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１．    値    達成度

成果指標達成度 ○ …目標 達成      ×…目標 達成     成果指標総合判定
成果指標総合判定 Ａ…成果指標判定    ○ Ｂ…半数以上 ○ Ｃ…半数未満 ○ B

×健康  21 認知度
（町民意識調査） ％ 19.4

施策評価表 後期 ≪平成28年度 令和2年度≫

後
期
基
本

計
画
体
系

政策 ３．人にやさしく健やかなまち【健康・福祉】 施策統括課 健康課

施策 ８．町民 健康 保 向上        関 係 課 住民課

実績値 19.7

令和4年度取 組 方針
  健康  21 後期計画 周知  健康    関  意識 充実化 図  
  健康  推進             等 活用   健康    啓発活動 行  

16.2 13.1 15.6 15.4

70.2
a

目標

70.6

    値達成度 a …目標 達成     ｂ…目標     達成      ｃ…目標 達成     

成果指標 単位 基準値 最終実績値 実績値 年次推移 判定

心身   健康  感  町民 割合
（町民意識調査） ％

２．取り組み方針の実施状況と方向性
８－１ 町民 健康意識 高  健康管理 健康   活動 促進  所管課

日頃、健康のための取り組み
(３項目以上) 行    町民 割合

（町民意識調査）
％

68.4
a

69.6

町民意識調査    重要度/満足度 順位（57項目中） 健康課健康意識 向上 健康   活動 促進 20位/6位
成果指標 単位 基準値 目標 区分 実績値 年次推移 判定H28 H29 H30 H31/R1 R2

実績値 68.6 70.2 69.1 68.7 70.6 ○

日頃、健康のための取り組み
(３項目以上) 行    町民 割合

（町民意識調査）
％ 68.4 ○

心身   健康  感  町民 割合
（町民意識調査） ％ 70.2

実績値 69.5 69.1 68.3 63.3 69.6

地域での健康に関する
教室 年間参加者数

（食進会地域教室、出前講話等）
人 1,259 実績値 1,517 1,524 1,373 ×1,145 －

まちが取り組むべきこと② 地域公民館  身近 場  健康    機会 充実    

5年間 取 組 状況

 令和２年度時点 12町内会 食生活改善地域教室 開催   町内会   自主活動 実施      教
室の充実のため、健康課職員（保健師・栄養士）・委託栄養士・運動指導員を講師として派遣し、健康づくりの教
室 男 料理教室   開催 支援   
 新型       感染症 蔓延    期間  公民館  講師派遣 中止   保健     会場   地
域教室を計画したが、緊急事態宣言の期間と重なり実施できなかった。

まちが取り組むべきこと①  健康  21       健康 関  意識向上             応  町民 主体的 健康    支援   

5年間 取 組 状況
 自主的 健康    推進  健康寿命 延伸  事 目的   健康  21 後期計画 平成30年度 策定
し、周知活動に取組んだ。
 健康    意識       健康  21推進      幅広 年代 参加      文化祭 同時開催   

残された課題
  健康  21  認知度 低  

残された課題
 参加者 固定     年齢等 理由 辞    方      参加者 減少傾向    参加者 広   必
要。

令和4年度取 組 方針
・意欲を持って活動ができるように支援を検討する。
 住民 対  食生活改善推進会 周知   
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5年間 取 組 状況

 町内会   組織     地域教室     親子料理教室   食育推進活動 行        教室  
より充実した内容となるように教室の講師として栄養士を派遣した。
 推進委員 中心    食育活動（食育講座 栄養展 保育園  活動等） 円滑 実施      支援 
た。

残された課題
・新たに推進員として活動する人材の確保。

令和4年度取 組 方針
 住民 対  食生活改善推進会 周知   
 推進員 養成        養成教室 参加者募集  教室修了者  推進員  勧誘 取 組  

まちが取り組むべきこと③ 食生活改善推進員による食育推進を支援します

令和4年度取 組 方針
・相談窓口を知ってもらえるように、各課と連携し周知活動に取り組む。
・本人や周知の方が早期にSOSに気付き、相談できるように、ゲートキーパー養成講座を開催し、受講者を増やす。

まちが取り組むべきこと⑤ 感染症に対する予防接種を勧奨します

5年間 取 組 状況

 福岡県内 予防接種指定医療機関 定期予防接種 受       福岡県医師会 集合契約 締結   
 高齢者         肺炎球菌予防接種等 医療機関 受    仕組  作   
・疾病の発生や蔓延を予防するため、乳幼児期から学童期にいたるまで、予防接種法に基づく各種予防接種を実施
した。

まちが取り組むべきこと④ 心の健康づくりに関する啓発活動を進めます

5年間 取 組 状況

・うつや自殺予防をするために、専用ダイヤルでの電話相談や、精神保健福祉士による面接相談を実施した。
 平成３０年度  健康  21後期計画  中 自殺対策計画 策定  健康         相談窓口 共  
        正  知識 普及啓発 努   
 町民及  役場窓口従事職員   対象          養成講座 開催   

残された課題
 心 健康   相談 専用     個別面接相談 認知度 低  
・ゲートキーパー養成講座受講生が少ない。

令和4年度 取 組 方針 方向性

残された課題
・予防接種につながる情報提供の継続。

令和4年度取 組 方針
・予防接種の接種時期などの情報を広報やホームページをとおして周知していく。

取り組み方針の達成状況
方針に沿った取り組みを実施し、ほぼ目標どおりの成果をあげている
方針に沿った取り組みを実施したが、成果があがっていない
方針に沿った取り組みを実施できず、成果があがっていない

重点
維持
その他



  検診 特定健診 周知          受診率 向上      

×特定保健指導 実施率 ％ 55.4

実績値 28.5
（H27）

28.8
(H28)

30.1
(H29)

33.5
(H30)

８－２ 生活習慣病を予防する 所管課
町民意識調査    重要度/満足度 順位（57項目中） 健康課生活習慣病の予防 27位/12位

成果指標 単位 基準値 目標 区分

健康診断(特定健診) 受診率
（国民健康保険） ％ 27.5

実績値 年次推移 判定H28 H29 H30 H31/R1 R2

○32.6
(R1)

健康診査受診率
（後期高齢者医療） ％ 17.52 実績値 14.90

（H27）
14.58
(H28)

14.97
(H29) ×13.75

(H30)
7.05
(R1)

まちが取り組むべきこと② 保健指導等 充実   早期発見 早期治療   重症化 予防   

5年間 取 組 状況
 健診結果  受診者全員 個別 説明  早期発見 早期治療 促 重症化予防      
 動機  支援 積極的支援 方   特定保健指導 行 生活習慣 改善 促   
・インセンティブ事業として、「90日間体重測定チャレンジ」を開始した。

残された課題
・特定保健指導を受けている方が、途中で指導を受けることを止めてしまう場合がある。
  90日間体重測定       続  方  体重 維持 減少 一定 効果      認知度 低  

5年間 取 組 状況

   検診及 国保特定健診受診率 向上 図     集団検診 加   個別健診 実施  対象者   
特定健診を受診しやすい機会を作った。
      医 商工会  受診結果 情報提供  令和元年度  治療中 特定健診未受診者 医療情報収
集事業(国保連合会） 参加  受診率 向上 取組   
 電話 窓口 加            受診予約 令和元年度  開始  申込     環境 整   

残された課題
   検診及 国保特定健診 受診率向上 
※健康診査受診率（後期高齢者医療）      令和元年度   生活習慣病 治療中 方 健康診査 
対象者に追加され、算出方法が変わったため単純比較はできない。

令和4年度取 組 方針
   検診及 国保特定健診 連続受診    方 不定期 受診    方等 対象者   内容 変  受診
勧奨通知 送  受診率 向上 目指  
 健診 進  受診  方 増    周知  他自治体 取 組  研究 行  受診率向上対策 生   

実績値 58.1
（H27）

50.0
(H28)

56.6
(H29)

53.7
(H30)

53.9
(R1)

成果指標達成度 ○ …目標 達成      ×…目標 達成     成果指標総合判定
成果指標総合判定 Ａ…成果指標判定    ○ Ｂ…半数以上 ○ Ｃ…半数未満 ○

C

まちが取り組むべきこと①

令和4年度 取 組 方針 方向性

令和4年度取 組 方針

・粕屋医師会と連携した、慢性腎臓病（ＣＫＤ）対策連携システムを活用し、重症化予防のための保健指導を継
続  行  
 特定保健指導 途中 止     方   継続  健診 毎年受     勧   
・「90日間体重測定チャレンジ」の効果を結果説明会等で啓発し、取り組む方を増やす。

取り組み方針の達成状況
方針に沿った取り組みを実施し、ほぼ目標どおりの成果をあげている
方針に沿った取り組みを実施したが、成果があがっていない
方針に沿った取り組みを実施できず、成果があがっていない

重点
維持
その他



３．施策の総括と今後の展開

４．施策の達成状況
※めざそう値の判定ですべてがa
※めざそう値の判定で半数以上がa
※めざそう値の判定で半数未満がa
※めざそう値の判定ですべてがｂまたはｃ

８－３ 医療体制 確保  所管課
町民意識調査    重要度/満足度 順位（57項目中） 健康課夜間 休日 医療体制 確保 周知 2位/51位

成果指標 単位 基準値 目標 区分 実績値 年次推移 判定

    値 心身   健康  感  町民 割合  基準値70.2% 対  最終実績値70.6% 0.4    上回 目標達成  
   日頃 健康    取 組 （３項目以上） 行    町民 割合  成果指標 判定  基準値68.4 対  最終実績
値69.6%で1.2ポイント上回り目標達成できた。
今後  特 若 世代 無関心層 対  健康    意識        周知 啓発 行         禍  安全 安心 配慮
  健康   事業 実施        引 続 健康  21 推進  町民 健康増進 健康寿命 延伸 目指  
   新型       感染症 対      延予防 周知 啓発 行          接種事業 推進     

取り組み方針の達成状況

令和4年度 取 組 方針 方向性

5年間 取 組 状況

 粕屋地区１市7町 粕屋医師会 委託  夜間 救急病院 開設   又 重症 救急患者 医療機関 開
設した。
 粕屋地区１市7町 粕屋医師会 委託  休日 在宅当番医制 実施   又 粕屋中南部休日診療所 開
設した。

残された課題
・なし

令和4年度取 組 方針
 現在 救急医療 休日 在宅当番医制 休日診療所 運営支援 継続   

成果指標達成度 ○ …目標 達成      ×…目標 達成     成果指標総合判定
成果指標総合判定 Ａ…成果指標判定    ○ Ｂ…半数以上 ○ Ｃ…半数未満 ○

A

まちが取り組むべきこと① 救急 休日医療体制 維持       休日当番医及 粕屋中南部休日診療所    町民 周知   

○

H28 H29 H30 H31/R1 R2
休日 夜間 救急時 医療機関 
情報 得      感  町民 割合

（町民意識調査）
％ 84.0 → 実績値 85.3 86.7 83.4 85.0 87.3

方針に沿った取り組みを実施し、ほぼ目標どおりの成果をあげている
方針に沿った取り組みを実施したが、成果があがっていない
方針に沿った取り組みを実施できず、成果があがっていない

重点
維持
その他

目標をすべて達成できた
目標   程度達成   
目標をあまり達成できなかった
目標を達成できなかった
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