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Ⅰ総合目標と重点目標 

健康ぶんきょう 21 の当初の計画では、3 つの目標、9 つの分野、17 の分野別

目標、56の行動目標、79の取り組みを設定しましたが、後期の計画では、体系

の見直しを行い、2 つの目標、9 つの分野、19 の分野別目標、61 の行動目標、

95の取り組みを取り上げました。 

 

１ 総合目標 

   総合目標は当初計画と同様「生涯をいきいきと暮らす健康づくりの推進」   

を掲げ、計画の基本理念である（1）一次予防の重視（2）健康寿命の延伸（3）

生活の質（QOL）の向上を目指します。 

 

２ 各分野の重点目標 

   計画の見直しにあたって、計画の進捗状況を把握し、施策に反映するこ

とを目指して、各分野ごとに以下の分野別目標から、重点とする行動目標

を選定し数値目標を掲げるとともに、目標達成のための取り組み、目標達

成状況の確認方法を記載しました。 

  

ア 栄養・食生活の改善 

   「食育を通した子どもの望ましい食習慣の確立」 

 イ 身体活動・運動の定着 

「成人の運動習慣の定着」 

ウ こころの健康づくり 

「ストレスや精神的に悩みを持つ人の減尐」 

エ たばこ 

「喫煙者対策の充実」 

オ アルコール 

「アルコールによる健康被害の減尐」 

カ 歯の健康 

「歯科疾患の減尐」 

キ 糖尿病・循環器病 

「メタボリックシンドロームの予防」 

ク がん対策 

「がん検診受診者の増加及び精密検診結果把握の向上」 

ケ 生活衛生環境の確保 

「食品・医薬品・医療安全の確保」 
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重点目標１ : 食育を通した子どもの望ましい食習慣の確立  P.66 

（行動目標・数値目標） 

１ 朝食を欠食する子どもの減尐（全国学力・学習状況調査） 

   ① 当初計画  ：なし 

   ② 平成 19年度：5.9％（区立小学校・６年生） 

   ③ 平成 22年度：3.0％ （区立小学校・６年生） 

 ２ 児童、生徒の肥満児の減尐（健康診断疾病異常調査［学校保健統計］） 

   ① 平成 13年度：小学校４年生：男：7.1％、女：5.1％ 

   （平成 14年度：中学校１年生：男：5.7％、女：2.7％） 

   ② 平成 18年度：小学校４年生：男：4.1％、女：3.7％ 

                     中学校１年生：男：7.2％、女：2.6％ 

   ③ 平成 23年度：小学校４年生：男：2.9％、女：2.6％ 

                     中学校１年生：男：5.0％、女：1.8％ 

 

（目標達成のための方策・取り組み） 

 １ 保育園、学校における食育の推進とともに、保育園、幼稚園、学校、保健

所等の栄養士が連携する場を構築し、食育の推進のための教育プログラ

ム・パンフレット等を作成する。 

 ２ 児童・生徒に対する食育の充実のため、教職員への知識の普及を図る。 

（目標の達成状況の確認方法） 

 １ 毎年度、全国学力・学習状況調査より把握する。 

  ２ 毎年度、文京区健康診断疾病異常調査〔学校保健統計〕より把握する。 
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重点目標２ : 成人の運動習慣の定着   P.76 

（行動目標・数値目標） 

 １ 運動を行っている人(30～69歳)の増加（区民の健康意識調査） 

   ① 平成 12年度：男 52.4％、女 47.4％ 

   ② 平成 18年度：男 47.4％、女 45.5％ 

   ③ 平成 23年度：男 63.0％、女 58.0％ 

 ２ 運動自主グループの育成（運動に関する地域公益活動情報サイト掲載数） 

   ① 当初計画：なし 

   ② 平成 19年度：平成 19年 12月 10日現在:6か所（12月 10日：開始） 

   ③ 平成 23年度：平成 23年 12月末現在  :10か所 

 

（目標達成のための方策・取り組み） 

 １ 特定健診受診者を中心に、運動の必要性とともに、ウォーキングマップ、

運動施設等を PRする。 

２ 健康センターでの運動相談を充実させ、自主グループの育成に努める。 

  

（目標の達成状況の確認方法） 

 １ 平成 23年度に区民の健康意識調査を実施する。 

  ２ 毎年 12 月末現在、運動に関する地域公益活動情報サイトに掲載されてい

る団体数を把握する。 
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重点目標３ : ストレスや精神的に悩みを持つ人の減尐   P.85 

（行動目標・数値目標） 

 １ ストレスを感じている人(30～69歳)の減尐(区民の健康意識調査) 

   ① 当初計画：なし 

   ② 平成 18年度：男 69.2％、女 77.3％ 

   ③ 平成 23年度：男 55.0％、女 60.0％ 

 

（目標達成のための方策・取り組み） 

 １ こころの健康づくり（ストレス解消法等）について、広報、ホームページ

で PR を行うとともに、保健サービスセンターにおける精神保健相談を充

実させる。 

 ２ 労働関係機関との連携の方策について検討する 

 

（目標の達成状況の確認方法） 

 １ 平成 23年度に区民の健康意識調査を実施する。 
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重点目標４ : 喫煙者対策の充実（喫煙者の減尐）  P.91 

（行動目標・数値目標） 

 １ 妊婦の喫煙の防止（４か月健診問診結果） 

   ① 平成 13年度：妊婦 5.5％ 

   ② 平成 18年度：妊婦 3.5％ 

   ③ 平成 23年度：妊婦 0.0％ 

２ 未成年者の喫煙防止（区立中学生の喫煙状況調査） 

   ① 当初計画：なし 

   ② 平成 20年度：区立中学３年生喫煙状況調査 

   ③ 平成 23年度：平成 20年度の約 50％減尐 

 

（目標達成のための方策・取り組み） 

 １ 妊婦保健指導、母親学級、両親学級、乳児健診等で、妊婦及び家族に喫煙

が胎児に及ぼす影響について指導を行う。 

２ 中学校、教育指導課、学校医、保健所が協力して、中学１、２年生に対し

て喫煙防止教育を実施する。 

 

（目標の達成状況の確認方法） 

 １ 毎年度、時期を決めて、４か月健診受診者の保護者の問診より、妊娠中の

喫煙状況を把握する。 

  ２ 毎年度、学校と協力して、喫煙状況の把握に努める。 
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重点目標５ : アルコールによる健康被害の減尐   P.98 

（行動目標・数値目標） 

 １ 多量飲酒者(週５日以上１日３合以上の飲酒)の減尐 

(区民の健康意識調査) 

   ① 平成 12年度：男 11.1％、女 2.1％ 

   ② 平成 18年度：男 10.4％、女 2.9％ 

  ③ 平成 23年度：男  5.0％、女 1.5％ 

２ 未成年者の飲酒防止 

   ① 当初計画：なし 

   ② 平成 20年度：区立中学３年生の飲酒状況調査 

   ③ 平成 23年度：平成 20年度の約 50％減尐 

 

（目標達成のための方策・取り組み） 

 １ 広報、ホームページ等で適正飲酒について広く PR を行うとともに、特定

健診受診者を中心に、パンフレット等による適正飲酒をすすめる。 

２ 学校、教育指導課、学校医、保健所が協力して、中学１、２年生に対して

飲酒防止教育を実施する。 

 

 （目標の達成状況の確認方法） 

 １ 平成 23年度に区民の健康意識調査を実施する。 

  ２ 毎年度、学校と協力して、飲酒状況の把握に努める。 
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重点目標６ : 歯科疾患の減尐   P.103 

（行動目標・数値目標） 

 １ 歯肉炎のある子どもの減尐(学校保健統計) 

   ① 当初計画：なし  

   ② 平成 18年度：12歳（区立中学１年生）：男 21.7％、女 26.5％ 

③ 平成 23年度：12歳（区立中学１年生）：男 15.0％、女 18.5％ 

 ２ 成人期の歯周疾患の減尐（歯周疾患検診実績報告、CPI３以上） 

   ① 当初計画：なし 

   ② 平成 19年度：40歳：男 33.3％、女 24.0％ 

           50歳：男 42.5％、女 36.6％                     

   ③ 平成 23年度：40歳：男 27％ 女 19％ 

           50歳：男 34％ 女 29％ 

  

（目標達成のための方策・取り組み） 

 １ 学校、教育指導課、学校歯科医、保健所が協力して、区立小学校５、６年

生に対する、歯科衛生教育を実施する。 

２ 歯周疾患の予防について、区報、ホームページで知識の普及啓発に努める

とともに、歯科保健相談や歯科検診を実施し、早期発見と予防に努める。

また、かかりつけ歯科医の定着を図り、定期的な健診、指導を勧める。 

 

（目標の達成状況の確認方法） 

 １ 毎年度、学校定期健康診断の結果を把握する。 

  ２ 毎年度、歯周疾患検診の結果を把握する。 
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重点目標７ : メタボリックシンドロームの予防   P.110 

（行動目標・数値目標） 

 １ 特定健康診査受診率（国民健康保険加入者）の向上（特定健診実績報告） 

   ① 当初計画：なし 

   ② 平成 20年度：45.0％ 

   ③ 平成 24年度：65.0％ 

 ２ 特定保健指導実施率の向上（特定保健指導実績報告） 

   ① 当初計画：なし 

   ② 平成 20年度：25.0％  

   ③ 平成 24年度：45.0％ 

  ３ メタボリックシンドローム該当者及び予備群の減尐（特定健診実績報告） 

   ① 当初計画：なし 

   ② 平成 20年度：対象者数の把握  

   ③ 平成 24年度：平成 20年度に比べ 10％減尐 

 

（目標達成のための方策・取り組み） 

 １ 健康診査受診の必要性について、区報、ホームページ等を活用し、広く区

民に PR を行うとともに、特定健康診査対象者に対しては、全員に個別通

知を行う。また、未受診者に対しては再度の受診勧奨を行い、健診の周知

徹底を図る。 

 ２ 生活習慣の改善の必要性について、広く区民に PRするとともに、特定保 

    健指導が必要とされた対象者に対し、様々な手段を活用して参加を呼びか

け、実施率の向上を図る。 

  ３ メタボリックシンドローム該当者及び予備群に対し、積極的支援、動機づ

け支援を計画的に行い、経過を把握して、効果の検証を行う。 
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（目標の達成状況の確認方法） 

 １ 毎年度、特定健康診査の対象者数、受診者数から、特定健康診査受診率を

把握する。 

 ２ 毎年度、特定保健指導の対象者数、実施者数から、特定保健指導実施率を 

   把握する。 

 ３ 毎年度、メタボリックシンドローム該当者及び予備群を把握し、減尐率を

把握する。 
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重点目標８: がん検診受診者の増加及び精密検診結果把握率の向上 

                        P.114・116 

（行動目標・数値目標） 

 １ 乳がん検診受診率の向上（乳がん検診実績報告） 

   ① 当初計画：なし 

   ② 平成 18年度：6.0％ 

  ③ 平成 23年度：14.0％ 

２ 乳がん精密検診結果把握率の向上（乳がん検診実績報告） 

   ① 当初計画：なし 

   ② 平成 18年度：9.6％ 

   ③ 平成 23年度：30.0％ 

 

（目標達成のための方策・取り組み） 

 １ 乳がん検診の受診機会の拡大に努めるとともに、受診方法の周知徹底を図

る。 

２ 乳がん検診の実施機関において要精密者の結果把握に努めるとともに、区

としての対応策を検討する。 

 

（目標の達成状況の確認方法） 

 １ 東京都の対象者率を用いて検診対象者数を算出し、毎年、乳がん検診の受

診率を把握する。 

２ 乳がん検診の精密検診対象者数及び精密検診結果の把握数を、検診実施医

療機関から把握する。 
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重点目標９ : 食品・医薬品・医療安全の確保   P.123 

（行動目標・数値目標） 

 １ 安全な医療の提供（診療所・歯科診療所調査予定） 

   ① 当初計画：なし 

   ② 平成 20年度：診療所等の医療安全マニュアルの整備状況の把握 

  ③ 平成 23年度：対象施設数に対するマニュアルの整備施設の割合 80％ 

 

（目標達成のための方策・取り組み） 

 １ 診療所等へ医療監視等を実施する際、医療安全に関する情報提供を行い、

各医療機関等における医療安全マニュアルの整備を促進する。 

  また、職員の研修を実施するとともに、医療安全の情報収集、情報提供に 

    努める。 

 

（目標の達成状況の確認方法） 

 １ 毎年度、診療所・歯科診療所調査を行い、マニュアルの整備状況等を把握

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３部 各分野の目標、取り組み 

健康ぶんきょう２１ 52 

総合目標 目　標 分　野 分野別目標 行動目標 取組み

転倒骨折予防教室

高齢者等の食生活への支援

労働関係機関との連携

スポーツ教室等
介護予防体操の普及

自主グループ育成支援

精神保健講演会

ストレス解消法の普及・啓発

精神保健相談

小・中学生スポーツ教室等

健康の維持・増進のための自
由時間がある人の増加

高齢者の運動
習慣、社会参加
の定着

日常生活における歩数の増
加

ストレスを感じている人の減尐

睡眠による休養が十分に取れてい
ない人の減尐

ストレスや精神
的に悩みを持
つ人の減尐

骨折・転倒の減尐

運動施設の充実子どもの運動習
慣の定着 こどもひろば

スポーツ交流ひろば

運動習慣のある人の増加

健康情報の提供

ファミリースポーツデーの実施

ウォーキング教室等

ウオーキングマップの紹介と活用

健康的な食習
慣を実践できる
人の増加

食生活に改善意欲のある人
の増加

栄養成分表示を参考にする人
の増加

乳幼児健診時の栄養相談

生活習慣
病の予防

スポーツ団体等協働事業

外遊びする子どもの増加

栄養成分表示をしている店舗
の増加

健康づくり協力店の普及

自主グループの育成・支援

栄養・食
生活の
改善

栄養・食生活情報の普及・啓発

健康づくり栄養教室

朝食を欠食する人の減尐

栄養表示の利用方法についての普
及・啓発

40～60歳代女性の肥満者の減尐

適正な食事量を理解している人の
増加

自主グループの育成・支援

メタボリックシンドローム予防教室

自分の適正体
重を維持できる
人の増加

健康ぶんきょう２１体系図

栄養フェスタ等イベントカルシウムを多くとる人の増
栄養・食生活情報の普及・啓発色の濃い野菜を食べる人の増加

塩分を控える人の増加

栄養相談

健康づくり栄養教室

集団給食施設指導

脂肪やコレステロールをとり過ぎな
い人の増加

30～60歳代男性の肥満者の減尐

体重コントロールを実践する人の
増加

30歳代女性のやせの者の減尐

朝食を欠食する子どもの減尐

児童・生徒の肥満児の減尐

きちんとした食事をする人の増加

運動自主グループの増加

運動・スポーツをほぼ毎日す
る子どもの増加

生涯をい
きいきと暮
らす健康
づくりの推
進

こころの
健康づく
り

外出をこころがける人の増加

地域活動を行っている人の増加

日常生活における歩数の増
加

成人の運動習
慣の定着

意識的に運動をこころがけて
いる人の増加身体活

動・運動
の定着

健康情報の提供

いきいきヘルス教室

食育を通した子
どもの望ましい
食習慣の確立

個人の食生活
をサポートする
食環境の整備

在宅栄養士の育成・支援

保育園展等の実施による子育て支
援

地域の子育て相談における食事指
導

保育園における食事指導

離乳食・幼児食講習会

児童・生徒の肥満児の減尐

バランスのとれ
た食事をする人
の増加

認知症予防

自主トレーニング事業

自殺予防

スポーツ交流ひろば

健康づくり教室

介護予防教室

スクールカウンセラーによる相談

自主グループの育成支援

高齢者健康づくり事業

スポーツ教室等

栄養相談

運動施設の充実

児童・学童に対する栄養教育

在宅栄養士への支援

栄養・食生活情報の普及・啓発

「家庭で食事をする日」等の提唱

健康づくり教室

ウオーキングマップの紹介と活用
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総合目標 目　標 分　野 分野別目標 行動目標 取組み

動物の愛護と適正な飼養についての普
及・啓発

環境衛生関係施設への監視指導

住まいの衛生相談、快適な居住空間の普
及・啓発

受診機会の拡大

建築物の衛生管理の指導

精密検診対象者への受診勧奨

検診実施機関における精密検診結果把
握

特定健診・保健指導の必要性についての
普及・啓発

受診方法の周知

受診機会の拡大

受託健診での保健指導の充実

乳がん精密検診結果把握率
の向上

大腸がん検診受診率の向上

生活環境
の確保

がん検診の必要性についての普及・啓発

受診方法の周知
がん検診受診
者の増加

子宮がん検診受診率の向上

胃がん検診受診率の向上

快適で安全な生
活環境の確保

人と動物との共生

環境衛生関係施設の衛生確保

乳がん検診受診率の向上

禁煙を実施している区施設の
増加

多数の人が集まる場所での分
煙・禁煙の推進

喫煙者の減尐

歯科健診を受ける人の増加

高齢期の喪失歯の減尐

糖尿病・
循環器
病

高齢期の口腔機能低下の防
止

特定健診受診率の向上

特定保健指導実施率の向上

多量飲酒者に対する指導

未成年者・妊婦の飲酒の防止 妊婦に対する飲酒防止指導

メタボリックシンドロームの該
当者及び予備群の減尐

メタボリック・シ
ンドロームの予
防

たばこ

受動喫煙の防止

妊婦の喫煙の防止

未成年者の喫煙の防止

成人期の歯周疾患の減尐

ていねいに歯をみがく人の増加

乳幼児期のむし歯のない子ど
もの増加

学童期のむし歯や歯肉炎のあ
る子どもの減尐

乳幼児、妊婦のいる家庭での
受動喫煙の防止

多量に飲酒する人の減尐

障害者・在宅寝たきり高齢者に対する健
診・指導の実施

高齢期の口腔機能向上のための施策の
充実

食品衛生関係施設への監視・指導

未成年者に対する飲酒防止教育

飲食店や事業所等への分煙・禁煙の働き
かけ

アルコールが健康に与える影響に関する
知識の普及・啓発

アルコー
ル

快適な居住環境の確保

喫煙者対策の
充実

喫煙者に対する禁煙指導

妊婦に対する健診や健康教育の場にお
ける禁煙教育

かかりつけ歯科医の普及

乳幼児期の歯科健診・指導の充実

学校教育における歯科保健活動の推進

成人期の歯科健診・指導、予防啓発活動
の充実

未成年者に対する喫煙防止教育

喫煙・受動喫煙の影響に関する知識の普
及啓発

区施設の禁煙化の推進

妊婦、乳幼児のいる家庭への禁煙教育

医療安全支援（患者の声相談窓口）

医薬品等の適正な流通確保と
使用の普及

家庭用品の安全性の確保

薬局・薬店・毒劇物販売業等の監視・指
導

区内診療所等の医療監視・指導

食中毒の未然防止

有害食品の排除

医薬品等の適正使用・安全性についての
普及・啓発

食品衛生関係施設の自主管理の推進

食の安全性情報の共有化（普及・啓発）

食品衛生関係施設の衛生確保
流通食品の監視

安全な医療の提供

生活衛
生環境
の向上

アルコールによ
る健康被害の
減尐

歯科疾患の減
尐

食品・医薬品・
医療安全の確
保

歯の健
康

歯と口腔の健康
の維持

精密検診結果
把握率の向上

がん対
策



第３部 各分野の目標、取り組み 

健康ぶんきょう２１ 54 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

［行動目標⑤］ 
40～60歳代女性の肥満者の減尐 
     11.1%(区)→11.7%→減らす 

［行動目標⑥］ 
適正な食事量を理解している人の増加 
     71.4%(都)→76.0%→増やす 

［行動目標①］ 
体重コントロールを実践する人の増加 
     男性 62.8%(区)→51.2%→80.0% 

     女性 43.2%(区)→46.9%→60.0% 

［行動目標②］ 
児童・生徒の肥満児の減尐 
     小学校 4年男子 7.1%(区)→減らす 
     小学校 4年女子 5.1%(区)→減らす 
     中学校 1年男子 1.8%(区)→減らす 
     中学校 1年女子 0.6%(区)→減らす 

［行動目標③］ 
30歳代女性のやせの者の減尐 
     20.0%(区)→19.6%→減らす 

［行動目標④］ 
30～60歳代男性の肥満者の減尐 
     25.6%(区)→28.2%→減らす 

行動目標の見かた 

（記載例） 

5年後の目標値 計画策定時 計画見直し時 


