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事務事業名 健康診査等事業 事業開始年度 Ｈ 17
4221-1

担当部 市民健康部 担当課 健康づくり推進課 担当係 保健事業係

年度
事務事業コード

法定
根拠

高齢者の医療の確保に関する法律

通常管理 健康増進法

実施方法（全てチェック）

事業の
性質

簡易管理

１．事業概要　「PLAN（計画）」

総合計画上の
位置づけ

（ 章 ） 4.みんなが生涯現役で住みよい健康長寿のまちの形成

（ 節 ） 2.こころとからだの健康づくり

（施策） 2.保健活動

めざす
目的成果

※市民や地域がどのような状態になることをめざすのか

市民の多くが健康診査及び各種がん検診を受診し、健康意識を高めることにより、早期発見・早期治療に
よる重症化予防や市民の健康増進が図られている。

事業内容
(手段、手法など）

※どのような活動を行い、どのようなサービスを提供するのか

・年度当初に健診に関する情報を周知するために「佐久市健康カレンダー」を作成し、各世帯に配布
　する。
・4月から5月上旬にかけて、健診対象者に「佐久市健（検）診受診券」を送付する。
・受診の有効期限は翌年2月末日までとする。
・個別健診は、佐久医師会へ委託し、市内医療機関で実施する。
・地域集団健診は、対応可能な医療機関へ委託し、市内37会場で実施する。
・各種がん検診は、佐久医師会と対応可能な医療機関に委託し、市内医療機関と検診車で実施する。
・広報紙により地域集団健診の日程を随時周知する。
・未受診者へは、ハガキや電話で受診勧奨を行い受診率向上を図る。

２．実施結果　「DO（実施）」

単位：千円 25 年度(決算）(千円） 26 年度(決算）(千円） 27 年度(予算）(千円）

コ
ス
ト

事
業
費

需用費 4,487 4,683 5,205
委託料 34,960 32,576 38,370
繰出金 55,374 58,655 73,700

19,821 19,788 24,190
事業費合計 114,642 115,702 141,465
負担金他

人
件
費

常勤職員 2.10 人 14,574 2.00 人 13,580 2.00 人 13,580
非常勤職員等 3,230 時間 3,582 2,439 時間 2,341 2,439 時間 2,341

人件費合計 18,156 15,921 15,921
総事業費 132,798 131,623 157,386

財
源
内
訳

国庫支出金 4,198 1,936 3,319
県支出金 1,120 1,106 1,121
地方債
その他特定財源 21,979 21,207 23,166
一般財源 105,501 107,374 129,780

財源合計
※前年度に実際に実施した活動の内容や量

・基本健診は、地域集団健診を37会場（内、土日6日間）で、個別健診を34医療機関で実施した。
・各種がん検診は、医療機関及び検診車（乳がん13日間、子宮頸がん10日間）で実施した。
・10月を「国保特定健診受診促進月間」とし、大型ショッピングセンターと健康づくり市民のつどいにおいて、市
民へチラシやティッシュを配布し健（検）診受診の啓発活動を行った。
・広報佐久、ホームページ、フェイスブック等で、健（検）診受診の周知を行った。
・地域集団健診及び検診車の申込状況を随時把握し、未受診者に対する受診勧奨を実施した。
　（回覧板１回、はがき11,972通、電話1,747人）
・医療機関に通院中の方が、特定健診に相当する検査を実施した場合の、検査結果書の提出依頼を医療機関へ実施
した。

132,798 131,623 157,386OK OK OK

活動指標
※何をどのくらいやったかを

把握するためのものさし

指標の説明
※指標の内容と設定理由を説明

単位
25 （実績） 26 （実績） 最終目標値

25 （目標） 26 （目標） 27 （目標） 目標年度

特定健診の受診者数 佐久市国保特定健診受診者数 人
6,498 集計中 ― 10,506

6,950 7,834 8,721 H 29 年度

―

H 年度
成果指標

※どのような効果があったかを
把握するためのものさし

指標説明
※指標の内容と設定理由を説明

単位
25 （実績） 26 （実績） 最終目標値

25 （目標） 26 （目標） 27 （目標） 目標年度

特定健診の受診率
国保特定健診の受診率
受診率は実施計画の目標値

％
37.1 集計中 ― 65

40 45 50 H 29 年度

―

H 年度

H 26 年度

実施内容

法定受託事務 義務的自治事務（定型） 任意の自治事務（定型）

義務的事務（不定型） 任意の自治事務（不定型）

市が直接実施 委託又は指定管理 補助金・負担金 その他



（ ）

（ ）

（ ）

平成 年度　業務委託、指定管理、工事請負、補助等対象団体の概要

Ｈ 金額

３．事業の分析　「ＣＨＥＣＫ（評価）」

達成度

判定
＜説明＞

特定健診の６月12日現在の暫定受診率は、34.7％であり、昨年の同時期と比べ2.1％減である。今後、国保加入者
の異動による対象者数等の増減が予想されるが、昨年度受診率37.1％には届かないと見込まれる。
各種がん検診の受診率は、昨年度と比べ、胃、大腸、肺、前立腺、は横ばいである。子宮、乳がんは無料クーポン
券配布の対象年齢が、限定されたことにより受診率が減少した。

ニーズの
方向性

判定

＜説明＞
市民一人ひとりが健康で暮らしていくために、病気の早期発見の手段として、健（検）診ニーズは増えることが予想される。健
（検）診の積極的な受診勧奨を行う必要がある。

市関与の
必要性

判定

＜説明＞

国民健康保険該当者には、保険者である市が健診等を実施し、一定基準以上の受診率（目標６５％）を達成するこ
とが義務付けられている。また、国民健康保険会計の健全な運営のためにも、医療費を抑制することにつながる健
診の受診率向上には積極的に関与していく必要がある。市民が受診しやすい健（検）診の機会を提供することは必
要である。

年度）

（時期：

事業の
見直し余地

判定

＜説明＞

商工団体やJA団体のほか、各種団体が活動する会合等へ出向き、市民一人ひとりが、健康の大切さを認識できる
よう、市民と向き合った積極的な受診勧奨を展開していく。
休日に健（検）診が可能な医療機関の周知を行っていく。

労働量

４．今後の方向性　「ACTION（改善）」

事業の方向性
（期間：H 年度～H

千円

千円

今後の取組方針

・特に若い世代を対象とした積極的な受診勧奨をしていく。
・休日に健（検）診が可能な医療機関の周知及び地域集団健診の休日開催の周知。
・医療機関主催の公開講座において、特定健診の啓発活動を行う。
・地域の健康増進を図るため、保健補導員の協力を得ながら市民同士のつながりや声かけ運動を強化す
る。

） （時期： ）

投入資源
の方向性

事業費

千円

千円

長野県厚生農業協同組合連合会健康管理センター 委託料

㈱電算

浅間総合病院 負担金

健康管理システム改修

佐久医師会 委託料

㈱電算 委託料

千円

千円40,190計

千円

千円

26

26

長野県健康づくり事業団 委託料

372

432

概　要

5,271

団体名等 費　目

各種がん検診 7,614

委託料 健診受診券発券業務 1,998

※指定管理、長期継続契約の場合は、団体名等の後に例のとおり記載してください。（例：■■■【指定管理（H22～H27）】）
※建設工事及び建設コンサルティング業務については、1行にまとめて記載可とする。（例：団体名等→㈱○○外●者、概要→○○工事外●件）

24,503各種がん検診

子宮頸がん・乳がん検診(車検診）

地域集団健診

増加する方向にある 現状と変わらない 減少する方向にある

社会環境の変化によって、サービス対象者が増えている、増えることが予想される

社会環境の変化により、当該事務事業が解決すべき課題が増えている、増えることが予想される
サービスの拡大や充実を求める意見・要望が増加している

その他

法令等により、市に実施が義務づけられている
民間が実施した場合、市民生活に深刻な影響が生じる
民間で実施することが、収益性や技術面の観点から難しい
市が何らかの関与（監督、指導等）をしないと、問題が発生する可能性がある
その他

民間委託や指定管理者制度の活用などの事業手法の見直しの余地がある

事業費や人件費などのコストを圧縮する工夫の余地がある

業務の進め方や手続き（業務プロセス）を簡略化・簡素化する余地がある

社会情勢やニーズの変化等により、サービスの対象・量・水準を見直す余地がある

受益者負担のあり方について見直す余地がある

成果を高める工夫の余地がある

その他

現状のまま継続 見直しして継続 休止

廃止・中止 完了今年度中 来年度 今年度中 来年度

まだ取組成果が十分にあがっておらず課題が解決しきれていないため、ニーズは今後も増える、増えることが予想される

目標よりも大きな成果が得られた 概ね目標の成果が得られた 目標とする成果が得られなかった

必要性が高い 必要性がある程度認められる 必要性が低い、ない

拡大 現状のまま 縮小

拡大 現状のまま 縮小

見直す余地がありすぐに実施 見直す余地があるが時間が必要 見直す余地がない


