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目 
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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 

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27年度 平成28年度 平成29年度 平成30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【☆】 74.5% 73.9% 73.8％ 74.1％ 80.0％ 

２ 75歳未満のがんの年齢調整死亡率

（10万人当たり）【☆】 76.6人 72.6人 64.2人 70.2人 
73.9人 

（平成27年度） 

３ 特定健康診査の受診率【☆】 52.8% 53.5% 54.0% 53.5％ 
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３０年１０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７４．１％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２．８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，昨年度より６人増加したものの，目標値は達成しています。 

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２位の結果（法定報告値）となった前年度の水準
には及ばず，平成２８年度と同じ５３．５％となり，国の定める６０．０％の目標値には届きませんでし
た。 

 
 
《参考》基本計画（令和元年度～令和４年度）における「まちづくり指標」 

まちづくり指標 まちづくり指標の考え方 現状値 目標値 

１ 健康だと感じている市

民の割合 

市民の健康づくり活動の取組を支援し，市民の8割が健康だと感

じられることを目標とした。（調布市民意識調査） 

74.1% 

（平成30年度） 

80.0% 

（令和4年度） 

２ 定期的にがん検診を受

けている人の割合 

がんの早期発見により適切な治療につなげるため，各種がん検診

の充実や普及啓発に取り組み，定期的にがん検診を受けている市

民を6割にすることを目標とした。（調布市民意識調査） 

58.0% 

（平成30年度） 

60.0% 

（令和4年度） 

３ 特定健康診査の受診率 

第2期調布市国民健康保険データヘルス計画（平成30（2018）

年度～令和5（2023）年度）に基づき，特定健康診査の受診率

を59.5％まで増加させることを目標とした。（保険年金課資料） 

54.0％ 

（平成29年度） 

59.5% 

（令和4年度） 

  

１ 平成３０年度の振返り — 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【基本計画（令和元年度～令和４年度）の基本的取組毎に記載】 

１２－１ からだとこころの健康づくりの推進 

 健康づくりについては，調布市民健康づくりプラン（第３次）（計画期間：平成３０年度～令和４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，調布市食育推進基本計画（第３次）（計画期間：平成３０年度～令和４年度）に基づ

き，「食を通じたこころとからだの健康づくり」を基本理念とし，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，市民の食育の認知度を高めるため，食育のポスターを作成

し，周知に努めました。 

 また，受動喫煙防止対策を推進するため，庁内連絡会を開催したほか，平成３０年度は新たに市民や関

係団体の代表を委員とする受動喫煙等対策推進検討会を開催し，広く市民等から聴取した意見を踏まえ，

平成３１年３月に調布市受動喫煙防止条例を制定しました。 

 さらに，市民のだれもが自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指し，共に生きることを支える

ため，市民や関係団体の代表を委員とする自殺対策計画策定委員会を開催し，広く聴取した意見を踏まえ，

調布市自殺対策計画（計画期間：令和元年度～令和６年度）を策定しました。  

１２－２ 早期発見・早期治療・重度化予防の充実 

 成人保健事業においては，健康増進法に基づく５がん（胃・大腸・子宮・乳・肺）と前立腺がん検診（Ｐ

ＳＡ検査），胃がんリスク検査（ＡＢＣ検診）を実施しました。また，医師会と胃がん等あり方検討会を

開催し，令和元年度からの胃内視鏡検査導入に向けた検討を行いました。受診率向上のため，がん検診実

施の周知に努めたほか，胃がん検診の土曜日実施や乳がん・子宮がん検診の無料クーポンの送付などに取

り組みました。また，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，精密検査を促すこと

により，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，乳幼児健診のほか，ゆりかご調布事業，こんにちは赤ちゃん訪問事業，産後

ケア事業などを実施し，妊娠早期からの切れ目ない子育て支援と親子の健康づくりを支援しました。 

 アレルギー事業として，保健師等による日常相談と月１回の専門医による相談事業，スキンケア教室，

アレルギー講演会を実施したほか，庁内連携会議を開催し，アレルギーの正しい情報・知識の普及啓発と

保護者の育児不安の軽減を図りました。 

 予防接種事業では，幼児のおたふくかぜ予防接種を開始したほか，先天性風しん症候群を予防するため，

風しんの抗体検査・予防接種の対象を妊婦等の同居者にも拡大し，疾病予防を図りました。 

 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するなど，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，新型インフルエンザ住民接種の円滑な実施に向け，医師会と予診票についての検

討を行いました。 

１２－３ 国民健康保険事業等の実施 

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～令和５年度）を推進し，各保

健事業の実施により，引き続き，加入者の健康増進を図りました。 

また，平成３０年度から開始した国民健康保険新制度へ円滑に移行するとともに，引き続き，医療費の

適正化や国民健康保険税の収納率の向上に取り組みました。 

  

２ 平成３０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３０年度における施策の成果についての総括 
・調布市民健康づくり始める会における仲間を通じた健康づくりを支援し，会の参加者（平成３０年度実績延べ１８４７人）の健

康の維持や増進につながった。 

・胃がん等あり方検討会にて胃内視鏡検査の導入に向けた検討を行い，令和元年度から胃レントゲン検査に加えて実施することと

なったことにより，市民の選択肢の拡大や利便性の向上を図った。 

・平成３１年３月に調布市受動喫煙防止条例を公布したことにより，今後の受動喫煙防止対策の推進に向けた方向性を示すことが

できた。また，策定にあたり実施した庁内連絡会，受動喫煙等対策推進検討会，パブリック・コメント手続及び受動喫煙ゼロの店

登録事業などを通じて，受動喫煙防止の大切さを啓発することができた。 

・平成３１年３月に調布市自殺対策計画を策定した。策定にあたっては，外部の関係団体の代表等を委員とする計画策定委員会や

庁内連絡会で検討したことで，各分野が連携して自殺対策に取り組む意識の醸成につながった。 

・ゆりかご調布事業により，妊娠早期からの相談・支援につながった。 

・アレルギー相談やスキンケア教室などを実施することで，不安の解消や重症化の予防につながったほか，庁内連絡会にて，他部

署の取組や課題を共有することで，市全体としてのアレルギー対策の推進につなげることができた 

・おたふくかぜ予防接種の開始や先天性風しん症候群を予防するための風しんの抗体検査・予防接種の対象者拡大を行うことによ

り，病気の発症防止に努めた。 

・北多摩病院や慈恵第三病院での緊急医療救護所訓練を通じて課題の抽出と対応策の検討を行い，災害時の緊急医療救護体制の充

実を図った。 

・新型インフルエンザ等対策について，住民接種で使用する予診票の検討ができた。 

・特定健康診査受診率は，前年度から０．５ポイント減少したものの，５３．５％と近年の水準を保ち，生活習慣病の早期発見に

つながった。 

・東京都等関係機関と連携し，加入者への周知に努め，平成３０年度から広域化する国民健康保険新制度へ円滑に移行した。 

・医療費の適正化の取組を進めるとともに，国民健康保険税の安定的な収入確保を図った。 

評価 Ａ 

【評価区分】平成３０年度の取組状況について，Ｓ～Ｄの５段階で評価 
Ｓ：「十分に取組成果が得られた。     計画以上に目標を達成した。」 
Ａ：「予定した取組成果が得られた。    計画どおりに目標を達成した。」 
Ｂ：「一定の取組成果が得られた。     概ね計画どおりに目標を達成した。」  
Ｃ：「予定した取組成果が得られなかった。 目標達成にはやや至らなかった。」 
Ｄ：「期待した取組成果が得られなかった。 目標達成までには至らなかった。」 

Ｓ 
◎ 

Ａ 
Ｂ ○ 
Ｃ 

△ 
Ｄ 

＊平成３０年度行政評価における施策の成果についての評価：３段階 
◎：「達成した。十分な成果が得られた。」，○：「概ね達成した。概ね成果が得られた。」，△：「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。」 

 
◆基本計画期間（平成２７～３０年度）における取組状況・課題・今後の方向 
・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 

（基本計画で予定した成果が十分得られた） 

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活動を支援することにより，

多くの市民の健康づくりにつながった。 

② 学校や地域と連携した食育を推進した。 

 

③ 広く市民等から意見を聴取し調布市受動喫煙防止条例を制定

した。 

 

④ 庁内外と連携し，平成３０年度に自殺対策計画を策定した。 

 

⑤ 女性特有のがん検診を推進するため，乳がん検診では４１歳

に，子宮がん検診では２１歳に無料クーポン券を送付し，精

度管理も行った。 

⑥ 医師会との検討会を経て，令和元年度から胃がん検診に胃内

視鏡検査を追加して実施することになった。 

⑦ ゆりかご調布事業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。 

⑧ アレルギーの相談事業，教育事業により，不安の解消と重症

化の予防につながった 

⑨ 緊急医療救護所訓練を実施し，医療救護体制の充実が図れた。 

 

① 会の支援を継続するとともに，会の継続についてメンバーと

ともに方向性を検討する。 

② 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，より効果的な食育を推進する。 

③ 調布市受動喫煙防止条例に基づく取組を推進し，受動喫煙等

による健康被害を減らしていく。なお，条例を制定している

のは，多摩２６市のうち２市のみである。 

④ 具体的に自殺対策に取り組み，こころの健康づくりを推進す

る。（近隣６市中３市が計画策定済み） 

⑤ 今後もクーポン事業の受診率向上と精度管理を行う。 

 

 

⑥ 先駆的な事業として円滑な胃内視鏡検査の実施と精度管理を

行い，対象年齢の拡大も検討する。（近隣６市中３市が実施） 

⑦ 他市に先駆けてゆりかご事業等を実施しているが，さらなる

支援の充実に向け，事業の実施状況を検証しながら検討する。 

⑧ スキンケア教室は最新の医学的見解に基づく先駆的取組であ

る。今後は食物アレルギーの指導について検討する。 

⑨ 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

を実施していく。 

計画に対して進捗に遅れが生じた取組等 

（基本計画で予定した成果が得られなかった） 

左記の理由や今後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 

① 特定健康診査の受診率 

 

 

 

 

① 多摩２６市では上位（平成２８年度３位・平成２９年度２位）

を維持しているものの，国の定める目標値には届いていない

ことから，引き続き，受診勧奨や健診結果の提供を求めるな

ど，地道な取組を積み重ねていく。 

３ 平成３０年度の振返り及び基本計画期間（平成２７～３０年度）の取組状況 — 評価（ＣＨＥＣＫ） 



（施策12 生涯を通した健康づくり） 

◆基本計画期間（平成２７～３０年度）における施策の成果についての総括 
・市民の主体的 

保健事業の実施により，加入者の健康増進を図ることができた。 

・東京都をはじめとする関係機関との連携により，な健康づくりの取組を健康教育や検診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の成果はあるものの，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は発足から１３年目となり，継続的に市民の健康づくりを支援することができた。会員の高齢化が課

題であり，今後の取組を検討する必要がある。 

・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，土曜日に胃がんの検診日を設定するなど，受診機会の拡大が図れた。

さらなる受診率の向上に向けた取組が必要である。 

・予防接種について，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。引き続き

既存の予防接種の接種率を維持・向上させるとともに，新たに必要な予防接種についての動向に注視する。 

・特定健康診査受診率は，多摩２６市でも上位に位置しており，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は毎年度向上し，安定的な収入確保を図ることができた。 

・医科等レセプト，柔道整復等療養費支給申請，海外療養費の各点検やジェネリック医薬品の利用促進に取り組み，医療費の適正化

を図ることができた。 

（平成２８年度～平成３０年度） 

・ゆりかご調布事業や産後ケア事業を実施し，妊娠早期から育児不安の解消を図り，母子の健康の維持増進につながった。 

（平成３０年度） 

・市民の健康増進とラグビーワールドカップ２０１９や東京２０２０大会の開催に向けた来訪者の健康被害防止等の観点から，市民

や関係部署から広く意見を聴取し受動喫煙防止条例を制定した。今後，条例に基づき具体的取組を推進していく。 

・平成３０年３月に第２期調布市国民健康保険データヘルス計画を策定し，各加入者への周知に努め，平成３０年度から都道府県単

位化する国民健康保険新制度へ円滑に移行することができた。  

評価 Ａ 
【評価区分】基本計画期間４年間の取組状況について，Ｓ～Ｄの５段階で評価 
Ｓ：「十分に取組成果が得られた。     計画以上に目標を達成した。」 
Ａ：「予定した取組成果が得られた。    計画どおりに目標を達成した。」 
Ｂ：「一定の取組成果が得られた。     概ね計画どおりに目標を達成した。」  
Ｃ：「予定した取組成果が得られなかった。 目標達成にはやや至らなかった。」 
Ｄ：「期待した取組成果が得られなかった。 目標達成までには至らなかった。」 

 
◆施策を取り巻く状況（計画策定後の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） 
◆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 

 

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胃がん検診の検診対象や方法，間隔について国の定める指針の改定
があった。 
③平成２９年夏に自殺対策大綱の見直しがあり，市町村計画の策定が
義務化され，市として自殺対策に取り組むこととなった。 
④東京２０２０大会の開催を契機に，国は健康増進法を改正して，受
動喫煙防止対策の推進を図っている。東京都においても平成３０年４
月から「子どもを受動喫煙から守る条例」を，平成３１年１月から東
京都受動喫煙防止条例を段階的に施行する。健康増進法と東京都受動
喫煙防止条例のいずれも令和２年４月からの全面施行の予定である。 
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。また，平成３１年２月に予防接
種法が改正され，風しんの追加対策が実施された。 
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胃がん検診については令和元年度から胃内視鏡を導入
したが，集団検診等についても今後医師会と検討が必要。 
③平成３０年度に策定した調布市自殺対策計画に基づ
き，今後具体的取組を推進する。 
④ラグビーワールドカップ２０１９及び東京２０２０大
会の開催に向け，法や都条例とともに，令和元年７月か
ら施行される調布市受動喫煙防止条例に基づき，全庁的
に受動喫煙防止対策に取り組んでいく。 
 
⑤妊娠期からの切れ目ない支援については，今年度調布
っ子すこやかプランに基づき，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風しんの追加的対策に取り組み，国の目標値を達成で
きるよう，周知や接種体制の確保を行う。また，新たな
定期予防接種にも今後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
自
治
体
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年度に策定。 
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。 
 
 
④ロタワクチン予防接種や小児のインフルエンザ予防接種などの任
意接種を実施している自治体がある。 
 
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
順次図られている。 

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調布市自殺対策計画を平成３０年度に策定した。 
③「ゆりかご調布事業」は平成２８年９月に，「産後ケア」
は平成２９年１１月に開始した。切れ目ない支援の充実
に向け，今後も庁内横断的連携にて検討。東京都に予算
要望をしている。 
④平成３０年度からおたふくかぜの任意予防接種を開始
した。その他の予防接種については，他自治体の動向を
見ながら検討する。 
⑤緊急医療救護所訓練は，市内病院の他，慈恵第三病院
で，狛江市や３師会と連携して実施している。市内に災
害拠点病院がないため，近隣市の病院との協定を今後検
討。 
⑥東京都国民健康保険運営方針に沿って，事務の見直
し・改善を引き続き進めていく必要がある。 

４ 施策の方向 — （ＡＣＴＩＯＮ）  



（施策12 生涯を通した健康づくり） 

 
◆基本計画期間（令和元年度～令和４年度）における中期的な取組の方向 
※基本計画の期間において重点的に取り組むべき事項（引き続き／より一層／新たに／ 推進すべき取組等） 

※2019年・2020年を契機としたまちづくりやレガシーの創出に向けた取組は，冒頭に「○印」を記入 

・健康づくりプラン，食育推進基本計画，自殺対策計画に基づく，健康づくり，食育，自殺対策を推進する。 

・アレルギーエデュケーターを活用した先駆的なアレルギー相談を実施するなど相談の充実と，市民へのアレルギー疾患に対する正

しい知識の普及を図る。 

○東京２０２０大会後も，受動喫煙の健康被害から市民を守るため，３師会と連携し全庁的な受動喫煙防止対策を条例に基づき，よ

り実効性を高める取組を進める。 

・各種がん検診の充実及び様々な媒体を通じた受診率の向上のための普及・啓発に取り組む。 

・調布市地域福祉計画等に基づく福祉圏域に沿った地区保健活動となるよう保健師の地区分担を見直すとともに，関係機関との連携

を強化していく。 

・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，母子健康手帳の交付（妊娠届出）をゆりかご面接の窓口に集約するこ

とで，全ての妊婦と妊娠早期から面接し，適切な支援ができるよう事業の推進及び庁内外の連携の充実を図っていく。 

・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～令和５年度）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 

 
◆令和２年度における重点的取組，新規又は拡充の検討を要する取組 
※重点プロジェクトに関連する取組は，冒頭に「☆印」を記入 

※新規の取組は，冒頭に「◎印」を記入 
☆出産・子育て応援事業の一環として，市民ニーズ等を検証しながら，産後ケア事業の拡充を検討する。 

・東京２０２０大会に向けた受動喫煙防止対策のさらなる周知・啓発に取り組む。 

・胃がん検診について，令和３年度に向け，胃内視鏡検査の対象者の拡大や，胃集団検診のあり方について，医師会と検討を進める。 

・東京２０２０大会に向け，風しんの追加対策による風しんの抗体保持率を向上させるための周知を充実させる。 

 

◆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 

 
○施策の成果向上に向けた庁内横断的な連携や多様な主体と連携した取組，それに向けて今後調整・検討すべき事項 

・今後も，健康づくり，食育，自殺対策を推進するため，多くの庁内関係部署と連携し取組を充実させる必要があり，庁内連絡会

を通じ連携を強化していく。 

・食物アレルギーなどアレルギー対応について，今後も学校や保育園等の取組と連携し，市全体として対策を進めていく。 

・健康づくりと介護予防が切れ目なく効果的に提供できるよう，ＫＤＢシステム（国保データベースシステム）を活用し，介護保

険データ等の連結による地域の健康課題の把握や要指導対象者の抽出を新たに行い，その結果を踏まえ高齢者支援室，保険年金課，

健康推進課等が連携し，生涯を通した健康づくりと介護予防の一体的な実施が必要であり，検討を進め体制整備を図る。 

・企業コンソーシアムと連携した健康施策の展開について関係部署と連携し新たに取り組み，スマートシティの推進を図る。 

 

 
≪重点プロジェクトを横断して取り組む４つの連携テーマの推進≫ 

 ■連携テーマ1 「地域共生社会の実現に向けた取組」 

・調布市健康づくりプラン（第３次）においては，地域でのつながりを持つことが目標の一つとなっており，調布市食育推進

基本計画においては，地域のつながりである土台も育むこととしている。関係部署が行う事業を健康推進課からも市民に案内

したり，健康推進課が行う取組を関係部署からも発信してもらったりという連携を強化するとともに，地域共生社会の実現に

よる課題の解決やつながりの創出の視点を持って健康づくりや食育を推進していく必要がある 

・自殺対策の推進のためには，身近な地域での支え合いが必要であるため，庁内及び関係団体等と連携し取り組む必要がある。 

・市民の健康活動の支援については，調布市民健康づくり始める会の会員が高齢化している課題に加え，地域共生社会の視点

も含めて，地域福祉コーディネーター，地域支え合い推進員，高齢福祉やスポーツ振興の部署などと横断的に連携しながら検

討する必要がある。 

 

■連携テーマ3 「2019年・2020年を契機としたレガシーの創出」 

・市民が主体的に取り組むスポーツや健康づくりを通じた健康増進を図れるよう，市民へ情報提供を行う。 

・調布市受動喫煙防止条例に基づき，受動喫煙を防止するための周知や教育，環境づくりを庁内横断的連携により推進する。 

 

  

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

されているが，その財源は普通地方交付税であるとされており，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。 



（施策12 生涯を通した健康づくり） 

【アクション②】調布のまちの魅力発信 

 
◆施策とＳＤＧｓの１７の目標との関係 

         

 ● ●       

        

 

●       ●  

※ＳＤＧｓの１７の目標（ゴール）や１６９のターゲットと基本計画の各施策を構成する基本的取組等の方向との関連性（参考資料⑦

を参照）を踏まえ，施策と１７の目標との関係を示しています。 
 

 
◆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，従業員等への健康管理を行い，健康づくりの推進に努めます。 

 

○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） 

・今後もアフラックと連携し，がんを知る展や小児がん感謝支援活動を通じて，がん検診の大切さの周知を行う。 

・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ため，今後も継続できるよう，または連携が強化できる

よう取り組んでいく。 

・小学生が参加する食育セミナーでは，「こころ，からだ，わざ」の各分野を体験できるよう，オリジン弁当やＪミートなどの企

業と連携して実施している。 

・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都立病院と連携をしている。 

・受動喫煙防止対策の推進のため，３師会の協力も得て全庁的に取り組んでいく。 

・今後も３師会と協力し，災害時医療救護体制を充実させていく。 

 

 


