
― 概要版 ―

平成３０年（２０１８年）３月

姫　路　市

ひめじ健康プラン

中間見直し計画中間見直し計画

（姫路市保健計画）



｢ひめじ健康プラン

（第2次）」策定

(2013年4月)より

5年が経過

｢健康日本21（第2次）｣
(2013年～2023年)

｢健やか親子21｣
(2001年～2014年)

｢健康増進法｣
(2002年)

子育て支援対策の推進

市民主体の健康づくりの推進

介護予防対策の推進

医療保険者、関係機関等との

連携・協力により、生活習慣病発症・

重症化予防対策の推進

誰もが　健やかに　いきいき　暮らせるまち、

「やっぱり住みたいまち姫路」を　みんなで　つくろう！

平成25年(2013年)4月

　　　　　⇒平成30年(2018年)3月（中間見直し）

　　　　　　　　　　　　　　　　⇒平成35年(2023年)3月

姫路市の動向

国の動向 少子高齢化の
一層の進行

予防重視の
保健医療体系

健康プラン策定の趣旨など

計画見直しの目的

計画の期間

基本理念

計画策定から5年間で計画がどれだけ進行したか、新たな問題点は何か、今後取

り組むべき課題は何かなどを明らかにするため、「ひめじ健康プラン（第2次）」

の進捗状況の中間評価を行い、見直し計画を策定するもの。



基本目標1基本目標1
子ども達が将来の姫路を支えるために、心身ともに健康な
大人になるよう、子育て支援体制を整える。

1

◆ 思春期出前授業施策
（事業）

子どもは、自分を大切にし、
将来子どもを産み育てる
準備をする。

子ども達が、自尊感情をもち、自分も周囲の人も大切

にできるように、関係機関との連携により、すべての

子ども達を対象として啓発活動を行っていきます。

3

◆ 乳児家庭全戸訪問事業
◆ 産後ケア事業
◆ 乳児健康相談
◆ 子育て世代包括支援センターでの
　 相談事業
◆ 乳幼児健康診査
◆ 乳幼児健康診査未受診者支援

施策
（事業）

親は、不安なく楽しく
子育てができる。

乳幼児期の子どもを持つ親に対して、子育て情報の

提供を行い、妊娠期から、育児の相談に応じていく

体制を充実させ、関係機関の連携により児童虐待の

早期発見、対応ができるようにしていきます。

5

◆ 乳幼児健康診査
◆ 子どもの事故予防啓発事業

施策
（事業）

行政は、子どもが不慮の事故に
あわない環境づくりを支援する。

子どもの予防可能な事故をなくすために、発達段階

に応じた具体的な事故防止方法について、情報提供

と学習の場を提供していきます。

7

◆ 子どもの食育啓発事業
◆ マタニティマーク啓発事業　

施策
（事業）

市民は、子育てに関心を持ち、
自ら参加できる範囲で
子育てに関わる。

地域全体で子育てを支えていくために、様々な社会

資源のネットワーク化や地域でできる子育て支援に

ついて啓発をしていきます。

◆ 母子健康手帳交付
　 【全妊婦面接相談支援事業】
◆ 妊婦健康診査費助成事業
◆ 妊産婦歯科健診事業
◆ ハイリスク妊婦支援事業　

施策
（事業）

2 行政は、妊婦が安全に
出産できる環境をつくる。

妊娠が分かれば早期に母子健康手帳の交付を受け

るように啓発し、保健師等看護職がすべての妊婦に

面接し、適切な妊婦健康診査の受診を勧奨するとと

もに、妊娠、出産、育児等に対する不安や悩みを早期

に把握し継続的な支援を行っていきます。

◆ 乳児健康相談
◆ 乳幼児健康診査
◆ 子どもの食育啓発事業
◆ 歯科保健事業
◆ 妊婦、乳児のいる家族への禁煙支援　

施策
（事業）

4 親は、子どもの健康管理や
望ましい生活習慣についての
知識を得て適切に対応できる。
(栄養・歯の健康・規則正しい生活)

乳幼児期に望ましい生活習慣を身につける必要性に

ついて、保護者に啓発し、習慣化できるよう支援する

体制の充実を図っていきます。

◆ 要支援児相談事業施策
（事業）

6 支援が必要な子どもは、
適切なサービスを受けられる。

子どもの療育に関して、一次的なスクリーニング機関

として、専門的な相談やサービスにつなげるための

支援体制の構築を図っていきます。



基本目標2基本目標2
市民がいきいきと満足して過ごすために、本人が希望する場所で、
必要な医療や介護、生活支援が受けられる体制を整える。

1

施策
（事業）

市民は、生活習慣病に対する
正しい知識を持つ。

メタボリックシンドロームを予防するための生活習

慣の改善や若い時からのロコモティブシンドローム

についての正しい理解等、健康寿命の延伸と健康の

保持増進について、正しい知識が得られるように支

援する体制の充実を図っていきます。

◆ 生活習慣病予防普及啓発事業

　（栄養・禁煙・歯の健康・運動）　

3

◆ 情報提供事業【健(検)診・医療】施策
（事業）

行政は、受診行動を促すために
健(検)診に関する適切な情報
を提供する。

市民の意識向上を図るための普及啓発イベントや、

市民ニーズに合わせた検診体制の充実、また精密検

査対象者への受診勧奨等、健(検)診体制の充実を図

っていきます。

5

◆ こころの健康に関する普及・啓発事業

◆ 精神保健連携支援事業　

施策
（事業）

行政は、こころの安定を図れる
ための環境づくりを支援する。

身近な場所で、支援の契機となるような体制が構築

できるように関係機関との連携を強化して、こころの

健康づくりや自殺予防に取り組んでいきます。

◆ 妊婦、乳児のいる家族への禁煙支援　

◆ 禁煙推進事業　
施策
（事業）

2 行政は、喫煙による健康被害
を防ぐための環境づくりを
支援する。

禁煙希望者の禁煙を支援するとともに、受動喫煙防

止の必要性を啓発し、飲食店においては、店内禁煙

をすすめるなど、各関係機関と連携することでス

モークフリー社会の実現を目指していきます。

◆ こころの健康に関する普及・啓発事業

◆ 企業を対象とした普及･啓発事業　
施策
（事業）

4 企業は、社員のこころの病気
を予防できる体制を整備する。

企業自らが、労働者のこころの病気に対して予防対

策が講じられるように支援していきます。

◆ 生活習慣病予防普及啓発事業

　 (栄養・禁煙・歯の健康・運動）

◆ 情報提供事業【健(検)診・医療】

施策
（事業）

6 行政は、保険者がハイリスク
者に的確な保健指導を実施
できるよう支援する。

特定健診受診者の状況等を市民に情報提供し、あら

ゆる機会に特定健康診査・特定保健指導の重要性に

ついて普及啓発することで、市民の受診行動を促し

ます。さらに、状態に応じた生活習慣の改善や必要

な治療を受けるための的確な保健指導を実施できる

よう行政と保険者が連携し支援していきます。



7

施策
（事業）

行政は、病院が専門性に応じた
医療を提供できるよう支援する。

市民が医療サービスを限りある資源として認識し、か

かりつけ医を持つことによって適切な受診方法を知

り、実践することができるように啓発することで、病

院が本来の機能を果たせるような体制を整えていき

ます。

◆ 情報提供事業【健(検)診・医療】

9

◆ 透析ハイリスク者予防事業施策
（事業）

行政は、新規に糖尿病から
透析に移行する人を減らす
ための体制を整備する。

市民に糖尿病と合併症について正しい知識を普及啓

発するとともに、ハイリスク者に対し、受診勧奨を行

い適切な医療につなげ、生活習慣の改善を促す支援

を行い、糖尿病の悪化による人工透析への移行を防

ぐための体制について関係機関と協力しながら検討

してきます。

11

◆ 情報提供事業【健(検)診・医療】施策
（事業）

市民は、終末期までの
ライフスタイルについて
自己決定できる。

市民がどのような生活機能であっても、それぞれのラ

イフスタイルに合わせた自己決定をして暮らせるよう

な環境づくりをすすめていきます。

◆ 脳卒中予防普及啓発強化事業

◆ 脳卒中再発予防システム構築事業
施策
（事業）

8 行政は、脳卒中で後遺症を残
さないための体制を整備する。

脳卒中の初期症状や予後について正しい知識の普及

に努め、市民が発症時の早期受診と再発予防に取り

組むことができるよう、医療機関とも連携を図りな

がら体制を整えていきます。

◆ 精神障害者アウトリーチ支援事業

◆ 精神障害者の地域移行支援
施策
（事業）

10 市民は、こころの病気や
障害があっても希望する場所
で暮らすことができる。

病院、診療所・相談支援事業、生活支援サービス関

係者、保健所・保健センター等、それぞれの機関の役

割を明確にして、本人の退院後の生活やそれを支え

る家族を支援していく体制を充実させていきます。



基本目標3基本目標3
市民が何歳になっても、自分らしくいきいき過ごすために、
みんなが支えあって、健康に暮らせるまちをつくる。

1

施策
（事業）

市民は、住民主体で介護予防
の取り組みができる。

高齢者世代を中心に、地域活動の必要性やその方法

についての周知と地域での自主グループ活動を支援

していきます。地域づくりに力を入れ、みんなが支え

合って健康に暮らせる地域となるよう支援していきま

す。

◆ 介護予防啓発事業

◆ 高齢者の地域健康づくり事業

◆ 地域助け合い活動支援事業

3

◆ 情報提供事業【健(検)診・医療】

◆ 健康相談事業
施策
（事業）

市民は、障害や病気があって
も希望する場所で暮らすこと
ができる。

身近な場所で医療、介護、生活支援など様々な情報

提供や関係機関と連携しサービスの調整が行える窓

口を整えていきます。

5

◆ 生活機能向上支援事業

◆ 市域での在宅ケアチームづくり事業　

施策
（事業）

行政は、全市域にわたる
入院医療と在宅ケアの
連携ルールづくりを支援する。

切れ目なく入院医療と在宅での介護を受けられるよ

う多職種による介護等を通し体制づくりを整えてい

きます。

7

◆ 高齢者の健康に関する普及・啓発事業

◆ 生活機能予後評価システム構築事業
施策
（事業）

市民は、いつまでも自立を
目指した取り組みを行う。

高齢者や障害者が地域の中で、正しい知識を得なが

ら、自立した生活を送る支援ができる体制づくりを

すすめていきます。

◆ 自主グループ活動支援事業施策
（事業）

4 市民は、交流の場を通じて
いつまでも元気に暮らすこと
ができる。

高齢者や難病や障害を持っている方も安心して交流

できる場の提供と支援の充実を図っていきます。

◆ 生活圏域での在宅ケアチームづくり

　 支援事業
施策
（事業）

6 行政は、地域包括支援センター
が生活圏域のコーディネーター
になれるように体制を整備する。

基幹型地域包括支援センターを設置し、地域包括ケ

アシステム全体の総合調整や各地域包括支援センタ

ーの技術的支援を行います。保健センターや分室は

地域をサポートする体制を整えていきます。

◆ 見守り活動支援事業

◆ 在宅食支援事業
施策
（事業）

8 市民は、地域で要介護者を支
えるまちづくりをすすめる。

見守りや食事など誰もが必要な課題について効果的

な支援方法を地域の住民とともに検討していきます。

◆ 病院間ネットワーク促進事業

◆ 要介護等者の病院 ― 在宅連携支援事業

◆ 認知症患者支援事業　

◆ 認知症初期集中支援事業

施策
（事業）

行政は、必要なときに適切な
医療や介護を受けることがで
きる体制づくりを支援する。

在宅医療・介護連携支援センター等を通し連携の仕

組みづくりを推進していきます。また、在宅から病院

への入院時、急性期病院から回復期病院への転院時

や退院時に医療と介護サービスが切れ目なく受けら

れる体制を整えていきます。

2



基本目標1基本目標1
子ども達が将来の姫路を支えるために、心身ともに健康な
大人になるよう、子育て支援体制を整える。

評価指標
(※目標値は増加すべきものが多いため、

　 減少すべきものは（減）と記載する）

達成すべき目標 評　価　指　標 Ｈ23年度実績 Ｈ28年度実績 目標値

①子どもは、自分を大切に
し、将来子どもを産み育
てる準備をする。 

10代のクラミジア感染者数（減） 21人 29人 10人

10代の人工妊娠中絶実施率（減）
(15～19歳の女子人口千対）

9.3 6.1 6

妊婦の飲酒率（減） 6.6% 1.1% 0%

妊婦の喫煙率（減） 5.1% 2.9% 0%

②行政は、妊婦が安全に出
産できる環境をつくる。 

11週以内の妊娠届出率 89.5% 94.7% 100%

母子健康手帳事後交付数（減） 2件 3件 0件

母子健康手帳交付時に、面接することができた
妊婦の割合

96.4％
（H24）

96.6% 100%

妊婦健診助成券の平均使用枚数 12枚 11.7枚 14枚

低出生体重児の割合（減）
9.8％

（H23年次）
10.1% 9.5%

早産の割合（減）
7.0％

（H23年次）
6.7% 5.7%

妊産婦歯科健診受診率 未実施 未実施 40%

妊産婦歯科健診受診者のうち妊娠中に受診した
割合

未実施 未実施 70%

養育支援ネットを活用している医療機関の割合 61.5% 61.5% 100%

出生前小児保健指導利用
者数

産科 90件 71件 100件

小児科 80件 71件 90件

要支援妊婦に対する妊娠期の支援率 未把握 
50.9％

（Ｈ27）
80%

③親は、不安なく楽しく子
育てができる。

乳児家庭全戸家庭訪問率 92.0% 96.8% 100%

子育てに不安や悩みを抱
えている人の割合（減）

4か月児健康診査
28.4％

（H24）
28.1% 25%

1歳6か月児健康診査
36.8％

（H24）
35.3% 31%

3歳児健康診査
38.9％

（H24）
38.8% 35%

子どものことでイライラする人の割合（4か月）
（減）

35.8%
（Ｈ24）

29.7% 25%

イライラした時、子どもにあたってしまう人の
割合（4か月）（減）

13.8%
（Ｈ24）

7.9% 6%

子育て情報を得ることが
できている人の割合

4か月児健康診査
91.8%

（Ｈ24）
89.9% 95%

1歳6か月児健康診査
91.7%

（Ｈ24）
90.6% 95%

3歳児健康診査
92.9%

（Ｈ24）
91.4% 95%



達成すべき目標 評　価　指　標 Ｈ23年度実績 Ｈ28年度実績 目標値

③親は、不安なく楽しく子
育てができる。

親同士の交流機会がある人の割合（4か月）
75.8%

（Ｈ24）
71.2% 85%

楽しく子育てに取り組め
ている人の割合

4か月児健康診査 未実施 96.7% 98%

10か月児健康診査
93.3%

（Ｈ24）
96.4% 98%

1歳6か月児健康診査
91.9%

（Ｈ24）
93.9% 97%

3歳児健康診査
85.9%

（Ｈ24）
91.2% 97%

7か月児の健康相談来所率 未実施 92.9% 95%

育てにくさを感じた時対
処ができる人の割合

1歳6か月児健康診査 未実施 72.6% 76%

3歳児健康診査 未実施 75.9% 79.5%

幼児健診に対して満足した人の割合 95.7% 98.9% 100%

むし歯のない幼児の割合
1歳6か月児健康診査

97.9%
（Ｈ24)

98.1% 100%

3歳児健康診査
80.9％
（Ｈ24)

85.1% 90%

仕上げ磨きをしている幼
児の割合

1歳6か月児健康診査
92.0％

（Ｈ24）
95.0% 100%

3歳児健康診査
94.2％

（Ｈ24）
97.7% 100%

1日3回主食、主菜、副菜のそろった食事をし
ている幼児の割合

20.8%
（Ｈ24）

22.7% 50%

朝食を欠食することがある幼児の割合（減）
4.6%

（Ｈ24）
3.5% 0%

外食と比べて薄味にしている家庭の割合
61.2%

（Ｈ24）
63.9% 70%

家族一緒に楽しく食事をしている幼児の割合
96.7%

（Ｈ24）
96.7% 100%

フッ化物応用をしている3歳児の割合
26.7%

（Ｈ24）
41.7% 50%

乳幼児健診未受診者のうち状況把握ができた割
合

64.3％
（H22）

95.6% 100%

④親は、子どもの健康管理
や望ましい生活習慣に
ついての知識を得て適切
に対応できる。（栄養・
歯の健康・規則正しい生
活）

7か月児の健康相談来所率【再掲】 未実施 92.9% 95%

楽しく子育てに取り組めている人の割合
（10か月）【再掲】

93.3%
（Ｈ24）

96.4% 98%

幼児健診に対して満足した人の割合【再掲】 95.7% 98.9% 100%

むし歯のない幼児の割合
【再掲】

1歳6か月児健康診査
97.9%

（Ｈ24)
98.1% 100%

3歳児健康診査
80.9％
（Ｈ24)

85.1% 90%

仕上げ磨きをしている幼
児の割合【再掲】

1歳6か月児健康診査
92.0％

（Ｈ24）
95.0% 100%

3歳児健康診査
94.2％

（Ｈ24）
97.7% 100%

1日3回主食、主菜、副菜のそろった食事をし
ている幼児の割合【再掲】

20.8%
（Ｈ24）

22.7% 50%

朝食を欠食することがある幼児の割合【再掲】
（減）

4.6%
（Ｈ24）

3.5% 0%

外食と比べて薄味にしている家庭の割合
【再掲】

61.2%
（Ｈ24）

63.9% 70%

家族一緒に楽しく食事をしている幼児の割合
【再掲】

96.7%
（Ｈ24）

96.7% 100%

フッ化物応用をしている3歳児の割合【再掲】
26.7%

（Ｈ24）
41.7% 50%

子どものかかりつけ歯科医を持つ人の割合
（3歳児）

未把握 39.4% 50%



達成すべき目標 評　価　指　標 Ｈ23年度実績 Ｈ28年度実績 目標値

④親は、子どもの健康管理
や望ましい生活習慣に
ついての知識を得て適切
に対応できる。（栄養・
歯の健康・規則正しい生
活）

育児期間中の両親の喫煙
率（減）

父親 未把握 38.0% 20%

母親 未把握 4.3% 4%

⑤行政は、子どもが不慮の
事故にあわない環境づく
りを支援する。

幼児健診に対して満足した人の割合【再掲】 95.7% 98.9% 100%

むし歯のない幼児の割合
【再掲】

1歳6か月児健康診査
97.9%
（Ｈ24)

98.1% 100%

3歳児健康診査
80.9％
（Ｈ24)

85.1% 90%

仕上げ磨きをしている幼
児の割合【再掲】

1歳6か月児健康診査
92.0％
（Ｈ24）

95.0% 100%

3歳児健康診査
94.2％
（Ｈ24）

97.7% 100%

1日3回主食、主菜、副菜のそろった食事をし
ている幼児の割合【再掲】

20.8%
（Ｈ24）

22.7% 50%

朝食を欠食することがある幼児の割合【再掲】
（減）

4.6%
（Ｈ24）

3.5% 0%

外食と比べて薄味にしている家庭の割合
【再掲】

61.2%
（Ｈ24）

63.9% 70%

家族一緒に楽しく食事をしている幼児の割合
【再掲】

96.7%
（Ｈ24）

96.7% 100%

フッ化物応用をしている3歳児の割合【再掲】
26.7%
（Ｈ24）

41.7% 50%

0～4歳児の不慮の事故による死亡件数（減） 1件 0件 0件

健康教育実施回数（子どもの事故予防）
3回

（H24）
3回 10回

子どもの心肺蘇生法を知っている人の割合
（4か月児）

53.9% 35.8% 60%

事故予防に気をつけている人の割合 82.0% 86.0% 90%

子どものけが・事故を経験したことのある人の
割合（減）

13.7％
（H24）

12.5% 5%

⑥支援が必要な子どもは、
適切なサービスが受けら
れる。

養育支援ネットを活用している医療機関の割合
【再掲】

61.5% 61.5% 100%

要支援児の家庭訪問等実施率 60.7% 67.1% 95%

⑦市民は、子育てに関心を
持ち、自ら参加できる範
囲で子育てに関わる。

1日3回主食、主菜、副菜のそろった食事をし
ている幼児の割合【再掲】

20.8％
（H24)

22.7% 50%

朝食を欠食することがある幼児の割合【再掲】
（減）

4.6％
（H24)

3.5% 0%

外食と比べて薄味にしている家庭の割合
【再掲】

61.2％
（H24)

63.9% 70%

家族一緒に楽しく食事をしている幼児の割合
【再掲】

96.7％
（H24)

96.7% 100%

マタニティマークの利用率 64.0% 51.9% 70%



基本目標2基本目標2
市民がいきいきと満足して過ごすために、本人が希望する場所で、
必要な医療や介護、生活支援が受けられる体制を整える。

達成すべき目標 評　価　指　標 Ｈ23年度実績 Ｈ28年度実績 目標値

①市民は、生活習慣病に対
する正しい知識を持つ。

健康教育実施回数 93回 64回 100回

適正体重に近づけようとする人の割合 55.6% 55.8% 70%

喫煙率（減） 16.7% 15.1% 12.1%

歯間部清掃用具を使う人の割合 37.9% 44.6% 50%

運動習慣のある人の割合 35.7% 35.7% 46%

②行政は、喫煙による健康
被害を防ぐための環境づ
くりを支援する。

育児期間中の両親の喫煙
率【再掲】（減）

父親 未把握 38.0% 20%

母親 未把握 4.3% 4%

禁煙協力店舗数 238店舗 311店舗 340店舗

タバコ売上本数（減） 8億9,840万本 7億7,715万本 7億本

喫煙率【再掲】（減） 16.7% 15.1% 12.1%

③行政は、受診行動を促す
ために健（検）診に関す
る適切な情報を提供す
る。

健康教育実施回数【再掲】 93回 64回 100回

がん検診無料クーポン券
の利用率

市民がん巡回検診 7.1% 10.0% 16.7%

レディース検診 20.1% 25.9% 26.4%

特定健康診査受診率（国保） 32.5% 36.3% 60%

④企業は、社員のこころの
病気を予防できる体制を
整備する。

こころの健康教育や講演会の実施回数 15回 21回 25回

メンタルヘルス対策に取り組む事業所の割合
54.4％
（H24）

71.9% 90%

⑤行政は、こころの安定を
図れるための環境づくり
を支援する。

こころの健康教育や講演会の実施回数【再掲】 15回 21回 25回

各連携会議の開催回数 23回 145回 150回

新規入院患者数（医療保護入院）（減）
200人
（H24）

222人 190人

⑥行政は、保険者がハイリ
スク者に的確な保健指導
を実施できるよう支援す
る。

健康教育実施回数【再掲】 93回 64回 100回

適正体重に近づけようとする人の割合【再掲】 55.6% 55.8% 70%

喫煙率【再掲】（減） 16.7% 15.1% 12.1%

歯間部清掃用具を使う人の割合【再掲】 37.9% 44.6% 50%

運動習慣のある人の割合【再掲】 35.7% 35.7% 46%

がん検診無料クーポン券
の利用率【再掲】

市民がん巡回検診 7.1% 10.0% 16.7%

レディース検診 20.1% 25.9% 26.4%

特定健康診査受診率（国保）【再掲】 32.5% 36.3% 60%



達成すべき目標 評　価　指　標 Ｈ23年度実績 Ｈ28年度実績 目標値

⑦行政は、病院が専門性に
応じた医療を提供できる
よう支援する。

健康教育実施回数【再掲】 93回 64回 100回

がん検診無料クーポン券
の利用率【再掲】

市民がん巡回検診 7.1% 10.0% 16.7%

レディース検診 20.1% 25.9% 26.4%

特定健康診査受診率（国保）【再掲】 32.5% 36.3% 60%

⑧行政は、脳卒中で後遺症
を残さないための体制を
整備する。

脳卒中患者における自立退院者の割合 66.0% 66.3% 70%

第2号被保険者の脳卒中要介護者の割合（減） 50.5% 55.7% 45%

⑨行政は、新規に糖尿病か
ら透析に移行する人を減
らすための体制を整備す
る。

新規人工透析導入者数（国保）（減） 75人 63人 57人

⑩市民は、こころの病気や
障害があっても希望する
場所で暮らすことができ
る。

アウトリーチ 未実施 未実施 実施

定期病状報告数（減） 400人 352人 340人

支援者研修会参加人数 未実施 446人 500人

自助グループ参加者数 延1,730人 延1,309人 延2,000人

自主的な勉強会・講演会の開催回数 179回 39回 200回

ピアサポーターの活動支援 未実施 実施開始 継続

⑪市民は、終末期までのラ
イフスタイルについて自
己決定できる。

健康教育実施回数【再掲】 93回 64回 100回

がん検診無料クーポン券
の利用率【再掲】

市民がん巡回検診 7.1% 10.0% 16.7%

レディース検診 20.1% 25.9% 26.4%

特定健康診査受診率（国保）【再掲】 32.5% 36.3% 60%



基本目標3基本目標3
市民が何歳になっても、自分らしくいきいき過ごすために、
みんなが支えあって、健康に暮らせるまちをつくる。

達成すべき目標 評　価　指　標 Ｈ23年度実績 Ｈ28年度実績 目標値

①市民は、住民主体で介護
予防の取り組みができ
る。

高齢者の見守り、助け合い活動への参加意思を
持つ人の割合

43.2% 32.0% 50%

地域健康づくり活動へ参加する高齢者数 未実施 8,959人 14,000人

自主的に地域健康づくり活動を行う団体数 未実施 367グループ 770グループ

②行政は、必要なときに適
切な医療や介護を受ける
ことができる体制づくり
を支援する。

拠点病院の平均在院日数（減） 37日 31.7日 28日

日常生活動作能力の改善度合（FIM利得） 19点 23.3点 24点

一般病院の平均在院日数（減） 17日 22日 9日

要介護者の再入院率 3.6% 4.9% 5%

精神科病院受診ルールの運用率 未実施 30.0% 75%

訪問型評価チーム訪問数 未実施 延91人 延100人

生活支援検討会議件数 未実施 延58件 延64件

③市民は、障害や病気が
あっても希望する場所で
暮らすことができる。

健康教育実施回数【再掲】 93回 64回 100回

がん検診無料クーポン券
の利用率【再掲】

市民がん巡回検診 7.1% 10.0% 16.7%

レディース検診 20.1% 25.9% 26.4%

特定健康診査受診率（国保）【再掲】 32.5% 35.8% 60%

健康相談者数 2,838人 1,155人 1,300人

④市民は、交流の場を通じ
ていつまでも元気に暮ら
すことができる。

自主グループ参加者数 延3,095人 延4,795人 延4,800人

⑤行政は、全市域にわたる
入院医療と在宅ケアの連
携ルールづくりを支援す
る。

介護認定更新時の介護等認定区分の改善率 未把握 9.6% 10.5%

地域ルールの運用 未実施 ルールの作成
全市域

での運用

⑥行政は、地域包括支援セ
ンターが生活圏域のコー
ディネーターになれるよ
うに体制を整備する。

連絡会の開催回数 27回 66回 72回

地域包括支援センター主催事例検討会議の開催
回数

74回 260回 330回

地域包括支援センターが事例検討会の開催を支
援した件数

137件 284件 600件

⑦市民は、いつまでも自立
を目指した取り組みを行
う。

高齢者への健康教育や啓発事業の参加者数 3,397人 12,764人 14,000人

介護認定更新時の介護等認定区分の改善率
【再掲】

未把握 9.6% 10.5%

⑧市民は、地域で要介護者
を支えるまちづくりをす
すめる。

既存の見守りサービスより効果的なツールの開
発

未実施 ツールの開発 運用

食に関する統一評価シートの策定 未実施
病院間
の連携

シート
の策定

姫路市健康福祉局  保健所
〒670-8530  姫路市坂田町３番地

電話（079）289-1697　FAX（079）289-0210
E-Mail：hokensho-kenko@city.himeji.lg.jp　URL：http://www.city.himeji.lg.jp/hokensho/

（※「ひめじ健康プラン」はホームページでご覧いただけます。）


