
健康くさつ 21（第2次）事業照会

事業名
該当

「数値目標項
目」

Ｈ２６年度事業実績 Ｈ２６年度事業評価 Ｈ２７年度実施計画 担当課 備考

1 栄養相談 ①②③
設定相談日数　34日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　実施
延人数　   22人　(実施人数　　18人)

対象者のBMIや食習慣を確認し、適切な食事の内容か判断すると共に、肥
満・痩せの人については食事の改善内容や調理方法について指導、具体
的な目標設定を決めることにつながった。

継続実施
栄養指導実施後のフォローにて、肥満・痩せの状況や食生活の変化
等について確認し、評価を充実させていく。

健康増進課
（健康増進G)

2 生活習慣病相談 ①②
設定相談日数　34日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　実施
延人数　   10人　(実施人数　　9人)

昨年度周知方法に加えて、メタボ予防健診の事後フォローとして通知した
り、がん検診無料クーポン券に健康相談日程を通知することで、利用者数
は増加した。また、参加者の健診結果から生活を振り返り、適正体重の維
持や適切な食習慣のための食事の工夫について指導を行い、自身の生活
を見直すよい機会となった。

継続実施
ターゲットを絞って勧奨を行い、プレ特定健診や特定健診の事後フォ
ローとして実施し、若い世代の適切な食習慣形成を図っていく。

健康増進課
（健康増進G)

3 特定保健指導 ①②
動機付け支援者数：68人(事業所委託）
積極的支援：18人（直営）
（H27.5現在）

保健指導の中で、健診結果や生活習慣を一緒に振り返り、個々に応じた適
切な食習慣のための食事の工夫について指導を行い、利用者が自ら目標
を立てることができた。

継続実施 健康増進課
（健康増進G)

4 母子（親子）健康手帳の交付 ②
妊娠届出をした1,387人に対して、母子（親子）健康手帳交付時に「マタニ
ティ食事レッスン」「ママと赤ちゃんの栄養ガイド」のリーフレットを配布した。

リーフレットを配布し、妊娠を期に食事を見直すための啓発を行った。リー
フレット配布のみでなく、窓口において、健康状態を聞き取る中で、栄養・食
生活に関して必要があれば学区保健師や栄養士が対応するようにしてい
く。妊娠中は適正な体重を維持するのは難しいため、数値目標項目①は適
切な項目ではないと考えるため、平成27年度より項目から外す。

母子（親子）健康手帳交付時に栄養・食生活に関するリーフレッを配布
し、健康状態の聞き取りから栄養や食生活に課題があれば、個別相談
を行う。

健康増進課
（保健推進G)

5 乳幼児健康診査（栄） ①②③

乳幼児健診時、栄養や食生活に心配のある人や、やせ・過体重（肥満）の
乳幼児の保護者に栄養士による栄養相談を実施した。また、２歳６か月健
診では肥満予防の啓発チラシの配布を行った。
・４か月健診：カウプ指数13未満…　0人（0%）
　　　　　　　　　カウプ指数20以上…52人（4.2%）
・１０か月健診：カウプ指数13未満…　1人（0.1%)
                       カウプ指数20以上…24人（1.9%）
・１歳６か月健診：肥満度－20%未満…0人（0%）
　　　　　　　　　　　 肥満度20％以上…14人（1.3%）
・２歳６か月健診：肥満度－20%未満…1人（0.1%)
　　　　　　　　　　　　肥満度20％以上…19人（1.4%）
・３歳６か月健診：肥満度－20%未満…0人（0%）
　　　　　　　　　　　 肥満度20％以上…10人（0.7%）

カウプ指数20以上および肥満度20％以上の割合は、年齢が上がるにつれ
減少しているものの、お菓子を食べる習慣が増える２歳児以降に微増。将
来的な生活習慣病の予防に向け、乳幼児のみでなく家族全体の食習慣に
意識を持ってもらえるような促しについて検討を要する。
また、個別の保健指導は実施しているものの、家族全体に対して共食を促
せるような啓発は実施できていない。

乳幼児健診時の栄養相談を継続実施するとともに、食習慣や共食の
啓発に向けた媒体について検討する。

健康増進課
（保健推進G)

6 食を通した健康づくり推進事業 ①②③
くさつヘルスアッププロジェクトを通して、地元産の野菜を使った子どもも喜
ぶ料理のレシピをとらいあんぐる（地域栄養士団体）に作成してもらい、イオ
ン草津店に設置・配布した。（２０、２１、２２参照）

くさつヘルスアッププロジェクトの事業を通して、普段利用する商業施設に
おいて、野菜を使ったメニューを紹介することで、バランスのとれた食事に
ついての啓発ができた。（２０、２１、２２参照）

くさつヘルスアッププロジェクトの事業を通して、食育の啓発を実施す
る。（２０、２１、２２参照）

健康増進課
（健康啓発G)

7
健康推進員による健康づくり啓発事
業および食育推進事業

①②③

健康づくり啓発事業　47回実施　参加者延べ数6,393人
歯科啓発事業　24回実施　参加者延べ数1,965人
食育推進事業　46回実施　参加者延べ数1,756人
その他　44回実施　参加者延べ数7,292人

乳幼児から高齢者の幅広いライフステージを対象に、食事のバランスや減
塩をテーマにした調理実習などを実施し、地域のまつり等で市民の方に啓
発できた。

継続実施
平成26年度同様事業を実施するとともに、朝ごはんの大切さや伝統食
の事業を推進する。

健康増進課
（健康啓発G)

8 健康推進員現任研修 ①②③

協議会主催分　3回実施　参加者延べ数217人
市主催分　8回実施　参加者延べ数412人
子どもの食育やカルシウムをテーマとした研修会を実施した。

カルシウムの摂取量や子どものおやつのとり方など理解できたという声が
多かった。

継続実施
健康くさつ２１（第２次）や第２次草津市食育推進計画の推進のため、
健康推進員が地域で活動する際に活かせる研修内容を実施する。

健康増進課
（健康啓発G)

9 各種イベントにおける食育推進事業 ①②③
各種イベントブースでの啓発実績はないが、草津ヘルスアッププロジェクト
の事業にて食育推進の啓発を実施した。（20、21、22、23参照）

くさつヘルスアッププロジェクトの事業を通して、バランスの取れた食事につ
いてなどの啓発はできた。（２０、２１、２２、23参照）

くさつヘルスアッププロジェクトの事業を通して、野菜の摂取を促し、バ
ランスの取れた食事についての啓発を実施する。（２０、２１、23参照）

健康増進課
（健康啓発G)

10 健康教育 ①②③

実施回数：6回,　　実施人数：133人,実施対象者内訳：母子（学童）75人、母
子（乳幼児）5人、成人53人
乳幼児・学童、成人、高齢者の幅広いライフステージを対象に、食育の大
切さ、食生活のポイントや注意点、栄養バランスなどについて「健康くさつ
21」「第2次草津市食育推進計画」などの資料を使って啓発を行った。

母子に対しては、乳幼児や学童の食に関する話が中心であったが、今後
は生活習慣病予防も含めた内容で検討する。

健康教育のテーマとして、乳幼児の健康を設定し、市民の要望があれ
ば行う。成人を対象とした生活習慣病予防の為の食の教育は、「みん
なでトーク」で『健康づくりのための食育の推進を目指して』『糖尿病な
んともないと見過ごすな～草津市糖尿病対策～』で施策に絡ませて行
う。。

健康増進課
（健康増進G)

11 食の安全推進事業 ②
2回の食品表示学習会を開催した。（H26.7.4開催。参加者59名）（H27.2.27
開催。参加者39名）また、出前講座を1回実施。

食品表示学習会や出前講座のなかで、より多くの市民に食品表示などの
「食」に関する知識を持ってもらうことができた。

NPO法人との協働により親子で学べる体験型の学習会を実施予定。
学習会や出前講座を通じて「食の安全」に関する啓発活動を行う。

生活安心課
（市民生活G)

内容

１－（１）「栄養・食生活」の取り組みの方針
　　・バランスのとれた食生活を推進し、やせや肥満の人の減少を目指します！
　　・家族と一緒に食事をとる「共食」を推進することで、子どもの頃からのよりよい食習慣の形成を図ります！

《数値目標項目》
　①適正体重を維持している人の増加
　②適切な量と質の食事をとっている人の増加
　③共食の増加

管理栄養士が個別に相談に応じ、適正体重の維持や適切な食習慣の形
成のために、具体的な食事の内容や調理方法について指導を行ってい
る。

保健師が個別に相談に応じ、適正体重の維持や適切な食習慣の形成の
ために、自分自身の問題に気づき、よい生活習慣の改善に向け行動変
容でき、継続的によい習慣を実践できるよう指導を行っている。

特定健康診査の結果から生活習慣病のリスクが高いと判断された方に
対して生活改善の指導を実施している。

母子保健法に基づき、妊娠届出をした市民に対して母子（親子）健康手
帳を交付。交付時に、食事に関するリーフレットの配布を行い、健康状態
や妊娠・出産における心配ごと等の相談を実施している。

子どもの健全な育成、健康増進を図るため、４か月・１０か月・１歳６か月・
２歳６か月・３歳６か月の児を対象に健康障害の早期発見や早期支援、
成長・発達に応じた保健指導を行っている。
栄養・食生活に心配のある人や、やせ・過体重の乳幼児の親に対して、
個別に栄養相談を実施。また、幼少期からの肥満を防ぐために２歳６か
月健診で啓発チラシを配布。

栄養・食生活について、市民の目線に立った具体的な内容による啓発を
実施している。

「健康くさつ２１」や「草津市食育推進計画」の推進を目的に、各市民セン
ターなどで地域に根ざした健康づくり及び食育推進事業を草津市健康推
進員に委託している。

地域で活動する健康推進員に対し、健康に対する新たな情報を提供する
などして、常に正しい知識を持って健康づくり活動を実践できるよう研修を
実施している。

各種イベントにおいて食育推進ブースを設け、訪れた市民に対し、食の大
切さや食に対して興味を持ってもらえるような場を提供したり、バランスの
よい食事について理解を促すなど、啓発を実施している。

保健師や管理栄養士が、要望のあった団体に対して、本市の施策紹介も
含めて、適正体重の維持や適切な食習慣の形成に関する正しい知識の
普及啓発を行なう。

「食品表示学習会」の開催や出前講座を通して、より多くの市民に「食」に
関する知識と高い意識を持っていただくための、啓発活動を実施。
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健康くさつ 21（第2次）事業照会

事業名
該当

「数値目標項
目」

Ｈ２６年度事業実績 Ｈ２６年度事業評価 Ｈ２７年度実施計画 担当課 備考内容

12
保育所（園）や幼稚園における保健
指導

②
公立幼稚園１０園は月１回の保健指導を実施。
公立保育所では各クラスにおいてその都度保健指導を実施。

手洗い・うがい指導、歯磨き指導、怪我の手当て指導、栄養指導、風の予
防指導等、年間指導計画をもとに実施。また、園児の実態に合わせてその
都度必要な保健指導を行った。

継続実施
幼児課

（指導研修G)

13 妊産婦訪問 ②

妊産婦訪問延人数：1,497人（うち妊婦；34人、産婦1,463人）
訪問した上記の妊産婦のうち、食生活指導の必要なケースに対し、保健師
や助産師が母子（親子）健康手帳で経過確認しながら摂取状況の聞き取り
や助言を行った。

妊娠や出産の経過について確認し、妊娠中の体重の急激な増加や高血圧
や糖尿病等のある妊産婦へ、食生活習慣の見直し、また産後授乳期にお
ける食事の質等について指導し、バランスのとれた食生活に留意・改善す
るよう助言できた。しかし、継続的な助言をしても改善に結びつきにくい場
合もみられ、指導方法の検討も必要。

栄養・食生活面において助言の必要な妊産婦に対し、適切な食生活
が意識できるよう指導を行う。

健康増進課
（保健推進G)

14 乳幼児訪問 ②③

乳幼児訪問延人数：1,569人（うち乳児1,390人、幼児179人）
すこやか訪問やその他支援を要し訪問した上記の乳幼児に対して身体発
育状況や授乳状況等を確認した。そのうち、指導の必要なケースについて
は、適切な食事習慣について、保健師や助産師が助言を行った。

幼少期から薄味になれ、偏食を防ぎバランスのとれた食事内容を意識した
習慣を身につけることや、孤食をなくし家族とともに食事摂取することの大
切さについて啓発できた。

身体発育や生活状況を確認しながら、薄味にすることや食事内容のバ
ランス等健康に留意した食習慣を身につけることや、また共食の大切
さについての啓発を行う。

健康増進課
（保健推進G)

15 離乳食レストラン ②③

離乳食レストラン　20回実施。
調理の見学や試食を行い、離乳食の進め方を習得してもらえるよう支援し
た。
また、赤・黄・緑の色ごとに食材を分けて、必要な栄養素やバランスのとれ
た献立について健康教育を実施した。

事業実施後のアンケートで「実物を見ることができイメージできた」「実際に
食べることができて参考になった」という意見があり、食事への知識や関心
を深めることができた。
また、個別指導時に食事の楽しさや喜びについて話し、共食への関心に繋
がるよう支援した。

離乳食の進め方について習得できるようにするとともに、子どもの食習
慣がその後の食習慣に大きな影響を与えることを知り、大人の食習慣
についても見直せる機会にする。

健康増進課
（保健推進G)

16 隣保館の健康相談 ②
実施回数：170回
実施延人数：2183人

体重測定を実施したうえで、生活状況を確認し、必要時、食生活の改善内
容について指導した。定期的な開催により継続的なアプローチができ、利
用者の気づきや行動変容に繋がっている。

継続実施
健康増進課
（健康増進G)

17 学校における食育の推進 ③

各小中学校において食育の日・食育月間の取り組みを進めた校数
19／19
地場産物や伝統食についての授業を実施した校数
14／19

各小中学校における食育月間、食育の日の取り組みの集約や指導助言を
行うとともに、地域や保護者と連携した米づくりなど特色ある食育指導を進
めた。

継続実施
各小中学校において実施計画を定め、食育指導を進める。また、地場
産物や伝統食についての食育指導を進める。

スポーツ保健課
（スポーツ保健G）

18 食の「芽生え」と「育み」推進事業 ②
お弁当レシピ集の配布　３回
食育教室の開催　２回

レシピ集配布および食育教室を通じて食育を推進できた。食育教室のうち
１回は、農家で愛彩菜の収穫体験も取り入れた。

お弁当や朝食のレシピ集の配布を年３回、食育教室でのお弁当作りを
年５回計画している。昨年度同様、地元農家での農作物の収穫体験も
予定している。

スポーツ保健課
（スポーツ保健G）

19
草津市立中学校スクールランチ事
業

② 新しいスクールランチ制度を２学期より中学校６校にて開始
検討委員会の報告書をもとに、誰もがいつでも気軽に利用しやすいスクー
ルランチ制度に改善することができた。

継続実施
昨年度の利用状況、アンケートをもとに、業者との協議を重ね、より利
用しやすいように改善を図る。

スポーツ保健課
（スポーツ保健G）

20
くさつヘルスアッププロジェクト
【ヘルスアップ料理教室】

①②

市民交流プラザ（調理実習室）にて、９月と１０月で３回コース２クール実
施。講師は、１回目と３回目をとらいあんぐる（地域栄養士団体）、２回目を
司厨士協会で担当。
９月コース（水曜夜間）延べ５５人参加
１０月コース（土曜昼間）延べ５２人参加

参加者からは、「普段こんなに野菜をとれていなかったので、家でも野菜料
理を増やしたい」、「野菜の大切さや必要量について分かって役に立った」
との感想もあり、自分の食生活を振り返る機会とできた。

より参加しやすい教室となるよう、回数や日時を工夫しながら年５回
（単発）実施する。

健康増進課
（健康啓発G)

21
くさつヘルスアッププロジェクト
【食育推進デー】

①②③

イオン草津店において、５月から翌３月まで、毎月定めた食育の日（１５日）
に、地元産の野菜を使った子どもも喜ぶ料理のレシピをとらいあんぐる（地
域栄養士団体）に作成してもらい、野菜売場で配布したり、レシピを使って
の試食を実施した。

地産地消の推進や野菜の摂取量を増やすための取り組みとして、試食の
日は通常の２倍の売れ行きがみられるなどの効果があった。管理栄養士と
店側の役割等の再検討が必要である。

取り組み拡大のため、アルプラザ草津においても食育の日の取り組み
を行っていく。

健康増進課
（健康啓発G)

22
くさつヘルスアッププロジェクト
【ヘルシーランチの提供事業】

①②③

総カロリー600㎉前後の考案されたヘルシーランチを市内の2か所のホテル
レストランで提供した。
時期：１０月～2月
提供数：ボストン　460食
　　　　　エストピア　92食

外食時の食事の選び方や工夫点を市民にＰＲすることができた。 実施なし
健康増進課
（健康啓発G)

23
くさつヘルスアッププロジェクト
【食と運動のヘルスチェックデー】

①②③

イオンモール草津において、８月から１２月まで月１回、立命館大学スポー
ツ健康科学部の学生、とらいあんぐる（地域栄養士団体）、イオン草津店の
協力を得て開催した。栄養の内容としては、とらいあんぐるによる栄養相
談、おすすめレシピの食材をイオン草津店でコーナーを設けて販売するな
ど。
参加者数：延べ４０４人

運動指導にあわせ、栄養指導を個別に実施したことで、「アドバイスや情報
をもらえてよかった」「これから気をつけていきたい」などの感想が多く聞か
れたことから、食生活の振り返りや行動変容の啓発ができたと考える。

取り組み拡大のため、ディオワールド３号館においてもイベント開催の
日を設けていく。

健康増進課
（健康啓発G)

園児の健康増進のための健康指導を実施している。

妊娠期間中や出産後のさまざまな不安や悩みを聞き、母子の状況を把握
するとともに必要な育児や妊産婦に対する助言を行い、不安の軽減を図
る。

育児等に対する必要な助言を行い、育児支援の必要なケースを早期発
見し、適切な子育て支援サービス等につなげる。

４～１０ヶ月の乳児を育てている者が、離乳食の進め方の習得および、親
同士が交流を持ち育児不安を解消することを目的に、離乳食レストランを
実施する。（健康推進員委託）

保健師が、隣保館を利用する人を対象に、個別に相談に応じ、適正体重
の維持や適切な食習慣の形成のために、自分自身の問題に気づき、よ
い生活習慣の改善に向け行動変容でき、継続的によい習慣を実践できる
よう指導を行っている。

各小中学校における食育月間、食育の日の取り組みの集約や指導助言
を行っている。地域や保護者と連携した米や野菜などの栽培収穫体験な
ど特色ある食育指導を進めている。

中学校の生徒や保護者に対して、お弁当や朝食のレシピ集を配布すると
ともに、お弁当づくり教室などを実施し、食育の推進を図る。

様々な事情により家庭弁当が持参できないときに、家庭への負担軽減と
中学生の健康への配慮、中学生の食の選択肢を広げることを目的に、誰
もがいつでも気軽に利用しやすい草津市立中学校スクールランチ事業を
実施する。

３９歳までの青壮年期をターゲットとして、糖尿病をはじめとする生活習慣
病の予防について、その重要性や食生活改善のための取り組み方法を
理解し、実践していけるよう、健康づくりのための料理教室を開催する。。

食育を推進する日を店舗で定め、地場産の野菜のPRを実施すると同時
に、共食の推進や野菜の摂取量の増加を促すための取り組みを実施す
る。

生活習慣病予防のための食事について関心をもち、健康的な食事を摂
取する機会を増やす。

概ね３９歳までの青壮年期をターゲットとして食生活を振り返り、改善して
いくための啓発イベントを実施する。
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24
【再掲】
特定保健指導

①② ３と同じ

保健指導の中で、健診結果や生活習慣を一緒に振り返り、個々に応じた適
切な運動や生活改善について指導を行い、利用者が自ら目標を立てること
ができた。また、運動教室は効果的な運動を生活に取り入れるよい機会と
なった。

継続実施
運動教室は特定保健指導対象者に対しても参加勧奨する。

健康増進課
（健康増進G)

25
【再掲】
生活習慣病相談

①② ２と同じ

昨年度周知方法に加えて、メタボ予防健診の事後フォローとして通知した
り、がん検診無料クーポン券に健康相談日程を通知することで、利用者数
は増加した。また、参加者の健診結果から生活を振り返り、運動を中心とし
た生活改善について指導を行い、自身の生活を見直すよい機会となった。

継続実施
ターゲットを絞って勧奨を行い、プレ特定健診や特定健診の事後フォ
ローとして実施し、若い世代の運動習慣者の増加を図っていく。

健康増進課
（健康増進G)

26
【再掲】
健康推進員による健康づくり啓発事
業および食育推進事業

①②
くさつ健康はつらつ体操や、その他健康体操を市民センターの事業など地
域活動の中で実施した。

より身近な地域で実践することにより、運動習慣者の増加に取り組むこと
ができた。また、地域の運動会などで準備体操として実践している学区もあ
り、定着しつつある。

継続実施 健康増進課
（健康啓発G)

27
【再掲】
健康推進員現任研修

①②
リフレッシュ体操講習会にて、｢ラジオ体操第三｣など健康体操の研修を実
施した。

これまでの「くさつ健康はつらつ体操」に加えて、「ラジオ体操第三」も定着
させることで、地域の活動内容に応じた体操が実践できると考える。

継続実施
新たな健康体操を定着させ、運動習慣の増加に努める。

健康増進課
（健康啓発G)

28 スポーツ推進審議会運営事務 ② スポーツ推進審議会開催数　１回 スポーツ推進審議会を開催し、スポーツの推進に関することを審議した。
継続実施
草津市スポーツ振興計画（第２期）を審議する。

スポーツ保健課
（スポーツ保健G）

29 スポーツ推進委員活動推進事業 ② 歩こう会参加者数　４５２人 歩こう会を開催するなど、体力づくりの推進に取り組んだ。
継続実施
引き続き、歩こう会をはじめとしたスポーツの推進に取り組んでいく。

スポーツ保健課
（スポーツ保健G）

30 各種大会出場者激励金支給事務 ②
激励金交付件数　７４件
スポーツ大賞表彰件数　３件

国際大会などに出場する個人や団体に激励金を交付した。また、優秀な成
績をあげた個人や団体にスポーツ大賞を授与した。

継続実施
引き続き、国際大会などに出場される個人もしくは団体に激励金を交
付する。また、優秀な成績を上げた個人もしくは団体にスポーツ大賞を
授与し、スポーツの振興を図る。

スポーツ保健課
（スポーツ保健G）

31 スポーツ振興計画推進事業 ② 子どもアスリート育成事業参加者数　７人
子どもたちが「スポーツを楽しむ・習慣的にスポーツをする」をきっかけづく
りにサイクルフィギュアに挑戦し、サイクルフィギュアを通して、スポーツの
楽しさや素晴らしさを感じてもらえた。

スポーツ保健課
（スポーツ保健G）

32 市民体育大会開催費補助事業 ② 市民体育大会参加者数　2,567人
市民体育大会を開催し、市民が様々な競技スポーツに取り組む機会を設
けた。

継続実施
引き続き市民体育大会を開催し、市民がスポーツする機会を設ける。

スポーツ保健課
（スポーツ保健G）

33 県民体育大会等出場支援補助事業 ② 県民体育大会派遣者数　663人
県民体育大会へ選手・役員を派遣したことにより、競技力の向上につな
がった。

継続実施
引き続き県民体育大会に出場する選手や役員を支援し、競技力の向
上を図る。

スポーツ保健課
（スポーツ保健G）

34 駅伝競走大会開催費補助金事務 ② 駅伝競走大会参加者数　132チーム648人
基礎体力づくりや競技力向上につながった。また、市制６０周年を記念し
て、くさつ３世代の部を開催した。

引き続き駅伝競走大会を開催し、基礎体力づくりや競技力向上につな
げる。

スポーツ保健課
（スポーツ保健G）

35
チャレンジスポーツデー開催費補助
金事務

② チャレンジスポーツデー参加者数　4,798人 各学区や体育協会を中心に、様々なスポーツイベントを実施した。
継続実施
１１月を中心に、各学区や体育協会に協力いただき、市民のスポーツ
に親しむ機会の提供に努める。

スポーツ保健課
（スポーツ保健G）

36 各種大会負担金事務 ②
県民体育大会派遣者数　663人
びわ湖陸上競技大会参加者数　684人

各大会を支援することで、スポーツの推進に取り組んだ。
継続実施
引き続き、県民体育大会およびびわ湖陸上競技大会の開催を支援し、
スポーツの推進に取り組む。

スポーツ保健課
（スポーツ保健G）

37 各種大会補助金事務 ②
市民スポーツ・レクリエーション祭参加者数　913人
武道祭参加者数　300人
Ｏｈ！湖草津高校選抜ソフトボール大会　参加校数　16校

生涯スポーツや競技スポーツの普及・技術力の向上を図った。
継続実施
引き続き、各大会の開催支援を行う。

スポーツ保健課
（スポーツ保健G）

38 体育協会事業費補助金事務 ② 体育協会加盟競技団体数　２５団体
加盟団体の大会開催費や講習会開催費、選手強化費などに対して支援を
行い、体育・スポーツの振興を図った。

継続実施
引き続き、体育協会の運営および事業に対する支援を行う。

スポーツ保健課
（スポーツ保健G）

39 スポーツ少年団育成事業 ② スポーツ少年団登録者数　933人
スポーツ少年団に対して支援を行い、子どもたちがスポーツに親しみ取り
組める環境づくりに努めるとともに、指導者講習会に対する協力等も行い、
児童のスポーツ環境の向上に取り組んだ。

継続実施
引き続き、スポーツ少年団への支援を行う。

スポーツ保健課
（スポーツ保健G）

１－（２）「身体活動・運動」の取り組みの方針
　　・歩くことや身体を動かすことを推進し、身体活動の増加を目指します！
　　・気軽に運動できる仲間づくりや環境整備を行い、運動習慣者の増加を目指します！

《数値目標項目》
　①歩数の増加
　②運動習慣者の増加

３と同じ

保健師が個別に相談に応じ、身体活動の増加のために、自分自身の問
題に気づき、よい生活習慣の改善に向け行動変容でき、継続的によい習
慣を実践できるよう指導を行っている。

７と同じ

８と同じ

市内のスポーツ施設の整備や指導者の養成、資質の向上などのスポー
ツ振興に関する事項について調査・審議し、これらに関して教育委員会に
建議する。

スポーツ基本法に基づき設置されるもので、市民のスポーツ推進を目的
にスポーツの実技指導やスポーツ活動促進に向けての助言、協力を行っ
ている。

各競技スポーツの振興を図るために国際大会などに出場する個人また
は団体に対して激励金を交付する。また、極めて優秀な成績をあげた個
人または団体の選手に対しては、スポーツ大賞を授与する。

スポーツ振興計画の推進に係る事業として、子どもたちを対象にスポーツ
に親しむきっかけづくりやスポーツ経験者向けのより一層のレベルアップ
を目指す機会とする。

市民が一堂に会してスポーツをする機会として市民体育大会を開催し、
競技力の向上や相互交流を促進する。補助金はスポーツ振興をともに推
進する目的で組織される草津市体育協会に交付して実施する。

郡市対抗方式で開催される滋賀県民体育大会等に草津市代表として出
場する選手・役員に対して補助金を交付する。

毎年２月の休日に立命館大学びわこくさつキャンパスで実施している。一
部（女子、中学生男子、地域対抗の部）、二部（一般の部）、第三部（小学
生の部）の３部で構成している。

市民が気軽にスポーツに親しめる事業として、平成１４年からスタートし
た。学区・地区の体育振興会、草津市体育協会に協力いただき、市内小
学校や社会体育施設等において１１月２３日を中心にそれぞれ実施す
る。

スポーツ推進のために開催される各種大会を支援する。

生涯スポーツの普及および競技スポーツの振興・技術力の向上を図るた
め各大会の開催支援を行う。

健全なる体育・スポーツを振興して、その普及発展を図り、市民の健康を
増進し、明るく豊かな市民生活に寄与することを目的とする草津市体育協
会の支援を行う。

草津市体育協会と密接な関係にあるスポーツ少年団の諸活動を支援す
ることで、スポーツの普及と育成および活動の活発化を図り、青少年のス
ポーツを振興する。
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40
総合型地域スポーツクラブ補助事
業

②
会員数　５０２人
サークル・スクールの開催回数　延べ１，４４８回

予定していたスポーツ教室が開催できなかったため、会員数が目標の５２
０名に達しなかった。

サークルやスクールを新設し、会員数５５０人以上を目指す。
スポーツ保健課

（スポーツ保健G）

41 学校体育施設開放推進事業 ② 学校体育施設利用率　81.9%
学校体育施設開放推進事業の利用率は、80％を超えており、多くの市民
がスポーツに親しんでいる。

継続実施
引き続き市民にスポーツやレクリエーション活動を実施する場を提供
する。

スポーツ保健課
（スポーツ保健G）

42 中学校体育推進事業 ②
体育部活動の指導教材消耗品、備品の購入を行った校数　６/６
滋賀県中学校体育連盟負担金、体育部活動派遣補助金の拠出を行った
校数　６/６

生徒が体育や部活動において技術・体力等が向上できるよう環境づくりに
取り組んだ。また、生徒が自身の体力を知り、その重要性について認識を
深める機会となるよう取り組んだ。

継続実施
引き続き、中学校体育部活動の指導教材消耗品および備品の購入を
行うとともに、滋賀県中学校体育連盟負担金および中学校体育部活
動派遣補助金の拠出を行う。

スポーツ保健課
（スポーツ保健G）

43 小学校体育推進事業 ② ジュニアスポーツフェスティバル参加者数　1,210人
ジュニアスポーツフェスティバルＫＵＳＡＴＳＵでは、立命館大学の学生など
の協力を得て、様々なスポーツに触れる機会を創出した結果、児童がス
ポーツに親しみ、楽しむ姿が見られた。

継続実施
引き続きジュニアスポーツフェスティバルＫＵＳＡＴＳＵを開催し、運動好
きの子どもを育てるとともに、子どもたちの体力向上につなげていく。ま
た、子どもたちが「観る・体験する」ことができるコーナーを充実させる。

スポーツ保健課
（スポーツ保健G）

44 社会体育施設管理運営事業 ② 社会体育施設利用者数　499,133人 ふれあい運動場の改修工事を行うなど、適切な維持管理に取り組んだ。
継続実施
引き続き、適切な維持管理を行い、市民のスポーツ振興を図る。

スポーツ保健課
（スポーツ保健G）

45 社会体育施設整備事業 ② （仮称）野村スポーツゾーン整備基本計画の策定(H26.8)
基本計画をふまえ、関係機関と連携し、野村公園体育館の整備に向けて
基本設計に取り組んだ。

引き続き、関係機関と連携し、野村公園体育館の整備に向けて取り組
んでいく。

スポーツ保健課
（スポーツ保健G）

46
【再掲】
くさつヘルスアッププロジェクト
【食と運動のヘルスチェックデー】

②

イオンモール草津において、８月から１２月まで月１回、立命館大学スポー
ツ健康科学部の学生、とらいあんぐる（地域栄養士団体）、イオン草津店の
協力を得て開催した。運動の内容としては、簡単な体力チェック（握力、垂
直跳び、長座体前屈、骨密度、体組成など）を行い、その結果や個人の状
況を合わせて日常で取り組める運動の種類や方法についてアドバイスを実
施した。
参加者数：延べ４０４人

運動指導を個別に実施したことで、「アドバイスや情報をもらえてよかった」
「これから気をつけていきたい」など、行動変容のきっかけにつながった感
想が多く聞かれた。

取り組み拡大のため、ディオワールド３号館においてもイベント開催の
日を設けていく。

健康増進課
（健康啓発G)

47
【新規】

健康のまち草津モデル事業費補助
金

②
健康教室の開催や地域住民が交流できる場を設けることに対する経
費の一部を補助することにより、健康づくりへの関心を機運を高める。
【補助額】上限1,000千円（地域）×２地域

健康増進課
（健康啓発Ｇ）

総合型地域スポーツクラブ「くさつ健・交クラブ」が円滑に運営できるよう、
クラブ運営に携わる専門スタッフの確保や会員拡大のための事業を支援
する。

学校の体育施設を学校教育に支障のない範囲で地域住民に開放するこ
とによって、広く市民にスポーツやレクリエーション活動を実践できる場を
提供する。

中学校体育部活動の指導教材消耗品および備品の購入。滋賀県中学校
体育連盟負担金および中学校体育部活動派遣補助金の拠出を行う。

小学校教員を対象に実技講習会や行事開催（ジュニアスポーツフェスティ
バルＫＵＳＡＴＳＵ）を小学校体育連盟に委託し開催している。その他、県
小学校水泳記録会選手派遣補助金、県小学校陸上記録会選手派遣補
助金の交付を行っている。

体育館やグラウンド等の社会体育施設の不具合等を修繕し、適切な管理
運営を行うことにより、スポーツに親しむ場を提供し、市民スポーツの振
興、健康の増進を図る。

野村運動公園および体育館敷地や駐車場、隣接する草津川跡地を（仮
称）野村スポーツゾーンとして再整備する。

健康くさつ２１（第２次）の基本理念である『誰もが健康で長生きできるまち
草津』を目指して、子どもから高齢者までの全ての市民が、いきいきと元
気に過ごせるまちづくりを進めるため、自主的、主体的に取り組むまちづ
くり協議会に事業費の一部を補助する。

概ね３９歳までの青壮年期をターゲットとして、体力チェックをきっかけに
運動習慣を振り返り、改善していくための啓発イベントを実施する。
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48
【再掲】
生活習慣病相談

①② ２と同じ

昨年度周知方法に加えて、メタボ予防健診の事後フォローとして通知した
り、がん検診無料クーポン券に健康相談日程を通知することで、利用者数
は増加した。また、参加者の生活状況を確認し、睡眠リズムの乱れやスト
レスによりこころの不調がある場合には、改善に向けた指導を行い、健診
結果から生活を振り返り、自身の生活を見直すよい機会となった。

継続実施
ターゲットを絞って勧奨を行い、プレ特定健診や特定健診の事後フォ
ローとして実施し、若い世代の休養習慣の形成を図っていく。

健康増進課
（健康増進G)

49 精神保健事業 ①②

精神的な心の悩みや問題を抱えている人や家族等に対し、健康面での相
談、保健指導を行った。その中で、睡眠やストレス対処に関する指導を行っ
た。
　来所相談：２８０件
　電話相談：６０６件
　訪問相談：３９２件

知識の普及啓発については、H26年度中は、広報くさつ　こんにちは保健
師にて、統合失調症に対する正しい理解のための記事掲載を行った。睡眠
やストレス対処に関する知識については、普及啓発を行っていない。

精神状態や生活状況等から、睡眠習慣やストレス対処に不調のある場合
には、改善に向けた指導を行った。
普及啓発が行えておらず、機会を通じて正しい知識の普及に努めていく必
要がある。

継続実施

広報くさつ　こんにちは保健師にて、アルコール問題関連の記事掲載
予定であり、その中に睡眠に関連した内容を掲載していく。

健康増進課
（健康増進G)

50
【再掲】
特定保健指導

①② ３と同じ
保健指導の中で、健診結果や生活習慣を一緒に振り返り、睡眠リズムの
乱れやストレスによりこころの不調がある場合には、改善に向けた指導を
行い、利用者が自ら目標を立てることができた。

継続実施
健康増進課
（健康増進G)

51
【再掲】
妊産婦訪問

①②
妊産婦訪問延人数：1,497人（うち妊婦；34人、産婦1,463人）
保健師や助産師の訪問時に、睡眠の状況や妊産婦の心身面や生活面、
児の発育状況等の不安に対し、相談や助言を行った。

心身の状況やおかれている環境に配意しながら専門職が対応できること、
また父親等家族のサポート体制についても助言することにより、妊産婦の
不安やストレスの軽減につながっている。必要時には医療機関と連携しな
がら、妊産婦の精神面についてフォローできている。産後のうつや強い育
児ストレス等を抱えている妊産婦には、休養を促しながらも継続的に訪問
して状況確認する等、今後も途切れない支援が必要。

不安や悩み、ストレスの状況や睡眠状況等を確認し、休息を促しなが
ら、妊産婦の悩みに応じた相談や助言を行う。また、早期に母のSOS
を把握して不安やストレスの軽減を図る。

健康増進課
（保健推進G)

52
【再掲】
隣保館の健康相談

① １６と同じ
生活状況や家族の健康状態などを確認し、睡眠リズムの乱れやストレスに
よりこころの不調がある場合には、傾聴の姿勢で接しストレス緩和に努め、
改善に向けた情報提供を行った。

継続実施
健康増進課
（健康増進G)

53
【再掲】
健康教育

①② なし

テーマは市民や団体等の要望に応じて設定しているため、Ｈ２６年度は休
養をテーマとした健康教育の実施はなかった。単独でのテーマの申し込み
がない現状を踏まえ、自殺対策のテーマと絡ませた普及啓発の検討が必
要。

継続実施
自殺予防に絡ませて実施する。

健康増進課
（健康増進G)

54 心配ごと相談 ② 相談件数　４４５件
前年に比べ、相談件数は減少したが、市民の身近な相談窓口としての役
割を果たし。

暮しの中の様々な心配ごと、悩みごとの相談に応じる。
相談日　  【定例相談】　　月曜日～金曜日
　　　　　　【法律相談】　　毎月第１・第３水曜日

社会福祉課
（社協）

55
【再掲】
離乳食レストラン

②
親同士の交流を行い、離乳食だけでなく、育児に関する不安や心配を親同
士が共有し、必要時は保健師が助言を行った。

アンケートより「同じくらいの子どもを持つ方々と出会えたので悩みを共有
できた」という意見があり、同じ悩みや不安をもつ者同士が交流することに
より悩み等を軽減できる場を提供することができた。

離乳食レストランにおいて、親子が交流できる場を設け、情報交換や
育児不安を解消できるようにする。

健康増進課
（保健推進G)

56 ツインズフレンズ ②

子育て支援センター（現：子ども子育て推進室）と共催で、ぽかぽかタウン
にて６月７日、７月５日、１０月１８日、３月７日の計４回実施。４回いずれも
土曜日に開催。
対象者は多胎児とその保護者、多胎児妊婦とそのパートナー。参加家族
組数は合計３４組で、延べ１１４人参加。
保育士による手遊びや絵本飲み聞かせの他、参加者同士のフリートークを
実施した。

フリートークでは、多胎児育児の情報交換・情報共有を行い、参加者から
は「同じ悩みを抱えている人がいて安心した」「双子を育てている人と話が
できて楽になった」「気分転換ができた」等、多胎児育児の不安の軽減につ
ながる感想が多く聞かれた。
また、フリートーク中は保護者がトークに集中できるよう、子育てサポーター
による子どもの見守りを行った。

多胎児を育てている保護者、または多胎児妊婦と家族が交流し、情報
交換をしながら不安の軽減を図り子育ての楽しさを共有できる場の提
供をする。（４回／年）

健康増進課
（保健推進G)

H27年度～子ども子育
て推進室

H27年度～
子ども子育て
推進室単独

事業へ

１－（３）「休養」の取り組みの方針
　　・質のよい睡眠習慣の確立とストレスへの対処能力向上を推進し、個人に応じた休養習慣の形成を図ります！

《数値目標項目》
　①十分に睡眠をとれていない人の減少
　②ストレスや悩みを感じている人の減少

保健師が個別に相談に応じ、質のよい睡眠習慣の確立やストレスへの対
処能力向上のために、自分自身の問題に気づき、よい生活習慣の改善
に向け行動変容でき、継続的によい習慣を実践できるよう指導を行ってい
る。

保健師が、来所・電話・訪問にて、病気や薬・生活面の相談、家族への支
援などを行う中で、質のよい睡眠習慣の確立やストレスへの対処能力向
上に向けた指導を行う。
質のよい睡眠習慣の確立やストレスへの対処能力向上のために、正しい
知識の普及啓発を行う。

３と同じ

１３と同じ

保健師が、隣保館を利用する人を対象に、個別に相談に応じ、質のよい
睡眠習慣の確立やストレスへの対処能力向上のために、自分自身の問
題に気づき、よい生活習慣の改善に向け行動変容でき、継続的によい習
慣を実践できるよう指導を行っている。

保健師が、要望のあった団体に対して、本市の施策紹介も含めて、質の
よい睡眠習慣の確立やストレスへの対処能力向上に関する正しい知識
の普及啓発を行なう。

暮しの中の様々な心配ごと、悩みごとの相談に応じる。
相談日　  【定例相談】　　月曜日～金曜日
　　　　　　【法律相談】　　毎月第１・第３水曜日

離乳食レストラン開催時に、座談会の場を設け、親同士の交流を行い、
育児における不安や心配を軽減できるように支援する。

多胎児を抱える保育者および多胎児妊婦の不安の軽減を図り、安心した
妊娠・出産・子育てがしていけるよう、仲間との情報交換ができる場を提
供する。
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57
【再掲】
栄養相談

①②③ １と同じ
飲酒習慣および飲酒量について確認し、アルコールの多飲者に対しては、
適切な摂取量や摂取間隔についての指導を行った。

継続実施
多量に飲酒している人に対しては、フォロー間隔を短くし、より飲酒習
慣の適正化に努める。

健康増進課
（健康増進G)

58
【再掲】
生活習慣病相談

① ２と同じ

昨年度周知方法に加えて、メタボ予防健診の事後フォローとして通知した
り、がん検診無料クーポン券に健康相談日程を通知することで、利用者数
は増加した。また、参加者の健診結果から生活を振り返り、適切な飲酒に
ついて指導を行い、自身の生活を見直すよい機会となった。

継続実施
健康増進課
（健康増進G)

59
【再掲】
特定保健指導

① ３と同じ
保健指導の中で、健診結果や生活習慣を一緒に振り返り、個々に応じた適
切な飲酒について指導を行い、利用者が自ら目標を立てることができた。

継続実施
健康増進課
（健康増進G)

60
小・中学生に対する飲酒防止にか
かる啓発等

②
各小中学校に冊子の配布、ポスター掲示などの啓発活動を行った校数
１９/１９

小・中学生に対する飲酒防止にかかる啓発等を進めた。
継続実施
関係団体から提供された冊子等の配布やポスターの掲示など啓発活
動を行う。

スポーツ保健課
（スポーツ保健G）

61
【再掲】
妊産婦訪問

③
妊産婦訪問延人数：1,497人（うち妊婦；34人）
保健師の訪問した上記の妊婦のうち、飲酒している人に対してアルコール
による胎児への影響に伝え、禁酒について啓発した。

妊娠を機に飲酒をやめる妊婦は多い。訪問時にもまだ飲酒が続いている
場合には、個別に丁寧に理由を説明し、助言することで禁酒に結びつく場
合が多く、今後も啓発していく必要がある。

妊婦訪問時に飲酒している妊婦やその家族に対して、妊娠中の飲酒
による胎児への影響について指導し、禁酒について助言する。

健康増進課
（保健推進G)

62
【再掲】
母子（親子）健康手帳の交付

③
母子（親子）健康手帳交付時に、飲酒習慣があった人は、32人。
今回の妊娠を期に飲酒をやめた人は、530人。
飲酒習慣がある人は、窓口において個別指導を行うよう努めた。

飲酒習慣のある人に、個別指導を行うよう努めたが、全員に指導は行えて
いない。飲酒習慣のある人には、妊娠中の飲酒が及ぼす影響等について
啓発を行っていく。

母子（親子）健康手帳交付時、飲酒習慣のある人に、飲酒を控えるよう
指導を行う。

健康増進課
（保健推進G)

１－（４）「飲酒」の取り組みの方針
　　・飲酒についての正しい知識の普及を図り、健康に悪影響を及ぼす飲酒者の減少を目指します！

《数値目標項目》
　①生活習慣病リスクを高める量を飲酒している人の減少
　②未成年者の飲酒をなくす
　③妊娠中の飲酒をなくす

１と同じ

保健師が個別に相談に応じ、飲酒が健康に及ぼす影響について知識の
普及を図り、適切な飲酒習慣を促すよう指導を行っている。

３と同じ

関係団体から提供された冊子等の配布やポスターの掲示など啓発活動
を行う。

１３と同じ

母子（親子）健康手帳の交付時に、交付時に飲酒習慣について確認し、
必要時個別指導を行い、妊娠中の飲酒を減らす。
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63 路上喫煙対策事業 ① 路上喫煙禁止区域内の巡視啓発を年間１５６日実施。
路上喫煙禁止区域内の巡視啓発を朝夕に実施することで、路上喫煙者の
減少に努めることができた。また、喫煙場所（マナースペース）の適正管理
を通し、非喫煙者と喫煙者の分離を図ることができた。

路上喫煙禁止区域内の巡視啓発の実施及び、喫煙場所（マナース
ペース）の適正管理に努める。また、非喫煙者への受動喫煙の影響を
考慮し、喫煙場所（マナースペース）の今後の在り方等の検討を行う。

生活安心課
（市民生活G)

64
【再掲】
特定保健指導

①④ ３と同じ
保健指導の中で、喫煙状況を確認し、喫煙による健康影響を説明し、禁煙
できるよう指導を行った。

継続実施
健康増進課
（健康増進G)

65 禁煙チャレンジ ①②③④
設定相談日数：３４日
実施人数：２人

昨年度周知方法に加えて、がん検診無料クーポン券に健康相談日程を通
知した。参加者には喫煙による健康影響を説明し、禁煙できるよう指導を
行った。

継続実施
健康増進課
（健康増進G)

66 たばこ対策事業 ①②③④
　
草津駅前、かむカムフェスタでの街頭啓発に参加

駅前やイベント時に啓発を行うことで、様々な年齢層に喫煙防止および受
動喫煙防止について広く啓発できた。

継続実施
健康増進課
（健康啓発G)

67
【再掲】
妊産婦訪問

①③

妊産婦訪問延人数：1,497人（うち妊婦；34人、産婦1,463人）
上記の妊産婦のうち、喫煙している人に対しては、訪問時に、喫煙状況を
聞きながら禁煙についてのリーフレットを配布し、啓発や指導を行った(産
婦は２１人）。

喫煙している妊産婦やその家族に対し、たばこの害についての啓発用チラ
シや啓発グッズを配付し、妊産婦自身、また胎児含め子どもへの影響につ
いて伝え、禁煙指導を行った。依存性が高く、禁煙につながりにくい場合も
あり、産後の乳幼児健診等でも継続して状況確認をし、禁煙の啓発をして
いく必要がある。

妊産婦訪問時に喫煙している妊産婦やその家族に対して、喫煙による
胎児への影響について指導し、禁煙を呼びかける。

健康増進課
（保健推進G)

68
【再掲】
健康推進員による健康づくり啓発事
業および食育推進事業

①②③④
市内保育所（園）・幼稚園などで、子どもへの受動喫煙防止のため声をか
けながら啓発ティッシュやリーフレットを配布した。

子育て世代をターゲットにした啓発につながった。
継続実施
平成２７年度も、市内保育所（園）・幼稚園の周辺で、子どもへの受動
喫煙の防止活動を実施する。

健康増進課
（健康啓発G)

69
小・中学生に対する喫煙防止にか
かる啓発等

②
各小中学校に冊子の配布、ポスター掲示などの啓発活動を行った校数
１９/１９

小・中学生に対する喫煙防止にかかる啓発等を進めた。
継続実施
関係団体から提供された冊子等の配布やポスターの掲示など啓発活
動を行う。また、学校における受動喫煙防止対策を進める。

スポーツ保健課
（スポーツ保健G）

70
【再掲】
母子（親子）健康手帳の交付

③

母子（親子）健康手帳交付時に、喫煙習慣があった人は、32人。
今回の妊娠を期に喫煙をやめた人は、174人。
喫煙習慣のある妊婦や、同居家族に喫煙者が居る場合、禁煙に関する
リーフレットと受動喫煙に関するパンフレットや啓発グッズを配布し、個別指
導を行うよう努めた。

個別指導を行ったケースもあるが、該当者全員に指導は行えていない。喫
煙が妊婦や胎児に及ぼす影響について指導し、妊娠中の喫煙をなくす啓
発を引き続き行う。

母子（親子）健康手帳交付時に、喫煙習慣のある妊婦およびその家族
に、喫煙が妊婦や胎児に及ぼす影響について指導し、禁煙を呼びか
ける。

健康増進課
（保健推進G)

71 乳幼児健康診査 ①③

家族の喫煙状況を確認し、リーフレットや啓発物を配布しながら受動喫煙
防止の啓発をするとともに、待ち時間には受動喫煙予防啓発ＤＶＤの視聴
を行った。
＜家族内に喫煙者がいる＞／＜再掲：母親が喫煙中＞
・4か月健診… 405人（32.4%）／18人
・10か月健診…398人（31.5%)／32人
・1歳6か月健診…427人（31.4%）／46人
・2歳6か月健診…376人（28.0%)／53人
・3歳6か月健診…401人（30.3%）／44人

各乳幼児健診の保健指導において、受動喫煙防止にかかる啓発を実施し
ているものの、乳幼児期において約３割の家庭において家族内に喫煙者
がいる状況であり、母親の喫煙者数も一定の人数がいる状況が続いてい
る。
受動喫煙防止に重点を置いた啓発の継続とともに、啓発物の見直しや保
健指導の在り方を検討する必要がある。

啓発物の検討を図りながら、家族全体が受動喫煙の害について理解
し、受動喫煙を防止できるような啓発を実施していく。

健康増進課
（保健推進G)

１－（５）「喫煙」の取り組みの方針
　　・子どもと妊婦をたばこの煙から守り、子どもへの健康影響ゼロを目指します！
　　・禁煙したい人が禁煙できるように推進し、喫煙者の減少を目指します！

《数値目標項目》
　①成人喫煙率の減少
　②未成年者の喫煙をなくす
　③妊娠中の喫煙をなくす
　④COPDの認知度の向上

「草津市路上喫煙の防止に関する条例」を定め、草津駅および南草津駅
周辺を路上喫煙禁止区域に制定し、路上喫煙者に対する啓発活動を実
施。

３と同じ

保健師が個別に相談に応じ、薬などを使用せずに、自身による生活習慣
の改善により禁煙禁煙を行うことへのサポートを実施する。

喫煙防止および受動喫煙防止について、さまざまな機会を捉えて知識の
普及啓発を実施している。

１３と同じ

７と同じ

関係団体から提供された冊子等の配布やポスターの掲示など啓発活動
を行う。また、学校における受動喫煙防止対策を進める。

母子（親子）健康手帳の交付時に、交付時に喫煙習慣について確認し、
該当者にはリーフレットを配布し、必要時個別指導を行い、妊娠中の喫煙
を減らす。

乳幼児健診において、家族の喫煙状況を確認し、リーフレットや啓発物を
配布しながら受動喫煙防止の啓発を実施する。また、受動喫煙予防啓発
ＤＶＤの視聴を行い、受動喫煙に関する害について普及を行う。
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72
【再掲】
保育所（園）や幼稚園における保健
指導

① １２と同じ １２と同じ １２と同じ
幼児課

（指導研修G)

73 親子の歯の健康デー ①③④⑥
２歳以上の未就学児とその保護者を対象に、歯科医師による歯科健診と
歯の相談を実施した。
９組の親子の参加があった。

参加者のアンケート結果より、「親子で歯科健診は難しいので、いい機会に
なった」「気になっていたことを教えてもらえて安心した」などの意見を得ら
れた。歯科医師による歯科健診と相談を行い、参加者の口腔衛生への意
識付けに繋がった。参加者が少ないため、市内の関係施設等に掲示依頼
を行い、幅広く周知を行う。

市民の口腔衛生意識の向上とう蝕予防の推進をはかるために、歯と
口の健康週間に親子の歯科健診を実施する。

健康増進課
（保健推進G)

74 乳幼児健康診査（歯） ①⑤⑥

乳幼児健診時において、歯や口腔内に心配のある人やう歯や要観察歯の
ある乳幼児の保護者に歯科医師・歯科衛生士による相談を実施した。特に
２歳６か月健診では、医療機関の受診勧奨にかかる紹介状を渡し、う蝕等
の早期治療を促すとともに、結果の確認を行った。
また、新たに低年齢児の乳幼児健診（１０か月健診、１歳６か月健診）の際
に歯みがきに関するDVDの視聴を行った。
＜う歯罹患率＞
1歳6か月健診…　2.1%
2歳6か月健診…　7.4%
3歳6か月健診…17.9%

2歳～３歳児のう歯罹患率は減少しているものの、１歳児において罹患率
が上昇している。
今後も、個別相談や医療機関での定期健診を勧める等、歯の健康に関し
て意識づけを図るとともに、う歯のある児に対しては重症化予防のための
取り組みを継続するとともに、低年齢児からの口腔衛生への意識付けが必
要である。

乳幼児健診時の個別相談や指導を継続実施するとともに、う歯の重症
化予防および不正咬合の予防を図る。
また、家族全体がかかりつけ歯科医を持ち、フッ素塗布や健診を定期
的に受診できるような促しすすめていくため、乳幼児健診会場に家族
全体の口腔衛生について意識向上を図るための啓発媒体を掲示す
る。

健康増進課
（保健推進G)

75
【再掲】
栄養相談

①②⑤ １と同じ
間食習慣を把握すると同時に、口腔内の状況についても聞き取り、歯みが
き習慣の定着や定期的な歯科受診について促した。

継続実施
歯みがき習慣の定着だけでなく、健康な歯・口腔により食物を味わって
食べることができる人や咀嚼良好者の増加を目指す。

健康増進課
（健康増進G)

76
【再掲】
健康推進員による健康づくり啓発事
業および食育推進事業

①②③④⑤
⑥

市内保育所（園）・幼稚園にて、歯科啓発エプロンシアターを実施し、子ども
自身に歯みがき習慣の定着や適切なおやつについて啓発を行うことができ
た。

エプロンシアター実施後は、園児たちの意識が高まり自ら進んで歯を磨くよ
うになった。

継続実施
引き続き、市内施設で実施する一方で、エプロンシアターの内容の見
直しを行う。

健康増進課
（健康啓発G)

77
【再掲】
各種イベントにおける食育推進事業

①②⑤ ２０，２１、２２、２３と同じ
くさつヘルスアッププロジェクトの事業を通して、食育の中のおいしく食べる
ことの大切さについて啓発はできたが、おいしく食べるためにの歯の健康
までの啓発はできていない。

食育の啓発の中で、食事をおいしく食べるためには、歯の健康も大切
であることも踏まえて啓発していく。

健康増進課
（健康啓発G)

78
【再掲】
健康教育

①②③④⑤
⑥

実施回数：6回　　実施人数：168人
実施対象：母子（乳幼児95人、保護者と乳幼児36組）
乳幼児の歯磨き指導・歯の健康の話、及び保護者に対し大人の口腔ケア
についても健康教育を行った。

子どもの口腔内に関心を持つようになり仕上げ磨き等の大切さがわかって
もらえた。また大人の歯周病のことに関しても理解してもらえた。

継続実施
家族を含めたライフステージに応じた歯・口腔の健康について内容に
加えて実施する。

健康増進課
（健康増進G)

79 児童・生徒等健康診断事業 ②

児童・生徒の健康状態把握のために健康診断を行った校数
１９/１９
歯と口の健康づくり推進支援事業を実施した校数
１９/１９
 歯科衛生士の出動回数　６２回

各種健康診断を円滑に実施することができた。また、歯と口の健康づくり推
進支援事業については、歯科衛生士との協議を行うことで円滑な事業実施
を行うことができた。

継続実施
各学校において、学校保健安全法に基づく児童・生徒の健康診断を行
う。また、歯と口の健康づくり推進支援事業については、歯科保健指導
の授業メニューについて検討する。

スポーツ保健課
（スポーツ保健G）

80 就学時健康診断事業 ②
１０月～１１月にかけて7回実施。
受診者数　１，３２９人

入学前の子どもを対象に健康状態を保護者と学校が把握できるよう取り組
んだ。

継続実施
次年度に入学する新１年生を対象に、心身の状態を把握するととも
に、健康について保護者や本人の認識と関心を高めるために内科・歯
科・聴力・視力について健診を実施する。

スポーツ保健課
（スポーツ保健G）

81 学校保健推進事務事業 ②
市内小中学生の身長・体重・座高・肥満度や視力・歯科検診の結果を冊子
にまとめた

市内小中学生の身長・体重・座高・肥満度や視力・歯科検診の結果を把握
した。

継続実施
市内小中学生の身長・体重・座高・肥満度や視力・歯科検診の結果を
把握する。

スポーツ保健課
（スポーツ保健G）

82 節目歯科健康診査 ③④⑤⑥ 40歳（120人）50歳（94人）60歳（101人）70歳（211人）合計526人が受診。
歯周病を有するものはどの年齢においても現状値と変わらず。食生活上、
かむことに満足している人は増加傾向にある。

継続実施
健康増進課
（健康増進G)

83 妊婦歯科健康診査 ③⑥ 受診者数　297人
受診者数は増加傾向にあり、妊娠期に憎悪する歯肉炎や歯周病の悪化予
防につながったと考えられる。

継続実施
健康増進課
（保健推進G)

１－（６）「歯・口腔の健康」の取り組みの方針
　　・子どもから高齢者まで、全ての年代で「かかりつけ歯科医」を持ち、定期的に歯科受診をすることで、健康な歯・口腔の市民を増やします！
　　・ライフステージに応じた口腔内の清掃方法の定着を推進し、高齢者になっても自分の歯でおいしく食べられる市民を増やします！

《数値目標項目》
  ①むし歯のない乳幼児の増加
  ②小中学生のむし歯の減少
  ③歯周病を有する人の減少
  ④歯の喪失防止
　⑤咀嚼良好者の増加
　⑥定期的に歯科健診を受ける人の増加

１２と同じ

８０２０運動の一環として、市民の口腔衛生意識の向上とう蝕予防の推進
をはかるために、歯と口の健康週間に親子の歯科健診を実施する。

子どもの健全な育成、健康増進を図るため、４か月・１０か月・１歳６か月・
２歳６か月・３歳６か月の児を対象に健康障害の早期発見や早期支援、
成長・発達に応じた保健指導を行っている。１０か月健診時に、希望者に
個別歯科相談を、１歳６か月・２歳６か月・３歳６か月健診時に、歯科健診
とフッ化物塗布を実施している。また、口腔内がよくない児や相談希望者
に対しては、個別相談を行っている。

１と同じ

７と同じ

９と同じ

歯科衛生士が要望のあった団体や施設に対して、むし歯や歯周病予防
などの正しい知識と普及促進を行う。

児童・生徒の健康状態の把握と疾病の早期発見を図るため内科・歯科・
眼科・耳鼻科等の健康診断を実施する。また、歯と口の健康づくり推進支
援事業として、市内公立小・中学校を対象に歯科衛生士による歯科保健
指導（出張講座）を行う。

次年度に入学する新１年生を対象に、心身の状態を把握するとともに、健
康について保護者や本人の認識と関心を高めるために内科・歯科・聴力・
視力について健診を実施する。

市内小中学生の身長・体重・座高・肥満度や視力・歯科検診の結果の把
握のため、統計事務の委託を行っている。

８０２０運動を推進し、歯の喪失の原因となるむし歯および歯周疾患の予
防とセルフケア能力の向上と併せて、「かかりつけ歯科医」の普及と定期
歯科健診の受診の促進を目的として、節目の年齢（４０、５０、６０、７０歳）
を対象に、社）草津栗東守山野洲歯科医師会草津地区に委託し、節目歯
科健診を実施している。

母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第１３条に基づき、妊婦の口腔衛
生の向上に寄与することを目的として、妊婦を対象に、社）草津栗東守山
野洲歯科医師会草津地区に委託し、妊婦歯科健康診査を実施している。
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84
【再掲】
妊産婦訪問

③⑥
妊産婦訪問延人数：1,497人（うち妊婦；34人）
訪問時の歯科の受診状況等の確認や、歯科保健指導が十分取り組めな
かった。

保健師訪問の主目的が別であるため、歯科に関しての問診や母子（親子）
健康手帳の確認等が十分できていないことが多かった。しかし、妊婦の8割
に歯周病があるといわれていることや、妊産婦自身が口腔に関心が高まる
ことで、出産後は子どもへの口腔の健康意識も高められることから、訪問
時に意識して啓発していく必要がある。

妊産婦訪問時に、歯や口腔の健康管理について啓発し、歯科健診未
受診の妊婦に対して受診勧奨を行う。

健康増進課
（保健推進G)

85
【再掲】
母子（親子）健康手帳の交付

③⑥
母子（親子）健康手帳配布時に、妊婦歯科健康診査のリーフレット等を配
布した。

妊婦の約8割の人が歯肉炎や歯周炎を患っている状況であり、妊娠期の口
腔衛生状況が早産や胎児に影響するため、今後も歯科受診勧奨を行う。

母子（親子）健康手帳交付時に、妊婦歯科健康診査のリーフレット等を
配布し、妊娠中はむし歯や歯周病になりやすこと、歯周病が早産や低
体重児が生まれる要因になることについて啓発を行うとともに受診を
勧奨する。

健康増進課
（保健推進G)

86
包括的・継続的ケママネジメント支
援業務

④⑥
H25年7月より、中学校区に１か所地域包括支援センターを委託で設置、よ
り介護支援専門員が相談し易くなった。また、資質を向上するための研修
は2回（高齢者虐待、ジェノグラム・エコマップ研修）を実施。

全体的な相談件数は増加している。（H25　11,905件→H26　17,564件） 継続実施
長寿いきがい課

（中央地域包括支援
Ｇ）

87 指定介護予防支援業務 ④⑥

高齢者の増加とともに要支援認定者数、サービス利用者数が増加してきて
いる。介護予防支援サービスだけでなく、要支援者が参加できる地域資源
の把握をするために圏域地域包括支援センターに地域サロンやいきいき
百歳体操の実態把握を実施。

給付件数が増加している。（延べ数：H25　5,808件→H26　6,655件）
H27年度からは、介護予防支援サービスは、全て圏域包括支援セン
ターが担当し、介護予防サービス計画作成等の介護予防支援業務を
遂行していく。

長寿いきがい課
（中央地域包括支援

Ｇ）

88 フッ化物洗口事業 ①②③④⑥ 草津市立第四保育所、草津市立山田幼稚園にてモデル事業で行った。
実施前後のアンケート結果により、保護者が子どもの口腔に関して意識す
るようになった。また、この事業に対し、小学校での継続実施の希望もあっ
た。

継続実施
健康増進課
（健康啓発G)

89 各種がん検診事業 ①②

【受診率】胃がん725人（2.5%　→）、大腸がん6,336人（21.6%　↑）、肺がん
7,199人（24.6%　↑）、乳がん1,967人（17.5%　↑）、子宮頸がん3,916人
（24.6%　↑）、前立腺がん2,428人（22.7%　↑）
【クーポン利用率】大腸がん936人（10.9%　↑）、乳がん1,418人（13.0%）、子
宮頸がん2,291人（19.3%）

胃がん検診以外の検診においては、すべて、受診率が向上した。継続受
診の啓発と、新規受診者の開拓をリーフレットの内容を工夫するとともに、
精密検査受診率の向上を含めた精度管理を行っていく必要がある。
無料クーポン券については、大腸は前年度と同様の考え方の対象者で利
用率が向上した。乳・子宮に関しては対象者が前年度と大きく異なり利用
率の比較はできないが、受診率向上に大きく影響した。

・国や県の補助金を十分に活用し、がん検診のコール・リコールをおこ
なっていく。特定健診の受診券送付時、肝炎のリーフレット送付時にも
がん検診の受診に結びつく内容のリーフレットを検討し作成配布す
る。・精検受診率の向上に向けての受診勧奨や医療機関への働きか
けを行う。・胃がん・肺がんに関しては精度管理委員会を実施し検診の
精度向上に努める。これらのことにより、75歳未満のがん死亡者の減
少をめざす。

健康増進課
（健康増進G)

90 【再掲】
たばこ対策事業

① 様々な機会をとらえて、禁煙、受動喫煙防止の啓発を行った。配布するチ
ラシの中で、がんのリスクについての説明を行った。

禁煙、受動喫煙防止が、がん予防につながることの啓発はできた。 継続実施
健康増進課
（健康啓発G)

91 子宮頸がん予防ワクチン接種 ① 平成２５年６月１４日厚生労働省からの勧告で積極的勧奨が控えられ、接
種者数は１４人と少なかった。

接種者数は１４人と少なく、ワクチン接種により子宮がんの減少につながっ
たかどうかは評価できない。

子宮頸がん予防ワクチンの接種勧奨は、ヒトパピローマウイルスの感
染を防ぐために、国の動向をみながら検討していく。

健康増進課
（保健推進G)

92
【再掲】
生活習慣病相談

①② ２と同じ
相談の中で、がん検診の受診状況を確認し、がん検診受診の必要性を説
明し、勧奨を行った。

継続実施
健康増進課
（健康増進G)

93
【再掲】
健康推進員現任研修

② 現任研修実施毎に、健診を受けるよう促した。 受診の必要性について理解する機会を設けることができた。
継続実施
健診を自身だけでなく、周囲の人にも受診してもらえるような取り組み
を実施する。

健康増進課
（健康啓発G)

94
【再掲】
包括的・継続的ケママネジメント支
援業務

②
H25年7月より、中学校区に１か所地域包括支援センターを委託で設置、よ
り介護支援専門員が相談し易くなった。また、資質を向上するための研修
は2回（高齢者虐待、ジェノグラム・エコマップ研修）を実施。

全体的な相談件数は増加している。（H25　11,905件→H26　17,564件） 継続実施
長寿いきがい課

（中央地域包括支援
Ｇ）

95 【再掲】
隣保館の健康相談

② １６と同じ 個別に対応する中で、がん検診の受診勧奨を行った。 継続実施
健康増進課
（健康増進G)

１３と同じ

母子（親子）健康手帳交付時に、妊婦歯科健康診査のリーフレット等を配
布し、受診を勧奨する。

地域の介護支援専門員に対する個別の相談窓口を設置し、ケアプラン作
成に関する技術について専門的な見地からの個別支援、相談など対応を
行う。また、地域の介護支援専門員の資質向上を図るため、研修の実
施、制度に関する情報提供を行う。

介護保険における予防給付の対象となる要支援者が介護予防サービス
等の適切な利用ができるよう、心身の状況、置かれている環境等を勘案
し、介護予防サービス計画を作成する。また、該当介護予防サービス経
過に基づく指定介護予防サービス等の提供が確保されるように、介護予
防サービス事業者等の関係機関との連絡調整を行う。

乳歯から永久歯に生えかわる５歳ごろからの歯のケアは大変重要であ
り、昼食後の歯磨きあとにフッ化物洗口を実施することで、セルフケアへ
の機運を高め、歯の健康の保持増進に繋げるため継続かつ集団で行う。

２－（１）「がん」の取り組みの方針
　　・がん検診受診者の増加を図り、がん死亡者の減少を目指します！

《数値目標項目》
　①75歳未満のがん死亡者の減少
　②がん検診受診率の向上

がんの早期発見・早期治療を目的に、対象年齢の市民に対し、胃がん、
大腸がん、肺がん・結核、乳がん、子宮頸がん、前立腺がん検診を実施
している。

６６と同じ

子宮頸がんの発症の原因であるヒトパピローマウイルスの感染を防ぐた
めに子宮頸がん予防ワクチンを接種する。

保健師が生活習慣病予防に関して個別に相談に応じるとともに、がん検
診の受診勧奨を行う。

８と同じ

８６と同じ

保健師が、隣保館を利用する人を対象に、個別に相談に応じ、がん検診
の受診勧奨を行う。
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96
【再掲】
たばこ対策事業

① ６６と同じ 禁煙が生活習慣病予防につながることの啓発はできていない。
禁煙の啓発を行う中で、禁煙が生活習慣病予防につながることの啓発
を行っていく。

健康増進課
（健康啓発G)

97
【再掲】
乳幼児健康診査（栄）

③

乳幼児健診時、栄養や食生活に心配のある人や、やせ・過体重（肥満）の
乳幼児の保護者に栄養士による栄養相談を実施した。また、２歳６か月健
診では肥満予防の啓発チラシの配布を行った。
・４か月健診：カウプ指数13未満…　0人（0％）
　　　　　　　　　カウプ指数20以上…52人（4.2%）
・１０か月健診：カウプ指数13未満…　1人（0.1%)
                       カウプ指数20以上…24人（1.9%）
・１歳６か月健診：肥満度－20%未満…0人（0%）
　　　　　　　　　　　 肥満度20％以上…14人（1.3%）
・２歳６か月健診：肥満度－20%未満…1人（0.1%)
　　　　　　　　　　　　肥満度20％以上…19人（1.4%）
・３歳６か月健診：肥満度－20%未満…0人（0%）
　　　　　　　　　　　 肥満度20％以上…10人（0.7%）

将来的な生活習慣病の予防に向け、乳幼児のみでなく家族全体の食習慣
に意識を持ってもらえるような促しが必要である。

乳幼児健診時の栄養相談を継続実施するとともに、家族全体への食
習慣の啓発に向けた媒体について検討する。

健康増進課
（保健推進G)

98
【再掲】
包括的・継続的ケママネジメント支
援業務

①④⑤⑥⑦
H25年7月より、中学校区に１か所地域包括支援センターを委託で設置、よ
り介護支援専門員が相談し易くなった。また、資質を向上するための研修
は2回（高齢者虐待、ジェノグラム・エコマップ研修）を実施。

全体的な相談件数は増加している。（H25　11,905件→H26　17,564件） 継続実施
長寿いきがい課

（中央地域包括支援
Ｇ）

99 【再掲】
指定介護予防支援業務

①④⑤⑥⑦

高齢者の増加とともに要支援認定者数、サービス利用者数が増加してきて
いる。介護予防支援サービスだけでなく、要支援者が参加できる地域資源
の把握をするために圏域地域包括支援センターに地域サロンやいきいき
百歳体操の実態把握を実施。

給付件数が増加している。（H25　5,808件→H26　6,655件）
H27年度からは、介護予防支援サービスは、全て圏域包括支援セン
ターが担当し、介護予防サービス計画作成等の介護予防支援業務を
遂行していく。

長寿いきがい課
（中央地域包括支援

Ｇ）

100
【再掲】
生活習慣病相談

①②③④⑥
⑦

２と同じ

昨年度周知方法に加えて、メタボ予防健診の事後フォローとして通知した
り、がん検診無料クーポン券に健康相談日程を通知することで、利用者数
は増加した。また、参加者の健診結果から生活を振り返り、循環器疾患、
糖尿病を予防するための生活習慣の改善に向けた指導を行い、自身の生
活を見直すよい機会となった。

継続実施
ターゲットを絞って勧奨を行い、プレ特定健診や特定健診の事後フォ
ローとして実施し、若い世代の糖尿病予防を図っていく。

健康増進課
（健康増進G)

101 特定健康診査 ②③④
平成２６年度特定健康診査実績（支払請求ベース）
７，３１１人受診
（人間ドック・治療中患者情報提供者分等みなし実施含む）

未受診者への周知、勧奨の強化のため、平成２５年度から勧奨通知の回
数を２回行っている。受診率は３７．６％となっており、前年度と比較すると
上回っているが、目標値（４５％）到達には至っていない。

平成２７年度より未受診者への電話勧奨を行う専門の嘱託職員を１名
雇用し、受診率のさらなる向上のため啓発を進めていく。

保険年金課
（国民健康保険G)

102
【再掲】
特定保健指導

②③④⑥⑦ ３と同じ

保健指導の中で、健診結果や生活習慣を一緒に振り返り、循環器疾患、
糖尿病を予防するための生活習慣の改善に向けた指導を行い、利用者が
自ら目標を立てることができた。動機付け支援（委託）では媒体を使用する
ことで、利用者が自分の身体に対しての危機感を持つことにつながった。

継続実施
糖尿病等生活習慣病発症リスクをふまえて、市民が自ら行動変容でき
るような保健指導が行えるようにしていく。積極的支援（直営）において
は、利用者が自分の身体の危険度がわかるような媒体を検討する。

健康増進課
（健康増進G)

103
【再掲】
健康推進員による健康づくり啓発事
業および食育推進事業

②③④⑤⑥
⑦

健康推進員連絡協議会のほんわか委員会にて、糖尿病発症および重症
化予防についてのパネルとチラシ作成し、糖尿病についての啓発を行っ
た。

地域のサロン等でパネルでの啓発予防を行い、地域住民に糖尿病予防の
理解を促すことができた。

本年度は、作成した媒体でを地域で積極的に実施し、糖尿病予防の
機運を高める。

健康増進課
（健康啓発G)

104 【再掲】
健康推進員現任研修

②③④⑤⑥
⑦

現任研修において、健康くさつ２１（第２次）計画の説明の中で糖尿病予防
の必要性について説明を行った。

糖尿病をテーマに掲げた研修会は実施していないが、計画の話の中で話
をすることで、意識付けを図ることができた。

現任研修において平成２７年度は実施せず、地域における取り組みの
中で引き続き啓発していくこととする。

健康増進課
（健康啓発G)

105 【再掲】
隣保館の健康相談

②⑤ １６と同じ
血圧測定・尿検査を実施した上で、検査結果や生活状況を確認し、必要
時、循環器疾患・糖尿病の予防や悪化予防のために、生活習慣改善に向
けた指導を行った。

継続実施
健康増進課
（健康増進G)

２－（２）「循環器疾患・糖尿病」の取り組みの方針
　　・特定健診・特定保健指導実施率の向上を推進し、メタボリックシンドローム該当者の減少を目指します！
　　・糖尿病対策の推進を図り、糖尿病や糖尿病合併症を患う人の減少を目指します！

《数値目標項目》
　①脳血管疾患・虚血性心疾患死亡者の減少
　②特定健康診査・特定保健指導実施率の向上
　③メタボリックシンドローム該当者および予備群の減少
　④糖尿病有病者の増加抑制
  ⑤糖尿病治療継続者の増加
　⑥高血圧の改善
　⑦脂質異常症の減少

６６と同じ

５と同じ

８６と同じ

８７と同じ

保健師が個別に相談に応じ、循環器疾患、糖尿病を予防するための生活
習慣の改善に向けた指導を行っている。

平成２０年度から「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づいて、保険
者が、年度末年齢が４０～７４歳の国保加入者に対し、毎年度、メタボリッ
クシンドロームに着目した検査項目での健康診査を実施している。

３と同じ

７と同じ

８と同じ

保健師が、隣保館を利用する人を対象に、個別に相談に応じ、循環器疾
患、糖尿病を予防するための生活習慣の改善に向けた指導を行ってい
る。
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106
【再掲】
栄養相談

③④⑤⑥⑦ １と同じ
メタボリックシンドロームや脂質異常症、高血圧などの改善に向けて、対象
者に応じた指導を行った。

継続実施
健康増進課
（健康増進G)

107 各種健診事業 ③ プレ特定健診261人（2.7%　→）、生活保護健診19人（2.4%　↑）
・受診率は、プレ特定健診が横ばい、生保健診が向上との結果となった。
糖尿病対策とからめて、受診勧奨に力をいれ、受診機会のない人に受診し
てもらえるような啓発を継続する必要がある。

生活保護受給者を対象に個別啓発を継続する。プレ特定については
糖尿病リーフレット・広報・若い世代へのがん啓発の際に合わせて行っ
ていく。

健康増進課
（健康増進G)

108 【再掲】
各種イベントにおける食育推進事業

③④⑤⑥⑦ ２０，２１、２２、２３と同じ
くさつヘルスアッププロジェクトの中で、生活習慣病の予防のための、バラ
ンスの良い食事について、幼児から高齢者まで幅広く啓発を実施すること
ができた。

継続実施
平成２７年度も、糖尿病に念頭をおいた事業実施に努め、糖尿病の発
症予防だけでなく、糖尿病治療継続者や有病者の増加抑制にも努め
ていく。

健康増進課
（健康啓発G)

109 糖尿病予防についての啓発 ④⑤

糖尿病対策ガイドラインに基づき、以下の事業等を実施した。
・健診時医療機関でチラシ配布
・「がん検診コール・リコール事業」の子宮がん検診未受診者に糖尿病予防
啓発を盛り込んだ（252人送付内3人が健診受診）
・特定健診受診者へのリーフレットに糖尿病の内容を入れ配布
・健康推進員ほんわか委員会でリーフレット作成
・11月1日号広報でＨｂＡ１ｃについての特集記事掲載
・懸垂幕の掲示
・幼保小中の保護者むけリーフレット作成（配布は次年度）
・５課での協議を重ね、ガイドラインの改訂を行った。

ＨｂＡ１ｃが何かを知ってもらうこと、また、自分がどのような状態であるかを
知るための健診を受診してもらうことを特に若い世代に絞って周知すること
を意識して啓発を行なうことができた。市民の反応はあるものの数は少な
いため、引き続き同様のターゲットへの啓発を継続していく必要がある。

第２期の糖尿病対策ガイドラインに基づき、以下の事業等を実施して
いく。
メタボ予防健診の結果を分析し、効果的なチラシを検討するとともに、
特定健診時のリーフレットの見直しを行いＨｂＡ１ｃを強調し啓発する。
また、「がん検診コール・リコール事業」とあわせ、若い世代に糖尿病と
健診受診を促す個別通知を行い、その後必要な人への指導を行う。広
報・懸垂幕・リーフレットの作成配布を継続していく。健康推進員の中
で、糖尿病啓発パネル・リーフレット活用を増やし、地域での普及啓発
を強化していく。

健康増進課
（健康啓発G)

110 【再掲】
健康教育

④⑤
実施回数：1回、実施人数：30人、実施対象40歳以上
みんなでトーク：1回

『「健康くさつ21（第2次）」で健康づくりを考えましょう』のテーマで実施しな
がら、糖尿病や脳卒中予防を絡ませ行う。

継続実施
引き続きみんなでトークの中で啓発を行う。

健康増進課
（健康増進G)

111
【再掲】
くさつヘルスアッププロジェクト
【ヘルスアップ料理教室】

③④⑤⑥⑦ ２０と同じ
参加者からは、「普段こんなに野菜をとれていなかったので、家でも野菜料
理を増やしたい」、「野菜の大切さや必要量について分かって役に立った」
との感想もあり、自分の食生活を振り返る機会とできた。

より参加しやすい教室となるよう、回数や日時を工夫しながら年５回
（単発）実施する。

健康増進課
（健康啓発G)

112
【再掲】
くさつヘルスアッププロジェクト
【食と運動のヘルスチェックデー】

③④⑤⑥⑦

イオンモール草津において、８月から１２月まで月１回、立命館大学スポー
ツ健康科学部の学生、とらいあんぐる（地域栄養士団体）、イオン草津店の
協力を得て開催した。栄養の内容としては、とらいあんぐるによる栄養相
談、おすすめレシピの食材をイオン草津店でコーナーを設けて販売するな
ど。運動の内容としては、簡単な体力チェック（握力、垂直跳び、長座体前
屈、骨密度、体組成など）を行い、その結果や個人の状況を合わせて日常
で取り組める運動の種類や方法についてアドバイスを実施した。
参加者数：延べ４０４人

運動指導とあわせて、栄養指導を個別に実施したことで、「アドバイスや情
報をもらえてよかった」「これから気をつけていきたい」など、行動変容の
きっかけにつながった感想が多く聞かれた。

取り組み拡大のため、ディオワールド３号館においてもイベント開催の
日を設けていく。

健康増進課
（健康啓発G)

113
【新規】

草津栗東市民フォーラム
①②③④⑤

⑥⑦

メタボリックシンドロームをテーマとする講演や、歯科、薬剤、栄養の個
別相談、運動教室を開催し、予防医学と病気の早期発見に対する関
心を高め、生活習慣の見直しや、各種健診受診率の向上に努める。
【とき】１０月１０日（土）１４:００～１７：００
【ところ】アミカホール、さわやか保健センター

健康増進課
（健康啓発Ｇ）

１と同じ

19歳～39歳の受診機会のない人や生活保護受給者を対象に、生活習慣
病を早期発見し、生活習慣の改善を考える機会とすることを目的に実施
している。

９と同じ

平成２４年度に作成した糖尿病対策ガイドラインに基づき、健康増進・発
症予防、早期発見、早期対応、適正治療・重症化予防の４本を柱に、健
康増進課、保険年金課、介護保険課、長寿いきがい課、地域包括支援セ
ンターの５課で糖尿病予防について取り組みを進めている。糖尿病は自
覚症状がなく、知らずに進んでいくことや様々な疾患のリスク要因になる
ことなど、糖尿病について市民が正しい知識を持ち、自らの生活を振り返
り予防活動に取り組めるよう啓発を行う。

保健師や管理栄養士が、要望のあった団体に対して、本市の施策紹介も
含めて、循環器疾患、糖尿病を予防するための生活習慣の改善に向け
た正しい知識の普及啓発を行なう。また、みんなでトークのテーマに『草
津市における「糖尿病」の現状や予防対策についてお話します。』の項目
を設定する。

青年期・壮年期（～39歳）を対象として、自分の健康について振り返り、自
ら健康づくりを実践するための知識や技術の習得を行い、生活習慣病の
予防に努める。

自身の健康について知り、生活習慣病の発症予防や重症化予防に食事
や運動の面から努める。

糖尿病は生活習慣と深い関係があり、発病となれば長期にわたる治療や
療養を強いられることとなる。
このことから、全ての市民が健康でいきいきと暮らすためには、糖尿病対
策に取り組んでいくことが大切であり、開催にあたって医師会をはじめと
する関係団体と連携を図り市民フォーラムを開催する。
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114
【再掲】
心配ごと相談

① ５４と同じ ５４と同じ ５４と同じ
社会福祉課

（社協）

115
【再掲】
精神保健事業

①

こころの健康に悩みのある人に対して、個別の相談支援を行った。
来所相談：２８０件、うち自殺関連３６件
電話相談：６０６件、うち自殺関連６７件
訪問相談：３９２件、うち自殺関連２８件
連絡調整：１５０６件
※　自殺未遂者支援（モデル事業）ケースを含む。

相談窓口の周知については、自殺対策の相談窓口リーフレットにこころの
健康に関する相談窓口として当課を掲載、近隣の精神科医療機関にもリー
フレット配布している。

相談支援を開始しているケースについては、自殺完遂に至るケースはH26
年度はないものの、情報は把握し介入の機会を伺っている間に完遂した
ケースが数例あり。情報把握時のリスクアセスメントや介入のタイミングや
方法等を関係機関を交えて検討が必要である。

継続実施

自殺ハイリスク者（未遂歴あり、飲酒等の場合）に関する関係機関等
からの情報提供時の対応は迅速に行っていく。

健康増進課
（健康増進G)

116 自殺対策事業 ①

自殺対策行動計画をもとに、自殺予防対策の取り組みを行なった。
自殺対策関係課会議開催（４回）
自殺対策推進会議開催（２回）
相談窓口リーフレット作成・配布
自殺予防週間や自殺対策強化月間に普及啓発事業を実施
・広報くさつ９／１特集、３／１・１５記事掲載
・自殺予防デーの街頭啓発
・ゲートキーパー養成研修会実施（庁内職員等対象４回、市民等対象１回）

会議開催により、草津市の自殺の実態の共有、課題や必要な対策につい
ての活発な議論を行え、当該計画の推進と実施内容の検討、連携を図るこ
とができた。
自殺者数の減少を目指し啓発や新しく相談窓口リーフレットを作成・配布で
き、広く市民に対して自殺予防の取組を実施できた。また、庁内全職員対
象にゲートキーパー養成研修も開催し、全職員の４０％の参加であった。
参加者からは、ゲートキーパーとしての役割を担えるのか不安との声もあ
り、今後も継続した研修が必要である。

継続実施

自殺未遂者への個別支援の継続実施とともに、市の自殺未遂者の相
談支援体制を取り決め、市の支援者の研修会や事例検討会を開催し
支援の円滑化を図る。

健康増進課
（健康増進G)

117 総合相談支援業務 ①
H25年7月より、中学校区に１か所地域包括支援センターを委託で設置し、
相談件数は増加している。

全体的な相談件数は増加している。（H25　11,905件→H26　17,564件） 継続実施
長寿いきがい課

（中央地域包括支援
Ｇ）

118
【再掲】
健康教育

①
実施回数：1回 、実施人数：5人、実施対象：成人
『草津市自殺対策行動計画』を使用し、国や県の動向、計画策定と計画の
推進経過等について説明を行い、ＰＲ活動を実施した。

こころの健康のテーマを設定していたが、依頼が少ないので、みんなでトー
ク「自殺者ゼロを目指して」のテーマの中で啓発していく事を検討する。

みんなでトークの「自殺者ゼロを目指して」の中でこころの健康に関す
る啓発を行う。

健康増進課
（健康増進G)

ＰＲの実施有り

３－（１）「こころの健康」の取り組みの方針
　　・関係団体と連携し、自殺予防対策を推進し、自殺者の減少を目指します！

《数値目標項目》
　①自殺者の減少

５４と同じ

関係機関と連携し、保健師が、来所・電話・訪問にて、病気や薬・生活面
の相談、家族への支援などを行う中で、自殺者の減少を目指す。

自殺対策行動計画を策定し、自殺対策の普及啓発、自殺に傾いている人
に対して、適切な対応、支援を行なう人材の養成や相談体制の充実、関
係機関との連携によって、草津市の自殺死亡者数がゼロとなることを目
指し、自殺対策の推進を図る

高齢者が住みなれた地域で安心してその人らしい生活を継続していくこと
ができるようにするために、本人の意思を尊重しながら、どのような支援
が必要なのかを把握し、地域における適切なサービス、機関および制度
の利用につなげる。

保健師が、要望のあった団体に対して、本市の施策紹介も含めて、こころ
の健康に関する正しい知識の普及啓発を行なう。また、みんなでトークの
テーマに、「自殺者ゼロをめざして」の項目を設定する。
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119
【再掲】
たばこ対策事業

①
母子保健事業や、その他、様々な機会をとらえて、妊娠中や出産後の喫
煙、受動喫煙の影響についての啓発を行った。

母子保健事業の中で、妊娠中や出産後の喫煙、受動喫煙の影響について
の啓発を実施する中で、喫煙者には継続的に実施することができた。

継続実施
健康増進課
（健康啓発G)

120
【再掲】
妊産婦訪問

①
妊産婦訪問延人数：1,497人（うち妊婦；34人、産婦1,463人）
上記の妊産婦のうち、喫煙や食生活など健康管理面への指導が必要な人
に対し、相談や助言を行った。

大人の習慣が子どもの今後の生活習慣につながっていくことから、妊娠を
機に喫煙や食生活、生活習慣等、健康管理に留意できるよう、今後も啓発
や指導が必要である。

妊娠期から喫煙や食生活、生活習慣等、健康管理に留意し、自身と子
どもの健やかな発育につながるよう、相談や助言、啓発を行う。

健康増進課
（保健推進G)

121 妊婦健康診査（公費助成） ①

受診券交付数：1,489
受診延べ人数：15,983人（実人数2,101人）
妊娠週数に応じた望ましい妊婦健診受診回数を受診する妊婦の割合
92.7％。

妊娠週数に応じた望ましい妊婦健診受診回数を受診する妊婦の割合は、
増加傾向にある。
妊婦健康診査を受診することで、妊娠中の経過を定期的にみることがで
き、医療機関での体重増加や食事に関する助言や指導を受けることによ
り、低出生体重児の減少に繋がると考える。

妊婦の健康管理の充実および経済負担の軽減を図り、安心して妊娠・
出産ができるよう妊婦健康診査費の一部助成をし、妊婦健康診査の
受診を勧める。

健康増進課
（保健推進G)

122
【再掲】
母子（親子）健康手帳の交付

①

母子（親子）健康手帳交付時に、「マタニティ食事レッスン」「ママと赤ちゃん
の栄養ガイド」のパンフレットを配布し、食生活に関する情報提供を行った。
また、喫煙や飲酒習慣について確認し、リーフレットや啓発グッズを配布す
るとともに、習慣のある人には、胎児への影響について保健指導を行っ
た。

食事や喫煙、飲酒に関する情報提供を行い、低出生体重児のリスクについ
ての啓発を行った。近年、低出生体重児は増加傾向にあるため、引き続き
食育や禁煙等について啓発を行っていく。

母子（親子）健康手帳交付時に、低出生体重児のリスク要因となる栄
養、喫煙、飲酒等について情報提供し、必要に応じ、保健指導を実施
する。

健康増進課
（保健推進G)

123
【再掲】
児童・生徒等健康診断事業

② ７９と同じ ７９と同じ ７９と同じ
スポーツ保健課

（スポーツ保健G）

124
【再掲】
就学時健康診断事業

② ８０と同じ ８０と同じ ８０と同じ
スポーツ保健課

（スポーツ保健G）

125
【再掲】
学校保健推進事務事業

② ８１と同じ ８１と同じ ８１と同じ
スポーツ保健課

（スポーツ保健G）

126
【再掲】
学校における食育の推進

②③ １７と同じ １７と同じ １７と同じ
スポーツ保健課

（スポーツ保健G）

127
【再掲】
栄養相談

②③ １と同じ 離乳食や幼児の食事について、対象者にあわせた指導を実施した。 継続実施
健康増進課
（健康増進G)

128
【再掲】
乳幼児健康診査（栄）

②③

乳幼児健診時、栄養や食生活に心配のある人や、やせ・過体重（肥満）の
乳幼児の保護者に栄養士による栄養相談の実施および２歳６か月健診で
は肥満予防の啓発チラシの配布を行った。また、生活リズムの聞き取りを
行い、生活リズムや欠食に関する指導を実施。
・４か月健診：カウプ指数13未満…　0人（0％）
　　　　　　　　　カウプ指数20以上…52人（4.2%）
・１０か月健診：カウプ指数13未満…　1人（0.1%)
                       カウプ指数20以上…24人（1.9%）
・１歳６か月健診：肥満度－20%未満…0人（0%）
　　　　　　　　　　　 肥満度20％以上…14人（1.3%）
・２歳６か月健診：肥満度－20%未満…1人（0.1%)
　　　　　　　　　　　　肥満度20％以上…19人（1.4%）
・３歳６か月健診：肥満度－20%未満…0人（0%）
　　　　　　　　　　　 肥満度20％以上…10人（0.7%）

将来的な生活習慣病の予防に向け、乳幼児のみでなく家族全体の食習慣
に意識を持ってもらえるような促しについて検討を要する。

乳幼児健診時の栄養相談を継続実施するとともに、家族全体の食習
慣の啓発に向けた媒体について検討する。

健康増進課
（保健推進G)

129
【再掲】
食を通した健康づくり推進事業

②③ ２０，２１、２２、２３と同じ
ヘルスアッププロジェクトを通して、様々な年代に食育の啓発を行うことが
できたが、次世代を担う子どもを持つ保護者へターゲットを絞っての啓発は
十分ではなかった。

ヘルスアップ料理教室の開催日時を平日の昼間にも設定し、幼稚園、
保育所や小学校低学年の子を持つ保護者が参加しやすくすることで、
次世代を担う子どもを持つ保護者への食育の啓発を行う。

健康増進課
（健康啓発G)

３－（２）「次世代の健康」の取り組みの方針
　　・妊娠前・妊娠中の心身の健康づくりを推進し、子どもの健やかな発育を目指します！
　　・幼児期から『早寝・早起き・朝ごはん』を推進し、生涯にわたって健康な生活習慣が継続できる市民の増加を図ります！

《数値目標項目》
　①低出生体重児の減少
　②肥満傾向にある子どもの減少
　③朝食を食べない子どもの減少
　④運動やスポーツを習慣的にしている子どもの増加

６６と同じ

１３と同じ

母子（親子）健康手帳発行時に、母子健康手帳別冊の交付を実施。
妊婦の健康管理の充実および経済負担の軽減を図り、安心して妊娠・出
産ができるよう妊婦健康診査費の一部助成をし、妊婦健康診査の受診を
勧める。
基本受診券14枚、検査受診券10枚交付。

母子（親子）健康手帳配布時に、パンフレットの配布や、情報提供を行
い、低出生体重児の減少を目指し、啓発を行う。

７９と同じ

８０と同じ

８１と同じ

１７と同じ

１と同じ

５と同じ

６と同じ
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130
【再掲】
健康推進員による健康づくり啓発事
業および食育推進事業

②③④

親子を対象とした料理教室や、地域における子育てサロンなどで、食育
フェルトパネルや３色折り紙を用いて、適切な食事のバランスや朝ごはん
の大切さについて伝え、幼児期や学童期からの健康づくりの啓発を行っ
た。

朝食の大切さやバランスの良い食事を理解してもらうことができた。
継続実施
従来の食育推進事業だけではなく、より具体的な次世代を担う子ども
たちへの啓発が可能である食育推進重点事業を展開する。

健康増進課
（健康啓発G)

131
【再掲】
健康推進員現任研修

②③④
幼児期のおやつについての調理実習を行い、食事の面から、子どもに対す
る食育について研修を行った。

幼児の食事バランスを理解することができた。 継続実施
健康増進課
（健康啓発G)

132
【再掲】
各種イベントにおける食育推進事業

②③ ２０，２１、２２、２３と同じ くさつヘルスアッププロジェクトの事業を通して、バランスの良い食事を啓発することができた。くさつヘルスアッププロジェクトの事業を通して継続実施していく。
健康増進課
（健康啓発G)

133
【再掲】
乳幼児訪問

②

乳幼児訪問延人数：1,569人（うち乳児1,390人、幼児179人）
すこやか訪問およびその他支援の必要な乳幼児に対し、身体発育状況や
授乳・食生活状況等を確認した。指導の必要なケースについては、適切な
食事習慣について、保健師が助言を行った。

体重増加が気になる乳幼児に対して、授乳の仕方や離乳食を含め幼児
食、間食の内容等の確認を行い、食生活への助言や指導を行った。

乳幼児訪問時、体重増加の著しい乳幼児に、授乳指導を含め、適切
な食習慣が身につけられるよう助言や指導を行う。

健康増進課
（保健推進G)

134
【再掲】
離乳食レストラン

③
離乳食の調理見学・試食だけでなく、フェルトパネルを用いて、赤・青・黄の
食材について説明を行った。また、簡単な朝食を紹介し、栄養バランスや
朝食の大切さについて啓発を行った。

参加者のアンケートに、「朝ごはんは時間がないので手早くすませてしまい
がちだけど、少しでも気をつけようと思いました」という意見があった。親の
意識変容が、子供の食習慣の見直しに繋がるため、引き続き、栄養バラン
スや三食食べることについて啓発を行う。

親の食生活が子どもに影響すること、栄養バランスや三食食べること
について、啓発を行う。

健康増進課
（保健推進G)

135
【再掲】
スポーツ振興計画推進事業

④ ３１と同じ ３１と同じ ３１と同じ
スポーツ保健課

（スポーツ保健G）

136
【再掲】
駅伝競走大会開催費補助金事務

④ ３４と同じ ３４と同じ ３４と同じ
スポーツ保健課

（スポーツ保健G）

137
【再掲】
チャレンジスポーツデー開催費補助
金事務

④ ３５と同じ ３５と同じ ３５と同じ
スポーツ保健課

（スポーツ保健G）

138
【再掲】
スポーツ少年団育成事業

④ ３９と同じ ３９と同じ ３９と同じ
スポーツ保健課

（スポーツ保健G）

139
【再掲】
中学校体育推進事業

④ ４２と同じ ４２と同じ ４２と同じ
スポーツ保健課

（スポーツ保健G）

140
【再掲】
小学校体育推進事業

④ ４３と同じ ４３と同じ ４３と同じ
スポーツ保健課

（スポーツ保健G）

141
【再掲】
くさつヘルスアッププロジェクト
【食育推進デー】

②

イオン草津店において、５月から翌３月まで、毎月定めた食育の日（１５日）
に、地元産の野菜を使った子どもも喜ぶ料理のレシピをとらいあんぐる（地
域栄養士団体）に作成してもらい、野菜売場で配布したり、レシピを使って
の試食を実施した。

地産地消の推進や野菜の摂取量を増やすための取り組みとして、試食の
日は通常の２倍の売れ行きがみられるなどの効果があった。また、試食を
した感想からは、「子どもも食べやすく、家でもつくってみたい」という反応も
あり、作りやすく食べやすいといった点からも好評であった。

取り組み拡大のため、アルプラザ草津においても食育の日の取り組み
を行っていく。

健康増進課
（健康啓発G)

７と同じ

８と同じ

９と同じ

１４と同じ

離乳食の調理見学・試食や、フェルトパネルを用いて、赤・青・黄の食材
について説明を行い、保護者が離乳食の進め方やバランスのとれた食事
をイメージできるよう支援する。

３１と同じ

３４と同じ

３５と同じ

３９と同じ

４２と同じ

４３と同じ

２１と同じ
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142
【再掲】
健康推進員による健康づくり啓発事
業および食育推進事業

①②⑤ ロコモティブシンドロームと認知症についてのパネル作成をおこなった。 次年度から取り組む 地域での啓発活動に取り組む
健康増進課
（健康啓発G)

143
【再掲】
健康推進員現任研修

①②⑤
南草津病院から管理栄養士高嶋典子先生を招き、介護食について講演会
を開き、実習も行った。

介護食について分からなかったことが学べて好評だったが、専門用語が
あったので分かりにくい部分もあった。

現任研修において平成２７年度は実施せず、地域における取り組みの
中で引き続き啓発していくこととする。

健康増進課
（健康啓発G)

144
【再掲】
総合相談支援業務

①②③④⑤
⑥

H25年7月より、中学校区に１か所地域包括支援センターを委託で設置し、
相談件数は増加している。

全体的な相談件数は増加している。（H25　11,905件→H26　17,564件） 継続実施
長寿いきがい課

（中央地域包括支援
Ｇ）

145
【再掲】
隣保館の健康相談

①⑤ １６と同じ 定期的に個別相談に応じることで、地域参加が促進できた。 継続実施
健康増進課
（健康増進G)

146 介護予防普及啓発事業 ②

基本チェックリストで低栄養に該当し、介護予防教室に参加意向がある高
齢者に通知し、その後申込みのあった人に歯（し）あわせ教室を実施した。

参加者　26名（２クール計）
前年に比べ参加者が倍増し、事業周知の効果が認められた。 継続実施

長寿いきがい課
（高齢者福祉G）

147
【再掲】
栄養相談

② １と同じ 高齢者の健康状態にあわせた指導を実施し、低栄養など予防に努めた。 継続実施
健康増進課
（健康増進G)

148 高年齢者労働能力活用事業 ⑤ 補助金額：２７，０９０千円
高齢者の豊かな経験を活用し、新たな役割と生きがいを見出せる社会の
構築を図るため、公益社団法人草津市シルバー人材センターが行う就業
機会の提供や地域に根ざした事業に対して補助を行った。

継続実施
高齢者の豊かな経験を活用し、新たな役割と生きがいを見出せる社会
の構築を図るため、公益社団法人草津市シルバー人材センターが行う
就業機会の提供や地域に根ざした事業に対して補助を行う。

商工観光労政課
（産業労政G）

149 福祉バスの運行 ⑤
福祉バス運行件数：　２２３件
延べ利用者数：　　　６５１８人

 高齢者や障害者の方たちの社会参加や交流のための利用や、福祉団体
の活動および施設見学、研修等のための利用のほか、家族の介護をされ
ている方たちの意見交換会や交流のため多くの利用があり、当初の目的
が果たせた。

福祉バス予定運行件数　：　２１８件
社会福祉課
（地域福祉G)

150 ボランティアセンターの運営 ⑤

情報提供としての、情報誌の発行    年２回
ボランティア活動保険の加入　４,０９２人
登録ボランティア数　　　４,８１５人
　　　　　グループ数　　　３０９Ｇ

登録ボランティア数、グループ数とも増加しており、互助の取り組みの促進
が図れてた。

ボランティア機能を強化し、多様なボランティアや市民活動のコーディ
ネートを図り、ボランティア活動の促進に努める。
ボランティア活動に対する相談、紹介、情報提供やボランティア活動保
険の加入促進などボランティア活動を支援する。

社会福祉課
（社協）

151 高齢者講座開設費事業 ⑤

やすらぎ学級
実施回数：１１２回　参加者人数：４，４７２人
高齢者等つどい推進事業
実施回数：１１９回　参加者人数：２，４８４人

各公民館において、健康づくり、高齢者のためのパソコン講座などをテーマ
とした講座を実施し、仲間づくり、健康づくりを行うことで、豊かな生活を送
れるよう学習の機会を提供した。

６０歳以上を対象とし、仲間づくり、健康づくり、住みよいまちづくり活動
を通じて豊かな生活を送れるよう教養および現代課題等の学習の機
会を提供する。

まちづくり協働課
（地域協働G)

152 地域介護予防活動支援事業 ⑤

【いきいき百歳体操】
103団体　登録者人数２300人
　（うち新規団体数１３団体）
体操の評価をボランティア団体虹に委託した。
単発講座や連続講座時に、いきいき百歳体操及び草津歯口からこんにち
は体操の啓発を行い、新規団体の立ち上げを支援した。
【草津歯口からこんにちは体操】　　54団体（うち新規団体数８団体）

平成２６年度は継続団体に対する評価を「いきいき百歳体操サポーター
虹」に依頼し、地域とボランティア団体の交流の機会が増えた。また、単発
講座や連続講座の開催時に、新たな団体の立ち上げを呼び掛けた。新規
団体数が増加している

継続実施。取組団体が今後も増えるよう引き続きいきいき百歳体操や
口からこんにちは体操の出前講座を実施するとともに、住民が主体的
に介護予防の取り組みができるように支援する。

長寿いきがい課
（高齢者福祉G）

３－（３）「高齢者の健康」の取り組みの方針
　　・介護予防の取り組みと高齢者の地域参加を推進し、元気な高齢者の増加を目指します！

《数値目標項目》
　①要介護認定者の増加抑制
　②低栄養傾向の高齢者の増加抑制
　③ロコモティブシンドローム認知度の向上
　④足腰に痛みのある高齢者の減少
　⑤高齢者の社会参加の促進
　⑥認知機能低下ハイリスク高齢者の把握率の向上

７と同じ

８と同じ

１１７と同じ

保健師が、隣保館を利用する人を対象に、定期的に個別に相談に応じる
ことで、地域参加を促進する。

基本チェックリストで低栄養（６カ月間で２～３kg以上の体重減少、BMI１
８．５未満）に該当し、介護予防教室に参加意向のある高齢者に歯（し）あ
わせ教室（口腔機能向上・低栄養改善の教室）を通知。通知後、申込の
ある高齢者に教室を開催。教室では管理栄養士等が食事に関する講話
等を実施している。

１と同じ

高齢者の豊かな経験を活用し、新たな役割と生きがいを見出せる社会の
構築を図るため、公益社団法人草津シルバー人材センターが行う就業機
会の提供や地域に根ざした事業に対して補助を行う。

市内の社会福祉団体等が、社会福祉の振興を図り、心身に障害のある
方や高齢者等の社会参加、または社会福祉団体の研修・福祉活動を促
進するため福祉バスを運行する。

草津市社会福祉協議会では、ボランティアセンターを設置することで、ボ
ランティア・市民活動を推進し、住民が共に支えあうことによって、地域に
住むすべての人が、心豊かに暮らすことができるまちづくりをめざしてい
る。
ボランティアセンターでは、ボランティア活動についての相談や紹介をはじ
め、ボランティアの情報提供や活動者同士の交流会、ボランティア保険の
受付などを通し、安心してボランティア活動ができるようにサポートする。

６０歳以上を対象とし、仲間づくり、生きがいづくり、住みよいまちづくり活
動を通じて豊かな生活を送れるよう教養および現代課題等の学習の機会
を提供する。

地域で高齢者を対象に、「いきいき百歳体操」「草津歯（し）・口からこんに
ちは体操」を啓発し、地域が主体的に介護予防ができるよう活動支援を
行う。
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健康くさつ 21（第2次）事業照会

事業名
該当

「数値目標項
目」

Ｈ２６年度事業実績 Ｈ２６年度事業評価 Ｈ２７年度実施計画 担当課 備考内容

153 災害時要援護者登録制度 ①

【Ｈ２６年度登録実績】
対象者数　９，０７３人
登録者数　３，２１１人
登録率(%)　　３５．４％

新たに対象となった要援護者や、未登録者のうち優先度の高い人につい
て、民生委員児童委員を通じ制度案内を実施した。また、危機管理課にお
いても、要援護登録者情報の町内会提供についてさらに進め、地域におけ
る「共助」体制づくりの支援が図れた。

特に優先度の高い要援護者の登録推進について、民生委員児童委員
の協力のもと、事業推進を図る。また検討会を定期的に開催し、課題
の整理等に取り組む。
（危機管理課においては、自主防災組織の育成支援と、協定締結によ
る要援護者情報の町内会共有を進める。）

社会福祉課
（地域福祉G)

154 コミュニティビジネスの育成 ① 相談件数　０件
福祉関係者等からの相談はなく、コミュニティビジネスへ発展する事例はな
かった。

福祉関係者等からの相談に応じ、コミュニティビジネス育成費補助金
等の制度活用について担当課（商工観光労政課）へつなぐ。

社会福祉課
（地域福祉G)

155
【再掲】
離乳食レストラン

①
地域で活動する健康推進員に事業を委託し、各市民センターで離乳食レス
トランを開催した。また、参加者同士が交流し、お互いに情報交換できるよ
う、座談会の時間を設けた。

アンケートより、「ママさんたちと子育ての話が出来て、参加してよかった」
「他のお子さんの離乳食の進み具合など聞けて参考になりました」などの
意見があり、親子で交流したり、情報交換する場となった。地域で活動する
健康推進員に事業を委託し、主体的に事業を開催してもらうことで、地域で
のつながりや地域活性につながった。

地域で活動する健康推進員が離乳食レストランを開催し、地域に密着
した情報交換や交流の場とする。

健康増進課
（保健推進G)

156
【再掲】
ツインズフレンズ

①

子育て支援センター（現：子ども子育て推進室）と共催で、ぽかぽかタウン
にて６月７日、７月５日、１０月１８日、３月７日の計４回実施。母だけでなく
父も参加しやすいよう、４回いずれも土曜日に開催。対象者は多胎児とそ
の保護者、多胎児妊婦とそのパートナー。参加家族組数は合計３４組で、
延べ１１４人参加。
保育士による手遊びや絵本飲み聞かせの他、参加者同士のフリートークを
実施した。

フリートークでは、参加者同士で多胎児育児の情報交換・情報共有を行
い、「同じ環境の人と知り合えて、気が楽になった」「「お友達作りに役立つ」
などの意見を聞くことができた。また、数回参加されるリピーターの方も多
く、参加者同士で顔なじみになり、多胎児を育児する人同士のつながりを
深めることができた。

５６と同じ

健康増進課
（保健推進G)

H27年度～子ども子育
て推進室

H27年度～
子ども子育て
推進室単独

事業へ

157 妊婦教室 ① 年6回（父親教室と合同開催1回）、参加者102名（うち、子ども19名含む）

妊婦同士の交流と仲間づくりを目的に茶話会形式で実施した。家族の方々
も参加され、不安を抱えたプレパパママが、妊娠・出産等の学び、オムツ交
換や沐浴などを体験し自信につながったと好評であった。協働事業とする
ことで開催内容の幅が広がり、妊婦とその家族が求める内容に合致した教
室を開催できた。

・人形を使って沐浴体験と赤ちゃんのトラブルとケアについて学ぶ
・妊婦ヨガ
・妊婦同士の交流
・分娩時に楽にとれる姿勢や呼吸法（年４回）

子ども子育て推進室
（子育て支援G)

158
【再掲】
健康推進員現任研修

①②⑥
自らの健康推進員活動について振り返り、意見交換する場を設け、よりよ
い健康づくりの推進と環境づくりを行えるよう研修会を行った。

意見交換することによって、他学区の取り組みを知ることができ、活動のよ
い刺激となった。

継続実施
事業の実施だけでなく、よりよい地域の健康づくりのために、互いに積
極的な意見交換をする場を設け、活動しやすい環境づくりを行う。

健康増進課
（健康啓発G)

159 健康推進員養成講座 ② 全１１回（４０時間）の講座を開催し、12名が修了証を授与された。
年間４０時間の養成講座を実施し、12名が新しく健康推進員となり、会員数
の増加に努めた。

継続実施
健康増進課
（健康啓発G)

160 認知症施策総合推進事業 ③
【認知症サポーター】
４５回　１３２７人　　養成

町内会やサロン等に加え、小学生、郵便局、農協等の企業にも啓発し、
「認知症サポーター（認知症の理解者）」を多く養成することができた。

継続実施。小学校やまちづくり協議会、警察、消防等幅広い対象へ啓
発を行い「認知症サポーター（認知症の理解者）」をさらに養成し「認知
症があっても安心して暮らせるまちづくり」を目指す。

長寿いきがい課
（高齢者福祉G）

161
【再掲】
地域介護予防活動支援事業

④

【いきいき百歳体操】
103団体　登録者人数２300人
　（うち新規団体数１３団体）
体操の評価をボランティア団体虹に委託した。
単発講座や連続講座時に、いきいき百歳体操及び草津歯口からこんにち
は体操の啓発を行い、新規団体の立ち上げを支援した。
【草津歯口からこんにちは体操】　　54団体（うち新規団体数８団体）

平成２６年度は継続団体に対する評価を「いきいき百歳体操サポーター
虹」に依頼し、地域とボランティア団体の交流の機会が増えた。また、単発
講座や連続講座の開催時に、新たな団体の立ち上げを呼び掛けた。新規
団体数が増加している

継続実施。取組団体が今後も増えるよう引き続きいきいき百歳体操や
口からこんにちは体操の出前講座を実施するとともに、住民が主体的
に介護予防の取り組みができるように支援する。

長寿いきがい課
（高齢者福祉G）

162
【再掲】
たばこ対策事業

⑤ ６６と同じ
健康推進員が、自身が住んでいる地域の幼稚園や保育所で禁煙や受動
喫煙防止の啓発を行うことで、より地域に根差した活動ができたと考える。

継続実施
健康増進課
（健康啓発G)

163 健康くさつ２１・食育推進事業 ①④⑥
「くさつヘルスアッププロジェクト２０１４」を関係団体や機関と協力・共催事
業として実施した。

「くさつヘルスアッププロジェクト２０１４」の中で、今までつながりのなかった
関係団体や機関とも連携し、事業をすすめることができたが、今後も拡大・
継続しながら効果を上げていく必要がある。

「くさつヘルスアッププロジェクト２０１５」として、前年度の事業を基盤に
し、実施場所や回数を検討しながら事業を拡大しつつ連携を広げ、深
めていく。

健康増進課
（健康啓発G)

164
くさつヘルスアッププロジェクト
【健康づくりに関するアンケート調
査】

①④
９月から１０月にかけて、１２歳以上の市民３，０００人に対し、アンケート調
査を実施した。回答者数８２３人（回答率２７．７％）

若い世代ほど、また女性より男性のほうが健康に関する意識が低いことか
ら、健康づくりに対し無関心な層や若い世代をターゲットに行動変容を促す
きっかけとなるような啓発が必要であるという結果がでた。啓発手段として
は、短時間でできるような健康づくりのための運動や、女性には美と結びつ
けた形での啓発、男性には幼少時からや家族からの働きかけを視点にお
いての啓発、高齢者や男性には健康に関わる地域コミュニティへの参加し
やすい環境づくりが有効であるとの分析結果が得られた。

アンケートは実施しないが、分析・考察結果を踏まえた内容を事業の
中に取り入れていくこととする。

健康増進課
健康啓発G

165
【新規】

【再掲】
健康のまち草津モデル事業費補助
金

①②③④

運動不足や食生活の偏り、コミュニケーション不足から健康を害し、身
体能力の低下、認知症や生活習慣病の発症につながっており、健康
づくりについて地域住民を牽引する役割を担う健康リーダーの養成や
健康教室を開催するために必要な経費の一部を補助する。

健康増進課
（健康啓発Ｇ）

４－（１）「健康づくりに取り組む人とチームを増やす」の取り組みの方針
　　・地域の健康づくり団体・店舗・企業等の増加とそれぞれのつながりの強化を推進し、元気なまち草津を目指します！
　　・みんなで取り組むことの相乗効果で健康の輪が広がる健康づくりを推進します！

《数値目標項目》
　①地域のつながりの強化
　②健康推進員数の増加
　③認知症サポーター養成講座受講者数の増加
　④市民が運動しやすいまちづくりや環境整備の増加
  ⑤受動喫煙のない店の増加
　⑥食品中の食塩や脂肪低減に取り組む飲食店の増加

市内在宅の高齢者・要介護認定者・障害者・難病患者等の方で災害時に
支援を必要とする人を対象に登録を行うものである。
登録いただいた方の情報を地域で共有し地域の助け合いで避難支援を
行い減災を進める。

地域社会において顕在化している高齢者・障害者の介護や子育て支援、
まちづくり、環境保護、観光などの多種多様な地域課題を解決するため、
地域住民やＮＰＯ法人、民間企業等の知識・経験をいかしていく手法であ
る。
　商工観光労政課がおこなうコミュニティビジネス育成費補助金等の制度
活用の相談を受付け、地域課題の解決を支援する。

離乳食レストラン開催時に、座談会を行い、親同士の交流の場をつくり、
地域のつながりの強化を支援する。

５６と同じ

妊婦教室を開催し、妊婦とその家族が妊娠によっておこる心と体の変化
について助産師の講話を聴き、優しい気持ちで赤ちゃんを迎えるための
準備ができるようにする。また、交流の時間を設けることで、出産前から
子育ての悩みや楽しさを共有したり、情報交換ができる仲間作りの助けを
する。
平成26年度はまちづくり提案事業として草津コミュニティ支援センター運
営会と協働で実施。平成27年度は子ども子育て推進室が直接主催する。

健康くさつ２１（第２次）の基本理念である『誰もが健康で長生きできるまち
草津』を目指して、子どもから高齢者までの全ての市民が、いきいきと元
気に過ごせるまちづくりを進めるため、自主的、主体的に取り組むまちづ
くり協議会に事業費の一部を補助する。

８と同じ

地域で健康づくり活動を推進する健康推進員を養成する。

認知症について正しい疾患の理解や対応の仕方を学び、「認知症になっ
ても安心して暮らせるまちづくり」を目指し、「認知症サポーター（認知症の
理解者）」の、養成講座を実施している。

１５２と同じ

６６と同じ

大型商業施設、市民団体、専門家、大学などの研究機関など、健康づくり
や食育に関する団体等が連携し、健康づくりの機運を高めていく事業に
つなげる。

草津市民を対象とした食生活や健康づくりに関するアンケートを行い、調
査結果を評価するとともに、重点的な取り組みが必要な世代や効果的な
啓発方法を検討する。
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