
期日 班 資料番号

10/19 1 6

香　取　市

令和元年度

香取市市民事業仕分け

事 業 名 成人保健事業

担当部課 福祉健康部健康づくり課
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（ ）

千円 22,462 千円

20,488 千円 21,984 千円

財源合計 23,696 千円 23,569 千円 22,596

千円 千円

その他特財の内容

一般財源 20,617 千円 20,507 千円

千円 千円

その他特財
千円 千円

千円 478 千円

国県支出金の内容 健康増進事業費補助金　負担率：2/3　

地方債 千円 千円

千円 22,462 千円

財源

内訳

国県支出金
3,079 千円 3,062 千円 2,108

総事業費 23,696 千円 23,569 千円 22,596

17,253 千円 2.4 人 17,253 千円2.4 人 17,496 千円 2.4 人

千円 人 千円

人件費合計 2.4 人 17,136 千円

人 千円 人臨時職員等 人 千円

17,253 千円 2.4 人 17,253 千円2.4 人 17,496 千円 2.4 人

5,209 千円

事業費内訳
（2018年度分）

①健康教育・相談事業
・健康講座講師謝礼４回開催分　92,300円 ・健康教育パンフ4種　23,220円 ・体組成計2台　14,688円
・健康手帳作成費1,000冊　68,040円 ・運動教室委託料　81,000円 ・骨密度測定消耗品等　41,411円
・職員研修交通費6回　11,136円 ・健康講座案内通知郵便料　41,100円

②肝炎ウィルス検診事業
・肝炎検査委託料2,334名　4,591,728円 ・社保勧奨個別通知作成費　125,712円
・結果通知用封筒印刷費2,000部　15,120円 ・郵便料（結果含）399,503円

③健康診査事業
・健康診査委託料72名　495,294円　・郵便料（結果含）73,284円

人
件
費

担当正職員 2.4 人 17,136 千円

6,560 千円 6,073 千円 5,343 千円

関連事業
（同一目的事業等）

・特定健康診査等事業（国保・後期被保険者対象）・がん検診事業
・健康医療電話相談サービス事業 ・千葉県肝炎ウイルス検査委託事業（千葉県）

コ
ス
ト

2019年度（予算） 2018年度（決算） 2017年度（決算） 2016年度（決算）

事
業
費

事業費合計

①健康教育・相談事業
保健師・栄養士・歯科衛生士による定期健康相談を実施（佐原・各支所）
予約により骨密度測定も実施。生活習慣病予防のための健康講座を講座と運動に分け
全5回ずつ実施。講座については、ロコモ・高血圧・糖尿病等予防の他、こころの健康
口腔ケアについて開催。運動指導については、40～65歳未満で医師より制限されてい
ない方が対象。ＨＰや広報、健康づくりだより（各戸配布）で周知している。また、
特定健診の結果により健康講座や定期相談を通知案内している。

②肝炎ウィルス検診事業
４０歳から７５歳までの５歳刻み（40.45.50.55.60.65.70.75歳）で未受検者を対象に
国保被保険者については特定健診受診勧奨通知に同封し、社保の方には個別で通知。
検診会場は、集団健診会場とする。（土・日指定有）
血液検査で、Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルス検診を実施。

③健康診査事業
香取市に住所のある４０歳以上の生活保護受給者で、対象者には個別に通知し、集団
健診会場または市内の指定医療機関で受診をする。特定健診に準じた検査項目を実施。

事業内容
（手段、手法など）

67.8 ％

実施方法

■直接実施

■業務委託 又は □指定管理　（委託先又は指定管理者：一般社団法人日本健康倶楽部千葉支部　）

□補助金〔直接・間接〕（補助先： 　　実施主体： ）

□貸付（貸付先： ）□その他（ ）

事業内容

実施の背景
生活習慣に起因するがんや高血圧・脂質異常症・糖尿病等が医療費の約５割を占めており、死亡の
割合も高い状況である。健康意識調査でも、塩分摂取量が多いと答えた人が５２．３%を占めており
生活習慣病予防のための健診、保健指導、相談等による健康の保持増進が必要である。

目　的
（何のために）

少子高齢化社会の中で、心身ともに健康で安心して暮らせるように生活習慣の改善や病気の早期発
見に努め、身近に相談できる「かかりつけ医」を持つことで病気の重症化を予防する。
バランスのとれた食生活や運動に関する正しい知識を発信することにより、健康づくりに対する意識の
向上につながる。

事
業
概
要

対　象
（誰・何を対象に）

①健康教育・相談は全市民対象
②肝炎ウィルス検診は４０歳から７５歳まで５歳刻みの節目到達者
③健康診査は４０歳以上の生活保護受給者

対象者数（全住民に対する割合）

52,573 人

根拠法令等 健康増進法 担当課･係名 健康づくり課
健康づくり班

事務区分 ■自治事務 □法定受託事務 作成責任者 円城寺　幸子

事業シート（概要説明書）

予算事業名 成人保健事業 事業開始年度 平成14年度

上位施策事業名 健康づくり・地域医療 担当局・部名 福祉健康部

事業番号 6 成人保健事業 ２０１９年度

ここから成果指標を導きます。
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事業シート（概要説明書）

予算事業名 成人保健事業 事業開始年度 平成14年度

事業番号 6 成人保健事業 ２０１９年度

事業の自己評価
(今後の事業の方向

性、課題等)

①健康教育・相談事業
講座や運動教室については、広報や健康づくりだより等で周知することで国保加入者だけでなく
広く市民対象に開催することができた。しかし、国保事業（市民課）や介護予防事業（高齢者福祉
課）と対象や事業内容が重なることもあり調整が必要である。

②肝炎ウィルス検診事業
対象者の拡大や個別勧奨通知（ハガキ）により受診率は向上した。健診会場にて受診票を記入する
ため時間がかかった。効率よく受診できるよう受診票を個別送付とする。

③健康診査事業
受診者数は微増であるが、受診率は低いので未受診者の実態把握が必要である。医師会と連携し
受診勧奨に努める。

比較参考値
（他自治体での類似

事業の例など）

①健康教育・相談事業
多くの市町で健診結果をもとに健康相談を実施している。健康教育についても、アンケート等に
より参加者の意見を反映し改善に努めている。

②肝炎ウィルス検診事業
対象は４０歳以上の未受診者であるが、年齢上限を設定しているのは香取市（７５歳）八街市
（７０歳）栄町（５５歳）である。ほとんどの市町で他健診と同時に通知している。自己負担が
あるのは、鎌ヶ谷市（700円）流山市（300円）野田市（1,000円）印西市（300円）である。
千葉県：香取健康福祉センターにおいて、月2回無料で検診有。

指定医療機関で無料で実施している。
③健康診査事業

診査会場を集団と個別（医療機関）で期間をきめているのは１５市町であり、個別で通年は市川・
松戸市のみ。対象については、芝山町が３０歳以上である。

特記事項

1,959/5 59/0

③健康診査事業 相談対象者/相談者 人 12/4 ー ー

②肝炎ウィルス検診事業　検診人数/陽性人数 人 2,334/11

2016年度

①健康教育・相談事業　相談人数 人
健康相談　1,013
健康教育　　900

健康相談　1,130
健康教育　1,063

健康相談　1,421
健康教育　1,207

事
業
成
果

成果目標
（指標設定理由等）

生涯元気で生活ができるように健康管理に関心をもち、主体的に健康づくりに取り組むこと
ができるよう支援する。健康情報の発信により意識の向上を図り、健診をうけ病気の予防・
早期発見、早期治療により重症化を防ぐ。

成果
（目標達成状況）

【成果指標名】（実績値/目標値） 単位 2018年度 2017年度

単位当たりコスト ／

③健康診査事業　　対象者個別通知数/受診率 人/％

４０歳以上の
生活保護受給者
　５５６/１２．９５

４0歳以上の
生活保護受給者
　　６５２/９．５

４0歳以上の
生活保護受給者
　６３４/９．１５

/ / /

①健康教育・相談事業　開催回数 回
健康相談　51
健康教育　36

健康相談　66
健康教育　53

健康相談　68
健康教育　59

②肝炎ウィルス検診事業　対象者個別通知数/
受診率

人/％

４０歳から７５歳の
５歳刻みに通知
８，９５１/２６．０７

４０歳から７０歳の
５歳刻みに通知
７，９８９/２４．５２

４０歳を対象に通知

　896/6.58
事
業
実
績

活動実績

【活動指標名】（実績値/目標値） 単位 2018年度 2017年度 2016年度

他自治体のみならず、国や都道府県、民間との比較も必要に応じて記載。
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トップページ 健康・福祉 健康維持・増進 健康講座の開催のお知らせ

更新日:2019年6月5日

ページの先頭へ

健康講座の開催のお知らせ

市民を対象とした健康増進、生活習慣病予防の教室を開催します。

第1回:開催日:令和元年6月20日木曜日テーマ:ロコモ予防・骨密度測定
第2回:開催日:令和元年9月12日木曜日テーマ:高血圧予防
第3回:開催日:令和元年10月17日木曜日テーマ:糖尿病予防
第4回:開催日:令和元年11月22日木曜日テーマ:こころの健康
第5回:開催日:令和元年12月5日木曜日テーマ:口腔ケア

対象者:香取市民
場所:佐原保健センター
定員:30名(先着順）
参加費:無料
内容:医師、管理栄養士の講話他

ご意見をお聞かせください

このページの内容は、わかりやすかったですか?
わかりやすかった わかりにくかった

送信

このページの作成担当

福祉健康部 健康づくり課 健康づくり班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (佐原保健センター1階）
電話:0478-50-1235 ファクス:0478-54-7462

このページの作成担当にメールを送る

1/2ページ健康講座の開催のお知らせ：香取市ウェブサイト
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