
秋田市の健康づくり事業（一覧） 

 後期において、重点分野別目標および個別目標達成のため推進していく主な取り組みです。 

№ 事業名 事業概要 重点分野 

１ 健康あきた市２１
推進事業 

市民に健康づくりに関心を持ってもらい、主体的に健康づくり
に取り組んでもらえるよう、本計画の普及啓発を進めるととも
に健康に関する情報の提供を行います。 

全分野 

２ 地域保健推進員活
動支援事業 

地域保健推進員による自主的な地域の健康づくり活動を支援し
ます。 

全分野 

３ 特定健康診査・特定
保健指導事業 

特定健康診査・特定保健指導によるメタボリックシンドローム
（内臓脂肪症候群）対策によって、生活習慣病の発症や重症化
を防ぎ、医療費の節減につなげます。(対象：４０～７４歳) 

栄養、身体、 
たばこ、ｱﾙｺｰﾙ、 
健診(検診) 

４ 「食」の自立支援事
業 

食事の調理が困難なおおむね６５歳以上のひとり暮らし高齢者
等の居宅を訪問して栄養バランスのとれた食事を提供し、安否
の確認を行うとともに、健康維持・増進という観点からアセス
メントを行い、高齢者の健康で自立した生活を確保します。 

栄養 

５ 通所型介護予防事
業・訪問型介護予防
事業 

要支援と認定、または、機能の低下の可能性があると判定され
た６５歳以上のかたに対し、通所による運動・栄養・口腔の各
プログラムを提供し、要介護状態等になることを予防するとと
もに、自立した生活を支援します。また、通所が困難な高齢者
については、保健師等が訪問により支援を行います。 

栄養、身体、 
歯口腔 

６ 高齢者生活管理指
導員派遣事業 

要支援・要介護認定を受けていない６５歳以上のひとり暮らし
高齢者等に対し、生活管理指導員（ホームヘルパー）を派遣し、
家事援助（調理、洗濯、掃除、買い物等）などの日常生活に対
する指導、支援を行い、要介護状態等への進行を予防します。 
（平成２９年度で事業廃止） 

栄養 

７ 食の環境づくり推
進事業 

市民が外食や市販食品に関する健康管理に役立つ情報を得るこ
とにより、望ましい食生活が送れるよう環境づくりを支援しま
す。 

栄養 

８ 病態別食生活相談 病院等で栄養相談を受ける機会のない方で、糖尿病、高血圧、
脂質異常症等の病気を抱えている人の食生活に関する相談に応
じます。 

栄養 

９ 女性の健康づくり
教室 

女性の総合的な健康づくりのため、食事や運動についての講話
や実技指導を行います。 

栄養、身体 

１０ 栄養改善学級 地域の健康に関するニーズや課題に対して、講話と調理実習を
通し食生活に関する学習会を行います。 

栄養 

１１ 健康と栄養講話会 ６５歳以上を対象に、望ましい食生活が実践できるよう、食事
に関する講話や調理実習を行います。（男性のための食生活講
座・女性のための食生活講座） 

栄養 

１２ 健康教育・健康相談 地域などにおいて、食生活、身体活動や運動の必要性と方法、 
こころの健康づくり、たばこの害や依存性、アルコールの心身
への影響や適量、むし歯予防・歯周疾患予防、検診（健診）の
意義等に関する健康教育や健康相談を行います。 

栄養、身体、 
こころ、たばこ、 

アルコール、歯口腔、 

健診(検診) 

１３ 地域子育て支援事
業 

２歳から３歳１１か月までの児と保護者を対象に保育所のバラ
ンスのとれた給食を紹介し、調理を行います。 

栄養 

１４ 乳幼児健康診査 乳幼児(４か月児・７か月児・１０か月児・１歳６か月児・３歳
児)の健康診査および発育や発達に関する保健指導を行います。 

栄養 
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№ 事業名 事業概要 重点分野 

１５ 健康教育・健康相談
（母子） 

地域などにおいて、食事やおやつ、たばこやアルコールの害、
むし歯予防、歯周疾患予防等に関する健康教育や健康相談を行
います。 

栄養、たばこ、 
ｱﾙｺｰﾙ、歯口腔 

１６ 食生活学級 妊婦とその家族を対象に妊娠中の食事や生活、妊娠・授乳中や
子どもへのたばこやアルコールの害、歯や口の働き等に関する
健康教育や健康相談を行います。 

栄養、たばこ、 
アルコール、 
歯口腔 

１７ 離乳食教室 月齢に適した離乳食の進め方、歯や口の働きに関する健康教育
や健康相談を行います。 

栄養、歯口腔 

１８ 幼児食教室 幼児食の進め方、歯や口の働きおよび運動に関する健康教育や
体験学習、健康相談を行います。 

栄養、歯口腔 
 

１９ むし歯予防教室 幼児とその保護者を対象に、食事やおやつの与え方、歯磨き指
導などの健康教育や健康相談を行います。 

栄養、歯口腔 
 

２０ 小中学校における
健康教育（食育） 

学校訪問や教職員を対象にした研修会を実施し、学校教育全体
をとおした食育を推進します。また、保護者対象の給食試食会
や給食だよりなどを通して望ましい食生活についての知識の
普及・啓発を行います。 

栄養 
 

２１ 健康づくり・生きが
いづくり支援事業 

秋田市社会福祉協議会が地域元気アップ事業として実施する
健康づくり・生きがいづくり支援事業および地域サロン事業を
通じ、地域の高齢者ができる限り要介護状態に陥ることなく、
健康でいきいきとした生活が送れるようにするとともに、地域
における孤立化を防ぐよう支援します。 

身体 
 

２２ はつらつくらぶ 
 

介護予防に役立つ基本的な知識の普及啓発のため、高齢者に対
し、介護予防教室等を行い、介護予防に対する取り組みを促す
ことで要介護状態となることを予防します。 

身体 
 

２３ いきいきサロン 
 

高齢者を対象に、軽スポーツ教室、健康教室等を開催し、高齢
者が要介護状態になることなく、健康でいきいきとした生活を
送ることができるよう支援します。 

身体 
 

２４ 運動情報提供事業 生活習慣改善のため、運動の大切さや正しい運動方法について
情報提供を行います。 

身体 
 

２５ 体力づくり教室 高齢者に対し、生活機能低下予防に効果的な体力づくりを行
い、柔軟性、筋力向上、バランス能力の改善がはかられるよう
支援します。 

身体 
 

２６ ふれあい元気教室 閉じこもりがちな高齢者に対し、要介護状態となることを予防
するため、自主的に活動しているグループを支援します。 

身体 
 

２７ 部活動外部指導者
派遣事業 

専門的な技術指導者を必要とする中学校に対し、秋田市に在住
するスポーツ指導者を外部指導者として派遣し、スポーツの楽
しさや達成感などを体験させます。 

身体 
 

２８ 新体力テスト 児童生徒の体力・運動能力の現状を把握し、体力向上策の成果
や課題をとらえることで、学校体育に係る指導法の改善をはか
ります。 

身体 
 

２９ 秋田市小学校地区
別陸上運動記録会 

陸上運動記録会を実施するとともに、その記録を検証すること
をとおし、さらなる体力向上に向け、体育活動の充実をはかり
ます。 

身体 
 

３０ 健康のつどい 毎年体育の日に、市民がスポーツに親しみ、スポーツの力で、
健康で明るい日常生活を過ごそうとする意識の高揚をはかる
ことを目的に新体力テスト実施や各種競技のデモンストレー
ション、体験コーナーなどスポーツに関する催しを行います。 

身体 
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№ 事業名 事業概要 重点分野 

３１ 親子なかよし体操
教室 

就学前の子どもと親を対象に、親子のコミュニケーションを深
めながら運動習慣を身につけることができるよう、一緒に楽し
むことができる運動遊びの教室を開催し、子どもと親の健康と
体力づくりをはかります。 

身体 
 

３２ 幼児スポーツ教室 幼稚園児・保育園児に、トランポリンやマット運動などの遊び
を取り入れたスポーツを体験してもらい、体を動かすことの楽
しさを感じてもらい、園児の健康・体力づくりをはかります。 

身体 
 

３３ 生き生き健康スポ
ーツ教室 

市民を対象として、健康づくりに関する教室を実施し、運動習
慣の定着化と運動実施率の向上をはかります。 

身体 
 

３４ 冬期スポーツ教室 体を動かす機会が減少する冬期間に、市民が気軽に参加できる
スポーツ教室開催し、健康増進と外出する機会を増やします。 

身体 
 

３５ ランチフィットネ
ス教室 

食事や適度の運動により、市民の「健康づくり」を支援するた
め、NPO と民間企業とのコラボによるスポーツ教室を開催し、
運動習慣やバランスのとれた食習慣を学ぶ機会とします。 

身体 
 

３６ 健康運動教室 普段運動する機会の少ない高齢者を対象に、簡単な筋力トレー
ニングやストレッチなどの指導を行い、運動能力の低下を防ぐ
とともに、健康づくりと社会参加をはかります。 

身体 
 

３７ はずむ！スポーツ
チャレンジデー 

市民のスポーツへの関心と習慣化を喚起し、「はずむスポーツ
都市」の実現をはかります。 

身体 
 

３８ 学校体育施設開放
事業 

市民の健康・体力の保持増進をはかるため、地域住民のスポー
ツ活動の場として、市立学校の体育館およびグラウンドを学校
教育に支障のない範囲で開放しています。 

身体 
 

３９ 歩くべあきた健康
づくり事業 

働く世代の生活習慣病予防を推進するため、チームを組んで、
平均歩数を競い、日常生活における歩数の増加と運動習慣の定
着化をはかります。 

身体 
 

４０ 歩くべあきた高齢
者健康づくり事業 

高齢者の体力の維持と介護予防のため、高齢者でチームを組ん
で、歩数を集計し、日常生活における歩数の増加と運動習慣の
定着化をはかります。 

身体 
 

４１ いいあんべぇ体操
普及啓発事業 

要介護状態になることを予防するため、「秋田市いいあんべぇ
体操」を広く普及し、望ましい運動習慣ができるよう支援しま
す。 

身体 

４２ 地域保健・福祉活動
推進事業 

民間団体の行う健康づくりなどの事業活動に対して補助金を
交付し、市民福祉の向上をはかります。 

こころ 
 

４３ ふれあい福祉相談
センターへの支援 

秋田市社会福祉協議会内のふれあい福祉相談センターにおい
て、こころの健康等を含めた様々な相談に対応しています。 

こころ 
 

４４ 訪問型介護予防事
業 

要支援と認定、または、機能の低下の可能性があると判定され
た６５歳以上のかたにで、閉じこもり、うつ等の心身の状況に
より通所形態による事業の参加が困難なかたを対象に、保健師
等がその者の居宅を訪問して、生活機能に関する課題を総合的
に把握・評価し、必要な相談・指導を実施します。 

こころ 
 

４５ 認知症予防教室 要介護および要支援認定の有無にかかわらず、介助なしで自力
での参加が可能なかたを対象に、脳の健康を保つために、週１
回教室に通い、音読や簡単な計算などを行います。 

こころ 
 

４６ 傾聴ボランティア
養成事業 

中高年者を対象として、「人の気持ちに寄り添い、その人の話
を否定することなく、受け止めて「聴く」心のケアのボランテ
ィア」の傾聴ボランティア養成研修を開催します。 

こころ 
 

４７ 仲間づくり支援事
業 

市民が講話会等、地域の交流を図りながら、主体的にこころの
健康づくりに取り組めるように支援します。 

こころ 
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№ 事業名 事業概要 重点分野 

４８ こころのケア相談 市民からのこころの相談に対して、心理の専門職である臨床心
理士による相談を行い、相談機能の充実をはかります。 

こころ 
 

４９ 精神保健福祉相談 市民からのこころの相談に対して、精神科医が面接により対応
します。家族等からの相談にも応じます。 

こころ 
 

５０ 地域自殺対策強化
事業 

自殺対策事業の充実・強化、民間団体等の活動支援を行い、秋
田市における自殺対策の強化をはかります。 

こころ 
 

５１ こころのケア相談
セミナー 

自殺の危険性が高い人の早期発見・早期対応を図るため、専門
職や地域のリーダーを対象としたセミナーを行い、こころに悩
みを抱える人の身近な相談相手を育成します。 

こころ 

５２ 秋田市自殺対策ネ
ットワーク会議 

秋田市内の各関係機関と連携しながら自殺対策を総合的に進
めます。（※高齢者対策検討部会、自殺未遂者対策検討部会を
含む。） 

こころ 
 

５３ 秋田市自殺対策庁
内連絡会議 

様々な自殺の要因に対応し、庁内で横断的に取り組むために、
開催します。 

こころ 
 

５４ 自殺予防の普及啓
発 

自殺予防に関する普及啓発事業として、パンフレットの作成や
街頭キャンペーンを実施することで、市民意識の向上をはかり
ます。 

こころ 
 

５５ 健康の副読本「わた
したちのけんこう」
（小学校） 

児童が自らの健康や発育、生活状態を見つめ、望ましい生活習
慣を身につけることを目的に作成します。 

こころ、歯口腔 
 

５６ 適応指導教室「すく
うる・みらい」 

不登校児童生徒に対する適応指導（集団活動や教育相談を通し
た自主性・社会性等の育成）や、専任指導相談員および臨床心
理士等による適応指導に関する相談活動を実施します。 

こころ 
 

５７ 心のふれあい相談
会 

不登校および不登校傾向の児童生徒の自立と支援を図るため
に、保護者の子どもへの関わり方等について講演や個別面談を
実施します。 

こころ 
 

５８ 秋田市フレッシュ
フレンド派遣 

不登校および不登校傾向の児童生徒に対して、学校と連携を図
りながら、兄や姉に相当する学生を家庭に派遣し、対象児童生
徒との相談活動を通して心の安定を図るとともに、学校生活に
復帰できるよう支援・援助します。 

こころ 
 

５９ 若者の心理に関す
る研修会 

若者の自殺対策の推進を図るため、若年者とその家族に関わる
関係者を対象に、青年期の若者を取り巻く社会環境、心理的特
徴を理解し、関わり方について学ぶことを目的に行います。 

こころ 
 

６０ 受動喫煙防止事業 受動喫煙（たばこを吸っている人の周囲の人も喫煙している人
と同じく害を受けること）を防止するための環境づくりを支援
します。 

たばこ 
 

６１ たばこの害知識普
及 

中学生や大学・専門学校生を対象に、たばこの害や依存性につ
いて、情報提供を行います。 

たばこ 
 

６２ 両親学級 妊婦とその配偶者を対象に、妊娠・授乳中や子どもへのたばこ
やアルコールの害、妊娠中や産後の口腔ケア、子どものむし歯
予防などに関する情報提供を行います。 

たばこ、ｱﾙｺｰﾙ、 
歯口腔 

６３ たばこの害知識普
及（母子） 

母子健康手帳交付や幼児健康診査の場において、たばこの害に
関する情報提供を行います。 

たばこ 
 

    

参
考
資
料

 - 80 -  - 81 - 

参考資料┃秋田市の健康づくり事業（一般）



№ 事業名 事業概要 重点分野 

６４ 小中学校における
健康教育 

児童生徒の喫煙や飲酒・薬物乱用などの行為を防止するため、
関連した教科等の指導の充実をはかり、たばこや酒の依存性や
危険性について正しく理解し、正しい判断と適切な意志決定と
行動選択ができる力を育てます。 

たばこ、ｱﾙｺｰﾙ 
 

６５ 薬物乱用防止教室 児童生徒の喫煙防止のため、外部講師（学校薬剤師や警察官）
を活用し，専門家からの講話を通して、理解を深め適切な意志
決定と行動選択ができる資質と能力を育てます。（秋田県薬物
乱用対策推進本部主催） 

たばこ 
 

６６ 妊娠期からの相談
支援事業（秋田市版
ネウボラ） 

妊娠届や転入時、母子保健コーディネーター（助産師）が妊婦
と面接を行いリーフレット等を配布し、情報提供や相談支援を
行います。 

たばこ、 
アルコール、 
歯口腔 

６７ アディクション（依
存症）問題研修会 

アディクション(依存症)全般に関して、基礎的知識を身につ
け、対応能力を高められるよう学習会を開催します。 

ｱﾙｺｰﾙ 
 

６８ アルコールの知識
普及 

アルコールの心身への影響や１日の適量等について普及啓発
を行います。 

ｱﾙｺｰﾙ 
 

６９ アルコールの知識
普及（母子） 

母子健康手帳交付や幼児健康診査の場において、アルコールの
害に関する情報提供を行います。 

ｱﾙｺｰﾙ 
 

７０ 歯科健康相談 歯や口腔についての悩みを抱えている人の相談に応じ、アドバ
イスを行います。 

歯口腔 
 

７１ 歯科健康講話会 ６５歳以上を対象に、口腔ケアについて学び、歯の健康につい
ての自覚を高めるために、歯科医師による講話会を開催しま
す。 

歯口腔 
 

７２ お口の機能向上学
級 

高齢者が発症しやすい低栄養や誤嚥性肺炎、認知症等を予防
し、健康で質の高い生活を送ることができるよう、保健指導や
口腔体操を行います。 

歯口腔 
 

７３ 歯周疾患検診 
（おとなの歯科健診） 

３０歳、４０歳、５０歳、６０歳、７０歳の方の口腔内診査・
歯科保健指導を行い、むし歯や歯周疾患の早期発見・早期治療
により今後の歯の喪失を防ぎます。 

歯口腔 
 

７４ 妊婦歯科健康診査 医療機関において歯の健康診査および保健指導を行います。 歯口腔 
 

７５ 幼児歯科健康診査 １歳６か月児・２歳児（医療機関）・３歳児の歯の健康診査お
よび保健指導を行います。 また、保護者へ歯の健康づくりに
関する情報提供を行います。 

歯口腔 
 

７６ むし歯予防サポー
ト教室 

幼児とその保護者を対象に、歯みがき指導などの健康教育や健
康相談を行います。 

歯口腔 
 

７７ 幼児フッ化物塗布
事業 

２歳・３歳・４歳・５歳児を対象に医療機関においてフッ化物
塗布および保健指導を行います。 
また、フッ化物塗布の啓発として幼児とその保護者を対象に啓
発講座を行います。 

歯口腔 
 

７８ 親子よい歯のコン
クール 

むし歯のない親子を歯の健康づくりの模範として表彰し、歯科
保健の普及啓発をはかります。 

歯口腔 
 

７９ 歯科保健知識普及 母子健康手帳交付時に歯科保健リーフレットを配付し情報提 
供を行います。また、１０か月児健康診査時に実施医療機関に
おいて歯科保健リーフレットを配付し情報提供を行います。 

歯口腔 
 
 

８０ 定期健康診断 
（定期歯科健診） 

児童生徒の歯・口腔内の状態を把握し、疾病の早期発見・治療
を促し、歯科保健指導の充実のため、学校歯科医による健診を
行います。 

歯口腔 
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№ 事業名 事業概要 重点分野 

８１ 小中学校における
健康教育（歯科保健
学習） 

発達段階に応じたむし歯予防についての保健学習を、学校生活
のあらゆる機会を捉えて、各学校で取り組みます。 

歯口腔 
 

８２ 小学校フッ化物洗
口事業 

秋田市立の全小学校に在籍する児童のむし歯予防のため、希望
者を対象に、むし歯予防効果が高いフッ化物洗口を、集団で行
います。 

歯口腔 
 

８３ 後期高齢者歯科健
診 

７６歳（後期高齢者医療制度加入者）を対象に口腔内診査・口
腔機能検査・歯科保健指導を行い、口の状態を良好に保ち、口
腔機能の維持、向上をはかります。 

歯口腔 
 

８４ 中学校フッ化物洗
口事業 

秋田市立の全中学校に在籍する生徒のむし歯予防のため、希望
者を対象に、むし歯予防効果が高いフッ化物洗口を、集団で行
います。 

歯口腔 
 

８５ 人間ドック保健事
業 

３５歳以上の国保加入者を対象に、人間ドックを実施すること
により、疾病の予防と早期発見により医療費の節減につなげま
す。 

健診(検診) 

８６ 後期高齢者健康診
査事業 

後期高齢者医療制度の被保険者を対象に健康診査を実施し、高
齢者のＱＯＬ（生活の質）を確保するとともに糖尿病等の生活
習慣病を早期発見します。 

健診(検診) 

８７ 秋田市国民健康保
険特定保健指導運
動教室 

特定保健指導において、運動が効果的であると判断された方を
対象に参加を促し、メタボリックシンドロームの改善と予防に
つなげます。 

健診(検診) 

８８ がん検診 胃がん検診、大腸がん検診、子宮頸がん検診、乳がん検診、肺
がん検診、前立腺がん検診を行い、がんの早期発見・早期治療
を目指します。 

健診(検診) 

８９ がん検診・がん予防
啓発事業 

健診受診率向上のため、割引制度対象者等に受診勧奨はがきの
送付等を行います。 

健診(検診) 

９０ 健診(検診)受診率
向上検討連携会議 

各種健診（検診）の受診率を高めるために、医療保険者や関係
機関・団体等との連携会議を開催し、情報交換を図り、受診率
向上に向けた対策を推進します。 

健診(検診) 

９１ 健診ガイドの全戸
配布 

がんの知識、検診の必要性や受診方法について理解と周知を図
るため、「秋田市の健診ガイド」の全戸配布を行います。 

健診(検診) 

９２ 割引制度 胃、大腸、乳、子宮頸がんの４検診について、一定の年齢層に
対し、自己負担金を低料金に設定することで受診しやすくした
本市独自の割引制度を行います。 

健診(検診) 

９３ ミニセット健診、日
曜健診、レディース
健診の実施 

受診しやすい環境の整備を図るため、胃・肺･大腸がん検診を
一度に受診できるミニセット健診、日曜日に実施する日曜健
診、女性限定のレディース健診を実施します。 

健診(検診) 
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