場や時
間の設定により参加者数が増加した。

健診時や返却時の個々に合わせた
働きかけと、開催時間や会場の工
夫を継続。案内をしても参加され
ない人については、診療結果の返
却状況等を確認し、再度参加の働
きかけを行う。

⑨ 血液再検査
血糖、血中脂質、尿酸、肝機能
等で保健指導判定値以上の者

健診受診者の生活習慣改善の
評価や振り返りの機会とし、
必要に応じて受診勧奨や保健
指導を実施し、生活習慣病の
重症化を予防する。

特定健診及び人間ドック受診者で、結果を
もとに生活習慣病予防に取り組んだ人につ
いて、その評価として血液検査を行う。更
にその結果をもとに保健指導を行う。

平成30年度12月36人、3月16人、令和元年
度12月28人の参加。3月は感染症予防のた
め実施せず。結果により健康相談への案
内や受診勧奨を実施。実施時期として、
12月は生活習慣改善に取り組む期間が短
く結果がでにくいため、令和2年度より3
月のみ実施とした。また、健診結果のみ
で対象者を選定せず、保健指導により生
活習慣の改善にしっかりと取り組んだ人
を対象とした。

検査数値の改善を目標にできるため効
果的であり、再検査の結果をみて行動
の継続や修正ができ、次の健診受診に
つなげることができている。しかし生
活習慣の改善に取り組めていない人
は、検査を受けただけで終わってしま
い、検査数値や生活改善につながって
いない場合がある。

令和2年度から実施方法を変更した
ため、その結果をみて今後の内容
を検討する。より効果的な取り組
みとするため、検査結果の比較や
生活習慣の改善度を評価する。

⑩
医療機関受診勧奨訪問(糖尿病
性腎症及びCKD予防含む)

要医療判定で医療機関未受診
者。重症度の高い者から優先的
に実施。

受診の必要性を理解してもら
い、適切な医療管理につなげ
ることで、生活習慣病の重症
化を防ぐ。

要医療未受診者や年々数値が悪化している
人に訪問で受診勧奨を行う。

⑪ 要指導者訪問

血圧、血糖、血中脂質、eGFR等
で保健指導判定値以上の者。受
療中だがコントロール不良の
者。

対象者が健診結果から自らの
健康状態を自覚し、生活習慣
の改善に取り組むことができ
る。

上記対象者やコントロール不良者に対し、
訪問で保健指導、栄養指導を行う。

⑫ やひこいきいきウォーキング 20歳以上の一般住民
運動に対する意識の改善を図
り、習慣化と健康意識の向上
を目指す。

1日の目標歩数を決め、目標歩数を達成し
た人に景品と達成証を渡す。インセンティ
ブを設けることで、運動への意識改善を図
る。

目標設定を低くすることで、参加しやす
くしているが、申込者平成30年度51人、
令和元年度27人、令和2年度12人と参加者
数が減ってきている。

参加者からは「普段の歩数を気にする
ようになった」「いつもよりプラスし
て歩くようになった」等の声があり、
ウォーキングの習慣化のきっかけと
なっている。しかし、年々参加者数が
減ってきているため、内容の工夫や周
知に力を入れる必要がある。

広報やホームページ以外にも特定
健診対象者や受診者への周知を
行っていく。今後はウォーキング
以外の運動実施者にもインセン
ティブも考える必要がある。

⑬ からだスッキリ教室 一般住民

コンディショニングを習得
し、運動習慣の構築と、運動
するための身体づくりを行
う。

健康運動指導士によるコンディショニング
やウォーキングの講義、実技。

平成30年度は冬のみ計6回実施。実37人、
延162人。令和元年度は春4回と冬8回開
催。春実34人、延100人、秋実57人、延
246人と参加者数は多く、リピーターだけ
でなく新規参加もある。令和2年度は春は
感染症予防のため中止。秋は密の回避の
ため２コース(4回×2)に分けた。実23
人。1回平均　　人の参加(2月時点)

参加者からは「運動に取り組むきっか
けになった」「身体の痛みや姿勢が改
善された」等の声がある。友人や家族
に参加を勧める方もいる。健康相談や
介護予防教室から継続して参加する人
もおり、運動習慣の普及や継続につな
がっている。

今後も年間を通じた運動習慣継続
の支援を行う。健康相談やいきい
きウォーキング等の他事業と連動
させる。

⑭ 弥彦中学校たばこの教室 弥彦中学校2年生
若い世代に正しいたばこの知
識を普及し、将来的な喫煙を
防止する

たばこの害や影響等について講師による講
義を行う。

7月に中学2年生を対象に新潟県保健衛生
センター講師による講義を実施。

たばこに関心を持ち始める年代に対
し、正しい情報を伝えることで、将来
的な喫煙の防止になると思われる。

教室を継続し、乳幼児健診に参加
する保護者にもたばこの害などの
知識の普及啓発を引き続き行って
いく。

⑮ 健康づくり講演会 一般住民
生活習慣病予防の知識を普及
し、関心を持ってもらう。

生活習慣病予防をテーマとした医師による
講演を行う。

平成30年度は一般を対象に16人の参加。
令和元年度は保健委員・食生活改善推進
委員研修会と兼ねて実施し、26人の参加
(うち一般は2名)。令和2年度は感染症予
防のため実施せず。

広報への掲載やチラシ配布等するが、
一般参加者が少なく、参加人数の確保
が難しいのが現状。

地域の代表である保健委員や食生
活改善推進委員の研修会と兼ねて
開催していく。

健診結果返却時に対象者をリストアッ
プ。40～74歳は、令和元年度109人、令和
2年度147人。指導実施率は令和元年度：
50.5％、令和2年度：29.9％(1月時点)指
導未実施の対象者については診療結果返
却の有無を確認し、必要に応じて訪問や
健康相談等へつなぐ。

訪問実施後の受診状況について、まず
は診療結果の返却で確認し、確認が取
れない場合は本人への確認やレセプト
チェックが必要。確認が遅くなりがち
のため、事業担当と地区担当が連携
し、時期を逃さない支援が必要であ
る。

指導後の受診確認や生活習慣の把
握を確実に行う。また、対象者の
中でも重症度が高い人について
は、KDBシステムで次年度の健診結
果の変化等で評価を行い、今後も
支援を継続する。

ポ
ピ
ュ

レ
ー

シ
ョ

ン
ア
プ
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ー
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ハ
イ
リ
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ク
ア
プ
ロ
ー

チ
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４．保健事業の計画

ストラクチャー
(体制)評価

プロセス
(実施過程)評価

アウトプット(実
施状況・量)評価

アウトカム
(成果)評価

特定健診/未受診者健診
メタボリックシンドロームに着目した健診/
受診の機会を逃した人を対象にした特定健診

7月/10月

半日ドック
がん検診と同時実施、女性デー、土曜日実施
等により受けやすい健診を実施

6月、10月

人間ドック 30～74歳国保加入者 人間ドックの基本料金の半額を助成 委託機関との連携 周知、時期
・特定健診受診率
・30歳代の受診率

健康状態未把握率
(健診受診なし、
医療受診なしの割
合)

4月～2月末

2年連続未受診者(年度毎に対
象年齢を設定)

2年連続未受診者で、生活習慣病で受療して
いない人に、訪問による受診勧奨を行う。

6月頃

国保年度途中加入者
年度途中に国保に加入した人で、まだ特定健
診を受けていない人に、訪問による受診勧奨
を行う。

9月頃

③ 40歳訪問 40歳国保加入者

40歳の国保加入者に訪問による健診の受診勧
奨を行う。健康ファイルを渡し、健診結果の
管理や生活習慣病予防に関心を持ってもら
う。

・予算の確保
・従事者打ち合わせ

・実施時期
・実施方法

訪問実施率 健診受診率 6月

④ 若年者対策 25～39歳国保加入者
若年期から健診を定期的に受診
し、自分の健康に関心を持つ

25～39歳の国保加入者に健診受診票を送付し
受診を促す。健診当日や健診後、前年度結果
に応じて保健指導を実施する。

・予算、従事者の確保
・関係者会議、打ち合わ
せの実施

・実施時期
・実施方法

保健指導実施率 ・健診受診率
・結果で異常なし
の割合

5月～3月

⑤ 特定保健指導 特定保健指導対象者
対象者自らが健康状態を自覚し、
生活習慣を振り返り、行動目標を
設定し実践し継続できる。

動機づけ・積極的支援の保健指導を行う。
・委託機関との連携
・従事者との連携

・実施時期
・実施方法

保健指導実施率
・特保該当者の割
合
・メタボ該当率

結果返却時～翌年度6
月頃

⑥ 健診時保健指導

前年度または当日、Ⅰ度高血圧
以上または前年度HbA1c6.0以上
の者、前年度血中脂質の要医療
未受診の者等

健診当日に前年結果等をもとに保
健指導を行うことで早期に動機づ
けし、継続して生活習慣の改善に
取り組むことができる。

健診当日、前年度の結果または当日の血圧値
等をもとに保健指導、栄養指導を行う。

・予算、従事者の確保
・関係者会議、打ち合わ
せの実施

・実施時期
・実施方法

保健指導実施率
・対象者の生活習
慣の改善
・受診勧奨者で受
診した割合

6月～10月

⑦ 血液サラサラ教室
(血管いきいき講座から改名）

血圧、血糖、血中脂質等で保健
指導判定値以上の者

自分自身の健康課題が分かり、目
標を立てて生活習慣の改善に取り
組み、継続することができる。

食生活改善を中心とした健康教育、グループ
ワーク等を行う。

・予算、従事者の確保
・従事者打ち合わせ

・実施時期
・実施方法
・アンケート結果

実施回数、参加者
数

生活習慣の改善

令和3年度は個別相談とす
る。
令和4年度以降は
①9月～10月
②12月～1月

⑧ からだとこころの栄養相談
血圧、血糖、血中脂質等で保健
指導判定値以上の者

健診結果をもとに個別に栄養指
導、保健指導を行うことで、生活
習慣を振り返り生活習慣の改善に
取り組むことができる。

特定健診及び人間ドックの結果に基づき、個
別に栄養指導、保健指導を行う。

・予算、従事者の確保
・従事者打ち合わせ

・実施時期
・実施方法

実施回数、参加者
数

生活習慣の改善
毎月1回と、結果返却
後の9月、12月～1月は
追加実施

⑨ 血液再検査
血糖、血中脂質、尿酸、肝機能
等で保健指導判定値以上の者

健診受診者の生活習慣改善の評価
や振り返りの機会とし、必要に応
じて受診勧奨や保健指導を実施
し、生活習慣病の重症化を予防す
る。

特定健診及び人間ドック受診者で、結果をも
とに生活習慣病予防に取り組んだ人につい
て、その評価として血液検査を行う。

・委託機関との連携
・従事者打ち合わせ

・実施時期
・実施方法

参加者数
生活習慣の改善
血液検査結果の改
善

3月

⑩
医療機関受診勧奨訪問(糖尿病
性腎症及びCKD予防含む)

要医療判定で医療機関未受診
者。重症度の高い者から優先的
に実施。

受診の必要性を理解してもらい、
適切な医療管理につなげること
で、生活習慣病の重症化を防ぐ。

要医療未受診者や年々数値が悪化している人
に訪問で受診勧奨を行う。

・医療機関との連携
・従事者打ち合わせ

・実施時期
・実施方法

指導実施率
受診勧奨後の医療
機関受診率

⑪ 要指導者訪問

血圧、血糖、血中脂質、eGFR等
で保健指導判定値以上の者。受
療中だがコントロール不良の
者。

対象者が健診結果から自らの健康
状態を自覚し、生活習慣の改善に
取り組むことができる。

上記対象者やコントロール不良者に対し、訪
問で保健指導、栄養指導を行う。

・医療機関との連携
・従事者打ち合わせ

・実施時期
・実施方法

指導実施率 生活習慣の改善

結果返却後～概ね3月

40～74歳国保加入者

メタボリックシンドローム及び生
活習慣病の発症予防及び重症化予
防

②

ハ
イ
リ
ス
ク
ア
プ
ロ
ー

チ

・委託機関との連携
・従事者の確保(看護師、
保健師、栄養士、保健委
員等)

周知方法、健診時
期、内容、会場等

特定健診受診率

健康状態未把握率
(健診受診なし、
医療受診なしの割
合)

・予算、従事者の確保
・関係者会議、打ち合わ
せの実施

・対象者の選定
・実施時期
・実施方法

訪問実施率
・事業対象者の受
診率
・特定健診受診率

①

特定健診未受診者訪問

特
定
健
診
・
受
診
率
向
上 特定健診受診率向上

評価指標
実施スケジュール、

期間等
事業
番号

保健事業 対象者 事業の目的 事業概要
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ストラクチャー
(体制)評価

プロセス
(実施過程)評価

アウトプット(実
施状況・量)評価

アウトカム
(成果)評価

評価指標
実施スケジュール、

期間等
事業
番号

保健事業 対象者 事業の目的 事業概要

⑫ やひこいきいきウォーキング 20歳以上の一般住民

インセンティブを設けることで、
運動に対する意識の改善を図り、
習慣化と健康意識の向上を目指
す。

1日の目標歩数を決め、目標歩数を達成した
人に景品と達成証を渡す。

・予算の確保
・職域との連携

・実施時期
・実施方法

参加者数
運動実施状況
体調の変化

4月～10月末

⑬ からだスッキリ教室 一般住民
コンディショニングを習得し、運
動習慣の構築と、運動するための
身体づくりを行う。

健康運動指導士によるコンディショニングや
ウォーキングの講義、実技。

・予算、従事者の確保
・講師との連携

・実施時期
・実施方法

実施回数、参加者
数

運動実施状況
体調の変化

①5～6月
②1～3月

⑭ 弥彦中学校たばこの教室 弥彦中学校2年生
若い世代に正しいたばこの知識を
普及し、喫煙を予防する

たばこの害や影響等について講師による講義
を行う。(新潟県保健衛生センターに委託)

・中学校の連携
・委託機関との連携

・実施時期
・実施方法

参加者数

・参加者の感想
・健康づくりアン
ケートや特定健診
の喫煙割合

7月

⑮ 健康づくり講演会 一般住民 生活習慣病予防の知識の普及
生活習慣病予防のための医師による講演
(新潟県保健衛生センター医師）

・委託機関、講師との連
携

・実施時期
・実施方法

参加者数
生活習慣習慣病や
予防のための理解
度

10月頃

ポ
ピ
ュ

レ
ー

シ
ョ

ン
ア
プ
ロ
ー

チ
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４．計画の評価・見直し等 

 

（１）計画の評価・見直し 

 令和３年度以降は中間見直し後の方針に基づき事業を実施し、個別事業の評価は４つの

指標（ストラクチャー評価、プロセス評価、アウトプット評価、アウトカム評価）による

評価を適用します。また短期的な目標として評価指標を設定したものについては毎年度評

価を行い、中長期的な目標については計画の最終年度に評価を行います。 

評価にあたっては弥彦村国民健康保険運営協議会や弥彦村健康づくり推進協議会にお

いて意見の聴取を行います。 

 

（２）計画の公表・周知 

本計画及び評価内容についてはホームページへ掲載し、被保険者が広く閲覧できるよう

にいたします。 

 

（３）事業運営上の留意事項 

保健事業の推進にあたっては、国保部門と衛生部門が健康課題についての共通認識をも

ち、連携を図りながら課題解決に取り組むものとします。 

また、重症化予防事業では介護部門と連携していくとともに、健康増進法に基づいた健

康診査や健康相談、がん対策などの健康づくりを推進していきます。 

 

（４）個人情報の取り扱い 

本計画の推進にあたり、個人情報の保護に関する法律および弥彦村個人情報保護条例を

遵守し、適切な対応を行います。 
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