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H 27 年度 ※前年度に実際に実施した活動の内容や量

実施内容
地区ウォーキングステーション14ブロック、ピンピン講座年4回開催（内1回は室内運動）、地区自主活動10地区実
施。結果報告会集団指導時説明（H27年度36会場実施）、特定保健指導時各々の状態に合わせて対象者主体で
食事・運動計画を作成。
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２．実施結果　「DO（実施）」

単位：千円 26 年度(決算）(千円） 27 年度(決算）(千円） 28 年度(予算）(千円）

1.健康増進

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

市民は自らの健康のため自主的に運動に取り組むとともに、食生活などに気を配ることで、高齢となっ
ても健康を維持している。

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

【地区ウォーキングステーション】
　地域で保健活動を担っている保健補導員にウォーキングを学んでいただくとともに、地区への普及も図る。
　・保健補導員会ブロック研修会（14ブロック）でウォーキングの基礎講習を実施
　　　内容：正しい歩き方の指導、靴の履き方、ストレッチ指導
　・保健補導員の地区自主活動にて、各地域でウォーキングを実施
　・ウォーキングマップを利用、普及する。
【ピンピン講座】
　食と運動の両面から健康意識の向上を図る。
　　年4回（本庁・支所エリア）ウォーキングや室内運動を実践するとともに、ぴんころ食（健康食）の紹介と
　　試食を実施
【佐久市プラステン活動・ベジファースト活動・運動マイプラン活動】
　・佐久市プラステン活動（今より10分多く体を動かそう）、ベジファースト活動（野菜から先に食べよう）、
　　運動マイプラン活動（自分で計画を立てて運動しよう）をスローガンとし、その普及を図る。
　・地域集団健診結果報告会時や特定保健指導時に、説明、実践に向け対象者と共に計画する。

実施方法（全てチェック）

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）

事業の
性質

簡易管理 法定
根拠

健康増進法・老人保健法

通常管理 高齢者の医療確保に関する法律

Ｈ 24 年度
事務事業コード 4212-13

健康増進係

27

事務事業名 ヘルスアップ推進事業 事業開始年度

担当部 市民健康部 担当課 健康づくり推進課 担当係

403

600

12

164

12

180

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
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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

※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）

計 0 千円

千円

※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）】）

千円

千円

千円

千円

今後の取組方針

市民の健康意識の向上のため、団体等と協力しながら効果や実施体制について検証していく。
ウォーキングマップの活用とウォーキング活動の地域定着に向けて、ピンピン講座と保健補導員会ブロック研
修会・地区自主活動にてウォーキングマップを活用しながら地区でのウォーキングの更なる普及・推進を図っ
ていく。
佐久市プラス10活動・ベジファースト活動・運動マイプラン活動を推進していく。

27

団体名等 費　目 概　要 27
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４．今後の方向性　「ACTION（改善）」

事業の方向性

（期間：H 年度～H 年度）

（時期：

事業の
見直し余地

判定

＜説明＞
将来は、市民の自主的な活動につなげていくために、市主体から市民主体としていくことが望ましい。
市民団体等が自主的に実施できるように情報提供等の支援を実施し、状況に応じて市の関与を小さくしていく。
また、外部への委託も検討していく余地がある。

市関与の
必要性

判定

＜説明＞
平成26年度実施の保健補導員会市民アンケート（市民1,200人対象）によると、ウォーキング実施者は全体の2割程
度であった。このことから、特に運動に時間がとれない方に向けて、「日常生活の少しの工夫で運動ができ、なおか
つ継続ができる方法」を提案する必要があるという結果となった。そのため、現時点では市の関与が必要と考える。

ニーズの
方向性

判定

＜説明＞
健康づくりに関する市民の関心は高まる方向であることから、運動などの予防活動、実践へのニーズも同様と考え
る。

３．事業の分析　「ＣＨＥＣＫ（評価）」

達成度

判定
＜説明＞
若年層の健康意識や正しい生活習慣の習得に対して力を入れるために、昨年度と実施形式を変えたため、ウォー
キングステーションの延べ人数は、昨年度より増加、目標値より多くなった。
また、協力員の延べ人数は減少したが、協力員から指導員として協力を得られた方もおり、地域での自主的実践へ
つながりやすくなっていると考えられる。
しかし、更なる協力体制の強化について検討も必要である。

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



ヘルスアップ推進事業

【ウォーキングマップ】

＊マップ検証様子 ＊アンケート結果、ポスター展示

＊ウォーキングマップ
H26年10月号広報と共に「36,000部」佐久市全戸配布を行いました。

ウォーキングマップや詳細マップに関し、市内外(上田市民、小諸市民)から問い合わせもありました。

【ウォーキングステーション】

★H24～H26年度までの実績

また、ヘルスアップ推進会議にて、リーダー研修会として協力員が講習を受けました。

＊ヘルスアップ推進会議様子

＊ウォーキングステーション様子

健康づくり推進課とヘルスアップ推進会議の協力員（保健補導員会、食生活改善推進委員、スポーツ推進
員、各種スポーツ団体）の皆さんのご協力を得て作成しました。

健康アンケートの結果(ウォーキングについての意識調査)とウォーキングの啓発ポスターを市内5会場で巡
回展示し、市民の皆さんへ健診を呼びかけたりウォーキングに対する意識の向上に努めました。

ウォーキングを自主的に継続し取り組むための足掛かりの一つとして、ウォーキングステーション（ウォーキ
ング教室）の開設をしました。

※実施会場
H24年度：駒場公園
H25年度：平日支所コース、休日駒場公園
H26年度：平日支所コース・春日の森、休日駒場公園
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★H27年度の実績

平成27年度

①ウォーキング地区ステーション17回 673名

②地区自主活動 10回 172名

※ピンピン講座

食と運動の両面から意識の向上を行うために、同時開催（4回/年実施）。

実際にウォーキングマップに沿いウォーキングを行いました。また、室内運動の講習がありました。

【佐久市プラス10活動・ベジファースト活動・運動マイプラン活動】

地域集団健診結果報告会（H27年度：36会場）にて、集団講話や①の資料を配布し説明、推奨しました。
また、特定保健指導時に、②の資料を用いて運動の計画を対象者主体で計画し、支援しています。

①資料

＊結果報告会様子

②資料
＊プラス10運動パンフレット

③佐久市プラス10活動・ベジファースト活動・運動マイプラン活動の推奨

①マップ活用とウォーキング活動の地域定着に向けて、保健補導員会のブロック研修会、ピンピン講座に
てウォーキングを行いました。ブロック研修会では、保健補導員全員へウォーキングマップ配布、周知しま
した。

②地区自主活動では、ウォーキングマップのある箇所や、自分たちの地域で歩きたいという事で、マップに
ない場所を歩いた地域もありました。

H24～H26年度まで実施した結果、ウォーキングの参加年代が60代70代が多くなってきている事と、自分た
ちで歩くことができ始めており参加人数の減尐がみられたことにより、H27年度は以下の通り、実施形態を
見直し実施してきました（上記表：参加年代の変化）。

総計845名 

運動や食事の計画をた
てる（マイプラン） 


