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対 象 市民 
意 図 生涯にわたり健康な生活をおくることができる，身近な地域で安心して医療を受けられる 

◇施策の方向＜調布市基本計画Ｐ108＞ 

市民が主体的に取り組む地域健康づくりや疾病予防を推進するとともに，疾病の早期発見・早期治療体制を充実しま

す。また，医療保険制度改革に適切に対応して保健行政の推進を図ります。 

 
ま ち づ く り 指 標 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

目標値 
（平成30年度） 

１ 健康だと感じている市

民の割合【☆】 
71.3% 74.5% 73.9% 73.8％ 80.0％ 

２ 75歳未満のがんの年

齢調整死亡率（10万人

当たり）【☆】 
77.9人 76.6人 72.6人 64.2人 

73.9人 

（平成27年度） 

３ 特定健康診査の受診率

【☆】 
52.1% 52.8% 53.5% 54.0% 

60.0％ 

（平成29年度） 

 
◆指標でみる達成状況（☆…基本計画におけるまちづくり指標，◎…総合戦略における指標） 

１ 健康だと感じている市民の割合【☆】 
 
「調布市民意識調査（平成２９年１１月実施）」では，心身ともに健康だと「感じている」，「どちらか

といえば感じている」を合わせた市民の割合は７３．８％であり，目標値を下回りましたが，基本計画の
初年度である平成２６年度と比較すると２．５ポイント上昇しました。 
 
２ 75歳未満のがんの年齢調整死亡率（10万人当たり）【☆】 

 
７５歳未満のがんの年齢調整死亡率は，平成２８年度より８．４人減少し，目標値を達成しました。 
今後の目標の設定については，国や都の状況を踏まえて検討します。 

 
 
３ 特定健康診査の受診率【☆】 

 
国民健康保険の特定健康診査受診率は，多摩２６市中３位の結果（法定報告値）となった前年度から 

０．５ポイント上昇した５４．０％となりましたが，国の定める６０．０%の目標値には届きませんでし
た。 
 

１ 平成２９年度の振り返り — 現状把握 



（施策№12 生涯を通した健康づくり） 

 
◆施策の成果向上に向けた主な取組実績（基本的取組別に記載） 
１２-１ 調布市民健康づくりプランと食育推進基本計画の推進 

健康づくりについては，調布市民健康づくりプラン（第２次）（計画期間：平成２５年度～２９年度）

に基づき，健康講座や出前講座を実施するとともに，市民が自主的に行っている「調布市民健康づくり始

める会」の活動や，市民が「健康活動ひろば」を利用して行っている健康づくり活動を継続して支援し市

民の健康づくりを推進しました。 

 食育については，食育推進基本計画（第２次）（計画期間：平成２５年度～２９年度）に基づき「食で

育む 心・体・技」をコンセプトに，学校や保育園・幼稚園，企業，農家などと連携しながら，事業を推

進しました。また，市民に年代別の食育の取組をわかりやすく周知するため，食育ガイド「調布市食育
推進基本計画（第３次）～年代別取組編～」を作成しました。 

 平成２９年度は，両計画を改定し，調布市民健康づくりプラン（第３次）（計画期間：平成３０年度～

３４年度）と調布市食育推進基本計画（第３次）（計画期間：平成３０年度～３４年度）としました。 

 受動喫煙防止対策を全庁的に検討するため，庁内連絡会を立上げ，タバコ対策の重要性を認識するとと

もに，ラグビーワールドカップ２０１９，東京２０２０大会に向けた対策を検討しました。 

１２-２ 早期発見・早期治療・重症化予防の充実 

成人保健事業においては，胃がん検診で平日に受診が困難な方のために土曜日の検診を実施し，がん検

診の受診率の向上と受診機会の拡大を図りました。また，胃がんリスク検査の対象年齢を４０歳～４９歳

に拡大し実施しました。また，乳がん検診と子宮頸がん検診において，それぞれ４１歳，２１歳の方に無

料クーポン券を送付し，今後の定期的な受診を働きかける契機としました。がん検診の結果，精密検査が

必要になった方には，その後の受診状況を確認し精密検査の受診を促すことで，がんの早期発見・早期治

療につながるよう努めました。 

母子保健事業については，「ゆりかご調布」事業に引き続き取り組むとともに，産後ケア事業を平成 

２９年１１月から開始し，妊娠早期からの切れ目ない支援を行いました。 

アレルギー事業は，保健師等による日常相談とともに，月１回，医師による専門相談からなる相談事業

や庁内関係部署との会議を実施し，アレルギーに関する正しい情報・知識の普及啓発と保護者の育児不安

の軽減，庁内連携の推進を図りました。 

予防接種事業においては，平成２８年１０月から定期接種となったＢ型肝炎ワクチン予防接種におい

て，対象児の接種期間を延長し乳児の感染予防を図りました。また，高齢者肺炎球菌と高齢者インフルエ

ンザ予防接種費用の一部を助成し，高齢者の重症化予防に努めました。任意予防接種として，１９歳以上

の妊娠を希望する女性に，風しん抗体検査を実施し，低抗体価の方に予防接種費用の助成を行うことで，

先天性風しん症候群の予防に寄与しました。 

その他の事業として，３師会（調布市医師会，調布市歯科医師会，調布市薬剤師会）等の協力を得て，

緊急医療救護所訓練を実施し，災害時の医療救護体制の充実を図りました。また，新型インフルエンザ等

対策については，庁内における横断的連携を通じて新型インフルエンザ住民接種の円滑な実施に向け調整

し，住民接種マニュアル概要案を作成しました。また，事業継続計画（ＢＣＰ）を改訂しました。 

１２-３ 国民健康保険事業等の実施 

計画期間満了に合わせ，第３期特定健康診査等実施計画の内容と一体化した第２期調布市国民健康保険

データヘルス計画（計画期間：平成３０年度～平成３５年度）を策定しました。 

４０歳以上の被保険者を対象に特定健康診査を実施し，保健指導が必要な内臓脂肪症候群（メタボリッ

クシンドローム）の該当者及び予備群の発見に努めました。また，前年度健診未受診者に加え，前々年度

未受診者及び前年度保健指導対象者に電話で勧奨したほか，人間ドックや会社の健診を受けた方へ健診結

果の提供を依頼する取組を実施し，特定健康診査の受診率の向上につなげました。健診の結果，動機付け

支援及び積極的支援の対象となった方に特定保健指導を実施し，生活習慣の改善を働きかけ，内臓脂肪症

候群の該当者及び予備群の減少に努めました。 

国保ヘルスアップ事業として，レセプトデータや健診結果を活用した糖尿病重症化予防事業や，医療機

関へ早期受診を促す受療勧奨事業，薬剤併用禁忌予防啓発事業などを実施しました。 

また，医科等レセプト，柔道整復・あん摩・鍼灸・マッサージの療養費支給申請，海外療養費の各点検，

ジェネリック医薬品の利用促進に引き続き取り組み，医療費の適正化を図りました。 

平成３０年度からの新制度施行に向けて，システム改修，条例改正，事務点検等，円滑に移行できるよ

う，着実な準備を進めました。 

国民健康保険税の収納では，口座振替の加入促進のほか，電話催告強化期間（１０・１２月）を設け，

早期催告に着手するとともに，財産調査を徹底し滞納処分を強化するなど，組織的な滞納整理を進め，収

納率の向上につなげました。 

２ 平成２９年度の振返り — 取組実績（ＤＯ） 



（施策№12 生涯を通した健康づくり） 

 
◆平成２７～２９年度における施策の成果 
（平成２７年度） 

（調布市民健康づくりプランと食育推進基本計画の推進） 

・大人を対象に，糖尿病やロコモティブシンドローム等の生活習慣病予防について，今から始める健康づくり教室で啓発を行うとと

もに，子どもを対象に保育園・幼稚園を通じて，生活習慣の大切さについての健康教育を実施した。 

・調布市民健康づくり始める会の活動を支援し，健康づくり，仲間づくりの活動の一助とした。 

（早期発見・早期治療・重症化予防の充実） 

・過去未受診の方に，乳がん，子宮頚がん検診の無料クーポン券を送付することで，がん検診受診機会の提供を行った。 

・定期と任意予防接種を通じて，主に乳幼児や高齢者の健康を守るための一助とした。 

（国民健康保険事業等の実施） 

・平成２７年度の特定健診の受診率は５２．８％となり，前年度比０．７ポイント向上し，生活習慣病の早期発見に繋がった。 

・レセプト点検やジェネリック医薬品利用促進通知により，1．２億円余の財政効果が得られた。 

・国民健康保険税収納率（現年度分）は９２．５３％となり，前年度比０．７３ポイント向上し，財政安定化を図ることができた。 

 

（平成２８年度） 

・調布市民健康づくり始める会の，仲間を通じた健康活動を支援した。 

・調布市民健康づくりプランと調布市食育推進基本計画について市民意識調査を行い，計画の改定に向け現状の把握を行った。 

・がん検診について，無料クーポン券の送付や土曜日の検診を通じて，引き続き受診機会の拡大を図った。 

・「ゆりかご調布」事業を９月に開始し，妊娠届提出者の８９．２％が専門職との面接を行い，早期に家庭状況等の把握ができた。 

・Ｂ型肝炎ワクチンの定期予防接種を１０月から開始し，対象となる乳児のうち７６．９％が接種を受けたことにより，健康維持に

役立った。 

・３師会の協力を得て合計４か所の病院で緊急医療救護所訓練を実施し，災害時の医療救護体制の充実が図れた。  

・平成２８年度の特定健診受診率は，前年度から０．７ポイント向上の５３．５％となり，生活習慣病の早期発見につながった。 

・国民健康保険税の税率等改定を実施するとともに，収納率（現年度分）は９２．６０％となり，前年度比０．０７ポイント向上し，

適正な賦課による負担の公平と収納率の向上が図れた。 

・平成３０年度からの国民健康保険制度の都道府県単位化に向けて，準備を着実に進めることができた。 

（平成２９年度） 

・調布市民健康づくり始める会の，仲間を通じた健康活動を支援した。 

・調布市民健康づくりプランと調布市食育推進基本計画の改定を行った。 

・がん検診について，無料クーポン券の送付や保健センターでの土曜日の検診を通じて，引き続き受診機会の拡大を図った。 

・「ゆりかご調布」事業により，妊娠届提出者の９３％が専門職との面接を行い，早期に家庭状況等の把握ができた。 

・産後ケア事業を１１月から開始し，延べ９５人の方が利用し，育児不安の解消や育児負担の軽減などに役立った。 

・Ｂ型肝炎ワクチン予防接種における１歳特例措置を９月末まで実施し，６２人が接種を受けたことにより，健康維持に役立った。 

・東京都・調布市合同総合防災訓練において，多摩川児童遊園会場と調布病院で緊急医療救護所訓練を実施した。 

また，慈恵第三病院，調布東山病院，青木病院の３病院同時に緊急医療救護所訓練を実施し，より実際に近い訓練を通じて医療 

救護体制の充実が図れた。災害時看護職等ボランティア登録をした市民が両訓練に参加し，医療救護活動の支援ができた。  

・受動喫煙防止対策を全庁的に進めるため，庁内連絡会を設け，今後の方向性や個別の取組を検討した。調布市受動喫煙ゼロの店登

録事業を開始し，受動喫煙対策を行っている飲食店を紹介し，対策を進める上での環境づくりに役立った。 

・特定健康診査受診率は，前年度から０．５ポイント向上の５４．０％となり，生活習慣病の早期発見につながった。 

・計画期間満了に合わせ，第３期特定健康診査等実施計画の内容と一体化した第２期調布市国民健康保険データヘルス計画を策定し

た。 

・国民健康保険税収納率（現年度分）は９２．７０％となり，前年度比０．１０ポイント向上し，安定的な収入確保を図ることがで

きた。 

・平成３０年度からの国民健康保険新制度へ円滑に移行できるよう，システム改修，条例改正，事務点検等に着実に対応した。 

 

◆施策の成果についての評価（平成２９年度） 

評価 ○ 
◎：「達成した。十分な成果が得られた。」 
○：「おおむね達成した。おおむね成果が得られた。」 
△：「目標達成までには至らなかった。予定した成果が得られなかった。」 

３ 平成２９年度の振返り及び現基本計画期間の取組状況（平成３０年度見込みを含む） — 評価（ＣＨＥＣＫ） 



（施策№12 生涯を通した健康づくり） 

◆まちづくり指標の目標達成見込み（平成３０年度見込みを含めた現基本計画期間における達成度）  
◎：「目標値達成に向け順調に推移」 

・次の区分により記号を記入   ○：「目標値達成は現状難しいが，前年度より向上する見込み」 

△：「目標値達成は現状難しく，前年度と同等又は悪化する見込み」 

・右欄【要因・課題】は各指標の達成度について補足説明（目標達成・未達成の要因・次期基本計画に向けた課題等）を記載 

（各指標名横の記号…☆：基本計画におけるまちづくり指標，◎：総合戦略における指標） 

１ 健康だと感じている市民の割合【☆】 
（目標値：80.0％ 現状値：73.8％） ○ 

【要因・課題】 
計画期間の初年度である平成２６年度と比較すると
上昇しているものの，目標には達成していない。引
き続き健康づくりを推進していく。 

２ 75 歳未満のがんの年齢調整死亡率（10 万人当たり）
【☆】 
（目標値：73.9人（平成 27年度） 現状値：64.2人） ◎ 

【要因・課題】 
目標を達成している。がん検診等による早期発見と
ともに，生活習慣の変化，医療の進歩などが影響し
ていると考えられ，引き続き早期発見・早期治療・
重症化予防の充実に取り組む。 

３ 特定健康診査の受診率【☆】 
（目標値：60.0％（平成 29年度） 現状値：54.0） 

○ 

【要因・課題】 
計画期間において受診率は上昇してきているもの
の，目標値には達成していない。改定した国民健康
保険データヘルス計画では，段階的に目標達成に向
けて，各年次の目標値を見直し，引き続き，受診率
の向上に取り組んでいくこととしている。 

 
◆現基本計画期間（平成３０年度見込みを含む）における施策の取組状況 
・左欄と右欄において，丸数字で対になるよう記載 

計画どおり・計画より進んだ取組等 
（現基本計画で予定した成果が十分得られる） 

今後の取組の方向   
※近隣自治体との比較があれば併せて記載 

① 調布市民健康づくり始める会の支援により，多くの市民の健
康づくりにつながった。 

② 自殺対策においてゲートキーパーの養成を行い，平成２８年
度は３２８人養成した。こころの健康支援センターの人員を
増やすなど体制整備を行い，年々増加している相談に対応し
た。 

③ 学校や地域と連携した食育を推進した。 
④ 乳がん・子宮がんクーポン事業において，新規に対象となる

年齢の方にクーポン券を送付し，精度管理事業も実施した。 
⑤ 「ゆりかご調布」や「産後ケア」事業による妊娠期から子育

て期にわたる切れ目ない支援を行った。 
⑥ 庁内連絡会を立ち上げ，全庁的に受動喫煙防止対策を図って

いる。 
⑦ かかりつけ医，かかりつけ歯科医の普及・啓発 
⑧ 緊急医療救護所訓練の実施 
⑨ 新型インフルエンザ住民接種への訓練等の対応は，圏域６市

のうち２市での実施となっている。 
⑩ 調布市国民健康保険データヘルス計画改定 
⑪ 医療費適正化の継続 
⑫ 国民健康保険新制度への円滑な移行 
⑬ 国民健康保険税収納率の維持・向上 

① メンバーの高齢化による会の継続が課題である。 
② 平成３０年度に自殺対策基本計画を策定し，さらなるこころ

の健康づくりを推進する。 
③ さらに庁内連携を強化することにより，各部署が持つ多様な

主体との関係を活かし，より効果的な食育事業を推進する。 
④ 今後も引き続き，受診率の向上と精度管理を行っていく。 
⑤ 他市に先駆けた事業の実施により子育て不安の解消等の効

果につながっている。今後，宿泊型の産後ケア事業などにも
取り組み，切れ目ない支援を拡充していく。 

⑥ 受動喫煙防止条例の制定により全庁的な対策を推進する。 
⑦ 平成２８年度に実施した「調布市民の健康づくりに関する意

識調査」では，平成２３年に比べ，かかりつけ医で３．６ポ
イント，かかりつけ歯科医で３．５ポイント上昇している。
今後も普及啓発に努め，定着を図っていく。 

⑧ ３師会等が協力して定期的に緊急医療救護所訓練を実施で
きている先駆的な取組である。すべての緊急医療救護所で訓
練を行い，体制整備を進めていく。 

⑨ 今後も新型インフルエンザ住民接種への訓練等の対応を進
めていく。 

⑩ ＰＤＣＡサイクルに沿った一層効果的・効率的な保健事業を
推進する。 

⑪ レセプト点検やジェネリック医薬品普及促進に取り組む。 
⑫ 東京都国民健康保険運営方針に則った取組を推進する。 
⑬ 口座振替加入推進，収納体制の強化に取り組む。 

計画より遅れた取組等 
（現基本計画で予定した成果が得られない） 

遅れの理由や次期基本計画に向けた対応課題等 
※近隣自治体との比較があれば併せて記載 

  

  
◆現基本計画期間（平成３０年度見込みを含む４年間）における施策の成果についての総括 
・市民の主体的な健康づくりの取組を健康教育や検診の機会の提供など様々な施策にて支援することにより，がんの死亡率減少につ
ながっているなど成果があるものの，健康と感じている市民の割合は横ばいであり，生活環境の変化や新たな健康課題にも対応すべ
く，引き続き健康づくりや疾病予防を推進していく。 
・調布市民健康づくり始める会の活動を支援し，市民の健康づくりを支援できた。 
・がん検診については，未受診者への無料クーポン券の送付や，土曜日に検診日を設定するなど，受診機会の拡大が図れた。 
・妊娠期からの切れ目ない支援として，「ゆりかご調布」や「産後ケア」事業を開始し，育児不安の解消等に努めることができた。 
・予防接種は，新たな定期予防接種に対応するとともに，任意予防接種を通じて，広く市民の健康管理に役立った。 
・ラグビーワールドカップ２０１９や東京２０２０大会の開催に向けて，受動喫煙防止対策を推進することができた。 
・特定健康診査受診率は，未受診者への電話勧奨や人間ドック・会社での健診の結果提供依頼などの取組により向上し，生活習慣病
の早期発見につながった。 
・国民健康保険税収納率（現年度分）は，口座振替の推進や電話催告の強化により向上し，安定的な収入確保に寄与することができ
た。 
・国民健康保険の制度改革（広域化）について，準備に着実に取り組み，平成３０年度からの新制度へ円滑に移行することができた。 

評価 Ｂ 
【評価区分】 
現基本計画期間（平成３０年度見込みを含む４年間）に対する進捗状況について，Ｓ～Ｄの５段階で評価 
Ｓ：「計画以上に進捗した。 予定以上の取組成果が得られた。」    
Ａ：「計画どおりに進捗した。 予定した取組成果が得られた。」 
Ｂ：「概ね計画どおりに進捗した。 一定の取組成果が得られた。」  
Ｃ：「進捗にやや遅れがみられた。  予定した取組成果が得られなかった。」 
Ｄ：「進捗に大きな遅れがみられた。 ほとんど取組成果が得られなかった。」 



（施策№12 生涯を通した健康づくり） 

◆施策を取り巻く状況（施策を取り巻く環境の変化や，国・都・近隣自治体等の動向等を記載） 
・左欄と右欄において，丸数字で対になるよう記載 

 
 

◆次期基本計画期間におけるポイント（平成３０年代を展望した施策の目指すべき方向） 
・2019・2020年を契機としたまちづくりへの多面的効果や施策における有形・無形のレガシーがあれば記載（冒頭に◎を記入） 
・健康づくりプラン及び食育推進基本計画に基づく健康づくりと食育のさらなる推進が必要。 

・がん検診の国指針の改定や，胃がん検診等検討委員会の結果を受け，がん検診実施方法等の検討が必要である。 

◎東京２０２０大会後も，受動喫煙の健康被害から市民等を守るため，３師会と連携し全庁的な受動喫煙防止対策を進める。 

・平成３０年度に策定する自殺対策計画の推進 

・調布市地域福祉計画に基づく福祉圏域にそった地区保健活動となるよう地区分担を見直すとともに，関係機関との連携を強化し

て推進していく（子育て世代包括支援センターの充実，調布版ネウボラも視野に入れた地区保健活動の展開） 

・妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援の構築に向け，事業の推進と庁内連携の充実が必要。 

・新生児聴覚検査など，国の進める新たな施策に取り組む必要がある。 

・乳幼児人口の増加に対応した事業実施体制が必要 

・第２期調布市国民健康保険データヘルス計画（計画期間 平成30年度～平成35年度。第3期特定健診・特定保健指導実施計

画と一体化）に基づく保健事業の推進 

・東京都国民健康保険運営方針に則った取組の推進 

 

市政を取り巻く状況 左記を踏まえた市の対応課題等 

全
国
的
な
潮
流
・
傾
向
等 

①健康増進法で，がん検診受診率５０％を目標としており，無料クーポン
券の送付を通じて受診率の向上を図っている。 
②胃がん検診において，検診対象や方法，間隔について指針の改定があっ
た。 
③平成２９年夏に自殺対策大綱の見直しがあり，平成３０年度には市町村
計画の策定が義務化された。 
④国は，東京２０２０大会の開催を契機に，健康増進法を改正して，受動
喫煙防止対策の推進を図る予定であり，東京都においても「子どもを受動
喫煙から守る条例」を平成３０年４月に施行し，今後さらに東京都受動喫
煙防止条例の制定を目指している。（※平成３０年６月制定済） 
⑤母子保健法等の改正により，「ゆりかご調布事業」等，妊娠期から子育
て期にわたる切れ目ない支援の充実を目指している。 
⑥Ｂ型肝炎ワクチン予防接種が定期接種となった後も，新たに定期接種が
検討されている予防接種がある。 
⑦国民健康保険は平成３０年度から新制度が始まり，財政運営の責任主体
が都道府県へ移管となった。 
 

①市の対象年齢への個別通知と乳がん・子宮頸がん無
料クーポン券との対象者の調整が必要である。 
②胃がん検診を含んだ検診方法等について，医師会と
検討中である。 
③自殺対策計画は，都の計画を基に平成３０年度中の
策定に向けて取り組んでいる。市でも平成３０年度中
に計画を策定する。 
④ラグビーワールドカップ２０１９及び東京２０２０
大会に向け，全庁的に受動喫煙防止対策に取り組んで
いる。 
⑤妊娠期からの切れ目ない支援については，平成２９
年度から新たに産後ケアを開始したが，今後も全庁的
な連携の下でさらに推進する必要がある。 
⑥新たな定期予防接種にも対応する必要がある。 
⑦制度広域化に伴い，東京都等の関係機関との連携を
一層強化する必要がある。 

都
や
近
隣
市
等
の
動
向
等 

①乳がん・子宮頸がん無料クーポン券（５対象年齢）について，独自の検
討を行い実施している自治体がある。 
②自殺対策計画は，都が平成２９年度策定。都内市町村は，策定済み１市，
他は未定か平成３０年度策定を目途としている。 
③専門職が妊娠早期から面接し，必要に応じて支援を行う「ゆりかご・と
うきょう」や「産後ケア」事業の開始に努めている。 
④Ｂ型肝炎ワクチン予防接種は，平成３０年度，接種期間を延長して接種
機会の確保を図っている自治体が多い。 
⑤東京都は，災害時の医療救護体制の構築を行うため，保健所圏域におい
て，図上訓練等を行い自治体間の連携を図っている。 
⑥東京都国民健康保険運営方針が策定され，事務の標準化・統一化が計画
されている。 
 

①クーポン券は新たに対象となる年齢（１対象年齢）
に送付している。 
②自殺対策計画は，平成３０年度策定予定。 
③「ゆりかご調布事業」は平成２８年９月に開始。「産
後ケア」は平成２９年１１月に開始した。 
④Ｂ型肝炎ワクチン予防接種は，平成２９年９月まで
期間を半年延長して接種機会を確保した。 
⑤緊急医療救護所訓練は，市内病院の他，慈恵第三病
院で，狛江市の３師会と連携して実施している。 
⑥東京都国民健康保険運営方針に沿って，事務の見直
し・改善を進めていく必要がある。 
 

そ
の
他 

①Ｂ型肝炎ワクチン定期予防接種後にも，新たな定期予防接種が予定され
ており，財源は，普通地方交付税であり不交付団体には厳しい状況である。 

①定期予防接種の財源である普通地方交付税によら
ない補助を東京都に要望した。 

４ 施策の方向 — （ＡＣＴＩＯＮ） 



（施策№12 生涯を通した健康づくり） 

◆施策における２つのアクション 
【アクション①】横断的連携による施策の推進 

 
【アクション②】調布のまちの魅力発信 

 
◆参考：調布市基本計画：参加と協働の視点～市民等に期待される役割～ 
・市民は，健康への意識を持ち，健康的な生活習慣を身につけます。また，市民同士で健康づくりができるような仲間づくりを進

めます。 

・事業者は，従業員等への変更管理を行い，健康づくりの推進に努めます。 

 
 
＜参考：基本的取組及び基本計画事業の体系＞ 

 
 
 
 

○施策の成果向上に向けた施策間連携・多様な主体との連携 

（施策を推進するうえで施策間の連携や多様な主体との連携を行うべき事項，それに向けて今後調整・検討すべき事項） 

・出産・子育て応援事業による連携，子育て支援包括センター機能の充実 

・食育やアレルギー対策における連携 

・ラグビーワールドカップ２０１９，東京２０２０大会に向けた受動喫煙防止に関する連携，条例の制定 

・災害時における医療救護活動として緊急医療救護所での体制の構築 

○施策の取組において市内外に向け特にアピールできる成果，地域資源，強みなど 

（施策における魅力の要素，魅力向上に向けた取組） 

・市内企業や学校法人との連携による健康づくり 

・ラグビーワールドカップ２０１９，東京２０２０大会に向けた受動喫煙防止に関する取組 

・３師会等と協力し，災害時医療救護体制の整備を進めている。 

 

（上記魅力の要素に関して改善・強化に向けて予定又は検討している取組・課題など） 

・アフラックと連携し，がんを知る展や小児がん患者支援活動を通じて，がん検診の大切さの周知に努めている。 

・電気通信大学が「調布市民健康づくり始める会」の活動を支援している。 

・小学生が参加する食育セミナーでは，「こころ・からだ・わざ」の分野を体験できるよう，意識した内容で学習を実施している。 

・アレルギー事業における医師相談で，市民が安心して相談できるよう連携を行っている。 

・受動喫煙防止推進のため，全庁的にさらに取り組んでいく必要がある。 


