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はじめに 

国民健康保険事業は、町民の健康と生活を支える大切な制度で安定的な運営が重要です。 

しかし、人口減少や高齢者比率の増加に伴う医療費の増加に加え、近年の経済不況に伴う失業者の

急増などにより、国民健康保険の財政は危機的な状況にあります。 

また、平成 27 年 5 月 27 日には「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一

部を改正する法律」が成立しており、国民健康保険においては平成 30 年度から都道府県が財政運営の

責任主体となり安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国保運営の中心的な役割を担うことで制

度の安定化を目指すこととなっております。 

このように、国民健康保険を取り巻く状況は大きく変化しようとしていますが、どのような状況下におい

ても国民健康保険は、国民皆保険を基礎として健全かつ安定的な運営を確保する必要があります。 

 こうした状況の中、「保健事業」を通じた健康の増進や健康に対する意識の向上、および疾病の予防

による医療費の適正化に向けた取り組みの重要性がますます高まってきております。小平町においても、

法律で実施を義務付けられた平成 20 年度以降、特定健康診査および特定保健指導の実施や、各種疾

病予防のための様々な保健事業を実施してまいりました。 

 今後は国保データベースシステム（KDB システム）等に蓄積された情報を活用し、データヘルス計画を

作成するとともに、数値に基づいた分析により、効果的かつ効率的な事業推進を図ることで、さらなる改

善に取り組んでまいります。 

 

令和 2 年 3 月 

小平町長  関 次雄
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第 1 章 データヘルス計画の概要 

1 データヘルス計画の背景 
近年、特定健康診査及び後期高齢者に対する健康診査（以下「特定健診等」という。）の実 

施や診療報酬明細書（以下「レセプト」という。）等の電子化の進展、市町村国保、国保組合 

及び後期高齢者医療広域連合（以下「広域連合」という。）（以下「保険者等」という。）が健康

や医療に関する情報を活用して被保険者の健康課題の分析、保健事業の評価等を行うため 

の基盤整備が進んでいます。こうした中、平成 25 年 6 月 14 日に閣議決定された「日本再興

戦略」において、「全ての健康保険組合に対し、レセプト等のデータの分析、それに基づく加入

者の健康保持増進のための事業計画として「計画」の作成、公表、事業実施、評価等を求め

るとともに、市町村国保が同様の取組を行うことを推進する。」とされ、保険者はレセプト等を

活用した保健事業を推進することとされています。  

  

平成 27 年 5 月に成立した「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等

の一部を改正する法律」により、国民健康保険については、都道府県が財政運営の責任主体

と なり、市町村ごとの国保事業納付金の額の決定を行うとともに、保険者に参画して財政運

営を都道府県単位化することとなりましたが、保健事業などの医療費適正化の主な実施主体

は これまでどおり市町村が行います。また、医療保険加入者の予防・健康づくりを進め、ひい

ては医療費の適正を進めるため、国民健康保険制度改革の中で公費による財政支援の拡充

を行う一環として、新たなインセンティブ制度である保険者努力支援制が創設されます。  

  

こうした背景を踏まえ、保健事業の実施等に関する指針（厚生労働省告示）（以下「国指針」 

という。）の一部を改正する等により、保険者等は健康・医療情報を活用してＰＤＣＡサイク ル

に沿った効果的かつ効率的な保健事業の実施を図るための保健事業の実施計画（データヘ 

ルス計画）を策定したうえで、保健事業の実施・評価・改善等を行う ことにしました。  

  

小平町においては、国指針に基づき、「第 2 期データヘルス計画」を定め、生活習慣病対策

をはじめとする被保険者の健康増進により、医療費の適正化及び保険者の財政基盤強化が

図られることを目的とします。 

 

2 データヘルス計画の概要 
（1）データヘルス計画の位置づけ 

データヘルス計画とは、健康・医療情報を活用して PDCA サイクルに沿った、効果的かつ効

率的な保健事業の実施を図るための保健事業の実施計画です。 

データヘルス計画は、21 世紀における国民健康づくり運動「健康日本 21（第二次）」に示さ

れた基本方針、及び保健事業の中核をなす特定健診及び特定保健指導の具体的な実施方

法を定める「特定健診等実施計画」をふまえ策定します。 
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 図 1 特定健診・特定保健指導と健康日本 21（第二次） 

 

 

（2）他の計画との関連付け 

データヘルス計画は、以下の施策や計画との整合性を図るものとします。 

○第 6 次小平町総合計画（平成 30 年度～平成 39 年度） 

○第 1 期小平町健康増進計画（平成 30 年度～平成 39 年度） 

○第 7 期小平町高齢者福祉計画 介護保険事業計画（平成 30 年度～平成 32 年度） 

○第 3 期小平町特定健康診査等実施計画（平成 30 年度～平成 32 年度） 

 

（3）計画の期間 

令和 2 年度から令和 5 年度（4 年間） 
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第 2 章 人口・健診・医療データ分析と課題の把握 

1 人口と被保険者 
（1）人口 

平成 31 年 1 月現在、人口 3,168 人、65 歳以上の高齢者人口は 1,247 人、65 歳以上の高

齢化率は 39.4％となっています。 

 

 

出典：住民基本台帳        

（2）人口と世帯数の推移 

人口と世帯数ともに一貫して減少傾向を示しています。 

 

 

出典：住民基本台帳      
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（3）被保険者の推移 

平成 29 年における国保被保険者は 853 名、国保の高齢化率は 42.8％となっています。人

口の推移と同様に、国保被保険者数も減少傾向を示しています。 

また、国保被保険者の高齢化率をみると、平成 26 年ごろまではほぼ横ばいとなっていまし

たが、平成 27 年以降は上昇傾向にあります。 

 

 
出典：国民健康保険事業年報       
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2 平均寿命・健康寿命と死亡の状況 
（1）平均寿命 

平均寿命の推移をみると、男女ともに長寿化の傾向がみられます。また、男女ともに北海

道平均とほぼ同水準となっています。 

 

 
出典：KDB システム「地域の全体像の把握」 

 

（2）健康寿命 

健康寿命とは、介護保険の介護情報（要介護 2～5 の認定者数）と人口、死亡者数を基礎

情報として、「日常生活動作が自立している期間の平均」を算出したものです。 

平成 30 年における健康寿命は、男性は 77.4 歳、女性は 84.0 歳となっており、女性は北海

道平均を 0.2 歳上回っていますが、男性は 1.4 歳下回っています。 

 

 
出典：KDB システム「地域の全体像の把握」 
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（3）死亡の状況 

平成 19 年から平成 27 年までの 9 年間の死因をみると、「悪性新生物」が 34.2％と最も多

く、全体の 3 分の 1 以上を占めています。以下、「心疾患（高血圧性を除く）」26.1％、「老衰」

14.0%、「肺炎」12.6％、「脳血管疾患」5.4％の順で多くなっています。 

 

 

出典：道北地域保健情報年報 
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3 健診データ分析 
（1）特定健診受診率の推移 

平成 30 年の特定健診受診率は 34.4％で、北海道平均の 26.0％を上回っており、全国平均

と同水準となっています。 

受診率は概ね全国平均を上回って推移していましたが、平成 25 年以降は受診率が低下傾

向を示しています。 

 

 

出典：KDB システム「地域の全体像の把握」  

 

（2）性別・年齢階層別受診状況 

特定健診受診率を性別にみると、女性の方が男性よりも受診率が高くなっています。 

年齢階層別にみると、男性は 60～64 歳の年代が 21.9％で最も受診率が低く、女性は 40～

44 歳代が 11.8％で最も低くなっています。 

 

 
出典：KDB システム「厚生労働省書式（様式６－９）健診受診状況（被保険者数及び健診受診者のピラミッド）」 
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（3）メタボリックシンドローム判定 

メタボリックシンドローム該当率の推移をみると、平成 27 年には 15.3％まで低下しましたが、

その後大幅に上昇し、平成 30 年には 23.0％と 4 人に 1 人の割合まで高くなっていました。 

 

出典：KDB システム「地域の全体像の把握」  

 

メタボリックシンドローム該当率と予備群該当率の男女別推移をみると、ともに男性のほう

が女性よりも該当率が高く推移しています。 

メタボリックシンドローム該当率は、男女ともに上昇傾向を示しています。予備軍該当率は

男性は上昇傾向にありますが、女性はほぼ横ばいとなっています。 

 

 

出典：KDB システム「地域の全体像の把握」  
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（4）健診項目ごとの有所見割合 

＜総計＞ 

健診項目別有所見割合を見ると、「BMI」「腹囲」「ALT（GTP）」「空腹時血糖」「拡張期血圧」

「収縮期血圧」の 6 項目における有所見割合が、全国平均を 20％超上回っています。 

 

出典：KDB システム「厚生労働省様式（6-2～7）健診有所見者状況（男女別・年代別）」 

  

北海道 全国

人数 割合 割合 割合

ＢＭＩ 85人 41.7% 29.6% 26.1%

腹囲 82人 40.2% 32.3% 33.2%

中性脂肪 43人 21.1% 20.5% 21.3%

ALT(GTP） 36人 17.6% 15.6% 14.4%

HDLコレステロール 8人 3.9% 3.8% 4.4%

空腹時血糖 75人 36.8% 23.4% 23.6%

HbA1c 129人 63.2% 53.3% 57.0%

収縮期血圧 121人 59.3% 46.3% 45.7%

拡張期血圧 81人 39.7% 19.8% 19.3%

LDLコレステロール 113人 55.4% 55.3% 53.6%

クレアチニン 2人 1.0% 0.9% 1.0%

項目
小平町

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

小平町 北海道 全国
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＜男性＞ 

男性の健診項目別有所見割合を見ると、総計と同様に、「BMI」「腹囲」「ALT（GTP）」「空腹

時血糖」「拡張期血圧」「収縮期血圧」の 6 項目における有所見割合が、全国平均を 20％超上

回っています。 

 

出典：KDB システム「厚生労働省様式（6-2～7）健診有所見者状況（男女別・年代別）」  

北海道 全国

人数 割合 割合 割合

ＢＭＩ 46人 52.9% 37.4% 32.3%

腹囲 57人 65.5% 53.0% 52.6%

中性脂肪 25人 28.7% 27.7% 28.2%

ALT(GTP） 26人 29.9% 23.9% 21.4%

HDLコレステロール 6人 6.9% 7.1% 8.1%

空腹時血糖 40人 46.0% 30.7% 30.3%

HbA1c 57人 65.5% 55.2% 57.2%

収縮期血圧 54人 62.1% 51.0% 49.3%

拡張期血圧 39人 44.8% 25.9% 24.8%

LDLコレステロール 40人 46.0% 50.5% 48.4%

クレアチニン 2人 2.3% 1.8% 2.1%

項目
小平町

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

小平町 北海道 全国
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＜女性＞ 

女性の健診項目別有所見割合を見ると、「BMI」「空腹時血糖」「拡張期血圧」「収縮期血圧」

の 4 項目における有所見割合が、全国平均を 20％超上回っています。 

 

出典：KDB システム「厚生労働省様式（6-2～7）健診有所見者状況（男女別・年代別）」 

  

北海道 全国

人数 割合 割合 割合

ＢＭＩ 39人 33.3% 24.0% 21.3%

腹囲 25人 21.4% 17.4% 18.2%

中性脂肪 18人 15.4% 15.2% 16.0%

ALT(GTP） 10人 8.5% 9.6% 9.0%

HDLコレステロール 2人 1.7% 1.3% 1.6%

空腹時血糖 35人 29.9% 18.0% 18.4%

HbA1c 72人 61.5% 51.9% 56.8%

収縮期血圧 67人 57.3% 43.0% 42.9%

拡張期血圧 42人 35.9% 15.5% 15.0%

LDLコレステロール 73人 62.4% 58.8% 57.7%

クレアチニン 0人 0.0% 0.2% 0.2%

小平町
項目

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

小平町 北海道 全国
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（5）質問票調査（生活習慣データ） 

特定健診の質問票調査に基づく生活習慣データについて、全国平均を 20％超上回ってい

る生活習慣が「喫煙」「1 日 30 分以上運動習慣なし」「一日飲酒量」など 4 項目ありました。 

 

出典：KDB システム「質問票調査の状況」  

生活習慣データ

項目 小平町 北海道 全国

喫煙 18.2% 16.6% 14.1%

1日30分以上運動習慣なし 72.9% 62.4% 59.8%

1日1時間以上運動なし 47.3% 46.6% 47.8%

食べる速度が速い 32.0% 29.8% 27.8%

週3回以上就寝前2時間以内夕食 15.3% 15.4% 16.7%

毎日夕食後に間食 17.2% 20.6% 20.7%

週3回以上朝食を抜く 9.9% 10.5% 9.0%

毎日飲酒 16.7% 21.9% 25.7%

時々飲酒 28.1% 26.8% 22.7%

一日飲酒量1～2合未満 28.3% 26.0% 23.6%

一日飲酒量2～3合未満 22.8% 11.5% 9.3%

一日飲酒量3合以上 2.2% 3.4% 2.7%

睡眠不足 21.2% 23.0% 25.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

睡眠不足

一日飲酒量3合以上

一日飲酒量2～3合未満

一日飲酒量1～2合未満

時々飲酒

毎日飲酒

週3回以上朝食を抜く

毎日夕食後に間食

週3回以上就寝前2時間以

内夕食

食べる速度が速い

1日1時間以上運動なし

1日30分以上運動習慣なし

喫煙

全国 北海道 小平町
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①喫煙 

喫煙習慣のある人の割合の 5 年間の推移をみると、総計、男女ともにほぼ横ばいとなって

います。 

平成 30 年において全国平均と比較すると。総計 18.2％に対して全国平均 14.1％で 4.1％上

回っています。男性は 32.2％に対して全国平均 24.4％で 7.8％、女性は 7.8％に対して全国平

均 6.0％で 1.8％ともに上回っています。 

平成 30 年の疾病別医療費では「肺がん」が第 6 位と上位になっていることからも、肺がんリ

スクを高める喫煙習慣の改善は課題となっています。 

 

 

出典：KDB システム「質問票調査の状況」  
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②1 日 30 分以上運動習慣なし 

1 日 30 分以上の運動習慣がない人の割合をみると、総計、男女ともに高い割合にとどまっ

ています。高齢化による影響もあり、運動習慣のない人の割合は今後も高い状態が続くことが

見込まれます。 

 

 

出典：KDB システム「質問票調査の状況」  
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③飲酒 

飲酒量（2～3 合、3 合以上の合計）の推移をみると、特に男性の割合が高いことが分かりま

す。また、女性について、男性よりは低いものの、女性の全国平均と比較すると高い状態が続

いています。 

飲酒頻度でみると、「毎日飲酒」の人の割合は全国平均以下となっていますが、反面で飲

酒量は多くなっていることが分かります。 

 

＜飲酒量（2～3 合、3 合以上の合計）＞ 

 

出典：KDB システム「質問票調査の状況」  
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（5）特定保健指導実施率の推移 

特定保健指導実施率は、特定健診の結果により特定保健指導の対象者になった方のうち、

特定保健指導の終了にまで至った方の割合です。 

平成 27 年度は実施率が 0％となっていましたが、平成 29 年度には 61.3％まで上昇しまし

た。平成 30 年度にはやや低下して 43.3％となりましたが、全国平均を上回っています。実施

率が向上した要因としては対象者が利用しやすいよう、実施方法や内容を見直したことが挙

げられます。 

   

 

出典：KDB システム「地域の全体像の把握」   
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４ 医療費分析 
（1）医療環境の状況 

医療環境の状況（人口千人当たり）を見ると、全国平均と比較して医師数がかなり少ない状

況となっています。一方で、外来患者数が全国平均値を大きく上回っています。 

 

出典：KDB システム「地域の全体像の把握」 

 

（2）一人あたり医療費の推移 

一人あたり医療費の推移をみると、平成 25 年には全国平均を 1 万円以上上回っていまし

たが、平成 29 年にはほぼ全国平均の水準まで低下しました。平成 30 年には再び上昇に転じ

ています。 

 

 出典：KDB システム「健診・医療・介護データからみる地域の健康課題」  

項目 小平町 北海道 全国

病院数 0.0 0.5 0.3

診療所数 3.7 2.8 3.3

病床数 0.0 79.0 50.7

医師数 1.2 11.0 10.4

外来患者数 771.1 657.8 681.5

入院患者数 24.7 23.2 18.6

合計患者数 795.8 681.0 700.1
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（3）診療費の状況 

診療費の状況の受診率を見ると、外来および入院の受診率が全国平均を上回っています。

一方で、外来および入院の１件当たり日数は全国平均を下回っています。 

１件当たり診療費をみると、外来・入院・歯科いずれも全国平均を上回っています。 

 

 

出典：KDB システム「地域の全体像の把握」 

【参考】 

○一人当たり医療費 

国・都道府県・市区町村などの異なる集団における医療費の比較をするために用いる指標

で、以下の計算式で算出します。 

 

一人当たり医療費 ＝ 医療費総額 ÷ 被保険者数 

 

なお、一人当たり医療費は「受診率」「一件当たり日数」「一日当たり医療費」の３要素に分

解されます。 

 

○受診率（人口千人当たり） 

一定期間内に医療機関にかかった人の割合を示す指標です。受診率が高いということは被

保険者一人が医療機関にかかる回数が多いことを示しています。受診率は以下の計算式で

算出します。 

 

受診率（人口千人当たり） ＝ レセプト総数 ÷ 国保被保険者数 × １０００ 

 

○一件当たり日数 

一つの疾病の治療のために医療機関に通った日数(または、入院した日数)を表す指標で

す。外来の一件当たり日数が多ければ通院頻度が高く、入院の一件当たり日数が多ければ

概ね入院期間が長いものと考えられます。一件当たり日数は以下の計算式で算出します。 

 

一件当たり日数 ＝ 受診延べ日数 ÷ レセプト件数 

 

○一日当たり医療費 

医療費の単価を示す指標です。一日当たり医療費が高いということは、一回の診療あるい

は一日の入院でかかる費用が高いということを示しています。一日当たり医療費は以下の計

算式で算出します。 

 

一日当たり医療費 ＝ 医療費総額 ÷ 受診延べ日数  

外来 入院 歯科 外来 入院 歯科 外来 入院 歯科

小平町 771.1 24.7 104.8 1.4 12.2 2.2 15,110 44,720 8,200

北海道 657.8 23.2 133.0 1.4 15.6 2.0 16,740 36,050 7,640

全国 681.5 18.6 152.8 1.5 15.6 1.8 14,360 32,580 7,070

受診率 1件当たり日数 1日当たり診療費
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５ レセプト分析 
（1）医療費からみた疾病構造 

医療費から疾病の発生状況をみると、入院では「新生物」が最も多く,43.4％を占めています。 

外来では「循環器」「内分泌」「筋骨格」「新生物」の順で医療費が発生していることが分かり

ます。 

   

出典：KDB システム「医療費分析（2）大、中、最小分類」 

 

（2）医療費上位 10 位の推移 

医療費上位 10 位の推移をみると、いずれの年度においても、糖尿病や高血圧症などの生

活習慣病が多く発生しています。また、新生物（がん）について、「大腸がん」」「肺がん」「卵巣

腫瘍（悪性）」が上位に挙がっています。 

 
出典：KDB システム「医療費分析（2）大、中、最小分類」 

  

順位

1位 統合失調症 9.2% 統合失調症 5.9% 糖尿病 7.0% 糖尿病 5.1%

2位
慢性腎不全
(透析あり)

7.9%
慢性腎不全
（透析あり）

5.9% 統合失調症 5.9% 高血圧症 4.4%

3位 高血圧症 5.1% 糖尿病 5.4% 高血圧症 5.2% 大腸がん 4.3%

4位 糖尿病 4.9% 高血圧症 4.9% 関節疾患 4.2%
卵巣腫瘍
(悪性)

3.8%

5位 関節疾患 4.2% 不整脈 4.6% 気管支喘息 2.8% 関節疾患 3.7%

6位 不整脈 3.5% 関節疾患 4.1% 脂質異常症 2.7% 肺がん 2.9%

7位 肺がん 2.8% 狭心症 2.9% 狭心症 2.4% 脂質異常症 2.7%

8位 脂質異常症 2.1% うつ病 2.9% うつ病 2.3% 統合失調症 2.6%

9位 うつ病 2.0% 脂質異常症 2.1% 大腸がん 2.1% 不整脈 2.4%

10位 気管支喘息 1.9% 気管支喘息 2.1%
卵巣腫瘍
(悪性)

1.8% 気管支喘息 2.1%

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年
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（3）高額医療費分析 

 ①患者千人あたり 30 万円以上レセプト患者数 

生活習慣病およびがんについて 30 万円以上の高額レセプトの発生状況をみると、「がん」

が最も多く、かつ全国平均を上回っています。 

 

出典：KDB システム「医療費分析（1）細小分類」 

 

②6 か月以上入院レセプト 

6 か月以上の長期入院のレセプト発生状況をみると、1 件当たりレセプト点数と千人当たり

レセプト数、患者千人当たり入院患者数のいずれも、全国平均を下回っています。 

 

出典：KDB システム「医療費分析（1）細小分類」 

  

小平町 北海道 全国

1 がん 15.811 13.778 10.603

2 高血圧症 10.789 16.719 14.718

3 糖尿病 8.371 11.876 10.033

4 脂質異常症 5.580 9.564 8.191

5 高尿酸血症 2.418 4.512 3.938

6 狭心症 2.046 4.840 4.216

7 脳出血 0.744 1.138 1.049

8 脳梗塞 0.558 3.639 3.285

8 動脈硬化 0.558 2.149 2.627

10 人工透析 0.186 4.274 6.075

10 心筋梗塞 0.186 0.379 0.362

12 脂肪肝 0.000 0.646 0.456

患者千人当たり30万円以上レセプト患者数
平成30年度

6か月以上入院レセプト
平成30年度

小平町 北海道 全国

1件当たり6か月以上入院レセプト点数 38,436 47,740 45,207

千人当たり6か月以上入院レセプト数 2.053 5.201 4.199

患者千人当たり6か月以上入院患者数 87.336 232.626 234.720
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６ 介護との関連 
（1）要介護認定率の推移 

要介護認定率の推移をみると、平成 25 年の 20.6％をピークとして、平成 29 年の 18.7％ま

で低下傾向にあります。平成 30 年は 18.9％と 0.2％上昇していますが、全国平均を下回って

います。  

 

出典：KDB システム「地域の全体像の把握」   

（2）介護給付費の推移 

介護給付費の推移をみると、いずれの年度も全国平均を上回っています。平成 28 年まで

は減少傾向にありましたが、平成 29 年から上昇に転じています。 

  

出典：KDB システム「地域の全体像の把握」   
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（3）要介護者有病状況 

要介護者有病状況を見ると、すべての要支援・要介護度で共通して「心臓病」「筋・骨疾患」

の割合が多くなっています。また、要介護度がすすむにつれて、「精神疾患」の割合が多くなる

傾向がみられます。 

  

出典：KDB システム「要介護（支援）者有病状況」  
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（4）医療・介護の突合 

医療・介護の突合をみると、特に「精神」の割合が全国平均を 11.3％上回っています。 

生活習慣病の有病率をみると、「糖尿病」「高血圧症」「心臓病」の割合が全国平均を上回っ

ています。 

 

 

出典：KDB システム「地域の全体像の把握」   

  

項目 小平町 北海道 全国

糖尿病 27.2% 25.3% 22.4%

高血圧症 53.4% 51.5% 50.8%

脂質異常症 28.0% 30.8% 29.2%

心臓病 60.2% 57.4% 57.8%

脳疾患 24.2% 23.5% 24.3%

がん 9.6% 12.1% 10.7%

筋・骨格 51.0% 51.5% 50.6%

精神 36.6% 37.2% 25.3%

（再掲）認知症 24.7% 22.8% 22.9%

ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ病 20.9% 17.7% 18.3%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

小平町 北海道 全国
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7 データから見える健康課題 
  

健
康
課
題
１ 

健
康
課
題
２ 

健
康
課
題
３ 
健
康
課
題
４ 

健
康
課
題
５ 

特定健診受診率の伸び悩み 

特定健診受診率はほぼ横ばい傾向となっています。受
診率の低い４０歳～５０歳代に向けた受診勧奨など、更
なる受診率の向上の取り組みによって受診率の目標達
成を図ることが求められています。 

メタボリックシンドローム該当率は、この 3 年間で 19.4 ％→ 20.0 ％→ 23.0 ％と 

上昇傾向を示しています。また、この傾向は男女ともに共通しています。特定保健指

導を通じた食事や運動などの生活習慣の改善への働きかけが必要です。 

健診の有所見割合では「BMI」や「血圧」など、生活習慣では「喫煙」や「飲酒量」など

が、改善が必要な項目となっています。特に経年変化でみたときに悪化傾向を占めて

いる項目は早急な対応が求められます。 

疾病別医療費上位には生活習慣病やがんが多く発生しています。特定健診・特定保

健指導の実施を通じた生活習慣病の改善、がん検診を通じたがんの早期発見・早期

治療の取り組みをさらに推進する必要があります。 

特定健診問診のデータでは喫煙率が小平町 18.2％であり、北海道 16.6％、全国

14,1％に比べて高い状態にあります。喫煙は数多くの身体疾患のみならず精神疾患

にも悪影響を与えるため、禁煙に向けた取り組みが必要です。 

特定健診受診率はほぼ横ばい傾向となっています。受診率の低い 40 歳～50 歳代に

向けた受診勧奨など、更なる受診率の向上の取り組みによって受診率の目標達成を

図ることが求められています。 

メタボリックシンドローム該当率の上昇 

悪化傾向を示す有所見割合・生活習慣への取り組み 

生活習慣病・がんにかかる医療費の割合 

喫煙割合が依然として高め 
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第 3 章 第 1 期計画と保健事業の振り返り 

1 第 1 期計画の振り返り 
（１）第１期計画の概要 

平成 29 年に策定した第 1 期計画では、「健診」「医療」「介護」の 3 分野において、それぞれ

の健康課題に対応するための行動目標を掲げるとともに、その健康課題の改善状況を図るた

め、具体的な数値目標を設定しました。 

 
 

（2）第 1 期計画の数値目標と達成状況 

第 1 期計画の数値目標と、平成 30 年度の実績値との比較をみると、特定健診受診率は目

標値 60.0％に対して実績値 34.1％となり達成率は 56.8％となりました。一方で 40 歳代の受診

率は目標値 30.0％に対して実績値 29.9％、達成率 99.7％となりました。 

  

分野 行動目標

特定健診受診率の更なる向上

特定保健指導等を通じた生活習慣の改善（喫煙、１日飲酒量、等）

疾病の早期発見・早期治療に向けたがん検診等の受診率の向上

医療費割合上位１０位を占める疾患のうち生活習慣病に関連する疾病の割合
の低下

要介護認定者の有病状況の改善によるＱＯＬの向上

要介護認定者の増加防止に向けた介護予防の更なる充実

健診

医療

介護

実施内容 評価指標 目標値
実績値

平成30年度
達成率

健診受診の勧奨 受診率 60.0% 34.1% 56.8%

40歳代の受診率の向上 受診率 30.0% 29.9% 99.7%

特定保健指導 特定保健指導の促進 実施率 50.0% 43.3% 86.6%

胃がん検診 15.0% 21.1% 140.7%

肺がん検診 15.0% 11.1% 74.0%

大腸がん検診 15.0% 11.3% 75.3%

子宮がん検診 20.0% 12.0% 60.0%

乳がん検診 25.0% 15.6% 62.4%

肝炎ウイルス検査 特定健診と併用実施 受診者数 25名 17名 68.0%

骨粗鬆症検診 個別検診の実施 受診者数 25名 24名 96.0%

総合健康相談 利用者を増やすための広報活動 利用者数 80名 82名 102.5%

検診結果説明会 利用者を増やすための広報活動 利用率 70.0% 65.8% 94.0%

保健事業

数値目標

がん検診の勧奨 受診率

特定健診
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2 保健事業の振り返り 
（1）特定健診・特定保健指導 

特定健診受診率は、平成 30 年度に 34.1％となっており、目標値 60.0％には届きませんでし

た。過去数年間、受診者の固定化などの要因により受診率は低下傾向にあり、受診者の増加

が引き続き課題となっています。 

特定保健指導実施率は、平成 28 年度には 6.5％まで落ち込みましたが、平成 29 年度は

61.3％、平成 30 年度は 43.3％まで上昇しました。 

 

 

 

（2）がん検診 

がんの早期発見・早期治療を目的として、胃がん・肺がん・大腸がんの検診に加えて、子宮

がん・乳がん検診を実施してきました。胃がん、肺がん、大腸がん検診はいずれも女性のほう

が男性よりも受診率が高い傾向が見られます。 

医療費 6 位となった肺がんの早期発見・早期治療を目的とした肺がん検診の受診率をみる

と、女性は横ばいですが男性の受診率は減少傾向にあります（11.7％→9.2％→8.6％）。 

また、子宮がん、乳がん検診の受診率もこの 3 年間は減少傾向が続いています。 

 

  

H28年度 H29年度 H30年度

受診者数 252名 230名 197名

受診率 38.4％ 38.1％ 34.1％

最終面接
実施者数

3名 19名 13名

実施率 6.5％ 61.3％ 43.3％

特定健診

【目的】
生活習慣病を早期発見し、早期治療につ
なげる
【概要】
①町内4か所にて胃・肺・大腸・前立腺がん
検診と併用
②農協JAドックにて実施
③バス送迎付き健診の実施

特定保健指導

【目的】対象者自らの生活習慣における課
題を認識し、行動変容と自己管理を行うこ
とで健康的な生活を維持できる

【概要】健診終了後、特定保健指導の対象
となった者へ地区担当保健師が特定保健
指導を実施する。

事業名

振り返り

実施状況
※実績値、主な成果、等

成功・推進要因 課題及び阻害要因

事業の目的および概要

町内4か所にてのべ5日間、が
ん検診と併用実施。
最も早い時間は5時30分から
受け付けており、町民が受診
しやすい環境の構築に努めて
いる。

広報掲載・回覧板の活用・個
別通知年2回及び電話勧奨・
勧奨訪問を実施しているがH25
年度の42.6％を最高に、受診
率が低迷傾向にある。

健診結果説明会を町内3箇所
にて、4日間実施しており、参
加できない者には個別支援を
行っている。
指導率を40～50％に上昇させ
ることができた。

特定保健指導の初回面接とし
ている健診結果説明会への参
加が6名程度と少なく、特定保
健指導の実施につながるケー
スが限られてる。

H28年度 H29年度 H30年度

胃がん
受診率

男性：
19.4％
女性：
23.0％

男性：
13.6％
女性：
17.4％

男性：
18.3％
女性：
24.1％

肺がん
受診率

男性：
11.7％
女性：
13.7％

男性：
9.2％
女性：
13.5％

男性：
8.6％
女性：
13.6％

大腸がん
受診率

男性：
10.7％
女性：
14.6％

男性：
9.8％
女性：
13.3％

男性：
8.3％
女性：
14.4％

子宮がん
受診率

受診率：
15.3％

受診率：
13.4％

受診率：
12.0％

乳がん
受診率

受診率：
24.6％

受診率：
19.5％

受診率：
15.6％

事業名

振り返り

町内での実施の他、委託医療
機関で個別検診を実施できる
ため受けやすい環境が整えら
れている。

広報・回覧及びクーポン発送
にて周知しているが実施率が
なかなか増加しない

実施状況
※実績値、主な成果、等

成功・推進要因 課題及び阻害要因

事業の目的および概要

町内4か所にてのべ5日間、特
定健診と併用実施。
最も早い時間は5時30分から
受け付けており、町民が受診
しやすい環境の構築に努めて
いる。

広報掲載・回覧板の活用・個
別通知年2回及び電話勧奨・
勧奨訪問を実施している。特
定健診は受診率が低下傾向だ
が、がん受診者は「横ばい」で
維持している。

【目的】
子宮がん、乳がんを早期に発見し治療に
結びつける
【概要】
実施委託機関：旭川がん検診センター
　　　　　　　　　　留萌市立病院

子宮がん検診
乳がん検診

【目的】
がんの早期発見・早期治療
【概要】
胃がん検診：バリウムX線造影検査
　　　・ピロリ菌検査 （H28-)
　　　・胃内視鏡検査（H31-）
肺がん検診：胸部Ｘ線間接撮影
（一部喀痰検査実施）
大腸がん検診：便潜血反応検査2日法
前立腺がん検診：血中PSA値測定

胃、肺、大腸がん検診
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（3）疾病予防 

疾病予防や疾病の早期発見・早期治療を目的とした検診や検査、予防接種を実施してきま

した。様々な疾病に対応した検診メニューを用意し、広報活動を通じた周知に取り組んでいま

す。利用したいと考えている人が利用しやすい事業となるよう、今後も引き続き改善の取り組

みが求められます。 

 

  

H28年度 H29年度 H30年度

肝炎ウィルス検査

【目的】
ウイルス性肝炎を引き起こすB型、C型肝炎
ウイルスの感染の有無を確認する
【概要】
特定健診受診者の中で、今まで健診など
で肝炎ウイルス検査をする機会がなかった
人を対象に、特定健診の採血時に併せて
追加実施する。

受診者数 特になし 特になし

骨粗鬆症検診

【目的】
骨粗鬆症の予防
【概要】
個別検診で1,000円で受けられる。

実施者数 20名 15名 24名
バス送迎付き旭川市及び2箇
所の診療所で６月の希望日に
受けられるようにしている。

特になし

風疹予防接種

【目的】
妊娠を希望する夫婦及び、妊婦の配偶者
に対し、風疹予防接種料金を助成すること
により、妊婦の風疹感染症を予防し、安全
に出産できるよう支援する。
【概要】
妊娠を予定し、又は希望する女性
風疹抗体価が低い妊婦の夫（未届けでも
可）及び同居人が摂取可能。

受診者数 広報にて周知している。 特になし

接種者数 719名 698名 741名

接種率 57.2% 55.3% 59.0%

高齢者肺炎球菌ワクチン
予防接種費助成事業

【目的】
肺炎球菌感染症の発症、重症化を予防す
ることで、要介護状態を防止し、健康寿命
の延伸に寄与する。
【概要】
町内に住所を有する65歳以上の高齢者を
対象に、予防接種費用を、自己負担3,500
円で受けられるよう手配している。

接種者数 65名 10名 80名

H26年10月1日より高齢者の肺
炎球菌予防接種が定期接種と
なり、知名度が上がったため
か、定期接種以外の高齢者も
任意で接種するケースが増え
た。
自己負担を通常の半額程度と
なる3,500円になるよう助成し
ている。
生活保護対象者は無料。

住民にとって、定期接種との区
別がつきにくく、周知方法を検
討する必要がある。

事業の目的および概要
実施状況

※実績値、主な成果、等
成功・推進要因 課題及び阻害要因

例年20-30名程度

例年数名程度

高齢者インフルエンザ予
防接種

【目的】
インフルエンザの発症、重症化を予防する
ことで、要介護状態を防止し、健康寿命の
延伸に寄与する。
【概要】
委託医療機関でインフルエンザワクチンを
自己負担1,000円で接種できる（町外は
1,500円）

委託医療機関でインフルエン
ザワクチンを自己負担1,000円
または1,500円で接種できる。
生活保護対象者は無料。

特になし

事業名

振り返り
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（4）健康相談・健康教室 

生活習慣の改善や健康に関する正しい知識を身に付けることを目的とした各種健康相談・

健康教室を開催しました。 

健診結果説明会を特定健診の初回面談の機会とするなど、成果につながった事業もありま

すが、いずれの事業についても利用者の減少・固定化の傾向が続いています。新たな利用者

の増加に向けた取り組みが今後の課題となっています。 

 

  

成功・推進要因 課題及び阻害要因

総合健康相談
定期的に利用している住民に
ついては、定着している。

利用者が固定されており、新
規利用者は増えない傾向。
大半が乳幼児。

健診結果説明会

健診結果相談会を町内4箇所
にて、4日間実施しており、参
加できない者には個別支援を
行っている。

特定保健指導の初回面接とし
ている結果相談会への参加が
60-70％程度と高くない。

いきいき健康出前講座 要請時随時対応。 利用団体が固定化している。

町内会健診周知

自身の体や健康について考え
られるよう極力身近な内容と
し、毎年内容を変えて実施して
いる。

新年総会等の場が主であるた
め、一般的なものや「硬い」内
容では関心が薄い印象であ
る。
実施初年度から10年を経過し
ており、参加者自身も高齢化し
ていることもあり実際の効果は
測りかねる。

保健事業推進員

地区の健康状態に気を配りつ
つ、自分自身・家族・地区等の
「身近な健康」や疾患予防など
の内容を盛り込み、健康教育
の側面も持っている。

懇談会に出席する者が偏って
いる。
町内会回覧を行わない町内会
も数か所存在する。

【目的】
健康増進に関する正しい知識を普及し、健康管理の
認識を高める。
【概要】
母子サークル、町内各婦人部、老人クラブ、職域等を
対象に随時実施。

【目的】
健康意識の向上と健診・検診の受診率向上
【概要】
町内会長に依頼し総会の場で講話及び特定健診・が
ん検診の勧奨を実施。

【目的】
地域・地区の健康問題の把握と健康意識の向上を図
る
【概要】
全町内会に保健事業推進員を設置・委嘱し年2回程
度の地区別懇談会の開催や町内会回覧場のの回覧
を実施。

開催回数　 ：年間14回
実利用者数：10名程度
延利用者数：80名程度

日程　　　：年間4日間
利用者数：例年60名
出席率　 ：60～70％

〇母子
例年1団体
5名程度受講
〇成人・高齢者
例年2～3団体
80～100名程度受講

○保健師による講話
例年約10町内会
150～400名程度参加

懇談会の出席率：50％程度

実施状況
※実績値、主な成果、等

【目的】
心身の健康に関する個別の相談に応じ、必要な指導
及び助言を行い、家庭における健康管理に資する。
【概要】
年14回（月1回）、町内2箇所で保健師・栄養士による
健康相談・血圧測定を実施。

【目的】
健診結果説明や保健指導を実施することで、健康づく
りに関する知識の向上を図る。
【概要】
健診結果の説明、医療機関受診勧奨・相談、特定保
健指導初回面接、栄養指導

事業の目的および概要事業名

振り返り
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（5）介護予防 

高齢者が介護の必要な状態に陥り、更に状態が悪化しないよう介護予防を推進するととも

に、自立した生活を確保することができるよう必要な支援を行うため、各種事業に取り組んで

きました。 

いずれの事業も多くの方に参加していただいていますが、やはり新規利用者が少なく利用

者の固定化の傾向が見られます。 

 

  

H28年度 H29年度 H30年度

チェックリ
スト配
布・把握
数

227名 217名 209名

高齢者人
口に対す
る割合

18.2% 17.2% 16.7%

H28高齢者二次予防事業
からだ元気アップ教室

H29.30通所型サービスC
えがお楽々体操教室

実25名
延305名

実21名
延245名

実19名
延273名

教室前後に体力測定を実施し
ているが、体力が低下している
人はほとんどいなく、維持・向
上ができているため効果が見
られる。

参加者の高齢化や介護認定
への移行、疾患などにより終
了する人がいる。新規加入者
が少ない。

高齢者一次予防事業
げんきアップ体操教室

実53名
延426名

実70名
延398名

実72名
延519名

3地区にて実施することによ
り、参加者の凝集性が高い。
短期間に頻回に実施すること
で、達成感がある。

運動終了後の自宅での継続が
課題。

脳の健康教室
実24名
延252名

実25名
延328名

実26名
延303名

台風のため
１回中止

開始当初と最終の成績を比較
し、向上する参加者が多いた
め、効果が見られる。教室に参
加することで参加者同士の会
話、職員からの支持があり、学
習意欲が継続されやすい。

継続参加者が多く、新規加入
者が少ない。

【目的】
二次予防事業対象者を把握し、介護予防
事業への勧奨等必要な支援を行う。
【概要】
65歳以上の高齢者に対し、基本チェックリ
ストを実施（各老人クラブ、包括職員・家庭
奉仕員訪問世帯に毎年、3年ごとに全数）。

介護予防生活機能チェック
リスト

全数では郵送による回収の
他、職員の聞き取りによる回
収も行っているため、回収率が
良いことに影響していると考え
る。

特になし

【目的】
転倒骨折の防止及び加齢に伴う運動器の機能低下
の予防・向上を図る。
【概要】
要介護認定要支援の方、基本チェックリストにおいて
運動器項目に該当した二次予防事業対象者で本事
業への参加を希望した方。

【目的】
運動習慣を身に付けることにより、要介護状態等を予
防する。
【概要】
過去参加者、老人クラブ等に周知、参加希望者を募
る。

【目的】
読み書き計算を実施することにより、脳の健康を維持
し認知症を予防する
【概要】
くもん「学習療法・脳の健康教室」教材を使用、講話を
実施している。
過去参加者、老人クラブ等に周知、参加希望者を募る

事業名 事業の目的および概要
実施状況

※実績値、主な成果、等
成功・推進要因 課題及び阻害要因

振り返り
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3 第 1 期計画と保健事業の振り返りから見える健康課題 
  

健
康
課
題
１ 

健
康
課
題
２ 

健
康
課
題
３ 
健
康
課
題
４ 

健
康
課
題
５ 

若い世代の特定健診受診率の低さ 

特定健診受診率はほぼ横ばい傾向となっています。受
診率の低い４０歳～５０歳代に向けた受診勧奨など、更
なる受診率の向上の取り組みによって受診率の目標達
成を図ることが求められています。 

保健事業全体に共通する課題として、繰り返し実施するにつれて、受診者・参加者が

固定化する傾向があります。健康に関する意識がもともと高い人は繰り返し参加して

頂けるため、これまで受診・参加してことなった人にいかに参加してもらえるかが重要

な課題です。 

小平町は国保加入者数が 900 名程度にあり、高額医療費が数件発生するだけでも数

値として鋭敏に反応することはありますが、「新生物」の医療費を見ると入院では約半

分を新生物が占める一方で外来では約 1 割を占める程度にとどまっています。これら

のことから、がん治療では入院を要する状態にある方が多いものと考えられます。 

「肺がん」が疾病別医療費第 6 位に挙がる一方で、肺がん検診受診率は低くなってし

まっています。また、大腸がんや卵巣腫瘍も医療費が高い状態にあることからも、が

んの早期発見・早期治療・ひいては医療費の適正化のために、がん健康受診率の向

上が求められます。 

男女ともに健診結果から BMI、腹囲、血糖関係、血圧が高めとなっています。また、問

診結果から喫煙率が高めだということもわかります。 

これらは循環器疾患の温床となり医療費も高額化しやすい上に身体へのダメージが

大きいため、保健指導の実施や必要に応じた医療受診等により適切に管理されるよう

支援していく必要があります。 

特定健診の受診状況を分析すると、40 歳の年代の受診率が低くなっています。この

年代をターゲットとした受診勧奨を進めるとともに、これから特定健診の対象となる 30

歳代のうちに受診習慣を身に付けてもらうための取り組みなど、様々な工夫を積み重

ねることが求められます。 

受診者・参加者の固定化・新規参加者の少なさ 

がん検診受診率の向上 

がん検診受診率の向上を要する 

循環器疾患のリスクが高め 
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第 4 章 第 2 期計画の目標と取り組み 

1 第 2 期計画の概要 
データによる分析と第１期計画の振り返りを踏まえ、第 2 期計画では 2 つのキーワード 

「健康寿命の延伸」と「保健事業への新規参加者の増加」を掲げるとともに、健康課題に基づ

いた 5 つの重点課題に取り組みます。 

 

  

第 2 期計画のキーワード 

1. 健康寿命の延伸 

2. 保健事業への新規参加者の増加 

第 2 期計画の重点課題 

1. 特定健診受診率の更なる向上 

2. 特定保健指導等を通じた生活習慣の改善 

3. がん検診の受診率向上 

4. 疾病予防の取り組みの推進 

5. 介護予防の取り組みの推進 
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2 第 2 期計画の目標と取り組み 
（1）特定健診受診率の更なる向上 

  

事業名

事業内容

対象者

事業実施年度

令和2年度 令和3年度

受診率　40.0％ 受診率　44.0％

令和4年度 令和5年度

受診率　47.0％ 受診率　50.0％

達成に向けた
取り組み

評価指標
・目標値

・受診率が低い40歳～50歳代の対象者に的をしぼった受診勧奨を実施する。
・医療受診・健診の両方を受けていない方を中心に、受診勧奨を繰り返し実施
する。
・医療機関と連携し、受診データ受領を進める。

特定健診

①町内4か所にて胃・肺・大腸・前立腺がん検診と併用
②農協JAドックにて実施
③バス送迎付き健診の実施

40歳以上の国保被保険者

毎年
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（2）特定保健指導等を通じた生活習慣の改善 

 

  

事業名

事業内容

対象者

事業実施年度

令和2年度 令和3年度

実施率　50.0％ 実施率　53.0％

令和4年度 令和5年度

実施率　56.0％ 実施率　60.0％

取り組み

評価指標
・目標値

・健診結果説明会を特定保健指導の初回面接の機会として引き続き活用する。
・特定保健指導対象者には電話ではなく、必ず面談をできるような体制づくり。
・保健指導の実施状況からその有効性や個人に適した指導方法を考える。

特定保健指導

特定健診で動機付け支援と積極的支援該当者に対して、保健師・栄養士が指
導を実施する。

特定健診の結果により選定された被保険者

毎年

事業名

事業内容

対象者

事業実施年度

令和2年度 令和3年度

出席率　　70.0％ 出席率　　70.0％

令和4年度 令和5年度

出席率　　70.0％ 出席率　　70.0％

取り組み

評価指標
・目標値

・健診結果相談会を町内4箇所にて4日間実施するとともに、参加できない者に
は個別支援を実施する。

健診結果説明会

健診結果説明や保健指導を実施することで、健康づくりに関する知識の向上を
図ることを目的として、健診結果の説明、医療機関受診勧奨・相談、特定保健指
導初回面接、栄養指導等を実施する。

特定健診受診者のうち精密検査または特定保健指導の対象となった方

毎年
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（3）がん検診の受診率の向上 

 

  

事業名

事業内容

対象者

事業実施年度

令和2年度 令和3年度

子宮がん　　　13.0％ 子宮がん　　　14.0％

乳がん　　　　17.0％ 乳がん　　　　18.0％

令和4年度 令和5年度

子宮がん　　　15.0％ 子宮がん　　　16.0％

乳がん　　　19.0％ 乳がん　　　　20.0％

取り組み

評価指標
・目標値

・検診を受診しやすい環境整備として、町内での実施の他、委託医療機関で個
別検診を実施する。
・広報・回覧及びクーポン発送にて周知する。

婦人科がん検診

子宮がん、乳がんを早期に発見し治療に結びつけるため、検診を実施する。

子宮がん検診は20歳以上、乳がん検診は40歳以上の町民

毎年
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（4）疾病予防の取り組みの推進 

 

 

  

事業名

事業内容

対象者

事業実施年度

令和2年度 令和3年度

実施者数　　20名 実施者数　　20名

令和4年度 令和5年度

実施者数　　20名 実施者数　　20名

取り組み

評価指標
・目標値

・これまでの取り組みを継続する。

肝炎ウィルス検査

特定健診受診者の中で、今まで健診などで肝炎ウイルス検査をする機会がな
かった人を対象に、特定健診の採血時に併せて追加実施する。

40歳以上の町民のうち今まで検査したことがない方

毎年

事業名

事業内容

対象者

事業実施年度

令和2年度 令和3年度

受診者数　　25名 受診者数　　25名

令和4年度 令和5年度

受診者数　　25名 受診者数　　25名

取り組み

評価指標
・目標値

・個別健診を受診しやすいものとするため、バス送迎付き旭川市及び2箇所の診
療所で6月の希望日に受けられるようにする。

骨粗鬆症検診

骨粗鬆症の予防を目的として骨粗鬆症検診を実施する。
個別健診のオプションとして1,000円の自己負担で受診できる。

20歳～70歳の女性の町民

毎年
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（5）介護予防の取り組みの推進 

  

事業名

事業内容

対象者

事業実施年度

令和2年度 令和3年度

回収率　　18.0％ 回収率　　20.0％

令和4年度 令和5年度

回収率　　22.0％ 回収率　　25.0％

取り組み ・全数では郵送による回収の他、職員の聞き取りによる回収を実施する。

介護予防生活機能チェックリスト

二次予防事業対象者を把握し、介護予防事業への勧奨等必要な支援を行う。
65歳以上の高齢者に対し、基本チェックリストを実施する。
各老人クラブ、包括職員・家庭奉仕員訪問世帯に毎年、３年ごとに全数実施。

65歳以上の町民

毎年

評価指標
・目標値
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第 5 章 計画の推進と評価・見直し 

1 計画の推進のための役割 
（1）町民一人ひとりの役割 

データヘルス計画を推進していくためには、町民一人ひとりが主体的に取り組む必要性が

あり、「自分の健康は自分で守る」という意識で実践・継続していくことが基本となります。病気

になってから健康について考えるのではなく、病気になる前から健康について考えることが大

切です。そのためには、健（検）診を受診し自分の健康状態を確認することや、日頃の生活習

慣を見直し、自分でできることから始めることです。また、地域や職場等で行われる健康づくり

活動に協力し、町が行う保健事業への参加、町の運動施設を利用する等して、日頃から健康

意識を高めることも重要です。 

 

（2）医療機関の役割 

医療機関は、専門的な立場から、町民・地域・職場等に対して、健康や病気に関する正しい

知識、生活習慣病の予防等に関する情報提供や相談、指導、治療を行い、病気の発生予防

から治療に至るまでの総合的な医療行為を通じて、町民の命と健康を守る重要な役割を担い

ます。 

 

（3）関係団体（国保運営協議会、国保連合会等）の役割 

全道的な見地からの健康づくりにかかる現状と課題、地域特性の把握、各種情報の収集と

その分析やサービスの提供を行っている機関です。 

行政機関や各種団体と連携しながら、町民への情報・サービスの提供を行います。 

 

（4）町の役割 

町民一人ひとりの健康意識を高めるために、計画内容の周知や健康に関する情報を積極

的に提供・発信し、町民の主体的な健康づくりを支援いたします。 
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2 計画の評価・見直し 
データヘルス計画の実施に当たっては、事業を継続的に改善する仕組みである PDCA サイ

クルに沿った運営に取り組みます。PDCA サイクルとは①計画（Plan）②実施（Do）③評価

（Check）④改善（Action）の手順を繰り返し実施する仕組みのことです。 

 

①計画（Plan） 

これまでに実施した保健事業の振り返りとデータ分析を通じて現状を把握し、分析することで

健康課題を明確にし、改善するための事業を計画します。 

②実施（Do） 

計画した事業をより効果的・効率的に実施します。 

③評価（Check） 

当初想定した事業運営が実施されているかどうかを、予め設定した数値目標を測定することで

評価します。 

④改善（Act） 

評価結果に基づいて事業を見直し、改善を図ります。 

 

データヘルス計画に基づく保健事業や各種施策は、第４章で掲げた評価指標に基づいて、

KDB システムに反映される数値目標の達成状況による評価を行います。 

また、最終年度の令和 5 年度には、データヘルス計画全体の評価を実施するとともに、更

なる改善に向けた見直しを実施します。 
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第 6 章 計画の公表と個人情報の保護 

1 計画の公表・周知 
当該計画に関わるＰＤＣＡサイクルとしての一連のプロセスに関する情報については、適宜

小平町ホームページ等に掲載するなど公表・周知に努めてまいります。 

 

2 個人情報の保護 
（1）記録の保存 

データヘルス計画に関連して発生するデータについては、北海道国民健康保険団体連合

会にて原則として 5 年間保管します。 

 

（2）個人情報の取扱い及び守秘義務規定の遵守 

個人情報の取扱いについては、「個人情報保護法」や「国民健康保険組合における個人情

報の適切な取扱いのためのガイドライン」、「小平町個人情報保護条例」や「小平町個人情報

保護条例施行規則」等を遵守し、適切に対応します。また、当該情報を取扱う職員に関しても、

地方公務員法等の守秘義務規定について周知徹底を図り、個人情報の漏えいや紛失の防止

に細心の注意を払います。 

 

（3）KDB システムの取扱い 

保険者は、健康増進法第 6 条の健康増進事業実施者として、「国民の健康の増進の総合

的な推進を図るための基本的な方針」において、特定健診その他の各種検診の実施主体間

で個人の健康情報の共有を図るなど、健康増進事業実施者間で連携を図り、質の高い保険

サービスを効果的かつ継続的に提供することとされているほか、「地域保健法第四条第一項

の規定に基づく地域保健対策の推進に関する基本的な指針」において、衛生部局と連携しな

がら、被保険者の特性に応じた保健事業を効率的かつ効果的に実施することとされています。 

KDB システムにより得られるデータについては、保険者における地域の健康課題の把握や

疾病別医療費分析の充実等による被保険者の特性に応じた効果的な保健事業の展開に資

するものであり、衛生部局における保健事業にとっても有益な情報であるため、部局間の連

携を密にして有効に活用すべきであるという国の方針に従い、厳重に個人情報を保護・管理

しつつ、保健事業のさらなる推進を図るために有効に活用します。  
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