
平成26年度実施状況
(実施○、未実施―)

１　生涯を通じた男女の健康の保持・増進のための支援

(1)女性の健康保持のための事業の充実

160 ○

161 妊娠・出産期における健康支援を充実します ○

162 ○

(2)性差に応じた健康支援の推進

163 ○

164 男女それぞれが相談しやすい窓口の整備や情報提供に努めます ○

(3)生涯にわたるスポーツ活動の推進

165 地域のなかで男女がともに多世代でスポーツに親しめる環境を整備します ○

(4)食育の推進

166 男女がともに健全な食生活を営むための能力を育む支援をします ○

２　こころとからだの健康に関する学習機会と情報の提供

(1)リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康と権利）という考え方の浸透

167 ―

(2)健康の保持増進のための健康教育、健康相談等の推進

168 ○

(3)思春期におけるこころとからだの健康づくり

169 ○

170 ○

年齢に応じた性教育を推進します

子どもの成長の段階をふまえ、思春期の人工妊娠中絶やＨＩＶ感染症を含む性感染症、薬物乱
用、喫煙、飲酒等について正しい知識を身につけ、適切な行動がとれるよう、学習機会の提供
や指導に努めます

　リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康と権利）をふまえ、男女が互いの身体的性差を
十分に理解し合い、相手に対する思いやりをもてるよう情報提供や学習機会の充実を図ります。また、各種検
（健）診の受診を促進するなど、生涯を通じて、だれもが自身の健康管理・保持・増進に取組めるよう、ここ
ろとからだの健康支援に努めます。

基本目標基本目標基本目標基本目標８８８８　　　　生涯生涯生涯生涯をををを通通通通じたじたじたじた男女男女男女男女のこころとからだののこころとからだののこころとからだののこころとからだの健康支援健康支援健康支援健康支援

施策の基本的方向・具体的施策・施策内容

ライフサイクルを通じて男性とは異なる健康上の課題に直面することの重要性を、男性を含め
社会全体が認識できるよう啓発や情報提供に努めます

性差による疾病や症状等に対し、相談に応じるとともに医療機関等の情報提供を行います

多様な媒体を活用し、リプロダクティブ・ヘルス／ライツについての啓発に努めます

生涯を通じて、自分の健康は自分で適切に管理できるよう、正確な知識や情報を提供するとと
もに、教育・学習を推進します

乳がん、子宮がん検診の重要性について意識づけを行うとともに、検診を受けやすいよう環境
を整えます



施
策
番
号

平成27年度の取組
（濃く表示されているのは新規事業）

平成26年度の取組実績 担当課

・中高年世代を対象とした講座
を通じて、女性及び男性の性差
に応じた健康保持の重要性の啓
発を行う。
・関係機関と連携し、リーフ
レット等を市民に配布し、情報
提供を行う。
・関係機関と連携し、講座の開
催を通じて、こころとからだの
健康支援に努める。

市民を対象に、保健医療課と共催で、からだに関する講
座を実施した。
　〔実施事業名〕わたしのからだを知ろう
　〔実施日〕①平成26年8月21日　②10月18日
　　　　　　③平成27年２月12日
　〔対　象〕市内在住・在勤・在学者
　〔参加者〕①27人②36人③22人
　〔テーマ〕①ツボミスクール～ステキな女性にな
　　　　　　　るために
　　　　　　②検診って必要？いつからいつまで受
　　　　　　　ければいいの？
　　　　　　③多様な性から学ぶ多様な生き方
　　　　　　　～みんなちがってみんないい！～
　〔講師〕　①ワコールツボミスクール、健康運動
　　　　　　　指導士・川口利美さん
　　　　　　②マキレディースクリニック院長
　　　　　　　田中マキさん、保健医療課職員
　　　　　　③LIFE POINT(S)　堀川歩さん

人権・男女共生課

健康づくりセミナーにおいて、啓発や情報提供を行っ
た。
　〔実施事業名〕健康づくりセミナー
　〔事業回数〕４日間を２コース、
　　　　　　　２日間を１コース、１日間を４回
　〔参加者〕203人

保健医療課

事業実施時に、資料配布にて情報提供を行った。
　〔実施事業名〕パパ＆ママクラス・プレパパク
                ラス

保健医療課

161

妊娠中から出産・育児等につい
て、知識・技術を学ぶ両親教室
（パパ＆ママクラス）を実施す
る。
【再掲　施策番号42】

妊婦やその夫等家族に対して実施した。
【再掲　施策番号42】

保健医療課

162

・乳がんは40歳以上、子宮がん
は20歳以上の女性に、２年に１
回がん検診を実施する。
・女性の受診機会を増やすため
５つのがん検診を同時受診でき
るレディースがん検診を実施す
る。
・該当年齢の対象者に無料クー
ポン、一部対象者にがん検診手
帳を送付する。
・保健医療センターの子宮がん
検診で保育付き検診を実施す
る。
・クーポン対象者や過去の対象
者に個別の受診勧奨（コールリ
コール）を実施する。

仕事や育児で平日に受診が困難な女性を対象に５種類の
がん検診（乳がん、子宮がん、胃がん、肺がん、大腸が
ん検診）が一度に受診できるレディース５がん検診を実
施し、利便性を向上した。
　〔実施期間〕平成26年５月～平成27年３月、
　　　　　　　月１回、日曜日
　〔実施回数〕10回（台風により中止1回）
　〔受診者〕309人
該当年齢の対象者に無料クーポン(乳がん、子宮がん、大
腸がん検診）を送付した。
子宮がん･乳がん検診共に受診の必要性を周知するため、
公私立保育所(園）、幼稚園の入所(園)児保護者にチラシ
を配布した。

保健医療課

163
医師等による健康づくり全般の
総合健康相談を実施する。
【再掲　施策番号80】

総合健康相談を実施した。
　〔実施事業名〕総合健康相談
　〔実施回数〕６回　〔参加者〕38人

保健医療課

女性のための相談(電話・面
接）の充実を図る。【再掲　施
策番号102】

女性のための相談(電話・面接等）の充実を図った。【再
掲　施策番号99】

人権・男女共生課

男性のための電話相談を実施す
る。【再掲　施策番号144】

男性のための電話相談を実施した。
【再掲　施策番号144】 人権・男女共生課

160

ライフサイクル
を通じて男性と
は異なる健康上
の課題に直面す
ることの重要性
を、男性を含め
社会全体が認識
できるよう啓発
や情報提供に努
めます

関係機関と連携して、リーフ
レット等を市民に配布し、情報
提供を行う。

実施内容実施内容実施内容実施内容

施策内容

妊娠・出産期に
おける健康支援
を充実します

乳がん、子宮が
ん検診の重要性
について意識づ
けを行うととも
に、検診を受け
やすいよう環境
を整えます

性差による疾病
や症状等に対
し、相談に応じ
るとともに医療
機関等の情報提
供を行います

164

男女それぞれが
相談しやすい窓
口の整備や情報
提供に努めます



施
策
番
号

平成27年度の取組
（濃く表示されているのは新規事業）

平成26年度の取組実績 担当課施策内容

165

総合型地域スポーツクラブの育
成支援を通じて、地域における
男女がともにスポーツに親しめ
る環境の整備を進めていく。

地域でのスポーツ活動に対して支援をした。
　〔実施事業名〕スポーツレクリエーション大会
　〔実施地区〕32地区　〔参加者〕43,230人

スポーツ推進課

食育に関する講習会等の様々な
保健事業を実施します。

食育に関する講座等を実施した。
　〔実施事業名〕①健康づくりセミナー
              　②食育システム出前講座
              　③食育システム
　〔事業回数〕　①14回　 ②５回 　③６回
　〔参加者〕    ①203人　②122人　③145人

保健医療課

保育所において食育年間計画を
作成し、栄養士と連携しながら
食育活動を進めていく。

保育所において食育年間計画を作成し、栄養士と連携し
ながら食育活動を進めた。

保育幼稚園課

167

・ホームページ等でリプロダク
ティブ・ヘルス/ライツについ
て啓発を行う。
・関係機関と連携し、リーフ
レット等を市民に配布し、啓発
を行う。

未実施 人権・男女共生課

健康づくりに関する教育、相談
等の様々な保健事業を実施す
る。

健康に関する講座等を実施した。
　〔実施事業名〕①健康づくりセミナー
　　　　　　　　②心の健康づくり講座
　　　　　　　　③一般健康相談
　　　　　　  　④特定健診時禁煙相談
　〔実施回数〕①14回　②12回　 ③６回　④59回
　〔参加者〕①203人 ②186人　③15人　④315人

保健医療課

健康に関する講座を実施する。
市民を対象に、保健医療課と共催で、からだに関する講
座を実施した。【再掲　施策番号160】

人権・男女共生課

日々の生活の中で健康面での教育を実施するとともに、
栽培活動等を通じて食育活動にも努めた。

保育幼稚園課

食育や健康教育を推進した。 学校教育推進課

・場面や必要性に応じて、体の
大切さを伝えていく。
・絵本等を通じて、日々の保育
の中で推進する。

絵本などの視聴覚教材を用いたり、日々の保育の中で生
じた事象に対して、丁寧にその都度対応した。

保育幼稚園課

児童・生徒の発達段階に応じた
性教育を推進する。

人権教育授業プラン集パートⅡを配布し、児童・生徒の
発達段階に応じた性教育を推進した。

学校教育推進課

小・中学生に対し、たばこに関
する正しい知識の普及・啓発を
図る。

喫煙防止教育を学校で実施した。
　〔実施事業名〕学校版喫煙防止教育
　〔実施回数〕18回
　〔参加者〕2,101人

保健医療課

関係機関と連携し薬物乱用・喫
煙・飲酒の防止に努めるととも
に、エイズ教育を実施する。

関係機関と連携し、小中学校で薬物乱用防止教室の開催
に努めるとともに、エイズ教育を推進した。

学校教育推進課

食育や健康教育を推進する。

地域のなかで男
女がともに多世
代でスポーツに
親しめる環境を
整備します

166

169
年齢に応じた性
教育を推進しま
す

170

子どもの成長の
段階をふまえ、
思春期の人工妊
娠中絶やＨＩＶ
感染症を含む性
感染症、薬物乱
用、喫煙、飲酒
等について正し
い知識を身につ
け、適切な行動
がとれるよう、
学習機会の提供
や指導に努めま
す

男女がともに健
全な食生活を営
むための能力を
育む支援をしま
す

多様な媒体を活
用し、リプロダ
クティブ・ヘル
ス／ライツにつ
いての啓発に努
めます

168

生涯を通じて、
自分の健康は自
分で適切に管理
できるよう、正
確な知識や情報
を提供するとと
もに、教育・学
習を推進します


