


〇総合評価区分Ｃ及び見直し・廃止とした事業

総合
ア

有効性
イ

必要性
ウ

効率性
方向性 課題や進め方

1
健康づくり

推進課
健康経営人
材育成事業

働く世代の健康支援を強化する。
企業の中で職場の健康づくり活動の中心
を担う人材を育成する。

青年期・
壮年期・
高齢期

⑴

関係団体等が連携して、健康経営等を積極的に行お
うとする企業等の取組みを推進することを目的に、
健康いわき推進会議の下部組織「健康推進企業普及
部会」を創設し、令和２年２月に開催された第１回
会議において、各団体・企業の健康経営の取組み事
例などを報告し合い、健康づくりに向けた情報を共
有した。

【健康推進企業普及部会】
・第１回開催　令和２年２月12日
　（令和元年東日本台風の影響により、令和元年11
月11日に開催予定だったものが延期）

C C B B 継続

今後、企業内における健康づくり
（健康経営）の取組みを推進し、従
業員の健康意識の向上を図るため、
健康経営セミナーや出前講座など具
体的な内容について部会等で協議
し、各企業の協力のもと、健康づく
り活動の中心を担う人材（アンバサ
ダー）の育成に向け、次年度以降具
体的な取組みを進めていく。

2
地域包括

ケア推進課

訪問型　短
期集中予防
サービス

平成29年１月より開始した「総合事業」
のサービスのひとつとして、平成29年10
月から実施。
要支援１．２の認定者及び事業対象者
（基本チェックリスト該当者）を対象と
して、対象者の状態に応じて４～８回程
度のサービスを提供する。具体的には、
低栄養や口腔機能低下が見られる方に対
して、管理栄養士や歯科衛生士が個別訪
問し、栄養や口腔に係る教育や指導を実
施し、利用者のセルフケア意識の向上を
図るもの。

栄養改善プログラム：管理栄養士が自宅
に訪問し、概ね3か月間、最大8回の栄養
指導・支援を行う。
　口腔機能改善プログラム：歯科衛生士
あるいは言語聴覚士が自宅に訪問し、概
ね3か月間、最大6回の口腔教育や摂食嚥
下訓練等の指導・支援を行う。

高齢期
⑴

⑵①
⑤

利用者数　３名
（内訳）栄養改善　２名、口腔機能改善プログラム
１名

B B B C
手法の
見直し

利用者が低迷しているため、通所型
短期集中予防サービス生活行為改善
プログラムとの一体的な実施である
複合型プログラムの必要性、実施可
能性等を検討する。

3 産業創出課

いわき版
「健康経営
優良企業」
の認証に係
る市融資制
度インセン
ティブ

働きやすい職場環境や若者から選ばれる
企業を増やし、ＵＩＪターン促進や職場
定着を図ることを目的に、新規に実施す
る「働きやすいまち推進事業」の一環
で、いわき版「健康経営優良企業」」の
事業所宣言及び認証を実施予定としてい
た。
現在、認証は実施されていないもの、実
施する際には、当課においても、これま
で女性活躍推進企業認証制度のインセン
ティブとして当該企業が融資を受ける際
の保証料補助の制度を整えてきた経緯を
踏まえ、同様の制度の創設につき、検討
していくもの。

認証企業が市の融資制度を利用した際に
おける、保証料補助創設に係る検討。

青年期・
壮年期・
高齢期

⑴ 実績なし E E E E
手法の
見直し

本件に係る当課の考え方としては、
認証制度の実施を条件にインセン
ティブの検討となることから、引き
続き各課と情報を共有しながら、必
要に応じて制度の検討を行うことと
したい。

4 商業労政課

働きやすい
まち推進事
業　いわき
版「健康経
営優良企
業」の事業
所宣言及び
認証

働きやすい職場環境や若者から選ばれる
企業を増やし、UIJターンの促進や職場定
着を図ることを目的に、いわき版「健康
経営優良企業」の事業所宣言及び認証を
実施する。

令和元年～令和３年度までに、「健康経
営優良企業」の機運を高めること及び土
台作りを目的に、市内企業に「健康経営
優良企業」の宣言を促し、令和４年度以
降に、宣言企業からいくつかの要件を満
たす企業を認証する。

青年期・
壮年期・
高齢期

⑴ 実績なし E E E E
統合等
の見直

し

令和元年度には、健康経営優良企業
の機運を高めるため、市内企業向け
のセミナー開催等を予定していた
が、予算が確保できず事業実施が困
難。
健康づくり推進課が新設されたこと
もあり、健康経営の普及や優良企業
の認証については、改めて検討する
こととする。

5 保健福祉課
メタボ改善
教室事業

生活習慣病に代表されるメタボリックシ
ンドローム（内臓脂肪症候群）に悩む壮
年期・高齢期の市民を対象に、トレー
ナー・栄養士による長期的な改善教室を
開催し、メタボ改善に対する関心を高め
る。

いわき市健康・福祉プラザ内において、
トレーナー・栄養士による長期的な改善
教室を開催し、参加者に対して週1回程度
の運動・栄養指導を行いメタボリックシ
ンドロームの改善を図る。

壮年期・
高齢期

⑵①
②

４コース（前期２コース、後期２コース）開催。各
コース定員20人。
各コース13回（トレーナーによる運動指導等10回、
栄養士による栄養指導３回）。
前期土曜コース：実人数20人、延参加回数188回
前期月曜コース：実人数21人、延参加回数227回
後期土曜コース：実人数20人、延参加回数204回
後期月曜コース：実人数20人、延参加回数185回
合計　　　　　  実人数81人、延参加回数804回

A A A B 廃止
（健康づくり推進課の健康づくりサ
ポートセンター事業の中で類似事業
を実施予定）

分
野

令和元年度実績

評価 今後の方向性
対象
世代

担当課 事業名 事業目的 事業内容



「健康いわき21(第二次）」施策体系図

世　　代 基　本　目　標 健　康　課　題

Ⅱ　学童期
（小・中学生）

Ⅲ　高齢期
（65歳～）

Ⅲ　壮年期
（30歳～64歳）

Ⅲ　青年期
（16歳～29歳）

Ⅰ　乳幼児期
（0歳～就学前）

情緒が不安定

アレルギー疾患がある

むし歯がある

体力・運動能力の低下

視力の低下

視力の低下

体力・運動能力の低下

疲労を感じている

肥満になっている

むし歯がある

視力の低下

ストレスを抱えている

体力の低下

ストレスを抱えている

疲労を感じている

筋力の低下

むし歯がある

胃腸障害がある

糖尿病がある

親子関係が安定している中で、
健やかに育ち、目が輝き、表情
豊かに、いつも楽しく生活でき
る

母子保健コンシェルジュサービス（いわきネウボラ）

妊産婦健康診査

新生児聴覚検査支援事業

乳幼児健康診査

定期健康診断

プレママ・プレパパクラス

肥満になっている

ストレスを抱えている

血圧が高い

病気や動けなくなることへの不安

いわきっ子健やか訪問事業・乳幼児訪問指導

健康いわき21推進市民大会

健康手帳交付

歯科疾患がある

脳血管疾患の不安がある

がんの不安がある

脂質異常症がある

血圧が高い

心臓が悪い

足腰が痛い

認知症に対する不安がある

がんの不安がある

脂質異常症がある

母子健康相談

育児不安対策事業

離乳食教室

家庭児童相談室

地域子育て支援拠点事業　

産後ケア

親子健康手帳交付

フッ化物洗口事業

幼児むし歯予防対策事業

フッ化物洗口事業

未熟児訪問指導

養育支援訪問事業

生活環境保全林維持管理事業

都市公園健康リフレッシュ事業

授乳支援（おっぱい相談）

実施事業

ひきこもり対策

訪問型　短期集中予防サービス

精神的強さを身につけ、豊かな
人間関係のもと、生きがいのあ
る健康的な生活ができる

病気の不安がなく、健康で経済
的にも安定し、職場や地域の
中で充実感を持って生活できる

心身ともに元気で生きがいを持
ち、家族や地域の中で楽しく生
活できる

一人ひとりが自分の存在を実
感し、周囲の人々と協調しなが
ら、子どもらしく、元気に生活で
きる

地域歯科保健推進事業

国保特定健診・特定保健指導

国保人間ドック

食育月間（６月）

食生活改善普及月間（９月）

健康増進普及月間（９月）

たばこ対策事業

歯と口の健康週間

口腔・栄養ケア推進事業

健康経営人材育成事業

ヘルスケアモデル事業

スポーツ大会

シルバーリハビリ体操事業

つどいの場創出支援事業

通所型　短期集中予防サービス

精神障がい者サポーター養成研修

自殺予防対策

地区まるごと健康づくりモデル事業

メタボ改善教室事業

さきがけ！男の料理塾

シルバーピアードの開催

世代間交流事業「知恵と技の交歓教室」の実施

健康づくり見える化事業

生涯スポーツ振興

官民共創健康づくり事業

いわき健康チャレンジ事業

いきいき健やか食育事業

健康だより

シルバーレクリエーション用具購入等補助

いきいきシニアボランティアポイント事業 パラスポーツ体験教室

障がい者スポーツ教室開催事業

がん征圧月間（９月）
乳がん撲滅月間（10月）

市民精神保健福祉講座

精神保健福祉相談・訪問指導

地域保健関係職員等研修会

健康推進員の育成・支援事業

地域栄養改善担当者研修会

特定給食施設指導

アルコール対策事業

いわき産水産物魚食普及推進事業

市場見学

保健のしおり

健康づくり講演会

保健委員

国民健康保険医療費通知

市役所出前講座

公民館市民講座

「健康・医療情報コーナー」の新設

健康診査

各種がん検診等

がん検診無料クーポン券の発行

訪問指導（健康増進事業）

健康教育（健康増進事業）

健康相談（健康増進事業） ファミリー緑の教室

食の子ども探検隊（一日食品衛生監視員体験）

定期健康診断

心電図検診

貧血検査

小・中学校体育行事補助金

いわき版「健康経営優良企業」の認証に係る市

融資制度インセンティブ

各　　世　　代　　関　　連　　事　　業 全　世　代　対　象　関　連　事　業

働きやすいまち推進事業　いわき版「健康経営

優良企業」の事業所宣言及び認証

生活習慣病重症化予防事業

保健衛生普及事業（健康教室）

フッ化物洗口事業

国保健康ポスター表彰事業

糖尿病性腎症重症化予防事業

みんなの居場所づくり事業


	〇【資料５】1_健康いわき21進捗管理
	【資料５】2_総合評価Ｃ及びＤ事業
	【資料５】3_01施策体系図 



