
（第2次燕市総合計画等における達成目標）

１．目標宣言

２．今年度の取り組み

指標名 現状値 目標値 実績値

予約システム等
を普及した延人
数

1,800人 1547人

予約受診者の
web利用割合

30.0% 54.1%

60%

令和3年度　健康福祉部　目標宣言

部長 髙野 光郎

指　標　項　目
基 準 値
（年度）

中間目標値
（R1年度）

目 標 値
（R4年度）

① 安心して受けられる健（検）診や保健事業の体制を構築し、市民の健康づくりを推進します。 特定保健指導率
36.2%

（H26年度）
50%

40%

② ワクチン接種の体制整備を推進し、新型コロナワクチン接種を実施します。 病気になった時の医療体制に対して不満
と答えた人の割合（市民意識調査）

46.6%
（H26年度）

37% 30%

③
住み慣れた地域で安心して生活することができるよう、高齢者が健康を維持し、積極的に社会参加して活
躍できるまちづくりを推進します。

高齢者の生きがいづくりや介護制度の充
実に対して満足と答えた人の割合（市民
意識調査）

35.2%
（H26年度）

38%

№

今年度の目標設定 取組結果

現状と課題 具体的な取組内容
目標指標

達成状況 評価

①

・R2年度は新型コロナウイルス感染拡大防止
のため健(検）診体制の見直しを行い、健(検）
診種類に応じて、電話による完全予約時間割
と地区別日時等指定で実施しました。完全予
約時間割の健(検）診ではコールセンターを設
置し、「電話がつながらない」等の苦情が多数
ありました。
・Web予約システムを併用することで、電話予
約の集中を解消し、利用しやすい検診体制の
構築が必要です。また、健診予約システムの
普及に向けた市民への啓発が必要です。

(1)健康診査等予約システムの構築
　①新型コロナウイルスワクチン集団接種予約に合わせて予
約システムの稼働(4月下旬）
　②個人予約IDを世帯に送付(4月下旬）
　③健康診査受診票送付(4月下旬）web予約開始(5月中旬）
　④胃がん検診、乳がん検診受診票送付（5月中旬）web予約
開始(5月下旬）
(2)予約システム利用の普及啓発
　①保推・食推・磨きたい・保健事業・地域のサロン等での啓
発
　②説明動画の配信、市ホームページに掲載
　③web予約講習会の開催
　④健(検)診受診票送付時に周知
　⑤健診ガイドの全戸配布による周知
(3)健(検)診種類による申込・予約方法を整備し、健(検)診受診
の利便性を向上し、省資源化を図ります。
(4)保健事業の予約システム活用
　育児相談会・ハッピーベビークラブ等の保健事業のweb予約
も順次開始していきます。

＜取組実績＞
（1）健康診査等予約システムの構築
web予約の利用状況は以下の通りです。
健康診査49.6％
胃がん検診56.4％
乳がん検診63.8％　　　　全体　54.1％
当初の目標の30.0％を大きく上回りました。電話予約の混雑も見られませ
んでした。新型コロナウイルスワクチン接種の予約に健診等予約システ
ムを導入したことと、講習会実施するなど予約システムの普及啓発を強
化したことがweb予約利用率が向上した要因だと考えます。一方で、遅い
時期の健(検)診の健（検）診予約を早期に行った場合、予約完了の確認
メールの発出時期が遅くなるなど課題も出てきており、健(検)診日程と予
約期間の工夫など、市民が利用しやすい運用を工夫していく必要があり
ます。

（2）予約システム利用の普及啓発
3月に実施予定の保推・食推・磨きたい活動や地域のサロン等保健事業
での啓発を含むと、直接説明をして周知した人数は延べ1,547人の見込と
なります。動画作成、ホームページ掲載、チラシの配布により、健康診査
等予約システムが市民に周知され利用率向上に繋がりました。

（3）健（検）診種類による申込・予約方法を整備し、健（検）診受診の利便
性を向上し、省資源化を図ります。
インターネット環境のない人に配慮した申込方法を確保しつつ、「市の検
診を受診しない」等で、申込書不要という方には、令和4年1月に送付した
令和4年度の健（検）診申込書において意向確認を実施しております。

（4）保健事業の予約システム活用
現在の新型コロナウイルスワクチン接種・健康診査・胃がん検診・乳がん
検診の予約以外に2月より令和4年度ハッピーベビークラブ（妊婦学級・両
親学級）の予約を開始しました。
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〈評価区分〉　5：取組によって想定（目標値）以上の成果が得られた　4：取組のすべてを実施し、見込通りの成果をあげた（期待通りの成果物が得られた）　3：取組のすべてを実施した　2：取組方針等を策定した　1：協議・検討中



（第2次燕市総合計画等における達成目標）

１．目標宣言

２．今年度の取り組み

指標名 現状値 目標値 実績値

65歳以上のコロ
ナワクチン接種
率
（1・2回目接種
率）

90.0%
94.7%

（Ｒ4.2月末
現在）

5月以降のホー
ムページ更新回
数

10回 600回

現状と課題 具体的な取組内容
目標指標

達成状況 評価

40%③
住み慣れた地域で安心して生活することができるよう、高齢者が健康を維持し、積極的に社会参加して活
躍できるまちづくりを推進します。

高齢者の生きがいづくりや介護制度の充
実に対して満足と答えた人の割合（市民
意識調査）

35.2%
（H26年度）

38%

№

今年度の目標設定 取組結果

60%

② ワクチン接種の体制整備を推進し、新型コロナワクチン接種を実施します。 病気になった時の医療体制に対して不満
と答えた人の割合（市民意識調査）

46.6%
（H26年度）

37% 30%

① 安心して受けられる健（検）診や保健事業の体制を構築し、市民の健康づくりを推進します。 特定保健指導率
36.2%

（H26年度）
50%

目 標 値
（R4年度）

②

・国では、新型コロナウイルス感染症の発生
の状況に対処するため、予防接種法の一部
改正を行い、新型コロナウイルスワクチン接種
を令和3年度から開始します。
・ワクチン接種の実施については、全国的に
初めてのことが多く、市民も含め、混乱が予測
されます。
・ワクチン接種を実施するにあたり、関係機関
と連携し、円滑にワクチン接種が実施できる体
制整備が必要です。

(1)コロナワクチン接種の実施
　接種を希望する下記対象者へ施設接種・医療機関における
個別接種・集団接種を実施します。
　①医療従事者（4月～5月）
　②65歳以上の高齢者（4月～7月下旬）
　③基礎疾患のある人(16歳～64歳）(8月～10月）
　④16歳～64歳（①～③以外）(10月～2月末）
　※①は基本的に県が実施体制を整備します。
(2)接種体制の構築・確保
　新型コロナウイルスワクチン接種推進室が中心となり、下記
を実施します。
　①施設接種・個別接種・集団接種の体制整備
　②国・県・近隣市町村・医師会・薬剤師会・歯科医師会など
の関係機関との連携
　③相談窓口の充実（4/1～2か所に拡充）
(3)ワクチン接種に関する情報発信
　①接種券の個別通知に同封
　②広報掲載（月1回程度）
　③ホームページの活用(月1回程度）
　④防災つばメール・ラインの活用

＜取組実績＞
（1）コロナワクチン接種の実施
　接種を希望する下記対象者へ、施設接種・医療機関における個別接
種・集団接種を実施しました。
①新規12歳対象者に誕生月の翌月に接種券を発送し、接種機会を設け
計画的に実施しました。
平成21年9月生れから平成22年2月生れまで対象者　323人
②追加接種（3回目接種）国の通知により、当初２回目接種日から８ヶ月
経過後を６ヶ月経過後に前倒して計画し実施しています。
③未接種者についても、新規１２歳の接種に合わせ接種機会を設けて実
施しています。
➃５歳から１１歳の接種について、医師会の小児科医の協力のもと、国
の通知にもとづき個別接種で計画し、３月８日から接種を開始予定です。
（2）接種体制の構築・確保
　新型コロナウイルスワクチン接種推進室が中心となり、全庁的な実施体
制を取りながら、医師会と連携し、追加接種の体制整備を行いました。
また、５歳から１１歳の接種についても、医師会の小児科医の協力のも
と、個別接種で計画実施しました。
（3）ワクチン接種に関する情報発信
　引き続き、公式ホームページや防災つばメール・LINEなどを活用し、市
民に向けてタイムリーな情報発信に努めている。接種予約の空き状況な
ど、ホームページを定期的に更新しました。

①接種券の個別発送に同封
②ホームページの活用（随時）
③防災つばメール・ラインの活用
④広報掲載
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〈評価区分〉　5：取組によって想定（目標値）以上の成果が得られた　4：取組のすべてを実施し、見込通りの成果をあげた（期待通りの成果物が得られた）　3：取組のすべてを実施した　2：取組方針等を策定した　1：協議・検討中

令和3年度　健康福祉部　目標宣言

部長 髙野 光郎

指　標　項　目
基 準 値
（年度）

中間目標値
（R1年度）



（第2次燕市総合計画等における達成目標）

１．目標宣言

２．今年度の取り組み

指標名 現状値 目標値 実績値

介護予防教室
（通所型サービ
スC)の参加者数

令和2年度
44人

令和3年度
60人

53人
(R4.2月末

現在）

「介護の担い手
研修」「支え合い
活動立ち上げ研
修」の参加者数

令和2年度
47人

令和3年度
55人

31人
（R4.2月末

現在）

地域の通いの場
（通所サービス
B）の会場数

令和2年度
5か所 6か所

5か所
（R4.2月末

現在）

地域の通いの場
（通所サービス
B）の延べ参加
者数

令和2年度
3,765人

令和3年度
4,200人

3,621人
（R3.12月
末現在）

№

今年度の目標設定 取組結果

現状と課題 具体的な取組内容
目標指標

達成状況 評価

40%③
住み慣れた地域で安心して生活することができるよう、高齢者が健康を維持し、積極的に社会参加して活
躍できるまちづくりを推進します。

高齢者の生きがいづくりや介護制度の充
実に対して満足と答えた人の割合（市民
意識調査）

35.2%
（H26年度）

38%

60%

② ワクチン接種の体制整備を推進し、新型コロナワクチン接種を実施します。 病気になった時の医療体制に対して不満
と答えた人の割合（市民意識調査）

46.6%
（H26年度）

37% 30%

① 安心して受けられる健（検）診や保健事業の体制を構築し、市民の健康づくりを推進します。 特定保健指導率
36.2%

（H26年度）
50%

令和3年度　健康福祉部　目標宣言

部長 髙野 光郎

指　標　項　目
基 準 値
（年度）

中間目標値
（R1年度）

目 標 値
（R4年度）

〈評価区分〉　5：取組によって想定（目標値）以上の成果が得られた　4：取組のすべてを実施し、見込通りの成果をあげた（期待通りの成果物が得られた）　3：取組のすべてを実施した　2：取組方針等を策定した　1：協議・検討中

③

・高齢者ができる限り健康を保持するための
介護予防の取り組み強化が求められていま
す。
これまでの介護予防教室（通所型サービスC）
を必要な時にすぐ参加できる体制に変更する
ことで、教室の参加者を増やし、リハビリの効
果をさらに高める教室にしていく必要がありま
す。

・高齢になっても地域社会とかかわりを持ち続
けることは、高齢期の健康維持に重要なこと
です。地域の通いの場に通ってもらうことで、
健康の維持はもちろん、参加者同士の支え合
い意識の醸成も図れ、その後の具体的な支え
合いの活動に発展する可能性もあるため、今
後も地域の通いの場を増やしていく必要があ
ります。

（１）介護予防教室（通所型サービスC）は、これまで年3回（5
月、8月、11月）開催していたが、令和3年度からいつでも参加
できるように通年開催に変更します。

（２）「介護の担い手研修」を年2回、「支え合い活動立ち上げ研
修」を年1回実施し、介護や地域支え合いの担い手を養成しま
す。実施にあたっては、シルバー人材センターや生活支援
コーディネーターと連携して研修受講後の活動をフォローしま
す。

（３）地域の通いの場（通所サービスB等）の立ち上げと活動継
続を支援します。生活支援コーディネーターが定期的に通い
の場を訪問し相談に乗ります。団体の代表者を集めて年2回
（8月・3月）情報交換会を開催します。

＜取組実績＞
（１）11～12月に実施した看護師訪問（健康長寿訪問）の結果、4人が2月
から介護予防教室（通所型サービスC)に参加しました。
介護予防教室は昨年度まで年3回（5月8月11月）開催でしたが、今年度
は通年開催にしたことから、5月～12月は毎月新規の参加者がいました。
介護予防を開始したいタイミングで教室に参加していただけました。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響で、参加を自粛したいと
考える方もいることから、目標達成は難しい状況です。

（２）「介護の担い手研修」の1回目（9月）の参加者は7人、2回目（2月）の
参加者は8人の合計15人でした。1回目の反省をもとに2回目は周知に力
を入れましたが、年明けからの新型コロナウイルス感染症の感染拡大の
影響があり、参加申し込みは増えませんでした。
「支え合い活動立ち上げ研修」は参加者16人でした。

（３）地域の通いの場（通所サービスB）の各団体は、現在のまん延防止
等重点措置を受けて自主的に休止する団体と感染防止対策を徹底して
活動を継続する団体に分かれています。
通所サービスBの基準を満たしていませんが、11/21から燕第二地区が
南公民館で月1回の通いの場「ふれあいの場」を開始しています。代表者
を集めての情報交換会は、8月は参集しましたが、3月は書面で行いまし
た。
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