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【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

平成33年度

（基準値） （実績） （実績） （目標値）

各がん検診受診者数（延べ） 人 17,008 17,279 17,288 18,000

肺がん検診受診率 ％ 27.40 30.80 29.10 28.00

04010207 健康診査事業 259

　昨年度より受診者数は減少したがん検診もあるが，職場の受診状況も含めた市民アンケートでは50％近い受診
率となっているため，受診者数は横ばいと考えられる。また，精密検査の結果，がんと診断される受診者もお
り，事業実施の成果はあると考えられる。

04010204 がん検診事業 255

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 47,446 47,418 △ 28

国庫支出金 184 661 477 感染症予防事業費等負担金　外

県支出金

地方債

その他 3,549 2,790 △ 759 胃がん検診負担金　外

一般財源 43,713 43,967 254

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度

　市民ががん検診を受診することにより，がんの早期発見，早期治療に
つなげる。

　各がん検診の新規受診者と継続受診者数を増やすために，個別通知の
継続実施，市民向けがん検診啓発チラシの配布を実施した。
　大腸がん検診については，骨粗しょう症検診希望者に事前勧奨をし検
査日に検体を回収することで，受診しやすい環境整備を図った。

　子宮頸がん・乳がん検診が同時に受診できるレディース検診にて，大腸がん検診の受診勧奨及び同時検診を実
施することで受診率向上につなげていく。

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 3,801 4,123 322

国庫支出金

県支出金 1,063 1,853 790 健康増進事業費補助金　

地方債

その他

一般財源 2,738 2,270 △ 468

がん検診

－ 124 －



【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

　受診勧奨方法が前年度と同様のため成果が停滞している。今後は，個別通知や乳幼児健康診査時の案内の他に
広く周知できる方法を検討し成果の向上を図る。

　健康増進法，地域保健法に基づく事業であり，縮小することはできない。
　次年度は，これまでの周知方法に加え，歯周疾患医療機関検診対象者への個別通知の発送時期を早める。その
他健康診査の日程や受診方法等の周知方法を検討し周知の強化を図り，受診者数の増加につなげていく。

04010210 乳幼児健康診査事業 261

地方債

その他

一般財源 4,617 4,672 55

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 4,617 4,672 55

国庫支出金

県支出金

　乳幼児健康診査の受診率を高め，疾病の早期発見に努める。発育段階に合わせた節目の健診で子どもの育ちを
確認し，保護者への保健指導や健診後の相談を通して育児不安の解消に努め，親子ともに健やかな生活を送るこ
とができる。

　未受診者への連絡を早期に行うことで，集団健康診査の受診率は高く推移し，健康の保持，増進に努めること
ができた。また，医療機関健康診査に関しては，子育てナビや離乳食教室時の受診ＰＲを行うことで受診率の維
持に努め，疾病の早期発見，早期治療につなげることができた。

平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績） （実績） （目標値）
指標名 単位

平成26年度

健康づくり健康診査受診者数 人 306 304 251 330

平成28年度

 対象者が各種健診を受けることで，生活習慣病予防，重症化予防につな
げる。

　健康づくり健康診査について，各がん検診の受診勧奨個別通知や乳幼
児健康診査時に受診勧奨案内を実施した。歯周疾患医療機関検診は，今
年度の新規事業で下半期からのスタートであったため，受診者は少な
い。

・受診者数
　健康づくり健康診査：251人　歯周疾患医療機関検診：125人
　骨粗鬆症検診：139人　　　　肝炎ウイルス検査:417人
　特定健康診査（生活保護受給者）：16人

健康診査

－ 125 －



【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績） （実績） （目標値）

集団健康診査受診率 ％ 98.90 99.40 99.07 98.00

９～11か月児医療機関健康診査受診率 ％ 84.50 86.10 85.40 90.00

　子育てナビでの周知や未受診者への連絡を早期に行うことで，乳幼児健康診査の受診率が高く推移している。
今後も同様の方法にて受診率の維持に努める。

　母子保健法に基づく事業であり，病気の早期発見や心身の健康保持・増進と保護者の育児不安の解消の視点を
取り入れ，今後も同様に実施する。

04010213 新生児訪問事業 263

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 1,219 3,349 2,130

国庫支出金 1,080 1,080 母子保健衛生費補助金　

県支出金

地方債

その他

一般財源 1,219 2,269 1,050

　乳児の疾病の早期発見と健やかな成長の支援をしていく。母乳栄養の確立と育児不安や産後うつなどの問題を
抱えた産婦が，安心して子育てができるよう支援していく。

　委託助産師や里帰り先の市町村への新生児訪問の依頼をタイムリーに実施し，訪問実施率を向上させることが
できた。また，今年度から産後ケア事業を開始し，家族等からの十分な援助が受けられず育児不安のある産婦に
対し，母乳育児の確立，育児不安の解消につなげることができた。

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績） （実績） （目標値）

妊娠・出産について満足している者の割合
「健やか親子21（第2次）」アンケートより

％ 80.40 78.90 83.00

新生児・乳児訪問実施率 ％ 79.70 90.40 98.30 93.00

　妊娠期からの関係機関との連携も連絡票等でとれるようになっており，早期に介入できることで成果は向上し
ている。

・新生児訪問
　産後早期の訪問実施により母乳育児の確立，育児不安の解消につながっている。母乳育児の確立のためには2回
目の継続訪問が必要なケースもあり，委託助産師への訪問依頼を増加させていくことが必要である。
・産後ケア
　妊娠期からの要支援妊産婦に関する連携や，子育て世代包括支援センターでの出生届時の面談，子育て応援プ
ランによる周知もさらに広まることで利用者増が見込まれる。
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決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

04010214 妊婦健康診査事業 263

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 53,724 54,117 393

国庫支出金

県支出金

地方債

その他

一般財源 53,724 54,117 393

　妊婦の健康管理と胎児の順調な発育を定期的に確認するため，妊婦健診費用（指定検査項目）の一部を公費負
担し，受診勧奨をし，適正な受診につなげる。 妊娠中毒症，貧血，糖尿病等妊娠中に発生する病気の早期発見に
より，母体と胎児の健康確保を図る。

支援が必要な妊婦の早期発見と適切な支援の実施
・医療機関と連携を密にして，健康管理面，経済的問題や子育て環境支援の必要な妊婦に早期から医療機関と連
携し，適切な支援を行った。
・妊娠届時アンケートから支援が必要な妊婦を早期に発見し，医療機関や関係機関と連携し適切な支援を行っ
た。

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績） （実績） （目標値）

妊婦健康診査受診票利用率 ％ 79.20 81.20 77.30 83.00

　公費負担で受診しやすさを図っており，妊娠中の経済的負担の軽減および定期的な受診を奨励することによ
り，母子保健の推進につながっている。

　妊婦健康診査に加え，出産間もない時期の産婦に対する産婦健康診査2回分を増やすことにより，産後うつの予
防や新生児への虐待防止等を図る。

04010218 小児予防接種事業 265

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 144,270 169,915 25,645

国庫支出金

県支出金

地方債

その他

169,915 25,645

　小児の感染症の重症化予防と感染症の発生及び蔓延を防ぐ。

一般財源 144,270
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【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

　今年度から，小児任意予防接種助成事業と統合した。
　接種者に対し対象月に必要な書類を送付している。また，子育てナビの導入により，メールでの接種勧奨もさ
れている。ＢＣＧ，ＭＲ，二種混合の未接種者に対しては，通知・電話で勧奨を実施した。

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績） （実績） （目標値）

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 16,361 16,262 △ 99

国庫支出金

（実績）

その他

高齢者予防接種助成事業 265

　高い接種率のため成果は横ばいである。今後も現在の接種率を維持していく。

　接種時期に合わせた個人通知，子育てナビを活用した周知，未接種者に対する勧奨（通知，電話）を継続し，
高い接種率を維持していく。

04010220

麻しん風しん予防接種（第２期）接種率 ％ 97.20 96.40 97.00 100.00

県支出金

一般財源 16,361 16,262 △ 99

　肺炎球菌予防接種対象者には個人通知を実施しており，希望者が接種できる環境が整っているため成果の向上
は見込めないが，インフルエンザ予防接種に関しては周知方法に改善の余地がある。

　インフルエンザ予防接種事業に関して，市内介護施設等へのポスター掲示，施設職員等への周知徹底等，次年
度以降の周知方法を検討していく。

（実績） （目標値）

インフルエンザ予防接種の接種人数 人 5,721 6,057 5,843 7,100

　65歳以上の高齢者に対し，インフルエンザ及び高齢者肺炎球菌の予防接種費用の助成を行うことで，インフル
エンザの発生及び蔓延予防，肺炎の重症化予防を図る。

　肺炎球菌予防接種に関しては定期接種対象者に個人通知を実施。インフルエンザ予防接種に関しては新65歳の
みの個人通知，広報，ポスター掲示での周知を実施した。

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値）

地方債
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決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

04010224 子育て支援情報発信事業 267

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 999 1,115 116

国庫支出金

県支出金

地方債

その他

一般財源 999 1,115 116

　妊婦及び0歳から中学生までの保護者に対し，子育て支援の情報発信を行う。妊娠・出産から子育て期まで情報
発信の環境を整え，守谷市の子育てサービスを見える化し，支援サービスを利用しやすくすることで，子育てに
関する不安の解消や孤立化防止を図る。

04010222 不妊治療費助成事業 267

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 4,060 5,267 1,207

国庫支出金

県支出金

地方債

その他

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績） （目標値）

　従来の特定不妊治療に，さらに平成30年度よりその過程における男性不妊治療を助成対象に追加することによ
り，対象枠を拡大する。

（実績）

一般財源 4,060 5,267 1,207

　特定不妊治療（体外受精・顕微受精）を受け，茨城県の不妊治療助成の交付決定を受けている夫婦に対し，不
妊治療費の経済的負担の軽減を行う。

　申請に基づく助成であり，事業の周知等により適切に利用（申請）されている。助成を受けられる回数は，年
齢によって制限があったが，平成30年度から年間の助成回数の制限がなくなったことにより，今後も，増加が見
込まれる。

特定不妊治療費助成金交付申請者延べ数 件 76 82 95 111

　高額の治療費がかかる不妊治療を受けている夫婦の経済的負担の軽減を図るため，1回の治療につき，県助成を
差し引いた額に対し，5万円を上限に助成した。
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【今年度の取組】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

平成33年度

96.10 95.00

平成26年度 平成28年度 平成29年度

914 2,100

（基準値） （実績） （実績） （目標値）

　平成29年4月に導入し，母に限らず父も登録できることを伝え，広く保護者への情報発信の拡充を図った。
　平成30年4月から平日の妊婦の全数面接実施体制が整うことから，今後は妊娠期の登録を勧めていくために，窓
口での周知，登録を強化する。

指標名 単位

この地域で子育てをしたいと思う親
の割合
（健やか親子２１アンケートより）

％ 96.10

もりや子育てナビ登録者数 人

　母子健康手帳の交付時の周知を通して登録者数が伸びており，子
育て情報が定期的に発信できている。また，子育てナビのアクセス
数は月2万回前後で推移しており，保護者の子育て情報を得るツール
として受け入れられていると考えられ，成果は向上している。

　次年度も同様，妊娠週数や月齢に応じた定期メール配信を中心
に，教室参加者募集など情報発信を継続して実施する。

もりや子育てナビ
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