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第Ⅳ章 実施計画 

 

基本目標Ⅰ 地域保健活動の推進 

 

基本施策 重点施策 № 具体的な施策 

１．市民・地域団体等 

   との協働活動の推進 

（１）地域活動への参加 

と参画 

1 地区社会福祉推進協議会の会議への参加 

2 地区センターまつりへの参加と参画 

3 市民協働の推進 

4 地域活動団体の活動発表の場の提供 

5 地域活動団体の情報及び意見交換の場の提供 

２．健康課題を持つ個人 

    への支援 

（１）各年代に応じた個 

人への支援の推進 

6 乳幼児健康診査後の要継続児への支援 

7 がん検診要精検者への支援 

8 高齢者の健康相談の継続 

３．人材育成と資質の 

    向上 

（１）健康づくりに関わ 

る人材の育成 

9 食生活改善推進員の資質向上 

10 母子保健推進員等の資質向上 

11 介護予防サポーターの資質向上 

12 スキルアップ研修事業の充実 

 

 

Ⅰ－１ 市民・地域団体等との協働活動の推進 

（１）地域活動への参加と参画 

 

【具体的な施策】 

№ 事業内容 担当課 

1 

■地区社会福祉推進協議会の会議への参加 

地区社会福祉推進協議会の会議へ参加し、各種団体等に健康づくりに関する情報提

供を行います。 

保健センター 

2 

■地区センターまつりへの参加と参画 

地区センターまつりに参加・参画し、地域住民が気軽に相談できる機会を設けて、

生活状況の把握に努め、保健活動に役立てます。 

保健センター 

3 

■市民協働の推進 

市民協働のまちづくり指針に基づき、市民と行政が互いに連携・協力し合える市民

協働のまちづくりを推進します。 

市民活動推進課 

保健センター他 

4 
■地域活動団体の活動発表の場の提供 

市民活動団体の活動発表の場・交流の場となるイベントなどを開催します。 
市民活動推進課 

5 

■地域活動団体の情報及び意見交換の場の提供 

市の観光振興及び市民活動の拠点施設として、「大垣市多目的交流イベントハウ

ス」を設置し、情報発信や団体の支援等を行います。 

市民活動推進課 
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Ⅰ－２ 健康課題を持つ個人への支援 

（２）各年代に応じた個人への支援の推進 

 

【具体的な施策】 

№ 事業内容 担当課 

6 

■乳幼児健康診査後の要継続児への支援 

乳幼児健康診査等で継続支援が必要と判断された児や保護者に対し、各関係機関

と連携しながら支援を実施します。 

保健センター 

7 

■がん検診要精検者への支援 

各がん検診の受診者のうち、精密検査未受診者に対し、状況把握に努め、必要な

指導を行います。 

保健センター 

8 

■高齢者の健康相談の継続 

地域での健康教育や地区センターまつり、笑
わっ

・話
はっ

・歯
は

動場
どうじょう※1

などの教室で、健

康相談を継続します。 

保健センター 

 

 

Ⅰ－３ 人材育成と資質の向上 

（１）健康づくりに関わる人材の育成 

 

【具体的な施策】 

№ 事業内容 担当課 

9 

■食生活改善推進員の資質向上 

食に対する正しい知識の普及に向けての研修を行い、活動支援のための情報を提

供し、資質向上を図ります。 

保健センター 

10 

■母子保健推進員等の資質向上 

母子保健に関する研修会等を実施し、活動支援のための情報を提供し、資質向上

を図ります。 

保健センター 

11 

■介護予防サポーターの資質向上 

介護予防に関する研修会を実施し、活動支援のための情報を提供し、資質向上を

図ります。 

保健センター 

12 

■スキルアップ研修事業の充実 

運動器機能向上・口腔機能向上・栄養改善を目的とする介護予防事業の担当者の

資質向上を図り、より効果的な事業とするため研修の充実を図ります。 

高齢介護課 

大垣市学校保健会事務局として、講演会の開催や研究発表の場を提供します。 学校教育課 

※1 笑・話・歯動場：高齢者が身近な所で楽しく集まり、健康に関する話や運動を行い、閉じこもり予防や認知症予防、 

   健康の保持増進を目指す教室。市内17箇所で各会場、毎月1回開催しています。 
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基本目標Ⅱ 健康づくり活動の推進 

 

基本施策 重点施策 № 具体的な施策 

１．親子の健康づく

り 

（１）妊娠期から関わりが 

必要な家庭への支援 

13 きめ細やかな関わりが必要な妊婦への支援 

14 精神疾患妊婦等への支援 

15 関わりが必要な妊婦等への支援体制の推進 

（２）健やかな子どもの発達 

のための保健サービス 

等の充実 

16 乳幼児への支援の推進 

17 2歳児への支援の推進 

18 5歳児への支援の推進 

19 相談体制の充実 

20 情報提供の充実 

21 相談、教室等での保健指導の充実 

22 発達障がい児等の支援システムの充実 

23 障がいのある子どもの療育の充実 

24 健やかな発達を促す研修の充実 

25 発達障がい児等のサポート体制の向上 

26 療育ネットワークの充実 

２．健康な生活習慣

への支援 

（１）望ましい食習慣の形成 

への支援 

27 「食」の重要性の普及 

28 成人学校講座の継続 

29 かがやき出前講座の継続 

30 「食育の日」、「食育推進月間」のＰＲ 

31 幼保園・保育園・幼稚園での食育体験の充実 

32 小学校・中学校での食育体験の充実 

33 農業体験事業の充実 

34 給食指導、園だより、食育講演会 

35 
栄養教諭や学校栄養職員による「食に関する

指導」の実践 

36 学校給食における食育の充実 

37 学校を通じた家庭への情報提供 

38 個別指導の充実 
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基本施策 重点施策 № 具体的な施策 

２．健康な生活習慣

への支援 

（２）丈夫な歯の形成への 

支援 

39 マタニティ歯科健康診査受診促進 

40 妊娠期の歯科指導の充実 

41 乳幼児健康診査における歯科指導の充実 

42 かがやき出前講座（こども）の継続 

43 小中学校における口腔衛生指導の促進 

44 毎食後の歯みがきの継続 

45 全園での歯科健診の充実 

46 フッ化物洗口の継続 

47 かがやき出前講座の継続 

48 
在宅ねたきり者訪問歯科健康診査の 

普及啓発 

（３）こころの健康づくり 

への支援 

49 こころの相談窓口等の情報提供 

50 こころの相談の継続 

51 かがやき出前講座の継続 

52 窓口相談の継続 

53 子育て相談の充実 

54 ほほえみ相談員による相談体制の充実 

55 電話相談、窓口相談、家庭訪問の継続 

56 
公民館・地区センター、老人福祉センター

の利用促進 

57 保育実践研究会での研究、保育の充実 

58 学習団体の登録・情報提供の充実 

59 コミュニティガーデン事業等の継続 

60 老人クラブ活動等への助成事業の継続 
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基本施策 重点施策 № 具体的な施策 

２．健康な生活習慣

への支援 

（４）活動的な生活スタイル

の推奨 

61 
運動を通じた健康づくりに関する正しい知識

の普及啓発 

62 運動のきっかけづくりへの支援 

63 情報提供の充実 

64 各種体育施設の整備事業の継続 

65 公園等の整備事業の継続と有効活用 

66 子育てサロンの充実 

67 サタパパサロンの継続 

68 親子参観の中での親子のふれあいの継続 

69 子育て世代向けプレイパーク 

70 体育の授業での体つくり、体力テストの継続 

71 クラブ活動・部活動への積極的参加の促進 

72 地区体力テスト会の継続 

73 
スポーツレクリエーション祭、ウォーキング

大会、各種スポーツ大会への支援 

74 かがやき出前講座の継続 

75 市民菜園・高齢者健康農園の充実 

（５）妊婦や子どもの受動喫

煙防止の推進 

76 妊婦がいる家庭での禁煙・分煙の推進 

77 子どもがいる家庭での禁煙・分煙の推進 

78 情報提供の充実 

79 
保健授業（喫煙と健康教育）、薬物乱用防止

教育、ＰＴＡへの呼びかけ 

80 地域での見守り活動の継続 

81 禁煙外来の継続 

（６）未成年者と妊娠中に 

おける禁酒の推進 

82 妊娠中の禁酒の推進 

83 
保健授業（アルコールの害）、薬物乱用防止

教育、ＰＴＡへの呼びかけ 

84 地域での見守り活動の継続 

85 窓口相談の継続 

（７）子育て世代からの 

健（検）診受診の促進 

86 成人健康診査受診の促進 

87 骨粗しょう症検診受診の促進 

88 がん（悪性新生物）による死亡の減少 

89 情報提供の充実 

90 特定健康診査を受診しやすくする工夫 

91 レセプトデータを活用した保健事業 
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基本施策 重点施策 № 具体的な施策 

３．高齢者の健康 

    づくり 

（１）ロコモティブシンド 

ローム対策の推進 

92 
ロコモティブシンドロームの正しい知識の 

普及啓発 

93 かがやき出前講座の継続 

94 介護予防教室開催事業の継続 

（２）認知症対策の推進 

95 認知症についての正しい知識の普及啓発 

96 認知症予防活動の推進 

97 認知症高齢者等にやさしい地域づくりの推進 

 

 

Ⅱ－１ 親子の健康づくり 

（１）妊娠期から関わりが必要な家庭への支援 

 

【具体的な施策】 

№ 事業内容 担当課 

13 

■きめ細やかな関わりが必要な妊婦への支援 

母子健康手帳交付時に保健指導を実施します。また、必要な家庭には訪問、電話

相談を実施します。 

保健センター 

14 

■精神疾患妊婦等への支援 

母子健康手帳交付時に保健指導を実施します。また、必要な家庭には訪問、電話

相談を実施します。 

保健センター 

15 

■関わりが必要な妊婦等への支援体制の推進 

民生・児童委員、医療機関、子ども相談センター、保健所等と連携し、安心して

子育てができるよう支援します。 

保健センター 

 

 

（２）健やかな子どもの発達のための保健サービス等の充実 

 

【具体的な施策】 

№ 事業内容 担当課 

16 

■乳幼児への支援の推進 

感覚機能、運動機能、言語機能などを刺激し、乳児期からの健やかな発達を支援

します。 

保健センター 

17 

■2歳児への支援の推進 

幼児期のことば等の発達を促す支援を継続的に実施します。 保健センター 

18 

■5歳児への支援の推進 

5歳すこやか相談を通して、就学前の支援を行います。 保健センター 
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№ 事業内容 担当課 

19 

■相談体制の充実 

子育てに関するさまざまな相談に対応するため、相談員の資質向上を図るととも

に、利用しやすい相談体制の充実を図ります。 

子育て総合支援センター 

20 

■情報提供の充実 

各種サービス・イベント・健康等、子育て情報を集約した子育て支援ポータルや

大垣市子育て応援サイト「ママフレ」により情報発信の充実を図ります。また子

育て情報誌「水都っ子」や子育て総合支援センターだよりの発行も行い、幅広い

情報提供に努めます。 

子育て総合支援センター 

21 
■相談、教室等での保健指導の充実 

子育て講座等の機会を通じて、保健指導の充実を図ります。 
子育て総合支援センター 

22 

■発達障がい児等の支援システムの充実 

乳幼児期からの一貫した支援体制を構築するため、関係機関が連携し、継続した

支援ができるように検討を進めます。 

障がい福祉課 

（教育総合研究所）  

23 

■障がいのある子どもの療育の充実 

プレイルーム・ことばの教室において、専任保育者による個別指導を行います。

また、特別支援コーディネーターを中心とする園内委員会を開催し、園全体とし

て指導していくための個別の指導計画を作成し、支援を行ないます。ひまわり学

園等においては、適切な療育ができる環境づくりを行います。 

子育て支援課 

24 

■健やかな発達を促す研修の充実 

発達障がい児等の支援を行うため、保育者などへの様々な研修等を実施し資質向

上を図るとともに、関係機関との連携を図ります。 

子育て総合支援センター 

25 

■発達障がい児等のサポート体制の向上 

発達障がい児への支援のあり方についての職員研修を行います。 
学校教育課 

26 

■療育ネットワークの充実 

園では、子どもの困り感を的確に把握し、療育・保育に生かすため、医療機関や

療育機関と連携し指導を行います。また、ひまわり学園からの巡回指導を受け、

集団での保育・教育に生かします。 

子育て支援課 

子育て相談、発達相談等に応じるとともに、専門機関の紹介など、適切な療育が

受けられるよう、関係機関に繋ぐなど連携を図ります。 
子育て総合支援センター 
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Ⅱ－２ 健康な生活習慣への支援 

（１）望ましい食生活の形成への支援 

 

【具体的な施策】 

№ 事業内容 担当課 

27 

■「食」の重要性の普及 

望ましい食習慣の形成のため、「食」の重要性を普及していきます。 
保健センター 

28 

■成人学校講座の継続 

講座の企画を市民講師から広く募集し、市民と行政がともに講座を作り上げてい

く「かがやき成人学校講座」を開催します。その中で、料理等、食習慣に関する

講座を開催します。 

市民活動推進課 

29 

■かがやき出前講座の継続 

「バランスのとれた食生活」や「脱！メタボリックシンドローム」等の出前講座

を実施し、生活習慣病予防への支援に努めます。 

市民活動推進課 

（保健センター） 

30 

■「食育の日」、「食育推進月間」のＰＲ 

献立表の配布を通じ、「食育の日」「食育推進月間」の周知に努めます。 
学校給食センター 

園において、「食育の日」、「食育推進月間」の取組みを年齢に応じた目標を掲

げ実施します。 
子育て支援課 

各幼稚園・小中学校に資料を提供します。 学校教育課 

31 

■幼保園・保育園・幼稚園での食育体験の充実 

給食試食会や野菜の栽培、収穫体験等により食習慣・食育についての指導を行い

ます。 

子育て支援課 

32 

■小学校・中学校での食育体験の充実 

児童農園で育てた作物を使って料理を作る授業を行います。 

中学校の宿泊研修の漁業体験において、自分で採った魚等を食べる体験学習を行

います。 

学校教育課 

33 

■農業体験事業の充実 

農業との関わりの薄かった都市型市民に対して、農業とのふれあいの場を提供す

ることによって、自然の恵みや農業の重要性を認識してもらう農業体験の充実を

図ります。 

農林課 

34 

■給食指導、園だより、食育講演会の継続 

園だよりや給食試食会、食育講演会を通じ、家庭での食育推進へつなげていきま

す。 

子育て支援課 

35 

■栄養教諭や学校栄養職員による「食に関する指導」の実践 

栄養教諭や学校栄養職員による「食に関する授業」を実施します。 学校教育課 
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№ 事業内容 担当課 

36 

■学校給食における食育の充実 

栄養教諭や学校栄養職員による「学校給食に関する授業」を実施します。 
学校教育課 

幼稚園、小中学校を対象に、学校給食試食会を通じて、子どもの食生活について

勉強会を開催します（希望に応じて実施）。関係教科の時間を活用し、栄養、健

康、食の基本的な知識の普及に努め、基本的な食習慣の確立を図ります。 

学校給食センター 

（学校教育課） 

37 

■学校を通じた家庭への情報提供 

「食育だより」の発行や栄養教諭による講演を実施します。 
学校教育課 

学校給食のレシピをはじめ、食に関する情報を家庭に発信していきます。 学校給食センター 

38 

■個別指導の充実 

担任による学校給食の栄養に関わる指導を行います。 
学校教育課 

 

 

（２）丈夫な歯の形成への支援 

 

【具体的な施策】 

№ 事業内容 担当課 

39 

■マタニティ歯科健康診査受診促進 

妊娠中の歯周疾患などの早期発見と歯の健康づくりのため、受診勧奨を行いま

す。 

保健センター 

40 
■妊娠期の歯科指導の充実 

妊娠期からの歯の健康づくりに関する意識啓発を行います。 
保健センター 

41 
■乳幼児健康診査における歯科指導の充実 

乳幼児健康診査において、個別に歯科指導を実施します。 
保健センター 

42 

■かがやき出前講座（こども）の継続 

「乳歯、永久歯を守ろう」等の出前講座を実施し、子どもの歯や口腔に関する正

しい知識の普及啓発に努めます。 

市民活動推進課 

（保健センター） 

43 
■小中学校における口腔衛生指導の促進 

年1回カラーテスターによる検査を行い、歯のみがき方等の指導を実施します。 
学校教育課 

44 

■毎食後の歯みがきの継続 

園において給食後の歯みがきやうがいを励行し習慣化を図ります。 
子育て支援課 

小中学校で、給食後の歯みがきを実施します。 学校教育課 

45 

■全園での歯科健診の充実 

園で年1回歯科健診を実施するとともに、園だよりなどで歯に関する情報提供を

行います。 

子育て支援課 
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№ 事業内容 担当課 

46 

■フッ化物洗口の継続 

幼稚園（5歳児）、小・中学校全学年で週1回給食あとの歯みがき後に実施しま

す。 

学校教育課 

給食後の歯みがきを励行するとともに、フッ化物洗口を週1回（5歳児）行いま

す。 
子育て支援課 

47 

■かがやき出前講座の継続 

「失ってわかる歯の力」や「正しい入れ歯の知識とブラッシング」等の出前講座

を実施し、歯と口腔に関する正しい知識の普及啓発に努めます。 

市民活動推進課 

（保健センター） 

48 

■在宅ねたきり者訪問歯科健康診査の普及啓発 

窓口カウンターに案内チラシを設置して普及啓発を行うとともに、随時申し込み

を受け付けます。 

保健センター 

障がい福祉課 

高齢介護課 

 

 

（３）こころの健康づくりへの支援 

 

【具体的な施策】 

№ 事業内容 担当課 

49 

■こころの相談窓口等の情報提供 

広報・ホームページ・講演会・地域での健康教育などの機会に、こころの相談窓

口・ゲートキーパー
※１

等こころの健康づくりに関する情報を提供します。 

保健センター 

50 
■こころの相談の継続 

保健センター等においてこころの相談を実施します。 
保健センター 

51 

■かがやき出前講座の継続 

「働く人のメンタルヘルスケア」等の出前講座を実施し、こころの健康に関する

正しい知識の普及啓発に努めます。 

市民活動推進課 

（保健センター） 

52 

■窓口相談の継続 

障がい者の相談支援事業を民間法人等へ委託し、相談窓口を５か所設置します。 
障がい福祉課 

女性が抱えているさまざまな悩みごとについて、相談を受け、助言や情報提供を

行います。 
男女共同参画推進室  

53 

■子育て相談の充実 

子育てに関するさまざまな相談に対応するため相談員の資質向上を図るととも

に、「子育てなんでも相談専用電話」で、年末年始を除く年中無休で対応するな

ど相談体制の充実を図ります。また、市内６園に開設した地域子育て支援センタ

ーでも子育て相談を実施し、地域での相談体制の充実を図ります。 

子育て総合支援センター 

各園において保育者の経験と知識を生かして電話相談、面接相談を行います。 子育て支援課 

※１ ゲートキーパー：悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る人のこと。 

「命の門番」ともいわれています。 
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№ 事業内容 担当課 

54 

■ほほえみ相談員による相談体制の充実 

保護者や児童生徒を対象にした不登校等の相談、児童生徒の学習の遅れ等に関す

る援助を行う、ほほえみ相談員を配置します。 

学校教育課 

(教育総合研究所) 

55 

■電話相談、窓口相談、家庭訪問の継続 

電話相談、窓口相談を受けた「無気力型（怠学）」などの不登校生徒や保護者、

「あそび・非行型」の少年及び保護者を対象に、学校訪問や家庭訪問、窓口・電

話相談等を行い、生活改善や再登校ができるよう支援します。 

教育総合研究所 

56 

■公民館の利用促進 

生きがいと楽しさを求めて、市民や地域社会のニーズに即応できる各種公民館事

業を展開することによって、人間性豊かな地域社会の実現をめざす拠点としての

役割を果たします。 

社会教育スポーツ課  

■地区センターの利用促進 

地区センターなどの施設を利用して子育てサロンを開設し、地域住民との交流を

促進します。 

子育て総合支援センター 

■老人福祉センターの利用促進 

６０歳以上の高齢者に、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を供与

し、健康で明るい生活を営んでいただくことを目的として老人福祉センターの利

用促進を図ります。 

高齢介護課 

57 

■保育実践研究会での研究、保育の充実 

「心豊かにたくましく生きる力の育成」をめざし、人との関わり方や援助のあり

方を研究し、保育の充実を図ります。 

子育て総合支援センター 

58 
■学習団体の登録・情報提供の充実 

市内で活動する生涯学習団体やサークルを登録し、情報提供を行います。 
市民活動推進課 

59 

■コミュニティガーデン事業等の継続 

地域コミュニティの場として、公共の公園・緑地の花壇の管理運営を一貫して団

体に行っていただいています。また、農業体験を通じて、市民の健康増進や家族

とのふれあいの場としてふれあい農園を提供しています。 

都市施設課 

60 

■老人クラブ活動等への助成事業の継続 

市老人クラブ連合会、各地区及び単位老人クラブの運営・活動に対し、助成及び

補助を行います。 

高齢介護課 
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（４）活動的な生活スタイルの推奨 

 

【具体的な施策】 

№ 事業内容 担当課 

61 

■運動を通じた健康づくりに関する正しい知識の普及啓発 

運動の必要性と健康づくりに関する情報を提供します。 保健センター 

62 

■運動のきっかけづくりへの支援 

自分の歩数についての意識づけを行います。 
保健センター 

63 

■情報提供の充実 

指定管理者制度の導入により体育施設を管理する（公財）大垣市体育連盟と連携

を図り、ホームページ等を利用し情報提供をします。 

社会教育スポーツ課  

64 

■各種体育施設の整備事業の継続 

市民が気軽にスポーツ活動を行うことができるように、計画的に施設の整備と充

実を図ります。 

社会教育スポーツ課  

65 

■公園等の整備事業の継続と有効活用 

公園の新設及び改修を進めます。また、各世代向けのプログラムの提供、ホーム

ページ等の活用により利用促進を図ります。 

都市施設課 

66 

■子育てサロンの充実 

就学前の子供を持つ保護者が育児不安や孤立感などを抱え込まないよう仲間づく

りや、体を使った親子遊び、情報交換の場となる子育てサロンの充実を推進しま

す。 

子育て総合支援センター 

67 

■サタパパサロンの継続 

父親の育児参加を促すため、父親のための子育てサロン（サタパパサロン）を土

曜・日曜に開催し、父親が子育ての楽しさを実感でき、子育てを学ぶ機会を提供

することにより、ふれあいの場を創出します。 

子育て総合支援センター 

68 

■親子参観の中での親子のふれあいの継続 

保育参観で体育遊びやリトミックを行い、親子のふれあいの場を継続します。 
子育て支援課 

69 

■子育て世代向けプレイパーク 

子育て世代向けに楽しいプログラムを提供して、公園の利活用を調査します。 
都市施設課 

70 

■体育の授業での体つくり、体力テストの継続 

児童生徒の体力調査を実施します。また、結果分析による報告書を作成します。 学校教育課 

71 

■クラブ活動・部活動への積極的参加の促進 

運動系クラブ活動、部活動を充実します。 学校教育課 



第Ⅳ章 実施計画 

 

43 

№ 事業内容 担当課 

72 

■地区体力テスト会の継続 

運動へのきっかけづくりの推進として、各体育振興会が実施する体力テスト会を

支援します。 

社会教育スポーツ課  

73 

■スポーツレクリエーション祭、ウォーキング大会、各種スポーツ大会への支援 

体育振興会やスポーツ推進委員を通し、各種大会に参加を呼びかけます。スポー

ツレクリエーション祭では、市民のニーズに合った種目に見直しを図ります。 

社会教育スポーツ課  

74 

■かがやき出前講座の継続 

「生活の中に運動習慣を」や「転倒予防」等の出前講座を実施し、運動する機会

の充実に努めます。 

市民活動推進課 

（保健センター） 

75 

■市民菜園・高齢者健康農園の充実 

自然に親しみ、農作物の栽培や収穫を楽しむことができる市民菜園と、高齢者の

健康づくりの場としての高齢者健康農園の充実を図ります。 

農林課 

 

 

（５）妊婦や子どもの受動喫煙防止の推進 

 

【具体的な施策】 

№ 事業内容 担当課 

76 

■妊婦がいる家庭での禁煙・分煙の推進 

妊婦がいる家庭に、禁煙・分煙の必要性を指導します。 
保健センター 

77 

■子どもがいる家庭での禁煙・分煙の推進 

子どもがいる家庭に、禁煙・分煙の必要性を指導します。 
保健センター 

78 
■情報提供の充実 

タバコの及ぼす害について校内にポスターを掲示します。 
学校教育課 

79 

■保健授業（喫煙と健康教育）、薬物乱用防止教育、ＰＴＡへの呼びかけ 

保健体育における「タバコの害」についての授業を実施します。ＰＴＡへの呼び

かけを実施します。 

学校教育課 

80 

■地域での見守り活動の継続 

大垣市少年支援員による校区パトロールでの声かけを行います。 
教育総合研究所 

81 

■禁煙外来の継続 

毎週金曜日午後からの外来となります。ニコチン代替薬であるパッチ製剤の他、

内服の禁煙補助剤も用いつつ禁煙指導の充実を図っていきます。 

市民病院庶務課 
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（６）未成年者と妊娠中や授乳期における禁酒の推進 

 

【具体的な施策】 

№ 事業内容 担当課 

82 

■妊娠中の禁酒の推進 

妊娠中の飲酒がもたらす影響について正しい知識を伝えます。 
保健センター 

83 

■保健授業（アルコールの害）、薬物乱用防止教育、ＰＴＡへの呼びかけ 

保健体育における「アルコールの害」についての授業を実施します。 

ＰＴＡへの呼びかけを実施します。 

学校教育課 

84 

■地域での見守り活動の継続 

大垣市少年支援員による校区パトロールでの声かけを行います。 
教育総合研究所 

85 

■窓口相談の継続 

専門の医療機関や断酒会など、関係機関を紹介します。 
障がい福祉課 

 

 

（７）子育て世代からの健（検）診受診の促進 

 

【具体的な施策】 

№ 事業内容 担当課 

86 

■成人健康診査受診の促進 

生活習慣病などの早期発見のため、健康診査の受診機会の少ない方の意識を高め

て受診を促します。 

保健センター 

87 

■骨粗しょう症検診受診の促進 

丈夫な骨を保つために、骨粗しょう症検診の受診を促します。 
保健センター 

88 

■がん（悪性新生物）による死亡の減少 

がんの早期発見のため検診受診を促します。 
保健センター 

89 

■情報提供の充実 

広報への掲載や案内文書の送付により、特定健康診査受診の意義を周知します。 
窓口サービス課 

90 

■特定健康診査を受診しやすくする工夫 

誕生月ごとに受診票を分けて発送することで、医療機関が混雑するのを避け、受

診しやすくします。 

窓口サービス課 

91 
■レセプトデータ

※１

を活用した保健事業 

レセプトデータを活用した保健事業を効果的・効率的に実施します。 
窓口サービス課 

 

 

 

※１ レセプトデータ：レセプト（診療報酬明細書）に記載されている診療に関する情報です。 
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Ⅱ－３ 高齢者の健康づくり 

（１）ロコモティブシンドローム対策の推進 

 

【具体的な施策】 

№ 事業内容 担当課 

92 

■ロコモティブシンドロームの正しい知識の普及啓発 

寝たきりや要介護状態にならないために、ロコモティブシンドロームの正しい知

識の普及を行います。 

保健センター 

93 

■かがやき出前講座の継続 

「介護予防」や「足腰きたえて膝痛・腰痛予防」等の出前講座を実施し、介護予

防に関する正しい知識の普及に努めます。 

市民活動推進課 

（保健センター） 

94 

■介護予防教室開催事業の継続 

高齢者が健康で生き生きした生活が送れるよう、健康や介護に関する基礎知識を

学ぶ場を提供し介護予防の推進を図ります。 

高齢介護課 

 

 

（２）認知症対策の推進 

 

【具体的な施策】 

№ 事業内容 担当課 

95 

■認知症についての正しい知識の普及啓発 

高齢者がいつまでも健康で元気に暮らせるために、認知症についての正しい知識

の普及啓発を行います。 

保健センター 

96 
■認知症予防活動の推進 

脳を活性化させるための運動を、地域の人々との交流を通して行います。 
保健センター 

97 

■認知症高齢者等にやさしい地域づくりの推進 

認知症カフェ
※１

の開催、認知症サポーター
※２

の養成、認知症ケアパス
※３

の作成、認知症

初期集中支援チーム
※４

の設置等を行い、認知症高齢者等にやさしい地域づくりの推

進を図ります。 

高齢介護課 

 

 

※１ 認知症カフェ：認知症の人やその家族、介護・医療の専門家、地域住民が集い、交流や情報交換を行うカフェです。 

※２ 認知症サポーター：認知症について正しく理解し、認知症の人や家族を温かく見守り、支援する応援者です。養成講座

を受講してサポーターになります。  

※３ 認知症ケアパス：地域ごとに認知症の人やその家族が認知症と疑われる症状が発生した場合に、いつ、どこで、ど 

のような支援をうければよいかを理解できるように、状態に応じた適切な医療や介護サービス提供の流れを示した 

ものです。 

※４ 認知症初期集中支援チーム：複数の専門職が家族の訴えなどにより、認知症が疑われる人や認知症の人及びその家族 

   を訪問し、アセスメント・家族支援など初期の支援を包括的・集中的に行い、自立生活のサポートを行うチームです。 
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基本目標Ⅲ 安心できる保健医療体制の充実 

 

基本施策 重点施策 № 具体的な施策 

１．感染症の予防促進 
（１）感染症に関する 

知識の普及啓発 

98 予防接種の正しい知識の普及啓発 

99 性や性感染症に関する正しい知識の普及 

100 かがやき出前講座の継続 

２．医療体制の充実 

（１）的確な医療の提供 

体制の強化 
101 病診連携

※１

の推進 

（２）救急医療情報の提供 
102 小児夜間救急室の情報提供 

103 救命救急の情報提供の継続 

（３）救急医療体制の充実 104 市民病院の救急医療体制の充実 

３．災害時の保健活動 
（１）災害時保健活動の 

推進 

105 災害時保健活動マニュアルの充実 

106 
妊婦・乳幼児・高齢者に対する災害の備え

についての周知 

107 関係団体・地域の活動団体等との連携強化 

108 災害時の救急用品の備蓄 

 

 

Ⅲ－１ 感染症の予防促進 

（１）感染症に関する知識の普及啓発 

 

【具体的な施策】 

№ 事業内容 担当課 

98 
■予防接種の正しい知識の普及啓発 

標準的な予防接種の受け方を個別に指導します。 
保健センター 

99 
■性や性感染症に関する正しい知識の普及 

特別活動における「性教育」についての授業を実施します。 
学校教育課 

100 
■かがやき出前講座の継続 

「感染症予防」等の出前講座を実施し、感染症予防対策の推進に努めます。 

市民活動推進課 

（保健センター） 

 

 

 

 

※１ 病診連携：地域医療等において、核となる病院と地域内の診療所が行う連携のこと。必要に応じ、患者を診療所から

専門医や医療設備の充実した核となる病院に紹介し、高度な検査や治療を提供する。快方に向かった患者は元の診療

所で診療を継続するしくみです。 
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Ⅲ－２ 医療体制の充実 

（１）的確な医療の提供体制の強化 

 

【具体的な施策】 

№ 事業内容 担当課 

101 

■病診連携の推進 

市民が身近な地域において、初期医療から高次専門医療まで病態に応じて、的

確に医療が受けられるよう、かかりつけ医と市民病院の連携強化を進めます。 

市民病院よろず相

談・地域連携課 

 

 

（２）救急医療情報の提供 

 

【具体的な施策】 

№ 事業内容 担当課 

102 

■小児夜間救急室の情報提供 

急な子どもの病気に対する夜間・休日の小児医療体制について、情報提供を行

います。 

保健センター 

103 

■救命救急の情報提供の継続 

救命講習会を開催し、心肺蘇生法、ＡＥＤ使用法等についての正しい知識の普

及と技術の提供を図ります。 

また、岐阜県広域災害・救急医療情報システムによる病院情報の提供を行いま

す。 

消防組合警防課 

 

 

（３）救急医療体制の充実 

 

【具体的な施策】 

№ 事業内容 担当課 

104 

■市民病院の救急医療体制の充実 

市民病院の救急医療体制の充実を図るため、救命救急専門医や看護師の確保に

努めるとともに、高度医療機器の整備を進めます。 

市民病院庶務課 
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Ⅲ－３ 災害時の保健活動 

（１）災害時保健活動の推進 

 

【具体的な施策】 

№ 事業内容 担当課 

105 

■災害時保健活動マニュアルの充実 

大垣市災害時保健活動マニュアルを随時見直すとともに、スタッフ間での情報

の共有を図ります。 

保健センター 

106 

■妊婦・乳幼児・高齢者に対する災害の備えについての周知 

乳幼児を持つ保護者や高齢者等に、災害に対する備えについての、知識の普及

に努めます。 

保健センター 

107 

■関係団体・地域の活動団体等との連携強化 

医師会、歯科医師会、薬剤師会等の関係団体との連携を図ります。また、地域

の活動団体等との連携に努めます。 

保健センター 

108 

■災害時の救急用品の備蓄 

災害時の救急用品やトリアージタッグ
※１

などの備蓄を図るとともに、保健活動用

チラシを作成し、必要時に直ちに使用できるよう点検に努めます。 

保健センター 

 

※１ トリアージタッグ：災害などで多数の負傷者が出た場合に、傷の軽重によって治療や搬送の優先順序を判定し、4種

の色と数字で示すものです。 


