
「すみだ健康づくり総合計画」 進捗状況（概要版） 令 和 ２ 年 ９ 月 １ 日
墨 田 区 保 健 衛 生 協 議 会

Ⅰ 計画の期間・位置づけ
１ 計画期間
2016（平成28）年度から2025（令和７）年度までの10年間

２ 計画の位置づけ
国及び都の健康や医療に関する計画等を捉え、区の上位計画にあたる「墨
田区基本構想」、「墨田区基本計画」の健康に関する施策及び基本的な考え
⽅を踏まえながら、区⺠の健康づくりに関する最上位の計画としている。

Ⅲ 「B評価」・「その他」事業の状況

Ⅱ 基本目標と事業の評価
１ 基本目標
（１）区⺠⼀⼈ひとりが健康づくりに取り組み、望ましい⽣活習慣を⼼掛けます
（２）すべての親と⼦の切れ⽬ない健康づくりを⽀援します
（３）だれもが主体的に健康づくりに取り組める地域をめざします
（４）健康危機管理体制を充実し、保健衛⽣の安全と安⼼を確保します
（５）保健医療体制を確⽴し、地域の連携を進めます

２ 令和元年度事業の評価

目標 事業
数

評価
A B C その他

基本目標１ 58 53(5) 4 0 0
基本目標２ 32 32 0 0 0
基本目標３ 42 40(1) 1 0 1
基本目標４ 42 41 0 0 1
基本目標５ 24 23(1) 1 0 0

合計 198 189(7) 6 0 2

＜達成度＞
A：計画どおり実施し、すみだ健康づくりの視点においても効果を発揮した
Ｂ：計画どおり実施したが、すみだ健康づくりの視点において課題が残る
C：計画に遅れが生じている その他：計画の見直しの必要が生じている
※カッコは新型コロナの影響で予定通り実施できなかった事業の再掲

事業名 目的・内容 元年度実績 評価・方策
健康診査受
診者への保
健指導の実
施
１(１)-3

健診の結果保健指
導と判定された人に
対して個別保健指導
及び医療機関未受
診者フォローを実施し
ます。

・特定保健指導
18.4％
・非肥満者の保健
指導14.3％
・未受診者フォロー
46.8％

B
データヘルス計画策定
時に設定していた目標
値に満たなかった。保
健指導率は平成28
年度から⼤幅に向上
しており、2年度以降
は、実態に⾒合った⽬
標を設定する。

各種がん検
診の実施
１(２)-9

がんの早期発⾒・早
期治療を図るため、
科学的根拠に基づく
5がんについて医療機
関等で健診を実施し
ます。

胃がんエックス線検
査2,965人、内視
鏡検査1,789人、
大腸がん19,810
人、肺がん6,754
人、子宮頸がん
6,321人、乳がん
5,373人

B
予定数に対して受診
者数が満たず、受診
率の観点からも課題が
残る。事業の周知や
効果的な受診勧奨の
方法を検討する。

がん検診受
診率向上の
推進
１(２)-13

がんのリスク等を踏ま
えた受診勧奨を⾏うと
ともに、定員の拡大な
どにより受診率向上を
図ります。また、職域
と連携した受診率向
上策を進めます。

胃がん5.2％
（▽0.4）、大腸
がん20.8％
（▽1.0）、肺がん
6.7％（▲0.7）、
子宮頸がん15.4％
(－)、乳がん
21.3％（－）

B
一部の検診について、
昨年度よりも受診率が
減少した。
事業の周知や効果的
な受診勧奨の方法、
職域との連携を検討
する。

⾻密度測定
の実施
１(９)-58

⾻密度健診や講習
会等において⾻密度
測定を実施し、寝た
きりの原因のひとつで
ある⾻粗しょう症を若
い頃から予防し、骨
密度低下の早期発
⾒を図ります。

＜健診対象者＞
30歳〜70歳(５歳
節目)の⼥性区⺠
向島︓６回115人
本所︓６回134人
・検診効果を鑑み、
対象年齢の⾒直し
を⾏った。

B
対象年齢を変更した
が、受診者数が少なく、
早期発⾒の観点から
課題が残る。健診の
更なる周知を⾏うとと
もに、区内関係者が
取り組む⾻密度測定
の機会との連携を図る。

資料１



事業名 目的・内容 元年度実績 評価・方策
ウォーキング
ボランティア
講座の実施
３(1)-101

日本ウォーキング協会
公認指導員によるボ
ランティア講座を実施
します

実施しなかった その他
参加希望者が少なく
実施に至らない。

健康危機管
理マニュアル
の更新・運
用
４(１)
-135

健康危機管理対策
の基本指針とこれに
基づくマニュアルとして、
平成１５年に策定し
た⼿引きの内容の更
新、訓練等への運用
を図ります。

国・東京都と連携を
図りながら、「墨田
区健康危機管理
対策の手引き」の内
容について確認した。

その他
作成から16年が経過
している。新型インフル
エンザ⾏動計画等との
関連なども併せて検討
する必要がある。

在宅⾼齢者
訪問⻭科診
療の実施
5(２)
-189

在宅で通院困難な
⾼齢者の⻭科受診
の機会を確保すること
により、口腔内の健
康を回復し健康の保
持増進を図ります。

在宅⾼齢者訪問
⻭科診療事業の実
施
申込み︓74件
訪問調査︓69件

B
・在宅で療養する⾼齢
者の増加に対応する
ため、今後の事業運
営について検討を要す
る。
・当事業を必要とする
区⺠がもれなく利⽤に
つながるよう、周知する。

【基本目標１】 区⺠⼀⼈ひとりが健康づくりに取り組み、望ましい⽣活
習慣を心掛けます

（３）各種がん検診（⼀部有料）の実施 ＜事業番号９／B＞
・(新)胃がん検診（内視鏡検査）（50歳以上、2年に1回）を新たに実施
胃内視鏡検査︓1,789人
バリウムによる胃部エックス線検査︓2,965人（昨年度⽐▽2,018人）

（４）身体活動向上プロジェクトの推進 ＜事業番号29／A＞
・「すみだ１ウィーク・ウォーク」（ウォーキングイベント）︓1,449人
平均歩数… 男性10,986歩、⼥性8,845歩
※第8回健康寿命をのばそう︕アワード（⽣活習慣病予防分野）健康局⻑優良賞
受賞

（５）妊産婦⻭科健康診査の実施 ＜事業番号35／A＞
・(新)受診機会を拡充（妊娠中に1回、産後1年未満までに1回の計2回）
受診者1,175人（妊婦1,002人・産後173人）

（６）自殺対策の拡充 ＜事業番号39・40／A＞
・ゲートキーパー研修︓8回
・区⽴⼩・中学校での「SOSの出し⽅教育」への⽀援︓10回
・(新)若者の居場所づくり⽀援モデル事業の実施︓

（７）受動喫煙防止対策の推進 ＜事業番号43／A＞
・(新)巡回調査︓3,329件
・(新)コールセンターの設置（12月9⽇〜）︓325件
・(新)啓発媒体（区報特集号）の作成︓78,000部
・区⺠の受動喫煙の状況調査の実施（「健康」に関する区⺠アンケート調査）
飲食店45.6％、職場23.7％

（８）禁煙支援の実施 ＜事業番号44／A＞
・(新)禁煙医療費補助事業の実施︓登録59件、補助17件
・インターネット禁煙マラソン︓14件
・保健指導事業等の機会を通じて禁煙支援を実施した。

Ⅳ 主な事業の実績（令和元年度）

（１）生活習慣病予防に関するデータ分析＜事業番号７／A＞
・KDB（国保データベース）システムや健康情報システム等を活⽤し、糖尿病
予防に関する健康課題の抽出や保健事業の評価を⾏い、事業に⽣かした。
※特定健診受診者19,021人中、HbA1c6.5％以上1,809人（9.5％）

（２）重症化対策の強化 ＜事業番号８／A＞
・「墨⽥区医療連携推進協議会糖尿病連携部会」の開催︓２回
・(新)糖尿病連携⼿帳を活⽤した医療連携の取組強化
・「墨⽥区国⺠健康保険糖尿病腎症重症化予防プログラム」の実施︓９⼈
・特定健診受診者未治療者への医療機関受診勧奨︓446人

【基本目標２】 すべての親と⼦の切れ⽬ない健康づくりを⽀援します

（１）出産・子育て応援事業の実施 ＜事業番号59／A＞
・ゆりかご・すみだ事業（看護専門職による妊婦面談と要支援者への支援プランの作
成・支援）の実施︓2,418人（⾯接率88.3％、うち支援プラン作成数130人）
・(新)産後ケアの実施…宿泊型︓延19⽇、訪問型乳房ケア︓延233回



（２）妊婦健康診査の実施＜事業番号66／A＞
・(新)新⽣児聴覚検査の実施︓1,709件

（３）新生児訪問指導の推進 ＜事業番号66／A＞
・産婦及び新⽣児の全⼾訪問の実施︓2,297人
・妊産婦訪問の実施︓500人

【基本目標３】 だれもが主体的に健康づくりに取り組める地域をめざし
ます
（１）精神障害者支援のためのネットワークの構築＜事業番号104／A＞
・精神障害者地域⽣活⽀援事業関係者連絡会︓１回
・(新)精神障害者地域⽣活⽀援協議会の設置︓２回、分科会︓３回

（２）難病患者への支援の推進＜事業番号107／A＞
・(新)在宅⼈⼯呼吸器使⽤者災害時個別⽀援研修会の開催︓２回
・在宅⼈⼯呼吸器使⽤者災害時個別⽀援計画の作成︓13／27件
（うち訪問看護ステーションへの委託による作成︓２件）
・(新)バックアップ⽤電源（⼤容量蓄電池）の確保

（３）精神障害者地域移⾏⽀援・地域定着⽀援の実施 ＜事業番号102／A＞
・⻑期⼊院患者の地域移⾏に向けた病院との連携強化
・地域移⾏⽀援︓3件、地域定着⽀援︓５件
・(新)地域移⾏⽀援を実施する区内事業所への補助︓１件

（４）食育を推進する中核となる人材の育成 ＜事業番号115／A＞
・「すみだ⾷育推進リーダー育成講習会」を実施した︓修了⽣７⼈

（５）運動施設の整備 ＜事業番号128／A＞
・(新)総合運動場の整備︓12月に開場

（１）災害時医療救護活動の強化 ＜事業番号134／A＞
・(新)東京都訪問看護ステーション協会との協定の締結
・緊急医療救護所設置・運営訓練︓２回
・(新)職員向けロジスティックス研修の実施︓１回
・災害医療検討委員会の開催︓1回（第2回は中止）
・災害時医療救護活動体制の⾒直し（名簿の作成、マニュアルの更新等）

【基本目標５】 保健医療体制を確⽴し、地域の連携を進めます

（１）新保健施設の整備 ＜事業番号194＞
・(新)専任の担当を設置（担当副参事（次⻑兼任）、主査）
・基本設計に向けた施設の運営方法の検討
・集約される機能の所管課に対してヒアリング及び基本設計段階における意⾒
のとりまとめ

（２）区⺠の健康づくり・健康危機管理のための調査・研究 ＜事業番号196＞
・(新) 「健康」に関する区⺠アンケート調査及び現計画の中間評価等の実施
⼀般区⺠調査︓882⼈（回答率44.1％）
16〜19歳調査︓136人（38.9％）
中学⽣調査︓325人（92.7％）

【基本目標４】 健康危機管理体制を充実し、保健衛⽣の安全と安⼼
を確保します

（２）新型インフルエンザ等対策の充実 ＜事業番号136／A＞
・(新)新型コロナウイルス関連感染症に関する危機管理連絡会議の設置︓１回
・(新)新型コロナウイルス関連感染症に関する危機管理対策本部の設置︓
令和２年1月30⽇〜3月31日 18回

（３）感染症発生時のまん延防止対策の実施 ＜事業番号143／A＞
・(新)新型コロナウイルス相談窓口の設置（1月30⽇〜）
・(新)墨田区帰国者・接触者相談センターの設置（２月7⽇〜）
・(新)新型コロナウイルス感染症対応（感染者・濃厚接触者・帰国者）の実施
・ポスターや広報による啓発の実施

（４）薬局等医薬品販売業者等に対する監視指導＜事業番号167／A＞
・実施件数︓121件

Ⅴ 令和元年度の総合評価
「すみだ健康づくり総合計画」に基づく事業は、新型コロナウイルス感染症の
拡大により、中止や延期となった事業はあるものの、概ね順調に進んでいる。
特に感染症対策については、これまでに経験したことのない状況に対して、知
恵を絞りながら、組織一体となって取り組んでいる。なお、遅れの生じている事
業や⾒直しが必要な事業については、課題解決に向けて検討を進めており、
改善を図りながら取り組む予定である。



Ⅵ 令和２年度の主な取組
【基本目標１】 区⺠⼀⼈ひとりが健康づくりに取り組み、望ましい⽣活
習慣を心掛けます

（１）生活習慣病予防に関するデータ分析＜事業番号7＞
・(新)高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施におけるデータ分析の実施
・(新)被保護者健康管理⽀援事業計画の作成（生活福祉課）

（２）重症化対策の強化 ＜事業番号８＞
・⽣活習慣病対策に関する医療連携の推進
・「墨⽥区国⺠健康保険糖尿病腎症重症化予防プログラム」の実施
・(新)生活習慣病重症化予防（個別支援）のモデル実施
・特定健診受診者未治療者への医療機関受診勧奨
・若年区⺠健診受診者へのフォローアップ（受診勧奨）

（３）自殺対策の充実 ＜事業番号39・40＞
・(拡)若者の居場所づくり支援事業の実施
・ネットワーク会議の開催（庁内・墨⽥区⾃殺対策）︓各２回
・ゲートキーパー研修︓８回
・SOSの出し⽅に関する教育への⽀援︓１０回

（４）受動喫煙対策の推進 ＜事業番号43＞
・(新)施設内全⾯禁煙の標識ステッカーの作成（区独自）、希望施設への
配布
・巡回調査の実施︓3,400件
・コールセンターでの相談対応の実施
・飲食店に対する普及啓発の実施
・健康増進法及び東京都受動喫煙防⽌条例に基づき、区内施設の受動喫
煙対策を推進する。

【基本目標２】 すべての親と⼦の切れ⽬ない健康づくりを⽀援します
（１）出産・子育て応援事業の実施 ＜事業番号59／A＞
・(拡) 面接を実施した妊婦に育児パッケージを配布する。
※5月からタクシー券分として計2万円分のこども商品券を配布
・(拡)産後ケア（宿泊型、外来型乳房ケア、訪問型乳房ケア）の実施

（２）新生児聴覚検査の実施 ＜事業番号63＞
・新生児の聴覚検査への補助

【基本目標３】 だれもが主体的に健康づくりに取り組める地域をめざします
（１）精神保健対策の推進 ＜事業番号103、他＞
・病院との連携による、退院可能な⻑期⼊院患者や措置⼊院患者の退院及
び地域移⾏⽀援
・(拡)地域移⾏⽀援を実施する区内事業所への補助
・精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの面的整備の検討

（２）食育に関する普及啓発 ＜事業番号119＞
・食育推進リーダー等の人財とともに、計画に基づき普及啓発を実施する。

【基本目標４】 健康危機管理体制を充実し、保健衛⽣の安全と安⼼
を確保します
（１）災害時医療救護活動の強化 ＜事業番号134＞
・緊急医療救護所医療資機材の整備
・災害時保健医療活動体制の強化（通信環境の整備、コロナ禍災対訓練等）
・(拡)統括保健師を中⼼とした危機管理体制の強化

（２）予防接種の実施 ＜事業番号140＞
・(新)骨髄移植当によりワクチン抗体を喪失した小児への再接種費用助成の実施

（３）感染症対策の実施 ＜事業番号143、他＞
・(拡)新型コロナウイルス感染症対策等の実施
・(拡)保健所の即応体制の強化

【基本目標５】 保健医療体制を確⽴し、地域の連携を進めます
（１）医療連携推進事業の実施 ＜事業番号176＞
・(新)在宅患者救急搬送システム事業への支援
・「墨⽥区医療連携推進協議会」、「糖尿病連携部会」の開催等

（２）新保健施設の整備 ＜事業番号194＞
・新保健施設の建設に向けた準備体制の強化及び実施設計等の推進
・新しい保健所に向けたICT化の推進

Ⅶ 計画の推進に向けて
新型コロナウイルス感染症の第2波・第3波に備えた取組を推進しつつ、区⺠
の健康といのちを守るため、感染予防に配慮しながら事業を実施していく。さらに、
令和5年度の新保健施設開設を⾒据えて、事業や組織の⾒直にも本格的に
着手していく。本計画の改定は1年延期となったが、新たな時代に対応する計
画となるよう、検討を進める。


