
地地地地域域域域再再再再生生生生ププププロロロロジジジジェェェェククククトトトト計計計計画画画画書書書書    実施主体名（市町村名） 網 走 市 単一実施・広域実施  地域再生プロジェクト名 網走市民健康づくりプロジェクト事業 プロジェクトの期間 平成２４年度～平成２５年度 事業 区分 新規・継続 地域経済の格差を客観的に比較する選択指標 [□ 一人当たり課税所得 □ 完全失業率  □ 観光入込客数 ] 医療・福祉の格差を客観的に比較する選択指標 格差の分野 □社会構造の格差   □地域経済の格差 □地方行財政の格差  ■医療･福祉の格差 □その他の格差（          ） [□ 少子化率 □ 医師・歯科医師数 ■ 医療・福祉就業者数 ] 是正を目指す地域格差の状況          ・当該市町村 44.31          ・全道の平均 45.99 （ １７年度 ）          ・当該市町村 28%          ・全道の平均 18% （ ２２年度 ）          ・当該市町村 24％          ・全道の平均 18％ （ ２２年度 ） ◆主な取組  地域重点プロジェクトとの関連性 ■ 該 当 □ 非該当 ◆地域重点プロジェクト名 地域資源を生かした新たな観光の魅力づくりとプロモーション活動の推進 ○ ランニング＆ウォーキング推進事業 （地域の現状・課題）  市民の健康づくりには、個人の努力だけではどうにもならない多くの要素が複雑に関係しているため、一人ひとりの努力で健康を維持し、それを家族や地域のみんなが支え、健康づくりをしやすい条件を公共機関等が社会的に整える必要がある。  そのため、健康づくりの最終的な目的である“暮らしの質の向上”をめざし、「健康・スポーツ都市宣言」の趣旨を踏まえ、平成２３年度に策定した『網走市民健康づくりプラン』に基づく保健・医療の施策と、健康づくりを直接的・間接的に支える分野の施策とを一体的に推進する。  医療・福祉従事者の確保が困難な地域であることから、医療や介護に頼らない健康長寿の実現をめざして、一次予防事業を強化する。 地域再生プロジェクトの

目標 （プロジェクトの目標） ・ 限られた医療資源の中で、健康寿命を延伸させるため、各種検診事業や感染症予防対策の充実を図る。 ・ 生活習慣の改善や生活習慣病の予防のために、運動の習慣化のための環境（ウォーキングガイド、健康増進施設の検討）を整備する。 ・ 健康づくりの推進役となる人材を育成し、市民が身近な地域で健康づくりに取り組む意欲を高めることができる仕組みを整える。 設定目標（項目） 現 状 値 支援期間終了後の成果目標 将来的な成果目標 ・予防接種平均接種率 94.1％（平成 20年度） 95.0％（平成 25年度） 95.0％超（平成 30 年度） ・悪性新生物による入院医療費構成 28.0％（平成 22年度） 28.0％（平成 25年度） 28.0％（平成 30年度） ・循環器系疾病による入院医療費構成 24.0％（平成 22年度） 24.0％（平成 25年度） 24.0％（平成 30年度） ・健康づくりライセンス認定者  0 名（平成 23年度） 40 名（平成 25年度） 100 名（平成 30年度） 期待される効果（指標） ・ノルディックウォーキングポール貸出数 70 セット（平成 23年度） 90 セット（平成 25年度） 100 セット（平成 30 年度） 

人口千人当たり 医療・福祉従事者数    がんによる 入院医療費構成 循環器系疾病による 入院医療費構成 



地域再生地域再生地域再生地域再生プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトのののの展開展開展開展開    

■■■■住民住民住民住民・・・・民間団体等民間団体等民間団体等民間団体等とのとのとのとの協働又協働又協働又協働又はははは広域連携広域連携広域連携広域連携（地域の多様な主体の参画、連携・協働、地域相互の連携・補完等） ・地域再生プロジェクトの企画立案段階における連携（地域意見の把握方法など） 健康づくりプランⅢの策定に関わった市民を中心に市民会議を設置し、プロジェクト事業の評価と検証を行うとともに執行統括を担う。また、日赤看護大学、東京農業大学の研究者及び医師をアドバイザーとして委嘱し、市民提案への科学的な根拠付けを行う。 健康づくりに関連する部局により庁内会議を設置し、施策の一体的な推進について、市民会議とともに検討する。 ・事業実施体制の考え方（多様な主体の参画、地域相互の連携・補完） 
 

 市民会議は、健康づくり施策の検証・提言を行い、また事業実施の中心的な役割を担う。 行政は、検証・提言のための情報提供や庶務を担い、事業を実施・支援する｡ 
■■■■先駆性先駆性先駆性先駆性（創意工夫、新規性、類似の地域課題・地域特性を有した他地域へのモデル性）     道内では初めてＷＨＯ健康都市連合に加盟することにより、連合参加都市のネットワークにより、各都市の経験を生かし、国際的な協働を通して健康づくりに関する知識や技術を開発することができる。  景観や文化史跡に優れた地域特性を生かしたウォーキングガイドを紙媒体とＷｅｂ媒体で整備するとともに、豊かな地場食材を活用した健康レシピ集を全国発信することにより、ウォーキング愛好者のみならず、観光客などの交流人口の拡大が図られる。  指導者ライセンス制度は、研究機関と協働で開発することから、科学的な根拠に基づいた認定カリキュラムを策定できる。 
■■■■優位性優位性優位性優位性（地域の資源・資産の有効活用、他の分野への波及効果）     予防接種体制を整備・充実させることにより、乳幼児期や少年期に多い疾病を予防することにより小児医療の負担を軽減できる。  各種健診を充実させることにより、限られた医療資源の中にあっても、後遺症の軽減や救命率の向上が期待できる。  運動の習慣化や食生活の改善により生活習慣が改善され、生活習慣病を予防することにより、将来的な医療費の抑制が期待できる。 
■■■■継続性継続性継続性継続性（支援期間終了後における地域再生プロジェクトの展開） ・事業の実施主体について 事業の実施主体は、市民、研究機関及び行政の連携を基にした健康づくりプランⅢ審議会（仮称）を設置し、事業の評価・検証を行いながら、継続した取り組みを進める。 ・財源の考え方について  

 財源の考え方は、市の一般財源をもって実施するほか、関係機関の補助事業等を活用する。 



地域再生地域再生地域再生地域再生プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトのののの実施計画実施計画実施計画実施計画    年次別実施計画 No 事業名等 事業概要 これまでの実績 平成２４年度 平成２５年度 （事業概要） 事 業 名 ＶＰＤゼロ運動推進事業 実施期間 平成２４年度～平成２５年度 実施主体 網走市 ＶＰＤ（ワクチンで予防できる疾病）ゼロ運動を推進するため、接種時期や優先接種順位が複雑な予防接種体制の再整備、予防接種の普及啓発の方策等を研究する。 事業区分 ■新規 □既存 □継続実施 （取組内容） 実施形態 □直営 ■委託 □補助 平成２４年度 1,101 平成２５年度 688 1 事 業 費 計 1,789  ■予防接種の経験と小児医療費  ■予防接種の普及啓発  ■予防接種スケジュール  ■予防接種の公費助成 
 ■予防接種の経験と小児医療 ・関係性の分析 ■予防接種の普及啓発 ・具体的な方策の研究 ■予防接種スケジュール ・推奨モデルの策定 

■予防接種の公費助成 ・応分負担と公費助成のあり方の研究 
（事業概要） 事 業 名 健康づくり指導者ライセンス制度事業 実施期間 平成２４年度～平成２５年度 実施主体 網走市  概ね 60 歳以上の市民を対象に、健康づくりに取り組む意欲の向上とこれまでに築いてきた知識や技術・技能を活かし、身近な地域での健康づくりの推進役として活躍できるシステムを構築し、人材の育成を推進する。 事業区分 ■新規 □既存 □継続実施 （取組内容） 実施形態 □直営 ■委託 □補助 平成２４年度 1,460 平成２５年度 191 2 事 業 費 計 1,651  ■認定カリキュラム等の策定  ■ライセンス取得講習会等の実施  ■認定証の付与 

 ■認定カリキュラム等の策 定 ・医学、生理学、トレーニング科学等の講習分野の選定 ・認定試験問題の作成及び採点 ■ライセンス取得講習会等の実施 ・講習会（座学・実技）の実施 ・認定試験の実施 ■認定証の付与  

■ライセンス取得講習会等の実施 ・講習会（座学・実技）の実施 ・認定試験の実施 ■認定証の付与  



    年次別実施計画 No 事業名等 事業概要 これまでの実績 平成２４年度 平成２５年度 （事業概要） 事 業 名 生活習慣改善推進ＰＲ事業 実施期間 平成２４年度～平成２５年度 実施主体 網走市  運動の習慣化と食生活の改善を重点的に推進するため、本市のご当地体操として創作された「カニチョッ筋体操」の普及・実践及び地産地消と減塩や適正カロリーによる食生活改善を推進する。 事業区分 ■新規 □既存 □継続実施 （取組内容） 実施形態 ■直営 □委託 □補助 平成２４年度 1,163 平成２５年度 1,270 3 事 業 費 計 2,433  ■カニチョッ筋体操の周知及び普及  ■食生活の改善 
 ■カニチョッ筋体操の周知及び普及 ・効果データの整理 ・実践ガイドの発行 ■食生活の改善 ・健康レシピの公募及び選考  

■カニチョッ筋体操の周知及び普及 ・カニチョッ筋体操マスコットの導入 ■食生活の改善 ・健康レシピ集の発行  
（事業概要） 事 業 名 ランニング＆ウォーキング推進事業 実施期間 平成２４年度～平成２５年度 実施主体 網走市 
ウォーキングやランニングによる健康増進を図るため、地域資源を活かしたウォーキングコースの選定や推奨コースの設定、Ｗｅｂを活用したコース周辺情報の発信等を行うことにより市民の生活習慣の改善を推進するとともに、観光地である特色を生かして観光客の誘致など観光分野での活用も推進する。 事業区分 ■新規 □既存 □継続実施 （取組内容） 実施形態 ■直営 □委託 □補助 平成２４年度 1,348 平成２５年度 5,489 

4 
事 業 費 計 6,837  ■コースの選定・提案  ■コース案内 ■Web による情報発信  ■観光庁へ登録  

 ■コースの選定・提案 ・市民モニターによる既存コースの確認及び新規コースの提案 ■コース案内 ・コース距離案内板の規格及び設置等の検討   
■Web による情報発信 ・アプリ提案公募 ・アプリ作成 ■コース案内 ・コースガイドの発行 ・コース距離案内板の設置 ■観光庁へ登録 ・観光庁公式アプリ「ランナーズインフォメーション研究所」への登録 



    年次別実施計画 No 事業名等 事業概要 これまでの実績 平成２４年度 平成２５年度 （事業概要） 事 業 名 健康づくりプランⅢ推進プロジェクト事業 実施期間 平成２４年度～平成２５年度 実施主体 網走市  健康づくりの最終的な目標である“生活の質の向上”を目指し、『健康・スポーツ都市宣言』の趣旨を踏まえ、網走市民健康づくりプランⅢに基づく保健・医療に関する施策と、健康づくりを直接的・間接的に支える分野の施策とを一体的に推進する。 事業区分 ■新規 □既存 □継続実施 （取組内容） 実施形態 ■直営 □委託 □補助 平成２４年度 2,695 平成２５年度 2,362 
5 

事 業 費 計 5,057  ■プロジェクト推進市民会議  ■健康都市連合日本支部への加盟  ■健康増進施設の研究  ■タグラグビーの普及 

 ■プロジェクト推進市民会議 ・市民会議の設置 ・健康づくりプランⅢの進行管理 ・検診事業の検証及び今後の方向性の策定 ■健康都市連合日本支部への加盟 ・ＷＨＯ健康都市連合加盟 ・健康都市宣言の制定、健康都市プログラムの制定 ■小学生向けタグラグビー教室の開催 

■プロジェクト推進市民会議 ・健康づくりプランⅢの進行管理 ・3 ヶ年の重点目標の策定 ■健康増進施設の研究 ・全国の健康増進施設の経営状況等調査 
平成２４年度 7,7677,7677,7677,767    平成２５年度 10,00010,00010,00010,000    合計 事 業 費 計 17,76717,76717,76717,767                    

     


