
    「各種事務事業の取扱い」

　12　福祉・保健・医療分科会（保健） 長岡市・栃尾市合併協議会

項番
事務事業

コード 各　種　事　務　事　業 変更 分類 調　　　　整　　　　方　　　　針　　　　案

144 040301-1 予防接種 経過 合併後に統一 長岡市の制度に統一する。ただし、栃尾市については、平成17年度は現行どおりとする。

145 040201 妊婦健診 合併時に統一 長岡市の制度に統一する。

146 040202 乳児健康相談 経過 合併後に統一 長岡市の制度に統一する。ただし、栃尾市については、平成17年度は現行どおりとする。

147 040220 不妊治療費助成事業 合併時に統一 長岡市の制度に統一する。

148 040205 乳幼児健診 経過 合併後に統一 長岡市の制度に統一する。ただし、栃尾市については、平成17年度は現行どおりとする。

149 040209 妊産婦・新生児訪問 経過 合併後に統一 長岡市の制度を基に統一する。ただし、栃尾市については、平成17年度は現行どおりとする。

150 040208-1 乳幼児歯科保健（フッ素塗布） 経過 合併後に統一 新制度を創設し統一する。ただし、栃尾市については、平成17年度は現行どおりとする。

151 040406 がん検診 経過 合併後に統一
前立腺がんについては越路町の制度を基にし、その他は長岡市の制度を基に統一する。ただし、栃尾市について
は、平成17年度は現行どおりとする。

152 040403 歯周疾患検診 経過 合併後に統一 長岡市の制度に統一する。ただし、栃尾市については、平成17年度は現行どおりとする。

153 040402 骨粗しょう症検診 経過 合併後に統一 長岡市の制度に統一する。ただし、栃尾市については、平成17年度は現行どおりとする。

154 040401 基本健康診査 経過 合併後に統一 長岡市の制度を基に統一する。ただし、栃尾市については、平成17年度は現行どおりとする。

155 040418 総合健康診査(基本健診、がん検診、胸部レントゲン) 経過 合併後に統一 長岡市の制度を基に統一する。ただし、栃尾市については、平成17年度は現行どおりとする。

156 030201 訪問指導 経過 合併後に統一 長岡市の制度を基に統一する。ただし、栃尾市については、平成17年度は現行どおりとする。

157 040414-1 健康相談 合併後に統一 長岡市の制度を基に統一する。ただし、平成18年度までは現行どおりとする。

158 040415-3 健康教育 当分の間現行どおり 当分の間現行どおりとし、期間をかけて調整する。

159 040405 人間ドック等の補助 経過 合併後に廃止
廃止する。なお、廃止後は基本健康診査、がん検診、胸部レントゲン検査をセットで受診できる総合健康診査へ
移行するものとする。ただし、栃尾市については、平成17年度は現行どおりとする。

161 040611 介護予防事業 合併後に統一 長岡市の制度を基に統一する。ただし、平成18年度までは現行どおりとする。

162 040601-1 健康づくり推進事業 合併後に統一 長岡市の制度を基に統一する。ただし、平成18年度までは現行どおりとする。
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各種事務事業の取扱いに関する調整方針案（長岡市・栃尾市合併協議会）

作成日　　　 平成17年 1月21日

144 データ基準日 平成16年 4月 1日

１２ ０４ ０３ ０１－１

※　個別接種とは、市町村が契約している医療
機関で個々に接種すること。

※　全町村とも、ポリオ以外の集団接種方式
で、集団接種できなかった場合は、個別接種で
も対応している。

　〃Ⅱ・Ⅲ期 集団接種 160人

麻疹
（はしか）

個別接種 85人

高齢者イン
フルエンザ

個別接種
高齢者イン
フルエンザ

個別接種 1,200人

風しん 個別接種 75人

ポリオ 集団接種 70人

集団接種 80人

日本脳炎Ⅰ期 集団接種 230人

二種混合

475人

風しん 集団接種 11人

ポリオ 集団接種 26人

種　　別 接　種　方　式
平成16年度
見込み人数

三種混合 集団接種 300人

　〃Ⅱ・Ⅲ期 集団接種 37人

麻疹
（はしか）

集団接種 16人

二種混合 集団接種 17人

日本脳炎Ⅰ期 集団接種 38人

種　　別 接　種　方　式
平成16年度
見込み人数

三種混合 集団接種 39人

ポリオ 集団接種 75人

高齢者イン
フルエンザ

個別接種 1,210人

麻疹
（はしか）

集団接種 40人

風しん 集団接種 57人

日本脳炎Ⅰ期 集団接種 140人

　〃Ⅱ・Ⅲ期 集団接種 144人

二種混合 集団接種 60人

三種混合 集団接種 170人

種　　別 接　種　方　式
平成16年度
見込み人数

三種混合 集団接種

日本脳炎Ⅰ期 集団接種

二種混合

290人

80人

集団接種

個別接種

280人

1,200人

集団接種

個別接種

320人

　〃Ⅱ・Ⅲ期

集団接種

集団接種

個別接種

120人

120人

個別接種

風しん

個別接種

集団接種
個別接種

　〃Ⅱ・Ⅲ期

150人

350人

284人

個別接種

集団接種
個別接種

420人三種混合 個別接種 8,100人

個別接種 17,120人

個別接種 2,112人

ポリオ 集団接種 3,850人

三種混合

二種混合

日本脳炎Ⅰ期

高齢者イン
フルエンザ

風しん

麻疹
（はしか）

日本脳炎Ⅰ期 個別接種 5,100人

麻疹
（はしか）

個別接種 2,151人

　〃Ⅱ・Ⅲ期

高齢者イン
フルエンザ

1,560人

個別接種 3,134人

風しん

二種混合

各 種 事 務 事 業
予防接種予防接種事業

栃　　尾　　市

ポリオ 集団接種

高齢者イン
フルエンザ

麻疹
（はしか）

種　　別

三　　島　　町 山　　古　　志　　村

接　種　方　式種　　別 接　種　方　式
平成16年度
見込み人数

平成16年度
見込み人数

調　整　方　針  案課　　　　　　題

ポリオ

個別接種

種　　別

長岡市の制度に統一する。ただし、栃尾市につ
いては、平成17年度は現行どおりとする。

・本事業は、年間を通した事業である。した
がって合併時に統一すると、年度途中での移行
となり、住民サービスに支障をきたす。

平成16年度
見込み人数

360人

130人

85人

160人

1,786人

小　　国　　町

大 項 目 （分科会） 中 項 目 小 項 目

越　　路　　町

福祉・保健・医療 保健・医療

中　　之　　島　　町長　　岡　　市

接　種　方　式

集団接種

種　　別 接　種　方　式
平成16年度
見込み人数

三種混合 個別接種

※　集団接種とは、定めた期日、会場にて接種
すること。

日本脳炎Ⅰ期 個別接種 520人

　〃Ⅱ・Ⅲ期 集団接種

麻疹
（はしか）

個別接種 150人

二種混合 集団接種 191人

風しん 個別接種 170人

432人

ポリオ 集団接種 402人

高齢者イン
フルエンザ

個別接種 2,600人

660人

（長岡地域合併協議会：長岡市の制度に統一す
る。）

※ポリオ以外は、保健センターなどにおける集
団接種を廃止する。
　合併後は、ポリオ以外は、新市または契約を
結んである県内の医療機関であれば、どこでも
接種可能となる。



各種事務事業の取扱いに関する調整方針案（長岡市・栃尾市合併協議会）

作成日　　　 平成17年 1月21日

145 データ基準日 平成16年 4月 1日

１２ ０４ ０２ ０１

４　健診内容 ４　健診内容 ４　健診内容

４　健診内容 ４　健診内容 ４　健診内容

小　　国　　町 課　　　　　　題 調　整　方　針  案

     268件
６　平成15年度実績 ６　平成15年度実績

　　　265件

               一人2枚                一人2枚                一人3枚

５　事業費負担  市10/10 ５　事業費負担  町10/10 ５　事業費負担  市10/10

６　平成15年度実績    

三　　島　　町

５　事業費負担　町10/10

山　　古　　志　　村

     5,299件

６　平成15年度実績

１　実施方法　  同上

２　対象　　　  同上

３　受診票交付枚数　　

５　事業費負担  町10/10 ５　事業費負担  村10/10

   （１）一般健診

６　平成15年度実績
　　 176件

     12件

   （２）Ｂ型肝炎検査

１　実施方法　  同左

２　対象　　  　同左

６　平成15年度実績

   （１）一般健診

   （１）一般健診
   （２）Ｂ型肝炎検査

   （１）一般健診

   （３）超音波検査（35歳以上）
   （２）Ｂ型肝炎検査

   （１）一般健診

　　 141件

    (３）超音波検査（35歳以上）

３　受診票交付枚数　　

   （３）超音波検査（35歳以上）
   （２）Ｂ型肝炎検査

長岡市の制度に統一する。

     130件

   （２）Ｂ型肝炎検査

６　平成15年度実績

２　対象　　　  同左

１　実施方法　  同左

３　受診票交付枚数　　

５　事業費負担  町10/10

１　実施方法　  同左

妊婦健診

栃　　尾　　市

１　実施方法　  同左

福祉・保健・医療 保健・医療 母子保健事業

越　　路　　町長　　岡　　市 中　　之　　島　　町

大 項 目 （分科会） 中 項 目 小 項 目 各 種 事 務 事 業

               一人3枚

   （３）超音波検査（35歳以上）

２　対象　　  　全妊婦

３　受診票交付枚数　

２　対象　　　  同左

３　受診票交付枚数　　　３　受診票交付枚数　　

４　健診内容
   （１）一般健診
   （２）Ｂ型肝炎検査

１　実施方法　  同左

２　対象　　  　同左

　 （３）超音波検査（35歳以上）

    　　　　　　一人3枚                一人2枚

１　実施方法　  個別健診

２　対象　　　  同左

３　受診票交付枚数　　　
               一人2枚

   （１）一般健診
   （２）Ｂ型肝炎検査
   （３）超音波検査（35歳以上）



各種事務事業の取扱いに関する調整方針案（長岡市・栃尾市合併協議会）

作成日　　　 平成17年 1月21日

146 データ基準日 平成16年 4月 1日

１２ ０４ ０２ ０２

２　対象月齢 ２　対象月齢 ２　対象月齢

３　回数 ３　回数 ３　回数

４　一回の相談者数 ４　一回の相談者数 ４　一回の相談者数

５　内容 身体計測  離乳食相談  歯科相談 ５　内容 ５　内容 身体計測　診察　
育児相談 育児相談 栄養相談　個別相談　

グループワーク（相談会）
６　事業費負担 市10/10 ６　事業費負担 町10/10

６　事業費負担 市10/10

２　対象月齢 ２　対象月齢

３　回数 ３　回数 ３　回数

４　一回の相談者数 ４　一回の相談者数 ４　一回の相談者数

５　内容 身体計測  離乳食相談  歯科相談　 ５　内容 離乳食・幼児食相談  身体計測 ５　内容 身体計測  離乳食相談
歯科相談  育児相談 育児相談

（事故防止など）

６　事業費負担 町10／10 ６　事業費負担 村10／10 ６　事業費負担 町10／10

８　平成15年度実績　139人 ８　平成15年度実績　8人

７　実施会場　中之島町農村環境改善センター

１　対象者　乳児と保護者　　

７　実施会場　小国町立診療所検診棟

・本事業は、年間を通した事業である。した
がって合併時に統一すると、年度途中での移行
となり、住民サービスに支障をきたす。

８　平成15年度実績　50人

調　整　方　針  案課　　　　　　題

長岡市の制度に統一する。ただし、栃尾市につ
いては、平成17年度は現行どおりとする。

80人

大 項 目 （分科会）

１　対象者　乳児と保護者　　

生後5～6か月児

年24回　

長　　岡　　市

福祉・保健・医療 保健・医療 母子保健事業 乳児健康相談

中 項 目 小 項 目 各 種 事 務 事 業

生後8～9か月児

越　　路　　町 栃　　尾　　市中　　之　　島　　町

生後1か月～保育所入所まで

20人

１　対象者　乳児と保護者　　 １　対象者　乳幼児と保護者　　なし

年6回

身体計測  離乳食相談・試食

７　実施会場　長岡市健康センター

８　平成15年度実績　2,000人 ８　平成15年度実績　120人

１　対象者　乳児と保護者　

約25人

年6回

保健師による集団指導

７　実施会場 三島町保健センター ７　実施会場　山古志村民会館

１　対象者　乳幼児と保護者　

育児相談  保護者の交流会

三　　島　　町

約7人

生後3か月～保育所入所まで

約10人

4・7・10か月児

年12回

２　対象月齢

小　　国　　町

生後3～4か月・9～10か月

山　　古　　志　　村

年21回　　
（長岡地域合併協議会：長岡市の制度に統一す
る。）

年12回　

７　実施会場　

８　平成15年度実績　292人



各種事務事業の取扱いに関する調整方針案（長岡市・栃尾市合併協議会）

作成日　　　 平成17年 1月21日

147 データ基準日 平成16年 4月 1日

１２ ０４ ０２ ２０

１　目的      なし なし

４　内容
　　不妊治療費助成　8万円
　　年1回とし、2回まで助成する。

＊平成16年度から新規実施

なし なし なし

　　体外受精及び顕微受精

山　　古　　志　　村 調　整　方　針  案課　　　　　　題

長岡市の制度に統一する。

小　　国　　町

なし

長　　岡　　市 栃　　尾　　市中　　之　　島　　町 越　　路　　町

各 種 事 務 事 業
福祉・保健・医療 保健・医療 母子保健事業 不妊治療費助成事業

大 項 目 （分科会） 中 項 目 小 項 目

三　　島　　町

２　対象者、検査方法
　　配偶者間で不妊治療を行っている者

３　年間予定件数　　　　12件

　　不妊治療を行う人の経済的、精神的負担の
       軽減を図るもの。



各種事務事業の取扱いに関する調整方針案（長岡市・栃尾市合併協議会）

作成日　　　 平成17年 1月21日

148 データ基準日 平成16年 4月 1日

１２ ０４ ０２ ０５

個別健診 ・乳児健診（3～4か月）　 個別健診 ・乳児健診（3か月）　　　 個別健診 ・乳児健診（1か月）　 個別健診
・1歳6か月児健診                集団健診 　　　　　（9～10か月） 集団健診 　　（5～6か月　9～10か月） 集団健診 　　　　　（4か月） 集団健診

集団健診 ・1歳6か月児健診　　　　 集団健診 ・1歳6か月児健診　　　　 集団健診            (7か月）　 集団健診
・3歳児健診　　　　　　　　　　 集団健診 ・3歳児健診　　　　　　 集団健診 ・3歳児健診　　　　　　　　　 集団健診 集団健診

・3歳児健診　　　　　　 集団健診

・1歳6か月児休日健診　　　103人 ・3歳児健診　　　　　　　　　107人 ・3歳児健診　　　　　　　　　120人
・3歳児健診　　　　　　 1,875人

（1歳6か月、3歳）歯科検診、育児相談、心理相談 （1歳6か月、3歳）歯科検診、育児相談、心理相談 （1歳6か月、3歳）歯科検診、育児相談
（3歳）検尿、視聴覚検査 （3歳）検尿、視聴覚検査 （3歳）検尿、視聴覚検査

・乳児健診（4～6か月）　　　　  集団健診 ・乳児健診（3か月、10か月）　　 個別健診 ・乳児健診（4～7か月）　　　 集団健診
　　　　　（11～12か月）　　　  個別健診 ・1歳6か月児健診　　　　　　　 集団健診 ・1歳6か月児健診　　　　　　　 集団健診
・1歳6か月児健診　　　　　　　  集団健診 ・3歳児健診　　　　　　　　　　 集団健診 ・3歳児健診　　　　　　　　 集団健診
・3歳児健診　　　　　　　　　　 集団健診

・3歳児健診　　　　  　　　66人 ・3歳児健診　　　　　　　　　 10人 ・3歳児健診　　　　　　　　　　47人

（1歳6か月、3歳）歯科検診、育児相談、心理相談 （1歳6か月、3歳）歯科検診、育児相談 （1歳6か月、3歳）歯科検診、育児相談
（3歳）検尿、視聴覚検査 （3歳）検尿、視聴覚検査 （3歳）検尿、視聴覚検査

４　平成15年度実績

３　会場　個別健診　医療機関

・乳児健診　　　　　　　　　　 34人

小　　国　　町

２　健診種別と実施方法

　　　　　集団健診　山古志村立診療所他 　　　　　　

(共通)身体測定、小児科診察

・1歳6か月児健診　　　　　 55人 ・1歳6か月児健診　　　　　　　12人 ・1歳6か月児健診　　　　　　　 43人

５　内容
(共通)身体測定、小児科診察 (共通)身体測定、小児科診察

５　内容 ５　内容

・乳児健診　　　　　　　　112人 ・乳児健診　　　　　　　　　　12人

(共通)身体測定、小児科診察

三　　島　　町 山　　古　　志　　村

　　　　　　集団健診　三島町保健センター

４　平成15年度実績 ４　平成15年度実績

　　　　　　集団健診　越路町保健センター

４　平成15年度実績
・乳児健診（4か月、10か月）　191人

３　会場　個別健診　医療機関
　　　　　集団健診　中之島町農村環境改善センター

４　平成15年度実績
　　　　　　　　　　

・乳児健診（4か月、10か月）　254人

３　会場　　個別健診　医療機関

２　健診種別と実施方法 ２　健診種別と実施方法

１　目的
同左

・1歳6か月児休日健診（土曜実施）

１　目的
乳幼児が健全な成長・発達をするように支援す
る。疾病の早期発見、健康の保持増進を図る。

２　健診種別と実施方法
・乳児健診（4か月、10か月）     

１　目的
同左

３　会場　　個別健診　医療機関

４　平成15年度実績

・1歳6か月児健診　　　　1,860人

５　内容

各 種 事 務 事 業
福祉・保健・医療 保健・医療 母子保健事業 乳幼児健診

大 項 目 （分科会） 中 項 目 小 項 目

調　整　方　針  案

長　　岡　　市 栃　　尾　　市中　　之　　島　　町 越　　路　　町

　　　　　　集団健診　長岡市健康センター

・乳児健診　　　　　　　3,421人

(共通)身体測定、小児科診察

長岡市の制度に統一する。ただし、栃尾市につ
いては、平成17年度は現行どおりとする。

（長岡地域合併協議会：長岡市の制度に統一す
る。）

５　内容

・乳児健診（4か月、7か月）286人
・1歳6か月児健診     167人

４　平成15年度実績
・1歳6か月児健診　　　　　　　95人 ・1歳6か月児健診　　　　　　　98人

５　内容

・3歳児健診          145人

課　　　　　　題

５　内容
(共通)身体測定、小児科診察(共通)身体測定、小児科診察

・本事業は、年間を通した事業である。した
がって合併時に統一すると、年度途中での移行
となり、住民サービスに支障をきたす。

１　目的
同上

１　目的
同左

１　目的
同左

３　会場　　個別健診　医療機関

２　健診種別と実施方法 ２　健診種別と実施方法

３　会場　集団健診　町立診療所検診棟

　　　　　集団健診　保健福祉センター　
　　　　　　　　　　

１　目的
同左

２　健診種別と実施方法

・1歳6か月児検診

３　会場　個別健診　医療機関



各種事務事業の取扱いに関する調整方針案（長岡市・栃尾市合併協議会）

作成日　　　 平成17年 1月21日

149 データ基準日 平成16年 4月 1日

１２ ０４ ０２ ０９

４　事業費負担 ４　事業費負担
　　市　10/10 　市　10/10

　　30件
   （妊婦10件、産婦、新生児各10件）

３　依頼助産師数　
　　1名

４　事業費負担
　  村　10/10

　本事業は、年間を通した事業である。した
がって合併時に統一すると、年度途中での移行
となり、住民サービスに支障をきたす。

　　2名

　　町　10/10 　　町　10/10
４　事業費負担

山　　古　　志　　村

（妊婦100件、産婦・新生児各 1,175件）    （産婦・新生児各150件）

調　整　方　針  案課　　　　　　題小　　国　　町

４　事業費負担

  　12名

三　　島　　町

　　2,450件

妊産婦・新生児に対して、助産師等が家庭訪問
指導を行い、妊娠中毒症他の疾病・異常の防止
と早期発見および各種不安を解消することで、
健康な妊娠・安全な出産・安心な育児を支援す
る。

１　目的 １　目的

２　平成16年度訪問予定数

同左

２　平成16年度訪問予定数
　　200件

２　平成16年度訪問予定数
　　300件

３　依頼助産師数　

１　目的１　目的
同左 妊産婦・新生児に対して、助産師による訪問指

導を行い、妊産婦・新生児の疾病・異常の防止
と早期発見、各種の不安を解消する。

３　依頼助産師数

　 （産婦・新生児各100件）

　　3名
３　依頼助産師数

母子保健事業

越　　路　　町長　　岡　　市 栃　　尾　　市中　　之　　島　　町

妊産婦・新生児訪問福祉・保健・医療 保健・医療

大 項 目 （分科会） 中 項 目 小 項 目 各 種 事 務 事 業

２　平成16年度訪問予定数
　  280件

 　2名
３　依頼助産師数

１　目的
同上 同左 同左

１　目的 １　目的

２　平成16年度訪問予定数 ２　平成16年度訪問予定数
　　135件　　160件　
２　平成16年度訪問予定数

   （妊婦20件、産婦、新生児各70件)
　   ※第一子のみ2回訪問
３　依頼助産師数　３　依頼助産師数　　　　　　

   （産婦40件、新生児50件）

４　事業費負担
　　町　10/10　

　　2名　　19名

４　事業費負担
　  町　10/10　　

長岡市の制度を基に統一する。ただし、栃尾市
については、平成17年度は現行どおりとする。

　（長岡地域合併協議会：長岡市の制度を基に統
一する。）



各種事務事業の取扱いに関する調整方針案（長岡市・栃尾市合併協議会）

作成日　　　 平成17年 1月21日

150 データ基準日 平成16年 4月 1日

１２ ０４ ０２ ０８－１

なし １　対象者 １　対象者 １　対象者

２　方  法   　集団 (健診と別の日を設定) ２　方  法     集団（健診時に同時実施） ２　方  法     集団（健診時に同時実施）
  　

２　方法 ２　方法

３　自己負担　1回　1,000円 年1回無料

なし１　対象者 　 1歳、1歳6か月、2歳、2歳6か月
   3歳、3歳6か月の幼児　計6回

４　事業費負担　　　県1/3　町2/3

1　対象者    1歳、2歳、3歳の幼児
　 各年齢3回ずつ計9回

   個別も可（別日)

４　事業費負担　　　県1/3　村2/3

   集団（診療所で直接）
   保育所の歯科検診として実施

３　自己負担　なし

   集団（健診時に同時実施）

調　整　方　針  案課　　　　　　題

栃　　尾　　市

各 種 事 務 事 業

　 1歳6か月児、2歳、2歳6か月、
 　3歳児の幼児

３　自己負担　 なし

４　事業費負担　　　市10/10４　事業費負担　　　県1/3　町2/3 ４　事業費負担　　　県1/3　町2/3

小 項 目
乳幼児歯科保健（フッ素塗布）

３　自己負担　 なし

母子保健事業

３　自己負担　 1回  650円

長　　岡　　市 越　　路　　町中　　之　　島　　町

  　1歳6か月児～3歳児までの間に
  　計3回

　 1歳6か月児、 3歳児の幼児
　　計2回

大 項 目 （分科会） 中 項 目
福祉・保健・医療 保健・医療

小　　国　　町三　　島　　町 山　　古　　志　　村

・本事業は、年間を通した事業である。した
がって合併時に統一すると、年度途中での移行
となり、住民サービスに支障をきたす。

新制度を創設し統一する。ただし、栃尾市につ
いては、平成17年度は現行どおりとする。

　（長岡地域合併協議会：新制度を創設し統一す
る。）



各種事務事業の取扱いに関する調整方針案（長岡市・栃尾市合併協議会）

作成日　　　 平成17年 1月21日

151 データ基準日 平成16年 4月 1日

１２ ０４ ０４ ０６

１　目的
同上

２　検診内容
同上
　

３　検診場所
みしま中央会館ほか

１　目的
同左

２　検診内容
同左

３　検診場所
山古志村村民会館ほか

長　　岡　　市

福祉・保健・医療

三　　島　　町 調　整　方　針  案課　　　　　　題

１　目的
同左

２　検診内容
同左

３　検診場所
中之島町農村環境改善センターほか

１　目的
がんを早期に発見し、早期治療のための検診を
積極的に実施するとともに、がんに対する正し
い知識の普及を図り、住民の健康水準の向上に
役立てるものとする。

２　検診内容
胃がん、大腸がん、子宮がん、乳がん、肺がん
検診（喀痰細胞診）

３　検診場所
長岡市健康センターほか

１　目的
同左

２　検診内容
同左ほか前立腺がん

３　検診場所
越路町保健センターほか

山　　古　　志　　村

１　目的
同左

２　検診内容
同左ほか前立腺がん

３　検診場所
小国町農村環境改善センターほか

小　　国　　町

大 項 目 （分科会） 中 項 目 小 項 目 各 種 事 務 事 業
がん検診

中　　之　　島　　町

成人保健事業

１　目的
同左

２　検診内容
胃がん、大腸がん、子宮がん、乳がん、肺がん
検診（喀痰細胞診）

３　検診場所
栃尾郷病院ほか

栃　　尾　　市

保健・医療

越　　路　　町

・本事業は、年間を通した事業である。した
がって合併時に統一すると、年度途中での移行
となり、住民サービスに支障をきたす。

前立腺がんについては越路町の制度を基にし、
その他は長岡市の制度を基に統一する。ただ
し、栃尾市については、平成17年度は現行どお
りとする。

　
（長岡地域合併協議会：
 前立腺がんについては越路町の制度を基にし、そ
の他は長岡市の制度を基に統一する。）

※集団検診を行う場所は、長岡市健康センターほ
か各市町村等の従来の会場で実施する。



各種事務事業の取扱いに関する調整方針案（長岡市・栃尾市合併協議会）

作成日　　　 平成17年 1月21日

152 データ基準日 平成16年 4月 1日

１２ ０４ ０４ ０３

なし なし

２　内容

なし

３　検診場所
長岡歯科医師会に加入の歯科医院

　　国1/3　県1/3　市1/3

歯科検診、歯肉炎検診、ブラッシング指導、口
腔清潔指導、受診治療勧奨

基本健診と同時に実施する。（集団健診）
歯科検診、歯肉炎検診、ブラッシング指導、口
腔清潔指導、受診治療勧奨

平成８年度から「健康歯づくり日本一運動」を
展開しており、国の８０２０運動に向けて、町
民の歯科保健の推進を図る事を目指し、歯科検
診・口腔清潔の意識付けをする。

調　整　方　針  案課　　　　　　題小　　国　　町

・本事業は、年間を通した事業である。した
がって合併時に統一すると、年度途中での移行
となり、事業の調整が困難である。

長岡市の制度に統一する。ただし、栃尾市につ
いては、平成17年度は現行どおりとする。

（長岡地域合併協議会：長岡市の制度に統一す
る。）

なし

越　　路　　町

歯周疾患検診

栃　　尾　　市

大 項 目 （分科会） 中 項 目 小 項 目 各 種 事 務 事 業
福祉・保健・医療 保健・医療 成人保健事業

中　　之　　島　　町長　　岡　　市

医院が検診を行う。（個別検診）

１　目的
歯周疾患を早期に発見するとともに適切な保健
指導を行い、予防及び早期治療に結びつけるこ
とにより、中高年齢者の歯の喪失を予防し、生
涯にわたる健康の維持と食べる楽しみを享受す
る。

長岡市の指定する長岡歯科医師会会員の歯科

４　対象となる経費の負担割合

４　対象となる経費の負担割合

３　検診場所
みしま中央会館

三　　島　　町

１　目的

　　国1/3　県1/3　町1/3

２　内容

なし

山　　古　　志　　村



各種事務事業の取扱いに関する調整方針案（長岡市・栃尾市合併協議会）

作成日　　　 平成17年 1月21日

153 データ基準日 平成16年 4月 1日

１２ ０４ ０４ ０２

２　　対象者 ２　　対象者 ２　　対象者 ２　　対象者

３　内容
検診を実施し、後日事後指導会を行う。 同左

なし なし

２　　対象者

検診を実施し、後日事後指導会を行う。

４　検診会場
長岡市健康センター

４　検診会場
中之島町農村環境改善センター

４　検診会場
越路町保健センター

※検診を行う場所は、長岡市健康センターほか各
町村の主な会場で実施する。

(1)足のかかとのレントゲン撮影による骨密度
測定
(2)くるぶしの超音波による骨密度測定

１　目的
同左

１　目的
同左

栃　　尾　　市中　　之　　島　　町 越　　路　　町

１　目的
同左

１　目的
受診者が自身の骨の状態を認識するために、骨
密度の検査を行い、同時に骨粗しょう症につい
ての健康教育を実施し、骨に対する意識を啓発
することにより、寝たきりの原因となる骨折を
予防する。

各 種 事 務 事 業
福祉・保健・医療 保健・医療 成人保健事業 骨粗しょう症検診

大 項 目 （分科会） 中 項 目 小 項 目

長　　岡　　市

調　整　方　針  案課　　　　　　題

５　対象となる経費の負担割合 ５　対象となる経費の負担割合
　　国1/3　県1/3　町1/3

小　　国　　町

・本事業は、年間を通した事業である。した
がって合併時に統一すると、年度途中での移行
となり、住民サービスに支障をきたす。

長岡市の制度に統一する。ただし、栃尾市につ
いては、平成17年度は現行どおりとする。

（長岡地域合併協議会：長岡市の制度に統一す
る。）

５　対象となる経費の負担割合

１　目的
同上

59歳までの女性

　　国1/3　県1/3　町1/3

　　国1/3　県1/3　市1/3

みしま中央会館
４　検診場所

３　内容

　　国1/3　県1/3　町1/3

山　　古　　志　　村

５　対象となる経費の負担割合

三　　島　　町

40歳から50歳の女性

４　検診会場
(1)木村クリニック
(2)栃尾郷病院
５　対象となる経費の負担割合

30歳から60歳までの女性 40歳から60歳までの女性 18歳から65歳までの女性

検診時に保健師の講話と運動指導員による軽体
操を行う。

３　内容 ３　内容

　　国1/3　県1/3　市1/3

３　内容



各種事務事業の取扱いに関する調整方針案（長岡市・栃尾市合併協議会）

作成日　　　 平成17年 1月21日

154 データ基準日 平成16年 4月 1日

１２ ０４ ０４ ０１

同左

３　健診場所 ３　健診場所 ３　健診場所

　　国1/3　県1/3　町1/3 　　国1/3　県1/3　町1/3

３　健診場所 ３　健診場所 ３　健診場所

　　国1/3　県1/3　町1/3

１　目的
同左

集団健診　越路町保健センターほか

１　目的
同上

４　対象となる経費の負担割合

１　目的
脳卒中、心臓病等の循環器疾患や肝疾患、貧血
等の早期発見、早期治療及び壮年期からの健康
管理の正しい知識の普及を図り、栄養や運動等
の生活指導及び適切な治療への指導を行い住民
の健康保持増進を図るとともに、健やかで生き
がいのある老後対策に役立てる。

２　内容

１　目的
同左

集団健診　中之島町農村環境改善センターほか

１　目的
同左

１　目的
同左

福祉・保健・医療 保健・医療 成人保健事業

長　　岡　　市

２　内容

糖代謝検査HbA1c※1　については選択実施 

基本健康診査

大 項 目 （分科会） 中 項 目 小 項 目 各 種 事 務 事 業

栃　　尾　　市中　　之　　島　　町 越　　路　　町

２　内容

４　対象となる経費の負担割合

小　　国　　町

４　対象となる経費の負担割合

調　整　方　針  案課　　　　　　題

３　検診場所

１　目的
同左

２　内容
新潟県健康診査実施要領に基づき実施
糖代謝検査HbA1ｃについては全員実施

栃尾市民会館ほか

　　国1/3　県1/3　市1/3

集団健診　山古志村村民会館ほか

４　対象となる経費の負担割合

新潟県健康診査実施要領に基き実施（オプショ
ンで全員に糖代謝検査HbA1c・尿酸・総蛋白実
施）

集団健診　みしま中央会館ほか 集団健診　小国町農村環境改善センターほか

  

新潟県健康診査実施要領に基づき実施
糖代謝検査HbA1cについては全員実施

４　対象となる経費の負担割合
　　国1/3　県1/3　町1/3　　国1/3　県1/3　村1/3

４　対象となる経費の負担割合
　　国1/3　県1/3　市1/3

山　　古　　志　　村三　　島　　町

２　内容 ２　内容
新潟県健康診査実施要領に基づき実施

長岡市の制度を基に統一する。ただし、栃尾市
については、平成17年度は現行どおりとする。

（長岡地域合併協議会：長岡市の制度を基に統
一する。)

※集団健診を行う場所は、長岡市健康センター
ほか各市町村等の従来の会場で実施する。
　なお、個別健診(指定医療機関実施の健診）
については、各市町村管内においても実施す
る。

・本事業は、年間を通した事業である。した
がって合併時に統一すると、年度途中での移行
となり、住民サービスに支障をきたす。

２　内容

（２）個別健診　市内医療機関

４　対象となる経費の負担割合

新潟県健康診査実施要領に基づき実施（オプ
ションで総蛋白・尿酸）

新潟県健康診査実施要領に基づき実施

（１）集団健診　長岡市健康センターほか



各種事務事業の取扱いに関する調整方針案（長岡市・栃尾市合併協議会）

作成日　　　 平成17年 1月21日

155 データ基準日 平成16年 4月 1日

１２ ０４ ０４ １８

なし なし なし

２　健診の内容　

３　健診場所　　長岡市健康センター

なし

２　健診の内容　

３　健診場所　　みしま中央会館

同上

１　目的
働き盛りの忙しい人のために基本健康診査、胸
部レントゲン検査、がん検診を同時実施するこ
とにより受診を容易にするとともに、生活習慣
病予防と疾病の早期発見を図る。

三　　島　　町

１　目的
同上

基本健康診査・がん検診（胃・大腸・子宮・
乳・肺）・胸部レントゲン検査

長岡市の制度を基に統一する。ただし、栃尾市
については、平成17年度は現行どおりとする。

（長岡地域合併協議会：長岡市の制度を基に統
一する。)

※実施の場所は、長岡市健康センターほか各市
町村の健診会場等で実施する。

調　整　方　針  案課　　　　　　題

なし

山　　古　　志　　村 小　　国　　町

・本事業は、年間を通した事業である。した
がって合併時に統一すると、年度途中での移行
となり、事業の調整が困難である。

長　　岡　　市 栃　　尾　　市中　　之　　島　　町 越　　路　　町

各 種 事 務 事 業
福祉・保健・医療 保健・医療 成人保健事業 総合健康診査（基本健診、がん検診、胸部レントゲン）

大 項 目 （分科会） 中 項 目 小 項 目



各種事務事業の取扱いに関する調整方針案（長岡市・栃尾市合併協議会）

作成日　　　 平成17年 1月21日

156 データ基準日 平成16年 4月 1日

１２ ０３ ０２ ０１

同左 同左

２　事業内容
保健師が戸別訪問し、保健指導を行う。

２　事業内容
保健師等が戸別訪問し、保健指導を行う。

老人保健法、長岡市訪問指導実施要綱に基づ
き、40歳以上の人で独居高齢者、介護予防対象
者や健康診査等で要指導者などを対象に、病気
や要介護状態になることを予防する。

中之島町に同じ

２　事業内容
保健師による相談、指導訪問、必要に応じ関係
機関と連携し同行訪問を行う。

２　事業内容
保健師や訪問指導員(嘱託員)が戸別訪問し、保
健指導を行う。

３　対象となる経費の負担割合 ３　対象となる経費の負担割合 ３　対象となる経費の負担割合
　　国1/3　県1/3　町1/3

　　国1/3　県1/3　町1/3
３　対象となる経費の負担割合
　　国1/3　県1/3　村1/3

３　対象となる経費の負担割合
　　国1/3　県1/3　町1/3

長　　岡　　市 栃　　尾　　市

福祉・保健・医療 訪問指導高齢者福祉 介護予防

越　　路　　町中　　之　　島　　町

大 項 目 （分科会） 中 項 目 小 項 目 各 種 事 務 事 業

１　目的 １　目的１　目的１　目的
同左

看護師等が戸別訪問し、保健指導を行う。 保健師等が戸別訪問し、保健指導を行う。 市保健師および在宅看護師（訪問指導員）によ
る家庭訪問による指導。

２　事業内容２　事業内容 ２　事業内容

老人保健法に基づき、療養上の保健指導が必要
であると認められる者及びその家族等に対して
訪問し､健康問題を総合的に把握して必要な指
導を行い、これらの者の心身機能の低下の防止
と健康の保持増進を図る。

保健指導が必要な者及びその家族に対し、保健
師等が訪問し健康問題を総合的に把握し、必要
な指導を実施し、これらの者の心身機能の低下
の防止と健康の保持増進を図る。

　　国1/3　県1/3　町1/3　　国1/3　県1/3　市1/3

長岡市の制度を基に統一する。ただし、栃尾市
については、平成17年度は現行どおりとする。

（長岡地域合併協議会：長岡市の制度を基に統
一する。)

調　整　方　針  案課　　　　　　題小　　国　　町三　　島　　町 山　　古　　志　　村

１　目的

３　対象となる経費の負担割合

１　目的 １　目的

３　対象となる経費の負担割合
　　国1/3　県1/3　市1/3

・本事業は、年間を通した事業である。した
がって合併時に統一すると、年度途中での移行
となり、住民サービスに支障をきたす。



各種事務事業の取扱いに関する調整方針案（長岡市・栃尾市合併協議会）

作成日　　　 平成17年 1月21日

157 データ基準日 平成16年 4月 1日

１２ ０４ ０４ １４－１

１　基本健診受診者（要指導者）向け健康相談 １　基本健診受診者（全員）向け健康相談
（１）事後指導会

２　一般向け健康相談 ２　一般向け健康相談 ２　一般向け健康相談 ２　一般向け健康相談
（１）あなたの健康相談室 （１）冬期健康相談 （１）健康相談 （１）総合健康相談事業
（２）健康相談（窓口、電話等） （２）乳がん体験者のつどい （２）地区健康相談

（３）成人歯科健康相談
（４）ヘルスアップ教室修了者のつどい

１　基本健診受診者（全員）向け健康相談
（１）事後指導会

（１）基本健診結果説明会 （１）基本健診結果説明会
（２）ヤング健診結果説明会 （２）基本健診代謝異常者説明会
（３）精検結果説明会

２　一般向け健康相談 ２　一般向け健康相談 ２　一般向け健康相談
（１）歯周疾患相談 （１）歯科相談 （１）出稼ぎ者健康相談

（２）地区別健康相談 （２）介護者のつどい
（３）いきいき健康相談 （３）健康相談（随時）

（４）心の健康相談
（５）集落健康相談

福祉・保健・医療 保健・医療 成人保健事業

栃　　尾　　市越　　路　　町中　　之　　島　　町長　　岡　　市

大 項 目 （分科会） 中 項 目 小 項 目 各 種 事 務 事 業

長岡市の制度を基に統一する。ただし、平成18
年度までは現行どおりとする。

山　　古　　志　　村

健康相談

課　　　　　　題小　　国　　町

１　基本健診受診者（要指導者、糖代謝異常
者）向け健康相談

三　　島　　町 調　整　方　針  案

１　基本健診受診者（要指導者）向け健康相談
（１）事後指導会

１　基本健診受診者（要指導者）向け健康相談
（１）基本健康診査結果指導会（健康相談）（１）すこやかステップ（事後相談会）

１　基本健診受診者（要指導者、40歳未満、血
糖検査受診者）向け健康相談



各種事務事業の取扱いに関する調整方針案（長岡市・栃尾市合併協議会）

作成日　　　 平成17年 1月21日

158 データ基準日 平成16年 4月 1日

１２ ０４ ０４ １５－３

１　一般向け健康教育 １　一般向け健康教育 １　一般向け健康教育
（１）地区別（31地区）健康教育 （１）健康講座 （１）岩田地区健康教育

（２）こころの健康教室

２　病態別健康教育 ２　病態別健康教育 ２　病態別健康教育
（１）ヘルスアップ教室（高脂血症予防） （１）骨粗しょう症予防教室
（２）糖尿病予防教室 （２）糖尿病予防教室・つどい
（３）乳がん健康教育 （３）歯周病予防教室

３　個別（マンツーマン）健康教育 ３　個別（マンツーマン）健康教育 ３　個別（マンツーマン）健康教育
（１）高脂血症 なし （１）高脂血症

４　健康料理教室 ４　健康料理教室 ４　健康料理教室
（１）地区別（33地区）健康料理教室 なし なし

１　一般向け健康教育 １　一般向け健康教育 １　一般向け健康教育
（１）健康づくり教室 （１）生活習慣病予防メニュー講習会 （１）いきいき教室
（２）生活習慣病予防教室 （２）地区版ヘルシー教室のつどい

（３）健康教室

２　病態別健康教育 ２　病態別健康教育 ２　病態別健康教育
（１）骨粗しょう症予防教室 （１）いきいき健康教室（気になる疾病別） （１）ヘルシー教室（高血圧予防）
（２）糖尿病教室 （２）糖尿病予防のつどい

（３）ヘルシー教室のつどい

３　個別（マンツーマン）健康教育 ３　個別（マンツーマン）健康教育 ３　個別（マンツーマン）健康教育
（１）禁煙 なし （１）高脂血症

４　健康料理教室 ４　健康料理教室 ４　健康料理教室
なし （１）生活習慣病予防教室（12会場） （１）食卓教室

当分の間現行どおりとし、期間をかけて調整す
る。

各 種 事 務 事 業
福祉・保健・医療 保健・医療 成人保健事業 健康教育

大 項 目 （分科会） 中 項 目 小 項 目

調　整　方　針  案課　　　　　　題

（２）骨粗しょう症予防教室
（１）ヘルスアップ教室(高脂血症､糖尿病予防)

１　一般向け健康教育
（１）地区健康教育

２　病態別健康教育
（１）糖尿病予防教室
（２）高脂血症予防教室
（３）運動教室

３　個別（マンツーマン）健康教育
（１）高脂血症

４　健康料理教室
（１）栄養と健康のつどい

長　　岡　　市 栃　　尾　　市中　　之　　島　　町 越　　路　　町

小　　国　　町山　　古　　志　　村三　　島　　町



各種事務事業の取扱いに関する調整方針案（長岡市・栃尾市合併協議会）

作成日　　　 平成17年 1月21日

159 データ基準日 平成16年 4月 1日

（平成15年度実績　287人） （平成15年度実績　223人） （平成15年度実績129人）

２　肺ドック

（平成15年度実績　8人）

（平成15年度実績　391人） （平成15年度実績　235人） （平成15年度実績　1,059人）

長　　岡　　市 中　　之　　島　　町

補助内容

なし

補助内容

１　人間ドック

山　　古　　志　　村三　　島　　町

1人当たり15,000円～
25,000円を補助

対象者
１　人間ドック

対象者 35歳以上の町民

対象者 国民健康保険加入者

1人当たり19,800円～
29,900円を補助

人間ドック等の補助０４ ０５

栃　　尾　　市

１２

対象者

福祉・保健・医療 保健・医療 成人保健事業

越　　路　　町

０４

大 項 目 （分科会） 中 項 目 小 項 目 各 種 事 務 事 業

補助内容

対象者 国民健康保険加入者

補助内容 50％補助

補助内容
1人当たり17,750円を

補助

国民健康保険加入者

全額補助

小　　国　　町

１　人間ドック

１　人間ドック
国民健康保険加入者

１　人間ドック
対象者 国民健康保険加入者

補助内容 費用の80％を補助

廃止する。なお、廃止後は基本健康診査、が
ん検診、胸部レントゲン検査をセットで受診
できる総合健康診査へ移行するものとする。
ただし、栃尾市については、平成17年度は現
行どおりとする。

（長岡地域合併協議会：
廃止する。なお、廃止後は基本健康診査、が
ん検診、胸部レントゲン検査をセットで受診
できる総合健康診査へ移行するものとする。)

調　整　方　針　案

・本事業は、年間を通した事業である。した
がって年度途中での移行は、住民サービスに支
障をきたす。

課            題

補助内容
1人当たり17,000円～

19,300円を補助

１　人間ドック
対象者 40歳以上の町民



各種事務事業の取扱いに関する調整方針案（長岡市・栃尾市合併協議会）

作成日　　　 平成17年 1月21日

161 データ基準日 平成16年 4月 1日

１２ ０４ ０６ １１

１　目的 １　目的 １　目的 １　目的

３　事業費負担 ３　事業費負担 ３　事業費負担 ３　事業費負担

１　目的 １　目的 １　目的

３　事業費負担 ３　事業費負担 ３　事業費負担
　県3/4　町1/4　県3/4　町1/4

同左

２　事業内容
（１）機能回復訓練事業
（２）地域住民グループ支援事業
（３）転倒予防指導者事業
（４）ボランティア養成事業

２　事業内容
（１）機能回復訓練事業
（２）転倒予防教室

（３）痴呆予防教室
（４）地域住民グループ支援事業
（５）転倒予防指導者事業

同上

（６）高齢者筋力向上トレーニング事業
（７）転倒予防指導者事業

同左

２　事業内容
（１）機能回復訓練事業
（２）転倒予防教室

（１）機能回復訓練事業
（２）転倒予防教室
（３）痴呆予防教室

（２）転倒予防教室
（３）痴呆予防教室
（４）地域住民グループ支援事業
（５）転倒予防体操（ハッピー体操）普及事業

２　事業内容
（１）機能回復訓練事業
（２）転倒予防教室

同左
長岡市の制度を基に統一する。ただし、平成18
年度までは現行どおりとする。

　県3/4　村1/4

（３）痴呆予防教室

課　　　　　　題

栃　　尾　　市越　　路　　町

調　整　方　針  案小　　国　　町

（６）ボランティア養成事業

三　　島　　町 山　　古　　志　　村

（８）ボランティア養成事業

　県3/4　町1/4　県3/4　町1/4　県3/4　市1/4

（９）健脚度調査事業

中　　之　　島　　町

２　事業内容

長　　岡　　市

高齢者が寝たきりなどの要介護状態になること
を予防し、健康でいきいきとした生活が送れる
よう、閉じこもりや転倒予防などの介護予防の
ための事業を行うもの。

２　事業内容
（１）機能回復訓練事業

同左

各 種 事 務 事 業
福祉・保健・医療 保健・医療 健康づくり事業 介護予防事業

大 項 目 （分科会） 中 項 目 小 項 目

同左

２　事業内容
（１）転倒予防教室
（２）痴呆予防教室（講話）、痴呆早期発見事
業

　県3/4　市1/4



各種事務事業の取扱いに関する調整方針案（長岡市・栃尾市合併協議会）

作成日　　　 平成17年 1月21日

162 データ基準日 平成16年 4月 1日

１２ ０４ ０６ ０１－１

３　内容 ３　内容
コミュニティ組織と連携した健康づくりの実施
（１）地区健康づくり会議の開催 (31地区)
（２）モデル事業の実施 (5地区)
（３）保健師による地区活動
（４）地区組織支援
　①健康づくり県民大会等への参加
　②健康づくりパンフレットの配布

（７）保健師による地区活動

３　内容
地区の組織と連携した健康づくり活動の支援 

（２）健康づくり県民大会等への参加 （１）健康づくり推進協議会の開催（年1回）
（２）健康づくり県民大会等への参加

（４）保健師による地区活動

（２）健康づくり幹事会の開催（年2回）

３　内容

（６）中学生への健康づくり支援

（１）健康づくり協議会の開催（年1回） （３）健康づくり講演会

（４）健康づくり県民大会等への参加

２　対象者
町民（8地区単位）

３　内容

村民（5地区単位）

２　対象者

（３）健康づくり講演会

（３）健康づくりパンフレットの配布

調　整　方　針  案小　　国　　町

（１）健康づくり推進協議会の開催（年1回）
（２）健康づくりパンフレットの全戸配布

（１）健康づくり推進協議会の開催（年2回）
（２）健康運動実践者研修への保健師の参加

３　内容

（２）町長が特に必要と認める交流及び研修事
業等への参加

（１）保健福祉医療対策推進協議会の設置　

（３）健康づくりパンフレットの配布

３　内容

長岡市の制度を基に統一する。ただし、平成18
年度までは現行どおりとする。

２　対象者 ２　対象者
町民（全町単位） 町民（34集落単位）

２　対象者

健康づくり推進事業

大 項 目 （分科会） 中 項 目

２　対象者

越　　路　　町

１　目的 １　目的
町民の総合的な健康づくりを推進する。

各 種 事 務 事 業

協議会委員ほか

健康づくり事業

小 項 目
福祉・保健・医療 保健・医療

町民の健康に関する意識を高め、地区において
住民自らが健康問題に対して取り組める健康活
動の実践に向けて支援を進める。

長　　岡　　市 栃　　尾　　市

１　目的１　目的
地域に根ざした健康づくり活動の充実を図る。
市内31コミュニティ組織において、地区住民が
考える健康づくりの実現に向けて取り組みを行
うもの。地区コミュニティにおける健康づくり
の取り組みを進めることにより、市民主体の健
康づくりを推進する。

中　　之　　島　　町

町民（26集落単位）

（５）保育所との歯科保健事業の連携

地区組織、保育所、学校と連携した健康づくり
活動の支援

（１）地域健康づくり人材育成事業への参加

１　目的 １　目的
総合的な健康づくりを推進し、健康づくりの意
識啓発と地域に根ざした健康づくり活動の充実
を図る。

人材育成と住民参加を促し、地域の活性化を
図る。

１　目的
地域づくり活動を推進するため、町づくりの 地域の主体的な健康づくり活動の充実を図る。

各集落組織において、住民が自ら取り組める健
康づくり活動の実現に向けて支援を行う。

課　　　　　　題

関係者の連携を強化し、市民の総合的な健康
づくりを推進する。

三　　島　　町 山　　古　　志　　村

２　対象者
市民（市内31コミュニティ組織単位）

地域における健康づくり活動の意識を高める。


