
 

39 

  

第４章 

施策の展開 

各ページの「主な成果指標」は、「第３期八王子市保健医療計画

及び第２期八王子市がん予防推進計画策定に係る市民意識調査」

や、その他各種調査の結果をもとに、平成 28 年度の値を現状値

とし、計画最終年度（平成 35 年度（2023 年度））までに達成を

目指す目標値を掲載しています。 

なお、平成 28 年度の値が掲載できない場合は、表内にて説明

しています。 
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第４章  施策の展開  

視点１ いつまでも元気で健康的な生活を送るために          

基本目標（１）生涯を通じた健康づくりの推進 

施策 1-(１)-① 健全な生活習慣の確立  

 

■ 現状 

食生活と生活習慣病は密接な関係があるといわれていることからも、バランスのとれた栄養を摂取

する食生活を送ることは、健康を維持・増進していくために欠かすことのできないものです。特に幼

年期から少年期までは、食べることの基本を身につける時期から食の自立へと移行していく大切な時

期であり、この時期に培った食習慣や知識、体験が、生涯を通じて健康で豊かな食生活の基礎となり

ます。 

また、身体活動（運動）も生活習慣病と密接な関係があり、特に適度に行うことは、健康を維持・

増進していくために欠かすことができないものです。さらに、こころの健康や生活の質の向上などに

大きな効果が得られることも知られています。 

このほか、近年では、加齢とともに心身の活力が低下し、生活機能障害や要介護状態の危険性が高

くなった状態である、高齢者の虚弱（「フレイル」）*15が注目され、低栄養防止や重症化予防の推進の

ため、効果的な栄養指導など、高齢者の特性にあわせた対応が求められています。 

そこで、本市の現状については、平成 28 年度市民意識調査の結果から朝食の摂取状況においては

30 歳代の男女ともに、朝食をほぼ毎日食べている人の割合が低い傾向がみられます。 

また、日頃から、健康の維持・増進のために意識的に体を動かすことを「いつもしている」という

運動習慣のある人の割合は、男女ともに 70 歳代が高い一方、「まったくしていない」という人の割合

が、男性では働き盛りの 30 歳代から 40 歳代、女性では 10～20 歳代、30 歳代で 2 割以上となっ

ています。 

■ 課題 

○子どもの頃から望ましい食習慣や食生活を身につけること 

○身体活動や運動による健康づくりへの意識向上をはかること 

○日常の運動習慣を形成するために、自分にあった運動を楽しみながら行うこと 

○運動に関する正しい知識を身につけること 

○運動を始めるきっかけをつくること 

○運動を一緒に行う仲間づくりの支援を行うこと 

  

                                              
15 高齢者の虚弱（フレイル）（こうれいしゃのきょじゃく（ふれいる）） 110 ページ参照 



第４章 施策の展開 

41 

■ 主な成果指標 

 

成果指標 現状値 
計画最終年度の

目標値 

朝食をほぼ毎日食べている人の割合 
男性 79.1% 

女性 85.1% 

男性 90.0％ 

女性 90.0% 

週 1 回以上運動している成人の割合 63.４% 67.0% 

 

■ 課題解決に向けた今後 6 年間の取組 

【取組 No.1 規則正しい食生活の推進】 
 

個人 

・朝食を食べましょう。 

・１日３食バランス良く食べましょう。 

・家族や友達と楽しみながら食事をしましょう。 

地域・ 

団体 

・地域活動、団体活動を通じて、望ましい食習慣の大切さを伝えましょう。 

・地元産の食材を使う「地産地消」を広めましょう。   

行政 

健康部 健康政策課 

・食育フェスタを健康フェスタと合同で開催し、食の大切さをより多くの市民へ普及啓発し

ます。 

・第 2 期食育推進計画に基づき生活リズムを整え、身体や日々の活動に見合った食事量を 1

日 3 食きちんと食べ、望ましい食生活が送れるよう、全てのライフステージに応じた取組

を推進します。 

健康部 生活衛生課 

・健康的な食生活を送るための情報発信をする給食施設の支援を行います。 

医療保険部 保健福祉センター（大横・東浅川・南大沢） 

・各種母子保健事業、成人保健事業、介護予防事業を通じて、乳幼児期から適正な食生活を

送れるよう支援を行います。 

子ども家庭部 保育幼稚園課 

・園児に、食物を作る喜び、収穫の喜び、食べる喜びを経験させ、食の大切さを伝えていき

ます。 

・保護者には、「給食だより」や「献立表」などの配付を通じて、食育に関する情報提供を行

います。 

・子育て家庭に、親子クッキングや給食の試食により食育を啓発していきます。また、保育

園ひろば事業を通じて、離乳食や幼児食についての講話を行います。 

産業振興部 農林課 

・道の駅などで安全・安心な農作物を提供し、その農作物に生産者の顔写真等を表示するた

めのバーコードを貼りつけることで「顔が見える販売」を実施し、地産地消を推進します。 

学校教育部 保健給食課 

・市内に給食施設を整備し、中学生のこころと身体を育む給食の提供を行うとともに、市民

が食でつながる場所として、関係機関と連携をはかりながら地域の食育活動を推進しま

す。 

学校教育部 保健給食課、指導課 

・市立小・中学校における食育推進計画に基づく食育を実践するため、各校での指導体制を

整備し、全教育活動の中で推進をはかります。 

・市立小・中学校で「食育の日」を設け、毎日の食を大切にするこころや、自らの健康につ

ながる知識を身につけるための取組を実施します。 

 

 



 

42 

【取組 No.２ 運動習慣の普及】 
 

個人 

・週に１回以上運動をしましょう。 

・子どもの頃から体を動かす習慣を身につけましょう。 

・日常的に意識して歩くようにしましょう。 

地域・

団体 

・身近な場所で、気軽に参加できる運動の機会をつくりましょう。 

・運動を通じての自主グループ、地域活動を行いましょう。 

行政 

健康部 健康政策課 

・健康フェスタなどのイベントを通じて、身体活動や運動の大切さを市民へ普及啓発します。 

医療保険部 保健福祉センター（大横・東浅川・南大沢） 

・保健事業において、運動習慣の大切さの普及啓発と運動習慣の確立に向けた支援を行いま

す。 

生涯学習スポーツ部 スポーツ振興課 

・総合型地域スポーツクラブ同士のつながりを強化するため、情報交換会の開催などを行い

ます。 

・ヘルシーウォーキングを健康フェスタにあわせて開催します。 

 

【取組 No.３ 規則正しい生活リズムの習得】 
 

個人 親子で望ましい生活リズムの大切さを知り、生活リズムを整えましょう。 

地域・

団体 
地域で季節の行事などを開催し、一年間を通した生活リズムを整えましょう。 

行政 

医療保険部 保健福祉センター（大横・東浅川・南大沢） 

・母子保健事業や地域での出前講座等を通じて、親子の規則正しい生活リズムに関する啓発、

改善への働きかけを実施します。 

子ども家庭部 保育幼稚園課 

・「園だより」や「ほけんだより」を通じて、生活習慣確立の必要性を周知します。 

・園児に、生活習慣、生活リズムの大切さを指導します。 

 

【取組 No.４ 高齢期の健康づくりの推進（介護予防の推進）】 
 

個人 人生の目標や生きがいを持って、積極的に地域などでの活動を継続して行いましょう。 

地域・ 

団体 

運動やレクリエーション、生涯学習などの機会や場所の提供について充実をはかりましょ

う。 

行政 

健康部 健康政策課 

・八王子市シニアクラブ連合会等で、健康づくりサポーター*16と協力しながら健康情報など

を提供します。 

・健康づくりサポーターを養成します。 

医療保険部 保健福祉センター（大横・東浅川・南大沢） 

・高齢者計画・第 7 期介護保険事業計画に基づき、介護予防事業を実施します。 

福祉部 高齢者いきいき課 

・高齢者計画・第７期介護保険事業計画に基づき、介護予防事業を実施します。 

生涯学習スポーツ部 スポーツ振興課 

・市内の各地域に出向き、年齢や体力に合わせた運動指導を行います。 

生涯学習スポーツ部 学習支援課 

・社交ダンスや健康体操など、高齢者の健康づくりに役立つ講座を実施します。 

 

                                              
16 健康づくりサポーター（けんこうづくりさぽーたー） 109 ページ参照 
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施策 1-(１)-② 生活習慣病の発症と重症化の予防 （重点） 

 

■ 現状 

生活習慣病予防のためには、普段からより良い食生活や運動習慣、生活リズムなどを身につけると

ともに、たばこや飲酒の害に関する正しい知識を持って、生涯を通じて望ましい生活習慣を実践して

いくことが必要です。 

そこで、本市の現状については、平成 28 年度市民意識調査の結果から、お酒を飲む頻度について

「毎日飲む」人の割合は男性が高く、50 歳代以上で 3 割を越えています。喫煙者の割合についても

同様に、男性 30～60 歳代男性の喫煙者の割合は 25%以上となっています。 

また、平成 2７年度特定健康診査受診率は 45.5％と、都の平均値（44.9%）よりも高くなってい

ます。同年度特定保健指導の受診率は 23.1%と、都の平均値（15.7%）よりも高くなっています。 

■ 課題 

○たばこや飲酒による健康への影響について知ること 

○生涯を通じて望ましい生活習慣を実践していくこと 

○健康講座などのイベントや事業を通じて、生活習慣病について周知をはかること 

○特定健康診査の受診率や特定保健指導実施率の向上をはかること 

■ 主な成果指標 

 

成果指標 現状値 
計画最終年度の

目標値 

特定健康診査受診率 45.5% 
（平成 27 年度数値） 

60.0% 

特定保健指導実施率 23.1％ 
（平成 27 年度数値） 

60.0% 

 

■ 課題解決に向けた今後 6 年間の取組 

【取組 No.５ 飲酒に対する正しい知識の普及啓発】 
 

個人 

・飲酒による健康への影響について知りましょう。 

・妊婦や授乳中の女性は、胎児や乳児への健康影響について正しい知識を持ち、飲酒をやめ

ましょう。 

・未成年者は飲酒をしないことはもちろん、周囲の大人は未成年者による飲酒を防止しまし

ょう。 

・節度ある適度な飲酒を心掛けましょう。 

・休肝日をつくりましょう。 

地域・ 

団体 
・未成年者にお酒を売らない、提供しないようにしましょう。 

行政 

健康部 保健対策課 

・飲酒による健康への影響について、講演会等を通じて広く普及啓発します。 

・アルコールに関する専門医相談を実施します。 

医療保険部 保健福祉センター（大横・東浅川・南大沢） 

・母子保健事業や子育て支援事業を通じ、妊婦や授乳中の女性の飲酒防止に取り組みます。 
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子ども家庭部 児童青少年課 

・青少年に対して飲酒による健康への影響に関する知識を普及啓発します。 

学校教育部 保健給食課 

・学校保健計画に基づき市立小・中学校において飲酒による健康への影響などの講習会や啓

発事業を実施します。 
 

【取組 No.６ 受動喫煙*17対策、禁煙支援】 
 

個人 

・喫煙や、受動喫煙が及ぼす健康影響について正しい知識を持ちましょう。 

・妊婦や授乳中の女性は、胎児や乳幼児への健康影響について正しく理解し、喫煙をやめま

しょう。 

・周囲に子どもや喫煙をしない人がいるときは喫煙をやめましょう。 

・喫煙マナーを守りましょう。周囲にやけどなどをひきおこさないよう、歩きたばこは絶対

やめましょう。 

・喫煙ががん発症のリスクとなることを知りましょう。    

・喫煙が肺の生活習慣病である慢性閉塞性肺疾患（COPD）の原因となることを知りましょ

う。 

地域・ 

団体 

・喫煙、受動喫煙による健康影響についての知識を普及しましょう。 

・未成年者にたばこを売らない、与えないようにしましょう。 

・敷地内禁煙など受動喫煙防止対策に協力しましょう。 

・喫煙者へのマナーアップ活動に協力しましょう。 

・がん発症のリスクとなる喫煙についての知識を普及しましょう。 

行政 

健康部 健康政策課 

・喫煙、受動喫煙の健康影響及び慢性閉塞性肺疾患（COPD）について普及啓発を行います。 

・受動喫煙に関する法改正の動きに対応しながら、関係所管と連携し、引き続き喫煙に関す

る健康への影響について周知啓発します。 

医療保険部 成人健診課 

・特定保健指導など保健事業のあらゆる機会を通じて、喫煙、受動喫煙の健康影響について

普及啓発を行います。 

・肺がん検診の際、喫煙者に対しては、医師から禁煙外来に結びつけるリーフレットや禁煙

外来医療機関マップを手渡し、禁煙支援を行います。 

医療保険部 保健福祉センター（大横・東浅川・南大沢） 

・喫煙、受動喫煙の健康影響について普及啓発を行います。 

子ども家庭部 児童青少年課 

・青少年に対してたばこの影響を理解し、適切な行動ができるよう支援します。 

環境部 環境政策課 

・喫煙マナー向上のため、市民・事業者と協働してマナーアップキャンペーンを実施します。 

学校教育部 保健給食課 

・学校保健計画に基づき市立小・中学校において喫煙が及ぼす健康影響についての講習会や

啓発事業を実施します。 
 

  

                                              
17 受動喫煙（じゅどうきつえん） 110 ページ参照 
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【取組 No.７ 生活習慣病などの疾病予防の推進】 
 

個人 

・規則正しい生活リズム、バランスの良い食生活、適度な運動を取り入れましょう。 

・喫煙や飲酒が生活習慣病のリスクを高めていることを知り、禁煙や節度ある適度な飲酒を

心掛けましょう。 

・定期的に健診を受け、健診結果を正しく理解しましょう。 

・自分の健康に関心を持ちながら適正体重を知り、体重のコントロールをしましょう。 

地域・ 

団体 
・地域活動や団体活動を通じて生活習慣病予防の大切さを普及しましょう。 

行政 

健康部 健康政策課 

・糖尿病やメタボリックシンドローム*18などを予防する生活習慣について推進します。 

・関係所管と連携し、飲食店に向けた減塩や野菜摂取の重要性を普及啓発します。 

健康部 生活衛生課 

・特定給食施設における栄養管理の質の向上を支援します。 

医療保険部 成人健診課 

・国保データベースや健診データ、レセプト情報を活用し、糖尿病や糖尿病性腎症などの重

症化予防を重点的に取り組みます。 

・特定保健指導等の実施により、糖尿病等生活習慣病の予防を推進します。 

医療保険部 保健福祉センター（大横・東浅川・南大沢） 

・データ改善相談、生活習慣病予防の講演会、測定会等を実施し、生活習慣病予防の普及啓

発をはかります。 

・特定健康診査のデータを活用するなど関係機関と連携し、糖尿病重症化予防を重点的に実

施します。 

学校教育部 保健給食課 

・市立小・中学校における定期健康診断を継続して実施し、適切な生活指導と子どもたちの

健康増進に努めます。 
 

【取組 No.８ 特定健康診査、特定保健指導の実施】 
 

個人 

・特定健康診査を積極的に受診し、自分の健康状態を把握しましょう。 

・健診結果で精密検査や治療が必要と判断された人は、早期に医療機関を受診しましょう。 

・特定保健指導を積極的に利用し、健康診査結果に応じた生活習慣の改善、疾病予防に役立

てましょう。 

地域・ 

団体 

・特定健康診査、特定保健指導の受診や利用について普及啓発しましょう。 

・生活習慣の改善や疾病予防の大切さを周知しましょう。 

行政 

医療保険部 成人健診課 

・国民健康保険データ活用保健事業実施計画（平成 30 年度（2018 年度）～35 年度（2023

年度）)に基づき、特定健康診査及び特定保健指導を実施します。 

・広報への掲載や個別通知の発送、健康フェスタへの参加などを通じて、特定健康診査、特

定保健指導の必要性を普及啓発します。 

・市民が受けやすい健康診査、保健指導体制を整え、受診率や実施率の向上を目指します。 

・保健指導の質を向上させ、さらなる検査値改善や脱出率の向上を目指します。 
 

  

                                              
18 メタボリックシンドローム（めたぼりっくしんどろーむ） 112 ページ参照 
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施策 1-(１)-③  妊娠期からの切れ目のない支援の充実 

 

■ 現状 

少子高齢化や核家族化、地域におけるつながりの希薄化等により、出産だけでなく子どもを育てる

ことに対する不安や負担感は、ますます大きくなっています。 

そうした中、本市では「子育てしやすいまちナンバーワン」を目指し、妊娠期からの切れ目のない

子育て支援を行うため、フィンランドの「ネウボラ*19」の仕組みをモデルとした、「八王子版ネウボ

ラ」に取り組んでいます。 

地域の相談拠点として始めた「八王子版ネウボラ」では、孤立しがちな乳幼児期の子育てを支える

ため、個々の事情に応じた妊婦面談や赤ちゃん訪問事業、乳幼児健診事業の機会を通じて、子ども家

庭支援センターや地域の子育てひろば等の子育て支援サービス、医療機関などの関係機関と連携しな

がら、寄り添い見守る取組を行っています。 

■ 課題 

○八王子版ネウボラの充実をはかること 

○地域社会が一体となった、妊娠期からの切れ目のない母子支援体制の充実をはかること 

○妊産婦や乳幼児の健康診査の充実・周知をはかること 

○相談体制を充実すること 

○親子の健康づくりを支援すること 

■ 主な成果指標 

 

成果指標 現状値 
計画最終年度の

目標値 

妊婦面談率 66.1％ 100.0% 

３～４か月児健康診査受診率 97.7% 100.0% 

 

■ 課題解決に向けた今後 6 年間の取組 

【取組 No.9 妊産婦、乳幼児健康診査における育児、健康への支援】 
 

個人 
・定期的に健診を受けましょう。 

・必要に応じて、精密検査や治療を受けましょう。 

地域・ 

団体 
・健康診査の必要性を周知しましょう。 

行政 

医療保険部 保健福祉センター（大横・東浅川・南大沢） 

・乳幼児健診の未受診者に訪問や電話等による受診勧奨を行うことで、受診率向上をはかる

とともに未受診状況の把握に努めます。また、関係機関と連携し、全ての乳幼児の健康状

態を把握します。 
 

  

                                              
19 ネウボラ（ねうぼら） 112 ページ参照 
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【取組 No.10 八王子版ネウボラの推進】 
 

個人 ・妊娠届を早期に提出し、妊婦面談を利用しましょう。 

地域・ 

団体 
・不安が大きい等の妊産婦には、必要に応じて関連部署と連携をはかり支援しましょう。                  

行政 

医療保険部 保健福祉センター（大横・東浅川・南大沢） 

・八王子版ネウボラとして、全ての妊婦に面談を実施するとともに、産婦人科医や小児科医

との連携会議を開催し、連携をはかります。 

子ども家庭部 子ども家庭支援センター 

・出産前後や子育て家庭に寄り添う相談を実施します。 
 

 

 

 

  

子育て家庭

・医療機関

・療育機関
・保育園
・幼稚園
・小中学校

・児童相談所等

関係機関

妊娠前 妊娠期 出産 産後 子育て期

妊娠に関
する相談

不妊相談

産前・産後
サポート

妊婦健診

パパママクラス

乳幼児健診等

【地域の子育て支援】
保育園・幼稚園
一時保育

ショートステイ
子育てひろば
児童館

学童保育所等
予防接種

妊婦面談

赤ちゃん
訪問

子ども家庭支援
センター

(子ども家庭部）

保健福祉センター

(医療保険部）

八王子版ネウボラのしくみ

一 体 的 な 支 援 連 携 体 制

保健所
（健康部）

相談

助言

マイファイル事業（※1）乳幼児手帳配付

連携

※1 「マイファイル」とは、子どもの成長や発達に関する情報を1つにまとめるためのファイル。子どもの誕生から自立に
向け継続的な支援を行うため、情報共有をスムーズにサポートする取組です。

連携

妊娠期からの支援の充実

産後ケア
（訪問型）
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施策 1-(１)-④  こころの健康づくり（重点） 

 

■ 現状 

健康的な生活を維持するためには、身体の健康だけでなく、こころの健康も大切です。ストレス社

会といわれる現代において、うつ病はこころの病気の代表的なものとされ、自殺の主な原因ともいわ

れています。 

そこで、本市の現状については、平成 28 年度市民意識調査の結果をみると、不安や悩み、苦労な

どによるストレスを感じている人の割合は男性 30 歳代、女性 10～20 歳代と 40 歳代で高くなって

います。一方で、男女ともに 70 歳以上では、比較的ストレスを感じていない人の割合が高くなって

います。身近な人が悩んでいて、「様子がいつもと違う」と感じた時の対応方法としては、「声をかけ、

相談にのる」が約 8 割となっているものの、「相談機関や医療機関を紹介する」は 3.8%と低くなって

います。また、市内における精神科病院と連携した事業を行っています。 

こころの健康を高めるためには、自分にあったストレス解消法をみつけることや、周囲の人に協力

や助けを求めることが大切です。こころの不調は、周りから気づかれにくく、また自分でも無理をし

すぎて体調の悪化につながることもあります。本人、家族または周囲の人が専門の機関に相談し、病

気の理解や対応について知ることが必要です。 

■ 課題 

○困った時に専門の機関に相談することができる体制を充実すること 

○相談窓口に関する情報発信を行うこと 

■ 主な成果指標 

 

成果指標 現状値 
計画最終年度の

目標値 

こころの健康に関する普及啓発数 1,357 人 2,000 人 

 

■ 課題解決に向けた今後 6 年間の取組 

【取組 No.11 こころの健康と病気の予防についての知識の普及啓発】 
 

個人 

・休養や睡眠時間を十分に取りましょう。 

・自分なりのストレス解消法を持ちましょう。 

・こころの病気について正しい知識を習得するように努めましょう。 

地域・ 

団体 

・地域活動、団体活動を通じて、こころの健康の大切さについて普及をはかりましょう。 

・職場などでこころの健康に配慮しましょう。 

行政 

健康部 保健対策課 

・こころの健康づくりについて講演会等を通じて普及啓発します。 

・うつ病の予防、メンタルヘルスについてイベント等の機会で周知をはかります。 

学校教育部 保健給食課 

・市立小・中学校において、こころの健康の重要性について啓発する取組を支援します。 
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【取組 No.12 こころの不調に早期に対応できる支援】 

 

個人 ・自分や家族のこころの不調に気付いたときは、早めの相談や医療機関へ受診しましょう。 

地域・ 

団体 

・職場などで周囲の人へのこころの健康状態に気を配り、不調の人に気付いたときは、早め

の相談や医療機関への受診を勧めましょう。 

行政 

健康部 保健対策課 

・こころの不調を抱える本人やその家族に対し、こころの健康相談を実施します。 

・医療・福祉等の地域関係機関と連携して、支援体制の強化をはかります。 

医療保険部 保健福祉センター（大横・東浅川・南大沢） 

・妊娠期や子育て期の親が安心して育児ができるよう、こころの健康の支援を充実します。 

学校教育部 保健給食課 

・精神科学校医によるこころの健康相談を継続実施するほか、学校医による教職員向けの講

演会を実施します。 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ストレスを上手くコントロールするためには、こまめにストレスを発散してため込まないこ

とが重要です。ストレス解消のキーワードは「ストレス」の頭文字“ＳＴＲＥＳＳ”で表すこと

ができます。ぜひ覚えてみてください。 

 

 

 

 

 

Ｓ Sport スポーツ：運動･･･無理なく適度に体を動かしましょう。 

Ｔ Talk トーク：会話･･･楽しいおしゃべりでこころも健康に。悩みは相談してみましょう。 

Ｒ Recreation レクリエーション：遊び･･･自分が楽しめることを生活に取り入れましょう。 

Ｅ Eat イート：食事･･･おいしく、たのしく、皆で食べてこころにも栄養をとりましょう。 

Ｓ Sleep スリープ：睡眠･･･良い睡眠習慣を生活に取り入れましょう。 

Ｓ Smile スマイル：笑顔･･･笑顔で免疫力をアップしましょう。 

 

ストレス解消法のキーワード 
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施策 1-(１)-⑤  自殺対策の推進 

 

■ 現状 

日本は、国際比較において自殺による死亡者数が高い水準で推移している状況にあります。健康問

題や経済問題、勤務問題などを背景とするものや、近年増加傾向にあるうつ病によるものなど、様々

な原因があるため、それらを考慮して自殺対策をすすめていくことが求められています。 

平成 28 年には自殺対策基本法が改正され、都道府県や市町村に自殺対策計画の策定が義務付けら

れ、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現に向けた取組がすすめられています。 

本市においても、平成 22 年度より自殺対策庁内連絡会を設置し、庁内における自殺対策の取組を

すすめてきました。また、今後（仮称）自殺対策計画（策定予定）を策定し、取組を推進していきま

す。 

本市のライフステージ別死因順位をみると、少年期の女性、青年期の男女、壮年期の男性で、自殺

が死因の第一位となっています。 

■ 課題 

○（仮称）自殺対策計画の策定 

○（仮称）自殺対策計画に基づき自殺者の減少に向けた取組を推進すること 

■ 主な成果指標 

 

成果指標 現状値 
計画最終年度の

目標値 

自殺死亡率（人口 10 万人あたりの自殺死亡者の割合） 16.0 
（平成 27 年数値） 

11.2 
 

※目標値には人口動態統計を使用 

■ 課題解決に向けた今後 6 年間の取組 
 

【取組 No.13 自殺対策の推進】 
 

個人 
・悩みがある時は一人で抱えず、誰かに相談しましょう。 

・うつ病に対する正しい知識を得るよう努め、早期に対応しましょう。 

地域・ 

団体 

・悩みを抱えている人がいたら、まず話を聴き、身近な相談機関につなぎましょう。 

・関係団体や各事業所が働き盛りのうつ病について理解し、適切な対応策を取りましょう。 

行政 

健康部 保健対策課 

・自殺対策庁内連絡会を通じて庁内の連携強化をはかります。 

・自殺対策検討会議を立ち上げ、（仮称）自殺対策計画の策定及び進行管理を行います。 

・（仮称）自殺対策計画に基づき自殺対策の取組を推進します。 

学校教育部 指導課 

・八王子市教育委員会いじめの防止等に関する基本的な方針に基づく取組をすすめていきま

す。 
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施策 1-(１)-⑥  生涯にわたる歯・口腔の健康づくりの推進（重点） 

 

■ 現状 

歯は、おいしく食べる、会話を楽しむなど、豊かで質の高い生活を送るために欠かせないものです。

「健康日本 21（第二次）」によれば、歯と口腔の健康づくりの重要性が指摘されており、口腔機能

の維持・向上や歯の喪失防止などが重要視されています。さらに、近年、口腔の健康が全身の健康に

影響を及ぼすことが明らかにされており、全身の健康を守る観点からも口腔の健康づくりは重要とな

っています。 

また、高年期における摂食・嚥下障害や誤嚥性肺炎といったリスクの回避、高齢者の虚弱（「フレ

イル」）対策など、介護予防の観点からも口腔機能を向上することが必要とされています。 

そこで、本市の現状については、平成 28 年度市民意識調査の結果をみると、１日１回５分以上の

時間をかけて歯みがきをする人の割合は約４割となっています。一方で、「していない」人の割合は約

３割となっています。年に１回以上の定期的な歯科検診の受診状況をみると、男性の 10～20 歳代か

ら 30 歳代、女性の 10～20 歳代で受けていない人の割合が５割以上となっています。 

■ 課題 

○むし歯や歯周病の予防のため生活習慣の改善をはかること 

○乳幼児期から高齢者まで年齢の状況に応じたむし歯や歯周病の予防をはかること 

○歯や口腔の健康が、全身の健康に大きく影響を与えることを周知すること 

○摂食・嚥下機能の維持・向上の大切さを周知すること 

■ 主な成果指標 

 

成果指標 現状値 
計画最終年度の

目標値 

毎日 1 回 5 分以上の時間をかけて歯みがきをする市民の割合 39.2% 50.0% 

むし歯のない 3 歳児の割合 87.8% 93.0% 

年 1 回以上歯科検診を受診している者の割合 30.3% 50.0% 
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■ 課題解決に向けた今後 6 年間の取組 

【取組 No.14 口腔保健の普及啓発】 
 

個人 
・口の中の健康に関心を持ち、歯や口腔機能を維持するための正しい知識を身につけましょ

う。 

地域・ 

団体 
・地域活動、団体活動を通じて、口の中の健康と機能の重要性を伝えましょう。 

行政 

医療保険部 保健福祉センター（大横・東浅川・南大沢） 

・若い世代から高齢者まで、より多くの市民に口腔歯科衛生の重要性を理解していただき、

行動変化につながるようにします。 

福祉部 高齢者いきいき課  

・高齢者団体や介護事業者に対して、口腔ケアに関する出前講座を実施します。 
 

【取組 No.15 口腔疾患の予防と機能の維持向上支援】 
 

個人 

・口の中の健康に関心を持ちましょう。 

・正しい口腔清掃習慣を身につけましょう。 

・定期的に歯科検診を受診しましょう。 

地域・ 

団体 
・地域活動、団体活動を通じて、口の中の健康と機能の重要性を伝えましょう。 

行政 

医療保険部 成人健診課 

・歯と口腔・歯周病検診の対象年齢を拡大し、生涯を通じた口腔ケア事業を展開します。 

・がん検診無料クーポン券に歯と口腔・歯周病検診の案内リーフレットを同封する等、積極

的な周知活動を行います。 

医療保険部 保健福祉センター（大横・東浅川・南大沢） 

・母子保健事業、成人保健事業を通じて、むし歯や歯周病の予防を推進します。 

子ども家庭部 保育幼稚園課 

・保育の中で歯磨きの習慣を身につけさせ、年齢に応じた歯磨き指導を行います。 

・「ほけんだより」を通じて歯の健康の大切さを周知するとともに、歯科検診により早期発

見、早期治療をすすめます。 

学校教育部 保健給食課 

・学校歯科医や関連機関と連携し、市立小・中学校における歯科衛生指導の支援を行います。 
 

【取組 No.16 口腔保健支援センター*20機能の充実】 
 

個人 

・かかりつけ歯科医で定期的に歯科検診を受けましょう。 

・歯周病が全身の健康に影響することを理解しましょう。 

・口腔機能を維持し毎日の「食」を楽しみましょう。  

地域・ 

団体 

・口腔医療従事者は、さらなる良質かつ適切な医療の提供を行うよう、努めましょう。 

・地域活動・団体活動を通じて、口腔保健の重要性を伝えましょう。 

行政 

健康部 健康政策課 

・歯科医療等に従事する者等に対する研修会を実施します。 

・多職種及び関係機関、庁内歯科担当所管と連携をはかり、口腔保健支援センターとしての

役割を充実します。 
 

 

  

                                              
20 口腔保健支援センター（こうくうほけんしえんせんたー） 109 ページ参照 
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施策 1-(１)-⑦  女性の健康づくりと女性特有の疾病予防に対する支援（重点） 

 

■ 現状 

女性の身体には、心身の成長・発育や妊娠、出産、閉経といった各ライフステージにおいて特有の

変化が現れます。 

若い女性の中には標準体重であっても「やせ願望」を持ち、ダイエットを繰り返す場合がみられま

すが、誤ったダイエットは、全身の低栄養状態や骨粗しょう症、貧血などを招く恐れがあります。 

そこで、本市の現状については、平成 28 年度意識調査の結果から、女性は若い年代ほど、「やせ」

の割合が高い傾向がみられます。また、30～40 歳代は子宮頸がんが多く発生する年代です。さらに、

40 歳代以降では乳がんの発生も増加します。 

■ 課題 

○女性特有のがん予防を推進すること 

○定期検診受診により、子宮頸がん・乳がんの早期発見・治療をはかること 

○病気の治療につながる支援を充実すること 

■ 主な成果指標 

 

成果指標 現状値 
計画最終年度の

目標値 

乳がん検診受診率（69 歳まで） 28.7% 50.0% 

子宮頸がん検診受診率（69 歳まで） 25.9% 50.0% 

 

  



 

54 

■ 課題解決に向けた今後 6 年間の取組 

【取組 No.17 女性の健康づくりに関する普及啓発】 
 

個人 
・女性の健康づくりに関する情報を得ましょう。 

・各種検診を積極的に受診しましょう。 

地域・ 

団体 
・地域の健康講座などで、女性の健康づくりに関する情報を提供しましょう。 

行政 

健康部 健康政策課 

・5 月の健康フェスタ、3 月の女性の健康週間等のイベントを通じて、女性特有の疾病につ

いて普及啓発を行います。 

医療保険部 成人健診課 

・5 月の健康フェスタ、３月の女性の健康週間等のイベントを通じて、婦人科疾患への理解

やがん検診の重要性、がん予防に関する普及啓発を行います。 

・乳がん検診や子宮頸がん検診を実施します。 

医療保険部 保健福祉センター（大横・東浅川・南大沢） 

・5 月の健康フェスタ、3 月の女性の健康週間等のイベントを通じて、婦人科疾患への理解、

検診の重要性、予防に関する普及啓発を行います。 

市民活動推進部 男女共同参画課 

・女性の生涯にわたる健康づくりについて普及啓発を行います。 
 

【取組 No.18 乳がん、子宮頸がんに関する知識の普及啓発と予防、検診】 
 

個人 ・各種検診を積極的に受診し、疾病の早期発見や自分の健康状態の把握に努めましょう。 

地域・ 

団体 

・検診の必要性や定期的な受診の意義を普及させるとともに、円滑な検診の実施に協力しま

しょう。 

行政 

健康部 健康政策課 

・関係所管、健康づくりサポーターと連携し、10 月の乳がん月間に実施するピンクリボン

キャンペーンを通じて、広く乳がん検診の大切さなどについて普及啓発を行います。 

・子宮頸がん予防接種ワクチンの有効性とリスクについて適切な情報提供を行います。 

医療保険部 成人健診課 

・科学的根拠のあるがん検診を推進する中で、国の指針に示された乳がん、子宮頸がん検診

を高い質で実施し、受診率、精密検査受診率向上に取り組みます。 

・乳がん、子宮頸がんに関する正しい知識の普及啓発を行います。 

医療保険部 保健福祉センター（大横・東浅川・南大沢） 

・ピンクリボンキャンペーンへの協力、女性の健康週間におけるパネル展示や講座等の企画

を実施します。 

・乳幼児健診における乳がん検診や子宮頸がん検診の普及啓発及び受診勧奨を行います。 
 

【取組 No.19 特定不妊治療費助成】 
 

行政 
健康部 保健対策課 

・不妊の相談や特定不妊治療（体外受精及び顕微授精）費助成を実施します。 
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施策 1-(１)-⑧  がん予防と早期発見の推進 

 

■ 現状 

本市におけるがんによる死亡者数は年々増加しており、平成 22年では 1,344人でしたが、平成 28

年では 1,442 人となっています。 

また、平成 28 年のがん検診の受診率をみると、全てのがん検診において、国の目標受診率を下回

っています。 

国では、平成 28 年 12 月に「がん対策基本法」が改正され、がん患者が安心して暮らし、就労す

ることのできる社会への環境整備が盛り込まれました。本市においても、同法の改正を受け、「がん

対策推進計画」を策定し、取組をすすめています。 

■ 課題 

○若い世代からのがんに関する正しい知識の普及啓発を行うこと 

○生活習慣の改善による予防を行うこと 

○高リスクの対象年齢層に働きかけを行うこと 

○がん検診全体の受診率の向上への働きかけを行うこと 

■ 主な成果指標 

 

成果指標 現状値 
計画最終年度の

目標値 

胃がん検診受診率（69 歳まで） 4.0% 40.0% 

肺がん検診受診率（69 歳まで） 8.7% 40.0% 

大腸がん検診受診率（69 歳まで） 18.1% 40.0% 
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■ 課題解決に向けた今後 6 年間の取組 

【取組 No.20 がん検診の推進】 
 

個人 ・各種検診を積極的に受け、疾病の早期発見や自分の健康状態の把握に努めましょう。 

地域・ 

団体 

・検診の必要性や定期的な受診の意義を普及させるとともに、円滑な検診の実施に協力しま

しょう。 

行政 

医療保険部 成人健診課 

・第３期保健医療計画と同時に策定する「がん対策推進計画」に基づき、「がんによる早すぎ

る死を防ぐ」ことを主眼に、科学的に根拠のある有効ながん検診を、より確かな質で、多

くの人が受診することを目指します。 

・生活習慣病としてのがんを予防するため、市民が「自分の健康は自分で守る」という意識

を醸成することについて普及啓発を行います。 

・死亡率減少効果が確認され、国の指針にも示された胃がん内視鏡検診を導入します。 
 

【取組 No.21 がん予防の推進】 
 

個人 

・がん発症のリスクとなる、生活習慣、喫煙、ウイルスについて知りましょう。 

・がん検診や肝炎ウイルス検診等の積極的な受診により、疾病の早期発見や早期治療に努め

ましょう。  

地域・ 

団体 

・がん発症のリスクとなる、生活習慣、喫煙、ウイルスについての知識を普及しましょう。 

・疾病の予防や早期発見、早期治療につなげるため、生活習慣の改善、禁煙、肝炎ウイルス

検診等についての知識を普及しましょう。 

行政 

健康部 健康政策課 

・受動喫煙に関する法改正の動きに対応しながら関係所管と連携し、喫煙に関する健康への

影響について周知啓発します。 

医療保険部 成人健診課 

・特定保健指導など保健事業のあらゆる機会を通じて、喫煙や受動喫煙の健康影響について

普及啓発を行います。 

・肺がん検診の際、喫煙者に対しては、医師から勧奨資材リーフレットや禁煙外来医療機関

マップを手渡し、禁煙支援を行います。 

・がんの発症にかかわるウイルス対策について正しい情報発信を行います。 

・肝炎ウイルス検診受診勧奨をがん検診受診勧奨とあわせて行います。 

医療保険部 保健福祉センター（大横・東浅川・南大沢） 

・健康相談の中で、必要に応じて禁煙相談に対応します。 

子ども家庭部 児童青少年課 

・青少年に対して喫煙や受動喫煙の健康影響を理解し、適切な行動ができるよう支援します。 

学校教育部 保健給食課 

・学校薬剤師等関係機関と連携し、市立小・中学校で行われる啓発事業の支援を行うととも

に、喫煙が及ぼす健康影響についての理解をすすめます。 
 

【取組 No.22 がんに関する啓発・教育の推進】 
 

個人 ・家庭でがんについて考え、予防行動や検診の重要性を理解しましょう。 

地域・ 

団体 

・がんの予防対策やがん検診の必要性、定期的な受診の意義を普及させるとともに、円滑な

がん検診の実施に協力しましょう。 

行政 

医療保険部 成人健診課 

・専門家やがん経験者によるがん教育を実践します。 

・子宮頸がん検診対象年齢前の高校生や大学生に対し普及啓発を行います。 

学校教育部 保健給食課、指導課 

・市立小・中学校において、がんの予防について啓発活動を行います。 
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施策 1-(１)-⑨  地域で支える健康づくり（重点） 

 

■ 現状 

健康づくりは一人で行うよりも地域の中で仲間と行うことで継続性が高まり、より高い成果を得る

ことができます。地域のつながりが希薄化する傾向にある中で、健康づくりの活動をともに行い、知

識や経験の学び合いや教え合いができる関係を築いていくことが重要です。 

本市では、健康寿命の延伸に向け、市民が主体的に健康づくりに取り組めるような場を増やす支援

や情報の提供を行っています。また、地域の健康づくりを推進していくために必要な人材の育成に取

り組んでいます。 

■ 課題 

○平均障害期間を短縮し、健康寿命を延ばすこと 

○市民が健康づくりを自発的に取り組むこと 

○健康づくりに関する情報提供を行うこと 

○健康づくりを推進する核となる人材を育成すること 

■ 主な成果指標 

 

成果指標 現状値 
計画最終年度の

目標値 

健康づくりサポーター登録者数 64 人 150 人 

65 歳平均障害期間（男性） 1.60 年 
（平成 27 年数値） 

1.50 年 

65 歳平均障害期間（女性） 3.38 年 
（平成 27 年数値） 

3.20 年 
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■ 課題解決に向けた今後 6 年間の取組 

【取組 No.23 人と地域とのつながりによる健康づくりの推進】 
 

個人 
・自らの健康状態を理解し､地域の仲間と楽しく健康づくりを続けましょう。 

・簡単な体操や、栄養について学び、健康を維持管理しましょう。 

地域・ 

団体 
・地域活動や団体活動を通じて、健康づくりが地域に根ざした活動になるよう広めましょう。 

行政 

健康部 健康政策課 

・健康フェスタなどを通じて、市民が主体的に健康づくりができるような場やきっかけづく

りの支援をするとともに、情報提供を行います。 

福祉部 福祉政策課 

・八王子浴場組合の協力により保健師、栄養士、健康づくりサポーター等による健康教室を

市内の銭湯で開催します。 

学校教育部 保健給食課 

・地域と連携した地産地消を推進するため、地場産物を活用した学校給食の充実をはかりま

す。 

・親子料理教室等の健康づくり講習会を実施し、家庭への啓発を推進する取組を拡充します。 

生涯学習スポーツ部 スポーツ振興課 

・総合型地域スポーツクラブなどが行う地区運動会や各種スポーツ教室の開催を支援しま

す。 
 

【取組 No.24 健康づくりを支える人材育成】 
 

個人 

・積極的に情報を得て、地域活動をしましょう。 

・健康づくりサポーターとともに、健康づくりを行いましょう。 

・健康づくりサポーターとして、活動しましょう。 

地域・ 

団体 

・地域において協力し合い活動しましょう。 

・体験学習などを通じて、みんなで行う健康づくりの楽しさを伝えましょう。 

・既存の健康づくりの団体などと連携をはかり、健康づくりを地域に広げましょう。 

行政 

健康部 健康政策課 

・食育分野の視点も取り入れた健康づくりサポーターを養成し、地域で健康づくりを推進す

る人材を育成します。 
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基本目標（２）安全な生活を安心して送れる環境づくりの推進 

施策 1-(２)-⑩  安全・安心で快適な衛生環境づくり 

 

■ 現状 

健康的な生活を送るためには、生活環境における保健衛生上の安全と安心を確保する必要がありま

す。 

本市では、食品監視指導や、環境衛生関係施設監視指導、飲料水に関する衛生管理指導などを実施

しています。また、近年増加しているアレルギー疾患対策については、個別に相談対応を行っていま

す。 

■ 課題 

○食の安全の推進や住まいの環境を衛生的に保つための対策を推進すること 

○環境営業施設の衛生を確保すること 

○アレルギー疾患への理解を深めること 

■ 主な成果指標 

 

成果指標 現状値 
計画最終年度の

目標値 

公衆浴場及びプールの監視率の維持 100.0% 100.0% 

食中毒発生件数 6 件 0 件 

 

■ 課題解決に向けた今後 6 年間の取組 

【取組 No.25 食の安全の推進】 
 

個人 ・食品安全の正しい知識を持ち、行動しましょう。 

地域・ 

団体 

・食品取扱事業者は、正しい知識を持ち、衛生管理を徹底しましょう。 

・食の安全に地域ぐるみで取り組みましょう。 

行政 

健康部 生活衛生課 

・食品衛生監視指導計画に基づき、食品監視指導を実施します。 

・講習会等により知識の普及と情報提供を行います。 
 

【取組 No.26 生活衛生関連営業施設の衛生水準の向上】 
 

地域・ 

団体 
・環境衛生同業組合による自主管理を推進しましょう。 

行政 

健康部 生活衛生課 

・年間監視計画に基づき、生活衛生関係営業施設などの監視指導を実施します。 

・公衆浴場、プール、旅館の公衆浴場施設等で水質検査を行い、レジオネラ属菌発生防止対

策を指導し、安全をはかります。 

・立入検査により、特定建築物の環境衛生管理基準に基づく適切な維持管理を指導します。                                     

・理容所、美容所及び旅館の衛生管理や、プールにおける事故防止など講習会等により知識

の普及と情報提供を行います。     
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【取組 No.27 居住環境改善などの相談】 
 

個人 ・居住環境や衛生害虫などに関する正しい知識を身につけましょう。 

行政 

健康部 生活衛生課 

・住まいのダニやカビ、ホルムアルデヒドなどの健康への影響に関する相談に応じるととも

に、状況に応じて現地調査を行います。 

・衛生害虫などについては、電話相談や窓口への持ち込みの場合は衛生害虫の種類を判定し、

予防、防除について正しい知識の普及を行います。 
 

【取組 No.28 飲料水の安全確保】 
 

個人 ・施設の維持管理の知識を身につけ、適切な管理に努めましょう。 

地域・ 

団体 
・施設管理者などは検査機関との連携をはかりましょう。 

行政 

健康部 生活衛生課 

・飲料水に関する相談に対応するとともに、飲料水に関する適切な情報の提供を行います。 

・特定小規模貯水槽水道施設の把握の徹底をはかるため、同貯水槽水道施設の調査報告の提

出状況を確認し、報告のない施設や管理者が不明の場合は再調査します。               

・その他の貯水槽、井戸水を利用している施設への実態調査及び衛生管理指導を実施します。 
 

【取組 No.29 アレルギー疾患対策の推進】 
 

個人 
・アレルギー疾患を正しく理解しましょう。 

・アレルギー疾患がある人は、自己管理の方法を身につけ、適切な医療を受けましょう。 

地域・ 

団体 

・アレルギー疾患を正しく理解しましょう。 

・医療機関や関係機関が連携し、患者の生活指導や疾患管理の支援を行いましょう。 

行政 

健康部 生活衛生課 

・小学校のアレルギー除去食について収去検査を行います。 

・東京都と連携して、花粉飛散数調査を実施するとともに、より分かりやすく情報提供しま

す。 

・室内環境を改善するための相談や指導を行い、状況に応じて現地調査します。 

健康部 保健対策課 

・気管支ぜんそくを含むアレルギー疾患の相談に対応し、疾患に対する不安をやわらげます。 

医療保険部 保健福祉センター（大横・東浅川・南大沢） 

・健康相談の中で、必要に応じてアレルギー相談に対応します。 

子ども家庭部 保育幼稚園課 

・保育所職員に対するアレルギー疾患の正しい知識の普及啓発を行い、園全体での適切な対

応を支援します。 

・食物アレルギーについては、マニュアルの内容を順守し、適切に対応します。 

・園児・保護者に対する正しい知識の普及を行います。 

・保護者からの相談に応じ、アレルギー疾患対応が必要な園児への対応を行います。 

子ども家庭部 児童青少年課 

・学童保育所指導員への研修等を実施します。 

・利用児童、保護者への正しい知識の普及啓発を行います。 

学校教育部 保健給食課 

・教職員に対するアレルギー疾患の正しい知識の啓発を行い、学校全体での適切な対応を支

援します。 

・児童、生徒、保護者に対する正しい知識の普及を行います。 

・配慮を必要とする子どもたちに対する周囲の理解を深めます。 
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施策 1-(２)-⑪  薬の安全、薬物乱用防止対策、家庭用品の安全確保 

 

■ 現状 

医薬品や毒劇物並びに有害物質を含有する家庭用品による健康被害や事件・事故から市民を守るた

め、薬局、販売業者などへの監視指導、家庭用品の安全確認検査を実施していくことが必要です。 

また、薬物乱用や不正な薬物の使用は、脳障害や意識障害を引き起こすほか、心身の健康を損ない、

家庭や社会生活にも大きな影響を及ぼします。 

■課題 

○薬物乱用の危険性や、薬に関する正しい知識の普及をはかること 

○薬物依存症を早期に発見すること 

○薬物依存症の改善に向けた環境づくりを推進すること 

■ 主な成果指標 

 

成果指標 現状値 
計画最終年度の

目標値 

薬局、毒薬及び劇薬取扱業者への監視件数 38％ 40％ 
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■ 課題解決に向けた今後 6 年間の取組 

【取組 No.30 薬や家庭用品の安全確保対策】 
 

個人 

・薬は用量を守って正しく使いましょう。 

・毒劇物や家庭用品の使用にあたっては、正しい知識を持ち、細心の注意を払い取り扱いま

しょう。 

地域・ 

団体 
・消費者に対する知識の普及をはかりましょう。 

行政 

健康部 生活衛生課 

・市民への正しい知識の普及啓発を行います。 

・販売業者に対し、一斉監視指導等、立入調査を実施します。 
 

【取組 No.31 薬物乱用防止対策】 
 

個人 
・違法、脱法ドラッグやシンナーなどの乱用の危険性について正しい知識を持ちましょう。 

・薬物に絶対に手を出さないという強い意志を持ちましょう。 

地域・ 

団体 

・地域として薬物乱用防止対策に協力しましょう。 

・薬物乱用防止関係機関（東京都薬物乱用防止推進八王子地区協議会、小中学校、学校薬剤

師会、保護司会、ライオンズクラブ、東京都、警察署等）が連携して啓発活動を行いまし

ょう。 

行政 

健康部 生活衛生課 

・東京都薬物乱用防止推進八王子地区協議会が実施している市内中学生からの薬物乱用防止

啓発のためのポスター及び標語の募集事業のサポートを実施するとともに、本市独自の啓

発チラシを作成します。 

・薬物乱用防止推進サポーターの育成など、関係団体等と連携をはかりながら積極的に薬物

乱用防止対策に取り組みます。 

・薬物乱用防止推進サポーターの育成を推進していきます。 

健康部 保健対策課 

・アルコールを含めた依存症患者に関する相談を実施します。 

子ども家庭部 児童青少年課 

・青少年健全育成キャンペーンや青少年対策地区委員会連絡会などにおいて、情報提供及び

啓発を行います。これにより、関係機関・団体と連携し、未成年の薬物乱用防止に努めて

いきます。 

学校教育部 保健給食課 

・学校保健計画に基づき市立小・中学校において薬物の有害性、危険性などについての正し

い知識の普及を行います。 
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施策 1-(２)-⑫ 感染症の予防と対応（重点） 

 

■ 現状 

近年、医療技術の進歩や衛生水準の向上により、多くの感染症が克服されてきましたが、新型イン

フルエンザや未知の感染症である新感染症が発生する可能性があることなど、依然として課題は残っ

ています。   

また、HIV（エイズ）*21や梅毒といった性感染症などは、正しい知識の普及や罹患しないための意

識啓発活動により、蔓延を防ぐ必要があります。 

■ 課題 

○感染の未然防止や発生時の拡大防止をはかること 

○感染症などに関する正しい知識を普及すること 

■ 主な成果指標 

 

成果指標 現状値 
計画最終年度の

目標値 

結核罹患率*22（人口 10 万対） 10.2 9.8 

 

■ 課題解決に向けた今後 6 年間の取組 

【取組 No.32 予防接種の推進】 
 

個人 ・予防接種を積極的に受けましょう。 

行政 

健康部 健康政策課 

・予防接種について接種体制を整備し、事業の推進をはかります。 

・未接種者に対して相談・啓発活動を行います。 

子ども家庭部 保育幼稚園課 

・「ほけんだより」等を通じて予防接種の周知を行います。 

・必要に応じて保護者に声掛けを行います。 

学校教育部 保健給食課 

・就学時健康診断や年度の切り替え時などに学校や保護者へ予防接種の周知を行います。 

・市立小・中学校において感染症に対する啓発活動を行います。 
 

【取組 No.33 施設における感染症集団発生の予防】 
 

個人 ・感染症に対する情報を活用し、正しい知識を身につけ、予防行動を実践しましょう。 

地域・ 

団体 

・高齢者や障害者施設、保育園、幼稚園、学校などは感染症に関する正しい知識や情報を得

るよう努め、連携、協力をはかりながら、感染症に対する予防及び対策を実践しましょう。 

行政 

福祉部 高齢者いきいき課 

・感染症についての情報を関係施設等に周知します。 

福祉部 障害者福祉課 

・感染症についての情報を関係施設等に周知します。 

  

                                              
21 ＨＩＶ（エイズ）（えいちあいぶい（えいず）） 109 ページ参照 
22 結核罹患率（けっかくりかんりつ） 109 ページ参照 
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健康部 保健対策課 

・関係機関と協働し、施設向けの感染症対策情報の提供を行います。 

・市内及び都内等の感染症の発生にかかわる情報をホームページ等を通じて発信します。 

・感染発症時には、感染症法に基づく疫学調査や健康診断を行い、感染の拡大防止をはかり

ます。 

子ども家庭部 保育幼稚園課 

・感染症の発症などにかかわる情報を迅速に発信するとともに、予防に関する情報を周知啓

発します。 

・年齢に応じた手洗い、うがい、咳エチケットなどの指導を行い、集団発生を予防します。 

子ども家庭部 児童青少年課 

・保健所等から送付される感染症についての情報を各児童館や学童保育所へ周知します。 

・児童館の玄関に設置したうがい手洗い場を活用し、利用者の感染症予防に努めます。 

学校教育部 保健給食課 

・学校保健連絡会や研修会の開催を通じて、養護教諭を中心に感染症についての研修や情報

提供を行い、市立小・中学校における感染症の予防及び拡大防止に努めます。 
 

【取組 No.34 結核患者の療養支援と二次感染予防の充実】 
 

個人 

・結核についての正しい知識を持ち、感染予防に努めましょう。 

・長引く咳や痰など身体の不調に気づいたら早めに受診しましょう。 

・結核を発病した場合は、確実に服薬しましょう。 

地域・ 

団体 

・結核の正しい知識を持ちましょう。 

・患者支援体制を確立し、感染症関係機関との連携をはかりましょう。 

行政 

健康部 保健対策課 

・確実に結核治療が完了するよう、直接内服確認を医療機関、薬局、訪問看護ステーション

などと協働して取り組みます。 

・感染源の調査及び二次感染者の早期発見のために適切な接触者健診を実施します。 
 

【取組 No.35 HIV／エイズを含む性感染症の予防のための普及啓発と早期発見の推進及

び感染者に配慮した地域づくり】 
 

個人 

・HIV／エイズを含む性感染症の正しい知識を持ち行動しましょう。 

・「HIV・性感染症検査」を受けましょう。 

・自主活動やネットワークづくりに参加しましょう。 

地域・ 

団体 

・感染予防の理解を深めるとともに、感染者が安心できる環境づくりを、教育、医療、ＮＰ

Ｏ団体などの立場で取り組みましょう。 

行政 

健康部 保健対策課 

・匿名・無料で受けられる HIV・性感染症検査を実施します。 

・HIV や性感染症予防の普及啓発を行います。 

・大学や医療機関、NPO 団体などと協働し、効果的な感染拡大防止対策に取り組みます。 

・関係機関職員を対象に HIV に関する講演会等を行い、安心して地域で感染者を支援でき

る情報提供を行います。 
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【取組 No.36 新型インフルエンザを含む新興感染症*23対応の構築】 
 

個人 

・平常時から自らできる手洗い、マスク着用、咳エチケットなど感染症予防対策を行いまし

ょう。 

・発生時には、適切に情報を得て行動しましょう。 

地域・ 

団体 

・関係機関などは正しい情報を得て、連携、協力をはかりながら、感染症予防に取り組みま

しょう。 

・事業者は平常時から感染予防策を実施し、利用者の健康管理に努めましょう。発生時には

必要な事業調整を行い、利用者の健康被害が最小限に留まるようにしましょう。 

・インフルエンザ診療機関は院内感染防止対策を行い診療しましょう。 

行政 

健康部 健康政策課 

・東京都と連携して新型インフルエンザ等発生時における三次及び二次救急医療機関等の

医療提供体制を把握します。 

・新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく市の役割について情報収集を行い、新型イ

ンフルエンザ等の発生に備えます。 

健康部 保健対策課 

・新型インフルエンザ等の発生に備え、普及啓発、情報収集及び対応準備等を行います。 

生活安全部 防災課 

・発生時に新型インフルエンザ等対策本部を設置します。 
 

 

  

                                              
23 新興感染症（しんこうかんせんしょう） 110 ページ参照 
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施策 1-(２)-⑬  人と動物が共生するまちづくりの推進 

 

■ 現状 

犬や猫などのペットとしての動物は、生涯のパートナーや家族の一員と考えられ、人々のこころの

よりどころとなっています。 

中核市である本市では、「八王子市動物の愛護及び管理に関する条例」を定め、「人と動物との調和

のとれた共生社会の実現」に向け、動物飼養にかかわる指導、相談、苦情対応及び犬・猫などの引取

り、保護収容を実施しています。 

■ 課題 

○動物愛護思想と適正飼養についてさらなる普及啓発を推進すること 

○市民と動物の安全確保をすすめること 

■ 主な成果指標 

 

成果指標 現状値 
計画最終年度の

目標値 

狂犬病予防注射接種率 76.6% 80.0% 

子猫の殺処分数 26 頭 10 頭以下 
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■ 課題解決に向けた今後 6 年間の取組 

【取組 No.37 動物愛護思想と適正飼養の普及啓発】 
 

個人 

・動物飼養者はもとより飼養していない人も、動物に関する知識を深め、動物を愛護しまし

ょう。 

・最期まで適正に飼養しましょう。 

地域・ 

団体 

・動物愛護団体や動物愛護推進員は地域住民へ動物愛護と適正飼養に関して普及啓発しまし

ょう。 

行政 

健康部 生活衛生課 

・犬の登録や狂犬病予防注射を実施します。 

・登録、注射に関する周知について様々な方法で取り組んでいきます。 

・動物の収容や苦情相談を行うとともに、適正飼養講習会などを開催します。 
 

【取組 No.38 飼い主のいない猫対策】 
 

個人 

・猫は放し飼いをしないようにしましょう。 

・飼い猫を捨てないようにしましょう。 

・無責任な餌やりはしないようにしましょう。 

地域・ 

団体 

・飼い主のいない猫を排除するのではなく、共存できるルールづくりを地域住民が主体にな

って推進し、猫による被害の減少や不幸な猫の繁殖を防止しましょう。 

・動物愛護団体や動物愛護推進員は知識及び技術の提供を行いましょう。 

行政 

健康部 生活衛生課 

・飼い主のいない猫との共生について普及啓発をはかるとともに、地域住民の活動を支援し

ます。 

・飼い主のいない猫の不妊去勢手術助成金制度を実施します。 

・収容した猫の殺処分数を減少させるため、譲渡の取組を推進します。 
 

【取組 No.39 市民と動物の安全確保の推進】 
 

個人 
・飼養者は動物の飼養に関する知識を身につけましょう。 

・日頃から災害時の対応について、準備しておきましょう。 

地域・ 

団体 

・獣医師会及び動物愛護推進員は、飼養者に対する避難時の正しい知識の普及啓発及び支援

を行いましょう。 

・地域での防災対策の一環としてペットの防災対策について検討しましょう。 

行政 

健康部 生活衛生課 

・災害時における動物対応マニュアルを作成します。 

・狂犬病予防注射の接種及び動物由来感染症対策について普及啓発をはかります。 
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施策 1-(２)-⑭  健康を支える環境整備 

 

■ 現状 

八王子市保健所は、地域に密着した保健衛生サービスの提供を行うため、広域的、専門的、技術的

な地域保健活動の中心となる行政機関としての機能を有する必要があります。 

また、現在の建物は、昭和 47 年に整備されたもので、施設の老朽化が進むとともに狭隘な施設と

なっています。 

■ 課題 

○食品等衛生検査機能を持つ保健衛生施設の充実をはかること 

■ 主な成果指標 

 

成果指標 現状値 
計画最終年度の

目標値 

細菌検査検体数 19 検体 25 検体 

 

■ 課題解決に向けた今後 6 年間の取組 

【取組 No.40 保健衛生施設の充実】 
 

行政 

健康部 健康政策課 

・新たな保健所の開設準備に取り組みます。 

健康部 生活衛生課 

・食品衛生検査施設の充実をはかります。 

・食鳥肉や危機管理連携会等から食品を収去し検体検査を行います。 
 

【取組 No.41 動物飼養管理施設の充実】 
 

行政 
健康部 生活衛生課 

・動物飼養管理施設の整備に向け、調整します。 
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視点２ 住み慣れた地域で安心して医療を受けられるために    

基本目標（１）日常の医療体制の整備 

施策 2-(１)-⑮  かかりつけ医・歯科医・薬剤師の普及定着（重点） 

 

■ 現状 

一次医療を担う診療所などの「かかりつけ医」や「かかりつけ歯科医」は、単に病気を治すだけで

なく、病気の再発防止や心身の健康管理など、継続した対応をすることができる点で、市民の健康管

理上重要な存在です。同様に「かかりつけ薬剤師」も、利用者の処方薬や市販薬などの利用歴を継続

的に把握し、身近で薬の管理を行ってくれる重要な存在です。 

そこで、本市の現状については、平成 28 年度市民意識調査の結果をみると、「かかりつけ医」や

「かかりつけ歯科医」を決めていない人の割合が３割となっています。また、「かかりつけ薬剤師」

を決めていない人の割合は 7 割となっており、決めていない人の割合が高くなっています。 

■ 課題 

○「かかりつけ医・歯科医・薬剤師」の定着をはかること 

○誰もが適切な医療機関を選択できるようにすること 

■ 主な成果指標 

 

成果指標 現状値 
計画最終年度の

目標値 

かかりつけの医療機関を決めている人の割合 82.1％ 85.0% 
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■ 課題解決に向けた今後 6 年間の取組 

【取組 No.42 かかりつけ医・歯科医・薬剤師の普及定着】 
 

個人 ・日頃から健康管理のために、かかりつけ医・歯科医・薬剤師を持ちましょう。 

地域・

団体 

・八王子市医療連携による早期医療対応（精密検査・専門外来・入院）ネットワーク事業で

作成したパンフレットを活用し、かかりつけ医の普及定着をはかりましょう。 

行政 

医療保険部 地域医療政策課 

・八王子市医療連携による早期医療対応（精密検査・専門外来・入院）ネットワーク事業を

通じて、医師会と協働でパンフレットを作成します。 

・市が主催するイベント等で、かかりつけ医・歯科医・薬剤師の普及啓発をすすめます。 
 

【取組 No.43 効果的な医療情報の提供】 
 

個人 
・市が発行する「医療機関ガイド」などを活用し、かかりつけ医・歯科医・薬剤師をみつけ

ましょう。 

地域・

団体 
・日頃から病診連携、病院連携をはかり、適切な医療機関での受診を促しましょう。 

行政 

健康部 保健対策課 

・難病療養相談を実施します。 

・こころの健康相談を実施します。 

・母子療養相談を実施します。 

医療保険部 地域医療政策課 

・市内の病院、診療所、歯科医院、薬局についての所在地、電話番号などの情報を掲載した

冊子「医療機関ガイド」を作成し、配布します。 

・「小児救急のかかり方」の冊子を母子手帳とあわせて配布します。 

医療保険部 保健福祉センター（大横・東浅川・南大沢） 

・相談内容に応じた医療情報の提供を行います。 

市民活動推進部 多文化共生推進課 

・外国人市民が自ら適切な医療機関を選択できるよう、多言語対応可能な医療機関のリスト

を作成します。 
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施策 2-(１)-⑯  中核病院を主体とした医療機関相互の連携強化 

 

■ 現状 

本市では、市民が適切に医療を受けられるよう、病院と診療所の連携（病診連携）、市内の病院相互

の連携（病病連携）をすすめてきました。また、診療所から中核病院などに患者を紹介する「八王子

市医療連携による早期医療対応（精密検査・専門外来・入院）ネットワーク」を構築しています。 

■ 課題 

○医療連携による早期対応ネットワークの浸透をはかること 

○中核病院が高度・専門医療を提供できるよう、体制の充実をはかること 

■ 主な成果指標 

 

成果指標 現状値 
計画最終年度の

目標値 

中核病院新規外来患者数における紹介率 74.6% 80.0% 

 

■ 課題解決に向けた今後 6 年間の取組 

【取組 No.44 医療連携の推進】 
 

個人 

・身近な診療所等をかかりつけ医療機関とし、高度な治療や精密検査が必要な時に適切な病

院を紹介してもらいましょう。 

・子どもの急な病気などで対応に迷う時は、市が配布した「小児救急のかかり方」や＃7119

（東京消防庁救急相談センター）を活用しましょう。 
地域・ 
団体 

・各種協議会等を通じて、病診連携、病病連携の強化をはかりましょう。 

行政 

医療保険部 地域医療政策課 

・「八王子市医療連携推進懇談会」及び「八王子市障害者等歯科診療・歯科医療連携推進懇談

会」を開催し、病診連携、病病連携の推進をはかります。 
 

【取組 No.45 医療機関相互における情報の共有】 
 

個人 ・病診連携、病病連携を理解しましょう。 
地域・ 
団体 ・医療機関の相互の連携及び情報の共有化をはかりましょう。 

行政 

医療保険部 地域医療政策課 

・中核病院の診療科案内を作成し、医師会を通じて各診療所へ配付します。 

・医師会、歯科医師会、薬剤師会合同の糖尿病症例検討会を開催し、顔の見える連携をはか

ります。 
 

【取組 No.46 中核病院の施設整備の推進】 
 

個人 

・病診連携、病病連携を理解しましょう。 

・身近な診療所などをかかりつけ医療機関とし、高度な治療や精密検査が必要な時に適切な

病院を紹介してもらいましょう。 
地域・

団体 ・医療機関の相互の連携及び情報の共有化をはかりましょう。 

行政 
医療保険部 地域医療政策課 

・中核病院における高度医療体制を確保します。 
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施策 2-(１)-⑰  小児・妊産婦に対する医療などの体制整備 

 

■ 現状 

少子化や核家族化の進行により、子育てに孤立感や不安感を抱く家族が多くなっています。誰もが 

安心して子どもを産み育てることができるよう、小児・妊産婦の医療体制の充実が求められています。 

東京都では、平成 22 年に 3 つの都立小児病院を移転統合し、「小児総合医療センター」を府中市に

開設して、より高度な小児・周産期医療*24を提供しています。 

本市では、都立八王子小児病院の跡地に八王子市小児・障害メディカルセンターを開設するととも

に、中核病院における小児病床の確保や、南多摩病院に小児科を開設するなど、小児医療体制の充実

に努めてきました。 

■ 課題 

○小児の疾病に対応すること 

○安心して出産できる医療施設を充実すること 

○関係機関における連携体制を構築すること 

■ 主な成果指標 

 

成果指標 現状値 
計画最終年度の

目標値 

中核病院及び南多摩病院の小児病床数の維持 68 床 68 床 

 

■ 課題解決に向けた今後 6 年間の取組 

【取組 No.47 小児・周産期医療連携体制の充実】 
 

個人 

・かかりつけ医・歯科医・薬剤師を持ちましょう。 

・子どもの急な病気などで対応に迷う時は、市が配布した「小児救急のかかり方」や＃7119

（東京消防庁救急相談センター）を活用しましょう。 

地域・ 

団体 

・医師会、中核病院、小児総合医療センターとの連携を維持し、本市における小児医療体制

の充実をはかりましょう。 

行政 

医療保険部 地域医療政策課 

・中核病院及び南多摩病院などにおける小児医療の連携体制を確保します。 

・「小児救急のかかり方」の冊子を母子手帳とあわせて配布します。 
 

【取組 No.48 妊産婦に対する医療体制の確保】 
 

個人 ・かかりつけ医・歯科医・薬剤師を持ちましょう。 

地域・ 

団体 
・医師会及び中核病院との連携により、妊産婦に対する医療体制を充実しましょう。 

行政 
医療保険部 地域医療政策課 

・休日の日中及び夜間における妊産婦に対する医療体制を確保します。 
 

  

                                              
24 周産期医療（しゅうさんきいりょう） 110 ページ参照 
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施策 2-(１)-⑱  安心して医療にかかるための相談体制の整備 

 

■ 現状 

医療の高度化、多様化が進む中、利用者の視点に立った医療が行われるよう、医療機関と利用者の

情報共有と双方向のコミュニケーションが、ますます重要になっています。また、適切な医療が行わ

れているかどうか、利用者の視点から確認することも重要です。 

国においては、健康づくりに関して身近で気軽に専門的な支援・相談が受けられる拠点づくりを促

進しており、本市では、平成 24 年度から保健所内に「医療安全支援センター*25」を設置しました。 

■ 課題 

○医療機関における患者サービスの向上をはかること 

○市が適切な情報提供を行うことで、医療の安全と信頼を高めること 

○適切な医療が広く行われることで、医療に対する不安を抱く市民が減ること 

■ 主な成果指標 

 

成果指標 現状値 
計画最終年度の

目標値 

医療安全支援センターへの相談実績 918 件 700 件 

 

■ 課題解決に向けた今後 6 年間の取組 

【取組 No.49 医療安全支援センターの充実】 
 

個人 

・かかりつけ医・歯科医・薬剤師を持ちましょう。 

・受診するときは自分の症状を具体的に伝えましょう。 

・不安なことやわからないことは医師に確認しましょう。 

・医療費は自分で確認しましょう。 

地域・ 

団体 
・医療従事者は、良質で安全な医療を提供しましょう。 

行政 

健康部 健康政策課 

・医療従事者等に対する研修会の開催や、市民からの相談に対して適切に対応するため、各

医療分野の代表者で組織された「八王子市医療連携推進懇談会」へ参加するとともに、医

療安全支援センターとしての役割を充実していきます。 
 

【取組 No.50 医療・健康心配ごと電話相談事業の推進】 
 

個人 
・応急手当講習会などの機会を積極的に活用し、応急処置についての知識を身につけましょ

う。 

地域・ 

団体 
・市民の不安解消をはかるため、電話相談の体制を確保しましょう。 

行政 

医療保険部 地域医療政策課 

・夜間救急診療所における電話相談事業を実施します。 

医療保険部 保健福祉センター（大横・東浅川・南大沢） 

・乳幼児の事故防止や応急処置に関する知識の普及啓発をはかります。 

 

                                              
25 医療安全支援センター（いりょうあんぜんしえんせんたー） 109 ページ参照 
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施策 2-(１)-⑲  看護人材の育成・確保 

 

■ 現状 

本市では八王子市立看護専門学校を運営し、看護師を育成しています。本学校の卒業生は、市内の

各病院などに就職し、地域医療の支え手となっています。 

■ 課題 

○看護人材の確実な育成をはかること 

○卒業生の市内就職や市内定住の促進により、医療を担う人材を地域内に確保すること 

■ 主な成果指標 

 

成果指標 現状値 
計画最終年度の

目標値 

八王子市立看護専門学校における看護師国家試験合格率 97.1% 100.0% 

八王子市立看護専門学校における卒業生の市内就職率 
58.8% 

（平成 24～28 年度

の平均値） 
70%以上 

 

■ 課題解決に向けた今後 6 年間の取組 

【取組 No.51 看護人材の育成・確保】 
 

行政 

医療保険部 看護専門学校総務課 

・看護専門学校の運営を行い、地域医療に貢献できる看護師育成に努めます。 

・修学支援金支給事業を活用し、本校学生に対する市内就職率の向上と市内定住の促進をは

かります。 
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基本目標（２）在宅療養体制の整備 

施策 2-(２)-⑳  障害者・難病患者・がん患者などの療養体制の整備（重点） 

 

■ 現状 

本市では、平成 19 年度から自立支援医療（育成医療）や小児慢性疾患の医療費助成の申請・受理

を保健所で実施し、長期にわたり療養を必要とする子どもや重度心身障害児（者）の療養上の相談や

講演会、患者会支援等を行っています。 

重度の障害があっても住み慣れた地域や自宅で、介護や療養を受けながら生活を継続することがで

きるよう、医療と介護の連携をはかるとともに、障害者一人ひとりの療育・療養・在宅医療などの充

実をはかっていく必要があります。また、障害者雇用が広がりつつある今日においては、障害があって

も就労ができるような体制の整備・支援を行うことが必要です。 

さらに、国民の 2 人に 1人ががんにかかる現在、がんと診断されたときから切れ目のない医療の提

供が必要です。地域がん診療連携拠点病院である東京医科大学八王子医療センターや東京都がん診療

連携拠点病院である東海大学八王子病院をはじめ、医療機関・関係機関と連携して情報提供や相談支

援体制の整備をはかっていく必要があります。 

■ 課題 

○重度の障害があっても住み慣れた地域や自宅で生活できるよう、医療と介護の連携をはかること 

○障害者一人ひとりの状況に応じた療育・療養・在宅医療などの充実をはかること 

○障害があっても就労ができるような体制の整備・支援の充実をはかること 

○地域がん診療連携拠点病院である東京医科大学八王子医療センターや東京都がん診療連携拠点病

院である東海大学八王子病院をはじめ、医療機関・関係機関と連携した、情報提供や相談支援体

制の整備をはかること 

○がんになっても就労を継続していくための支援を行うこと 

■ 主な成果指標 

 

成果指標 現状値 
計画最終年度の

目標値 

障害者歯科診療所の延べ利用者数 1,598 人 1,800 人 

訪問歯科医紹介件数 35 件 50 件 

 

■ 課題解決に向けた今後 6 年間の取組 

【取組 No.52 障害者・難病患者などの在宅療養支援とネットワークの構築】 
 

個人 
・障害や難病等があっても、関係者の支援を受けながら地域で活き活きと暮らしましょう。 

・かかりつけ医・歯科医・薬剤師を持ちましょう。  

地域・ 

団体 

・難病講演会やネットワーク会議などに、障害者や難病患者の在宅支援に係る関係者が参加

する機会をつくりましょう。 
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行政 

健康部 保健対策課 

・関係者会議や個別支援会議などを通じて難病、重症心身障害児等の地域ケア・ネットワー

クを充実します。 

医療保険部 地域医療政策課 

・医療・介護等の関係機関や市民からの相談を受け、必要な支援を行う在宅医療相談窓口を

運営します。 

福祉部 障害者福祉課 

・現代社会における高齢化に伴う障害者数の増加や、対象疾病拡大に伴う指定難病患者の増

加に対応するため、引き続きホームヘルプサービスや日常生活用具の給付を行います。 
 

【取組 No.53 障害者や寝たきりの人の歯科診療体制の整備】 
 

個人 ・かかりつけ歯科医を持ちましょう。 

地域・

団体 

・医療従事者は、研修等に参加し、障害者歯科や在宅歯科医療に関する知識や技術を学びま

しょう。 

行政 

医療保険部 地域医療政策課 

・障害者歯科診療所における診療体制の充実をはかります。 

・東京都八南歯科医師会八王子支部と連携し、障害や寝たきりで歯科診療所へ行くことが困

難な人に、訪問歯科診療が可能な歯科医を紹介します。 
 

【取組 No.54 障害者などへの歯科、口腔保健の普及啓発及び健康支援】 
 

個人 

・歯磨きなど、日頃から口の中の健康に関心を持ち、急速に悪化しないよう注意をしましょ

う。 

・かかりつけ歯科医で定期的に歯科検診を受診しましょう。 

地域・ 

団体 
・医療従事者は、研修等に参加し、食べる力を支援するための知識や技術を学びましょう。 

行政 

医療保険部 地域医療政策課 

・障害者歯科診療所における診療体制の充実をはかります。 

・東京都八南歯科医師会八王子支部と連携し、障害や寝たきりで歯科診療所へ行くことが困

難な人や家族等に、口腔保健の普及啓発をはかります。 

 

【取組 No.55 がんに関する相談支援・情報提供】 
 

個人 

・がんと診断されて、今後のことで不安になったり、相談したいことがあるときは、がん相

談支援センターを活用しましょう。 

・正しい知識、情報を得るため、相談センターやかかりつけ医に相談しましょう。 

地域・ 

団体 

・がん患者の不安を少しでも軽減するため、相談窓口の周知啓発をしましょう。 

・がんについての正しい知識を普及しましょう。 

・治療しながら就労できる環境について考え、その取組に積極的に協力しましょう。 

行政 

医療保険部 成人健診課 

・がん検診無料クーポン券等にがん相談支援センターの情報を掲載するなど、周知をはかり

ます。 

・がん患者が就労を継続できる環境づくりについて、国が定めた事業場における治療と職業

生活の両立支援のためのガイドライン等を活用しながら、関係機関と連携し、市内事業所

等に普及啓発します。 
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【取組 No.56 小児在宅医療の支援】 
 

個人 ・かかりつけ医・歯科医・薬剤師を持ちましょう。 

地域・ 

団体 

・専門者向けの研修会などに参加し、小児在宅医療を支援するための知識や技術を学びまし

ょう。 

行政 

医療保険部 地域医療政策課 

・医療や介護等の関係機関や市民からの相談を受け、必要な支援を行う在宅医療相談窓口を

運営します。 

・中核病院及び南多摩病院において小児科の医療体制を確保します。 

・小児・障害メディカルセンターにおいて小児療育診療体制を確保します。 
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施策 2-(２)-㉑  地域包括ケアシステムの推進（重点） 

 

■ 現状 

本市では、高齢者が尊厳を保持し、自立生活のための支援を受けながら、重度な要介護状態となって

も、可能な限り住み慣れた地域で生活を継続できるよう「予防・介護・医療・生活支援・住まい」を

一体的、継続的に提供する仕組みである「地域包括ケアシステム」の構築をすすめてきました。 

地域包括ケアシステムの現状としては、平成 29 年 4 月現在、市内に 17 の日常生活圏域を設定し、

各圏域に「高齢者あんしん相談センター」（地域包括支援センター）を設置しています。また、在宅医

療については、八王子市医師会により、かかりつけ医が対応できない場合に当番医が診療を実施する

24 時間診療体制を確保するとともに、在宅療養に必要な在宅医療相談窓口を開設しました。さらに、

かかりつけ医、訪問看護師、ケアマネジャーなどが情報共有やコミュニケーションがはかれるＩＣＴ

を活用した多職種連携ネットワークを構築・運用するほか、かかりつけ医からの要請で在宅療養患者

を医療機関に搬送する仕組みを構築しました。 

このほか、認知症*26においては、発症率が加齢に伴い上昇することから、認知症高齢者の数は、団

塊の世代が 75 歳以上となる平成 37年（2025 年）には平成 24年（2012 年）の 1.5 倍に増加す

る見込みとなっています。そのため、平成 27 年２月に常設の認知症家族サロンを開設し、専門相談

や家族介護者の負担軽減を行うとともに、家族会の立ち上げや運営支援などを行っています。また、

認知症の人の意思が尊重され、住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、市内４か所に認知

症初期集中支援チームを設置しました。平成 29 年３月には認知症ケアパスを作成し、多職種が連携

する仕組みづくりと認知症の普及啓発をすすめています。 

■ 課題 

○地域包括ケアシステムの周知及び充実をはかること 

○認知症は誰もがかかる可能性のある身近な病気であることへの理解を促進すること 

○早期発見・早期診断により、認知症になっても、住み慣れた地域の良い環境の中で、安心して暮

らし続けることができる社会を実現すること 

○医療と介護の多職種が連携する体制と人材を育成すること 

■ 主な成果指標 

 

成果指標 現状値 
計画最終年度の

目標値 

在宅医療当番医による在宅療養救急患者対応件数 305 件 500 件 

 

■ 課題解決に向けた今後 6 年間の取組 

【取組 No.57 在宅医療と介護の連携強化】 
 

個人 
・高齢者あんしん相談センターが行っている事業や在宅療養サービスを適切に活用しましょ

う。 

地域・ 

団体 
・医療機関と介護保険事業者の連携を強化し、情報の共有化をはかりましょう。 

                                              
26 認知症（にんちしょう） 111 ページ参照 
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【取組 No.58 在宅医療体制の充実】 
 

個人 ・かかりつけ医・歯科医・薬剤師を持ちましょう。 

地域・ 

団体 
・在宅医療相談窓口の周知をはかりましょう。 

行政 

医療保険部 地域医療政策課 

・医療・介護等の関係機関や市民からの相談を受け、必要な支援を行う在宅医療相談窓口を

運営します。 

・多職種連携を円滑に行うため、事例検討会や研修会を開催します。 

・在宅医療について、24 時間の診療体制を確保するため、支援を行うとともに、医療や介

護等の関係機関の連携を支援する情報システムの運用や、かかりつけ医からの要請で在宅

療養患者を医療機関に搬送する仕組みづくりを支援します。 
 

【取組 No.59 認知症患者に対する支援】 
 

個人 ・「八王子市認知症まるごとガイドブック（認知症ケアパス）*27」を活用しましょう。 

地域・

団体 

・認知症の方やその家族が地域で安心して暮らし続けることができるよう、応援者になりま

しょう。 

行政 

福祉部 高齢者福祉課 

・市内全ての高齢者あんしん相談センターに配置された認知症地域支援推進員を中心に地域

の医療・介護・福祉の連携体制を構築します。 

・認知症初期集中支援チームによる認知症の早期対応を行い、速やかに適切な医療や介護に

つなげる体制の強化をはかります。 

・「八王子市認知症まるごとガイドブック（認知症ケアパス）」の普及啓発をすすめ、地域に

おける認知症への理解を深めます。 
 

【取組 No.60 終末期医療の普及啓発】 
 

個人 
・八王子市高齢者救急医療体制広域連絡会が作成した、もしもの時に医師に伝えたいことの

記入ができる「救急医療情報」を活用しましょう。 

地域・

団体 
・「救急医療情報」を広く周知しましょう。 

行政 
医療保険部 地域医療政策課 

・「救急医療情報」を周知し、窓口で配布するとともに、ホームページで公開します。 

                                              
27 認知症まるごとガイドブック（認知症ケアパス） （にんちしょうまるごとがいどぶっく（にんちし

ょうけあぱす）） 112 ページ参照 

行政 

医療保険部 地域医療政策課 

・医療・介護等の関係機関や市民からの相談を受け、必要な支援を行う在宅医療相談窓口を

運営します。 

・多職種連携を円滑に行うため、事例検討会や研修会を開催します。 

・在宅医療について、24 時間の診療体制を確保するため、支援を行うとともに、医療や介

護等の関係機関の連携を支援する情報システムの運用や、かかりつけ医からの要請で在宅

療養患者を医療機関に搬送する仕組みづくりを支援します。 

福祉部 高齢者福祉課 

・高齢者あんしん相談センターで開催する地域ケア会議などを活用し、医療関係者など多職

種の連携体制の構築をすすめます。 

・高齢者あんしん相談センター職員向けに、多職種連携に向けた研修等を実施し、職員のス

キルアップによる相談体制の強化をはかります。 

福祉部 介護保険課 

・在宅介護の要となる介護支援専門員向けの研修を実施し、適切なサービスが提供されるよ

う支援します。 
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基本目標（３）緊急時の医療体制の整備 

施策 2-(３)-㉒  救急医療体制の充実（重点） 

 

■ 現状 

市内の救急告示医療機関は 12か所（平成 29年 8月 1日現在）となっています。患者のより迅速な

搬送・治療体制を構築するためには、関係機関の連携強化が必要なことから、本市では、喫緊の課題で

ある高齢者の救急搬送への対応体制を強化するため、八王子市高齢者救急医療体制広域連絡会に参加

し、消防署や病院等と連携をはかっています。 

■ 課題 

○市民が安心して治療を受けられる体制をつくること 

○けがや急な病気の時の対応方法を周知していくこと 

○高齢者が適切に救急医療を受けられるよう、医療情報が迅速に把握できる仕組みをつくること 

○夜間救急診療所における電話相談を充実させ、夜間救急診療所などの救急医療の受診抑制をはか

ること 

■ 主な成果指標 

 

成果指標 現状値 
計画最終年度の

目標値 

市内の救急搬送における市内医療機関への収容率 80.4％ 82.0％ 
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■ 課題解決に向けた今後 6 年間の取組 

【取組 No.61 救急病院の活動に対する支援】 
 

個人 
・救急業務の緊急性及び公共性について理解を深め、救急医療機関、救急車を適正に利用す

るよう努めましょう。 

地域・

団体 

・回復期・慢性期病院、介護、高齢者施設と連携し、救急病院が患者を受け入れやすい体制

を整えましょう。 

行政 

医療保険部 地域医療政策課 

・中核病院、二次救急病院における本市の救急医療体制を確保します。 

・八王子市高齢者救急医療体制広域連絡会の一員として、「救急医療情報」の活用について

周知します。 
 

【取組 No.62 小児初期救急医療の実施】 
 

個人 

・かかりつけ医・歯科医・薬剤師を持ちましょう。 

・子どもの急な病気などで対応に迷うときは、「小児救急のかかり方」や＃7119（東京消防

庁救急相談センター）を活用しましょう。 

地域・

団体 

・中核病院及び医療機関との連携により、小児の休日・全夜間の救急医療体制を構築しまし

ょう。 

行政 

医療保険部 地域医療政策課 

・夜間救急診療所において小児準夜救急診療を実施するとともに、中核病院及び南多摩病院

において小児休日、全夜間救急医療を実施します。 

・医療、健康、心配ごと電話相談事業を充実することで、夜間における救急受診者数の減少

をはかります。 
 

【取組 No.63 市民の安全・安心を守る救急活動の支援】 
 

個人 

・救急業務の緊急性及び公共性について理解を深め、救急医療機関、救急車を適正に利用す

るよう努めましょう。 

・「救急医療情報」を活用し、緊急時に備えましょう。 

地域・ 

団体 

・回復期・慢性期病院、介護・高齢者施設と連携し、救急病院が患者を受け入れやすい体制

を整えましょう。 

行政 

医療保険部 地域医療政策課 

・急性期・回復期病院の連携を強化します。 

・救急病院、救急車の適正利用の普及啓発を行います。 
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施策 2-(３)-㉓  災害時の医療体制の充実（重点） 

 

■ 現状 

本市では地震などの災害が発生したときに、市災害医療コーディネーターの助言を受け、発災後市

内 15 か所に緊急医療救護所を開設します。緊急医療救護所を設置する施設では、災害時に使用する

医療資機材を備蓄し、医師会、歯科医師会、薬剤師会等と協働して医療救護活動を行う体制を整えて

います。 

■ 課題 

○災害発生時の備えの啓発や救護体制を充実すること 

○災害が発生した際、関係機関と連携した速やかな医療救護活動を実施すること 

■ 主な成果指標 

 

成果指標 現状値 
計画最終年度の

目標値 

緊急医療救護所における防災訓練の回数 年 4 回 年 7 回 

 

■ 課題解決に向けた今後 6 年間の取組 

【取組 No.64 大規模災害時における医療救護体制の充実】 
 

個人 

・大規模災害を想定し、日ごろから避難場所や避難方法について知り、準備をしておきまし

ょう。 

・家具類の転倒、落下、移動防止や窓ガラスの飛散防止対策をとりましょう。 

・応急手当講習会などに参加し、AED の使い方などの知識を身につけましょう。 

地域・ 

団体 

・町会・自治会は平素から地域で協力して避難対応の準備や訓練をしておきましょう。 

・医師会、歯科医師会、薬剤師会等と協働して医療救護活動を実施するための体制整備をし

ましょう。 

行政 

医療保険部 地域医療政策課 

・市内 15 か所の緊急医療救護所において、市災害医療コーディネーターの助言を受け医師

会、歯科医師会、薬剤師会等と連携し、防災訓練を実施します。 

・各緊急医療救護所において参集する医師、歯科医師、薬剤師に、訓練内容の説明を行う研

修を実施します。 

生活安全部 防災課 

・災害時の状況を想定し、防災訓練を通じて連携体制を整えていきます。 
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