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Ⅲ 【 健 康 増 進 課 】 

 

１ 成人保健 

 

(１) 健康診査 

ア がん検診 

【目的】 

     市民の健康の保持や増進を図るため，がんを早期に発見し，早期の治療につなげて 

いく。 

【内容】 

     ① 胃がん検診 

       40 歳以上の市民を対象に，胃部エックス線検査を保健福祉センターやふれあい 

      センター等の各会場における集団検診により実施する。また，50歳以上の市民を対 

      象に，胃内視鏡検査を委託医療機関（48機関）における個別検診により実施する。 

       ○自己負担金：個別検診 3,300 円，集団検診 700 円 

② 子宮頸がん検診 

       20 歳以上の女性市民を対象に，視診と子宮頸部の細胞診を委託医療機関（21 

      機関）における個別検診と各会場における集団検診により実施する。 

       ○自己負担金：個別検診 1,200 円，集団検診 600 円 

     ③ 乳がん検診 

         40 歳以上の女性市民を対象に，マンモグラフィ検査を委託医療機関（10 機関）

における個別検診と春野あじさい会館等における集団検診により実施する。 

       ○自己負担金：個別検診 40歳代 1,350 円，50 歳以上 1,050 円 

              集団検診 40歳代 900 円，50 歳以上 800 円 

    ④ 胸部検診 

       40 歳以上の市民を対象に，胸部エックス線検査を各会場における集団検診に 

      より実施する。 

       ○自己負担金：なし 

⑤ 大腸がん検診 

       40 歳以上の市民を対象に，免疫便潜血検査２日法による検診を委託医療機関 

（140 機関）と各会場における集団検診により実施する。 

       ○自己負担金：なし 
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【実績】 

区  分 30 年度 元年度 ２年度 

胃がん検診 

実施回数 

個別 通年 通年 通年 

集団 70 48 40 

受診者数 

個別 76 623 444 

集団 5,278 4,087 3,692 

計 5,354 4,710 4,136 

受診率 5.0% 7.0% 6.5% 

要精検者数 個別 8 41 22 

集団 291 157 217 

がん判明者数 個別 0 1 1 

集団 9 3 6 

子宮頸がん

検診 

実施回数 

個別 通年 通年 通年 

集団 25 21 20 

受診者数 

個別 4,674 4,320 4,294 

集団 1,537 1,434 1,182 

計 6,211 5,754 5,476 

受診率 15.4% 15.1% 14.2% 

要精検者数 

個別 59 37 45 

集団 14 11 12 

がん判明者数 

個別 1 2 1 

集団 2 0 2 

乳がん検診 

実施回数 

個別 通年 通年 通年 

集団 17 12 14 

受診者数 

個別 5,344 5,000 4,583 

集団 988 901 837 

計 6,332 5,901 5,420 

受診率 19.1% 18.7% 17.4% 

要精検者数 

個別 302 230 238 

集団 47 49 57 

がん判明者数 

個別 17 17 13 

集団 0 4 5 

胸部検診 

実施回数 99 80 58 

受診者数 7,436 6,340 5,785 

受診率 7.0% 6.0% 5.4% 

要精検者数 61 58 28 

がん判明者数 2 3 0 
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区  分 30 年度 元年度 ２年度 

大腸がん 

検診 

受診者 13,949 13,385 10,625 

受診率 13.1％ 12.6％ 10.0％ 

要精検者数 703 673 544 

がん判明者数 33 38 27 

 

イ 女性健康診査 

【目的】 

     健康診査の受診機会のない女性の健康の保持や増進を図るため，女性特有の疾病の 

予防や早期発見，早期治療につなげていく。 

   【内容】 

     20 歳から 39歳の女性を対象に，生活習慣病の一般健診や子宮頸がん検診，歯科健診 

を保健福祉センターにおける集団健診により実施する。 

     ○自己負担金：1,400 円 

【実績】 

区  分 30 年度 元年度 ２年度 

実施回数 5 6 4 

一般健診 

受診者数 209 219 179 

要指導者数 102 90 80 

要精検者数 33 44 33 

子宮頸がん検

診 

受診者数 145 153 124 

要精検者数 1 2 3 

歯科健診 

受診者数 204 205 173 

要指導者数 54 45 28 

要精検者数 114 120 97 

 

ウ 健康増進法健康診査 

   【目的】 

     保険者による健康診査の対象とならない生活保護受給者等の健康の保持や増進を図

るため，生活習慣病を早期に発見し，早期の治療につなげていく。 

   【内容】 

        40 歳以上の生活保護受給者等を対象に，委託医療機関における個別健診により実施

する。 

   【実績】 

区  分 30 年度 元年度 ２年度 

受診者数 25 19 131 

保健指導実施者数 

（年度内に全て終了した者） 

0 3 12 
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エ 成人歯周病検診 

  【目的】 

     全身疾患と関連がある歯周病を早期に発見し，定期的な歯科受診につなげるきっかけ

づくりとする 

  【内容】 

     40 歳，50 歳（年度末年齢）の市民を対象に，歯周病検診を委託歯科医療機関（329 

機関）における個別検診により実施する。※令和元年度より開始 

○自己負担金：なし 

  【実績】  

区分 

元年度 2 年度 

全体 40 歳 50 歳 全体 40 歳 50 歳 

受診者数 46 29 17 477 228 249 

要指導者数 17 11 6 79 35 44 

要精検者数 28 17 11 382 185 197 

 

(２) 健康教育・健康相談 

【目的】 

市民の健康の増進を図る。 

【対象及び内容】 

地域住民等からの要望に応じて，医師，歯科医師，歯科衛生士，栄養士，保健師等（以

下「保健師等」という。）が健康に関する集団教育を実施する。また，健診結果説明会

で健康教育を実施する。 

地域住民等からの電話や来所により，保健師等が個別に健康に関する相談に応じる。 

【実績】  

区  分 

30 年度 元年度 ２年度 

開催回数 延人数 開催回数 延人数 開催回数 延人数 

健康教育 75 2,924 64 1,790 34 511 

健康相談 595 1,966   558 1,930 689 728 

 

(３) 健診結果説明会 

 【目的】 

     生活習慣病の発症や重症化を予防するために，健診結果から自身の体の状態を知り，

生活習慣を見直したり，必要な医療を受けることができる。また，継続的に健診を受け

る必要性が理解できる。 

【対象及び内容】 

     女性健診受診者に対し，説明会を開催し健診結果返しを行う。内容は，健診結果の見

方について健診結果構造図を用いて，集団指導及び個別指導を実施する。 

【実績】令和元年度 ＊（２）健康教育に含まれている。 

  開催回数：３回（再掲） 
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  参加人数：22人（再掲） 

 

(４) 訪問指導 

【目的】 

対象者の心身機能の低下の防止と健康の保持増進を図る。 

【対象及び内容】 

療養上の保健指導が必要と認められる人及び家族に対し，保健師等が訪問して，健康

に関する問題を総合的に把握し，必要な指導を行う。 

【実績】  

年度 寝たきり 閉じこもり 認知症 要指導者 家族介護 その他 

実人数 延人数 実人数 延人数 実人数 延人数 実人数 延人数 実人数 延人数 実人数 延人数 

30 年度 １ １ ４ 11 ３ ３ ８ 11 ５ 10 51 180 

元年度 ０ ０ 16 31 10 35 ８ 11 ８ 17 46 166 

２年度 ４ ４ 18 52 12 32 ６ 11 ５ ９ 64 161 

 

(５) 生活習慣病予防に関する協議会 

 【目的】 

     生活習慣病の発症及び重症化予防について，関係機関と現状・課題の共有を図り，連

携した具体的な取組について協議する。 

【内容】 

     開催は年２回。委員は 15名以内で組織し（市民団体，保健機関，医療機関，事業者，

医療保険者その他の生活習慣病の予防に関係する機関の者），生活習慣病予防に向けた

啓発方法や実践方法，環境づくり等について協議する。    

【実績】  

 開催日時 内容 

第１回 

 

Ｒ２.９.８ 

 

・高知市いきいき健康チャレンジ 2020 について 

・新型コロナウイルス感染症予防に対応した新しい生活様式の

中での，生活習慣病予防（健康づくり）に関する取組について 

・減塩に関する取組について 

 

＊新型コロナウイルス感染症の影響により５月の開催を中止

した。 

     

（６） いきいき健康チャレンジ 

     【目的】 

    市民自らが生活習慣病予防のための生活習慣改善や健康の維持増進の取組を行うこと

ができる。 

【内容】 

     20 歳以上の市民がチャレンジ目標（体重測定・血圧測定・8,000 歩（65 歳以上は 6,000



- 64 - 

歩）歩く・週２日連続した休肝日・禁煙の中から１つ）を決め，３か月実践し記録す

る。記録ノートを市に提出することで，プレゼント抽選に参加できる等の特典がある。 

【実績】 

参加申込者 1,647 人（内記録ノート提出者 1,192 人） 

 

(７) 認知症サポーター養成講座 

【目的】 

介護保険法及び健康増進法に基づき，住民や企業等が認知症を正しく理解し，認知症

の人が安心して生活できる地域を住民や関係機関等とともにつくっていく。 

【対象及び内容】 

地域住民や企業からの要望に応じ，認知症サポーター養成講座の実施や，その養成講

座の講師役となる「キャラバンメイト」の養成研修等を行う。 

【実績】 

区  分 

30 年度 元年度 ２年度 

回数 実人数 回数 実人数 回数 実人数 

認知症サポーター

養成講座 

85 2,842 53 1,372 35 680 

キャラバンメイト

養成研修 

実施なし 実施なし 実施なし 

 

(８） 認知症サポーターステップアップ研修 

   【目的】 

認知症の方とその家族が，地域の中で安心して生活できることを目指し，地域の活動

に参加することができる認知症サポーターを養成する。 

【対象及び内容】 

認知症サポーター養成講座を受講したことがある人で，さらに地域で認知症の人のボ

ランティアとして活動したい人を対象に研修を実施する。研修受講生は自動的に高知市

社会福祉協議会のボランティアセンターに登録し，実際のボランティア活動に参加する。

平成 29 年度，30 年度は地域版を開催した。 

【実績】  平成 27 年度～令和２年度の累計 107 人 

 
開催回数 

受講生 

（高知市社会福祉協議会ボランティア登録者） 

30 年度 ２回 12 人（地域版） 

元年度 １回 24 人（中央版） 

２年度 ― 新型コロナウイルス感染症の影響により中止した。 
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２ 健康推進 

 

(１) 食育推進 

ア 高知市食育推進会議 

 【目的】 

   食育の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため，計画の作成や実施の 

推進に関すること等を審議し，計画の実施段階においても，進捗状況を評価する。 

 【内容】 

食育に関係する生産者，事業者，医療・保健団体関係者，教育・児童福祉関係者，

学識経験者，市民団体等の委員 15名以内で組織する食育推進会議を開催し，食育推進

計画の評価，進行管理など，食育推進にむけて協議する。 

 【実績】 

   ・令和２年度 1 回開催 

開催日時 内容 

R３.２.16 ・令和２年度の取組状況について 

・意見交換  

～「新しい生活様式」を踏まえた食育推進のあり方について～ 

 

イ 高知市食育推進委員会 

【目的】 

食育に関係する各課の連携を図り，高知市食育推進計画における食育推進に向けた目 

標を共有し，食育の視点から関係課や関係団体と連携した取組を働きかける。 

   【内容】 

食育に関係する各課（地域コミュニティ推進課，保育幼稚園課，母子保健課，生活食 

品課，健康増進課，高齢者支援課，産業政策課，環境政策課，農林水産課，教育政策課，

学校教育課，文化振興課）の実務担当者が委員となり，食育の推進に係る事業を効果的

に実施するための協議等を行う。この委員会の事務局は，健康増進課が担当する。 

【実績】 

① 食育推進委員会の開催 

・令和２年度 ２回開催 

・第３次高知市食育推進計画の周知および，実践状況の確認 

② 高知市のホームページを活用した情報発信 

・毎月 19日 食育の日に「食育だより」を発行。ホームページに掲載。 

・健康増進課「食育の推進」のページから，構成課の紹介や各課の取組を発信。 

③ 市役所本庁舎内食堂との連携・協働による店舗内での啓発 

      ・食育だよりの掲示（毎月 19日から 1 か月間） 

      ・第 3次食育推進計画に関する情報発信（毎月 1日から 1か月間） 

④ 食育実践発表会での食育の啓発 

・高知市教育委員会主催の食育実践発表会（R３.１.23，24 開催）において，食育
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展示コーナー「知ってる？８きょうだい」にて，高知市食育推進計画キャラクター

「高知の食育８きょうだい」にちなんだクイズを出題し，啓発活動を行うことで，

食育への関心を高める。 

イベント来場者 延べ約 700 名 

 

ウ 食育応援ネットワーク「こうちし食育やるぞねっと」 

【目的】 

高知市食育推進計画に基づき，食育の推進に取り組む団体・個人がそれぞれの取組に

ついての情報を発信することにより，より効率的・効果的に取組を実施し食育の推進を

図る。 

【内容】 

① 「こうちし食育やるぞねっと」参加登録団体を募集し，食育推進委員会で審査，

登録する。参加団体については高知市ホームページに登録内容を情報公開する。 

登録団体 11 団体（令和３年３月末現在） 

② 「こうちし食育やるぞねっと」登録団体との連携，情報提供 

③ 「こうちし食育やるぞねっと」情報交換会の開催 

 

エ 生涯にわたる健康づくりのための食育推進 

   【目的】 

     「健康づくり」の視点から食育を推進し，健康増進にかかわる関係課との連携により 

高知市食育推進計画に掲げる食を通じた健康への意識を高める。 

   【内容】 

① ヘルスメイト活動における食育の推進 

ヘルスメイトの地区伝達講習などを通じて「朝ごはんの大切さ」「生活習慣病予防 

をめざした食育」「元気に高齢期をすごすための食育」などを啓発する。 

② 成人保健を通じた食育 

       がん検診や成人保健の事業などと連携して啓発する。また，生活習慣病予防に関 

する協議会所属団体と協働で生活習慣病予防の視点で啓発および情報提供行う。 

③ 歯科保健を通じた食育：口からはじめる食育推進事業 

       歯みがき指導や健康講座等，歯科保健の事業を通じ，「よくかんで味わうことの 

できる口の健康のための食育」について啓発する。 

④ 関係課との連携による食育の推進 

⑤ 食育月間（６月）における啓発 

⑥ ホームページを活用した「健康づくりの視点からみた食育の推進」の情報発信・

啓発活動 
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 (２) 歯科保健 

ア 口腔保健支援センター運営事業 

【目的】 

すべてのライフステージを通じた歯科口腔保健について一体的に検討する機能とし

て，口腔保健支援センター業務を歯科保健業務の中に位置づけ，歯科口腔保健施策へ歯

科専門職の視点からの支援を行う。 

【内容】 

① 各ライフステージにおける歯科口腔保健施策へ歯科専門職からの助言，情報提供，

技術的支援 

・母子保健における歯科口腔保健の推進 

・保育園や学校での歯科口腔保健の推進 

フッ化物洗口実施支援，歯科口腔に関する健康教育の支援など 

・生活習慣病対策と連携した歯科口腔保健の推進 

・健康講座等を活用した口腔機能向上の推進およびオーラルフレイル予防の啓発 

・高齢者，障害者福祉における歯科口腔保健に関する相談への助言など 

② 歯科口腔保健業務に携わる専門職への支援・情報提供 

地域歯科保健にかかわる歯科医師，歯科衛生士等歯科専門職への情報発信や支援

を行う。 

 ・地域歯科衛生士業務連絡会，歯科口腔保健担当者会等の開催 

③ 障害児者等への相談対応 

健診や相談，訪問等により，歯科保健に関する啓発や支援を行う。 

④ 口腔保健検討会の開催 

口腔保健支援センター業務の運営にあたり，歯科口腔保健施策に関わる保健，医

療，社会福祉，労働衛生，教育その他の関係機関等で構成される検討組織（委員は

10 名に委嘱）を設け，様々な立場からの意見を聴取し，センター業務の運営上の参

考とする。 

   【実績】 

① 口腔保健に関する助言，事業実施等への支援 

・支援件数：令和元年度  支援 216 件，普及啓発 110 件 合計 326 件 

令和２年度 支援 218 件，普及啓発 40 件 合計 258件 

      ・支 援 先：保育園，小･中･特別支援学校，歯科関係機関，庁内関係部署など 

      ・支援内容：フッ化物洗口支援，健康教育・事業実施支援，普及啓発など 

② 歯科専門職への支援・情報提供，人材育成 

      ・地域歯科衛生士業務連絡会 ：  ２回 

      ・歯科口腔保健担当者会   ： ９回 

③ 障害児者への支援（相談，訪問，健診，学習会等）：延べ 32人 

④ 口腔保健検討会の開催：１回 
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イ 歯科疾患予防事業 

     【目的】 

歯科口腔保健に関する正しい知識を持ち，生涯にわたって日常生活において歯や口 

の健康を保持推進するために，歯科疾患の予防のための知識と方法を普及啓発する。 

     【内容】 

① 歯と口の健康週間事業 

週間の周知，イベント開催支援，県事業への協力。 

かかりつけ歯科医による定期的な口腔健康管理の必要性や歯科疾患の予防に関

する知識や方法について啓発する。 

     ② フッ化物応用推進事業 

        市民や学校，保育園，幼稚園の関係者等に，フッ化物のむし歯予防に対する       

効果を啓発し，実践にむけての支援を行う。 

・フッ化物歯面塗布（主に母子保健事業の一環で実施） 

１歳６か月児健診受診者で希望する者に体験を実施。また，１歳６か月児健診

の結果，むし歯ハイリスクであった児を対象に，２～４か月後に歯科保健指導と

フッ化物歯面塗布を実施。 

障害児の訪問や健診等においても希望者にフッ化物歯面塗布を実施。 

・フッ化物洗口 

保育園・幼稚園・学校における集団でのフッ化物洗口の開始にむけての学習会

の開催，実施指導などの支援や，継続支援を行う。 

③ 口からはじめる食育推進事業 

       小・中学校において歯肉炎予防のための歯みがき指導とよく噛んで食べる習慣を 

定着させるために，高知学園短大の学生実習と連携し，小中学校において歯科健康 

教育を実施する。 

また，夏休み期間中の放課後児童クラブにおいて，かむことの大切さや，お口の 

体操について普及啓発するために健康講座を実施するとともに，乳幼児期からの口

腔機能育成について保育園等の関係者へ啓発し取組を支援する。 

④ 歯周病予防保健指導事業 

   歯周病と全身との関係についての健康教育や啓発を行い，歯周病予防の必要性を 

普及するとともに，かかりつけ歯科医を持つことを推進する。 

 

開催日時 検討・報告事項 

R３.２.17 

委員 10 名参加 

① 口腔保健支援センター事業について 

・令和２年度取組内容，令和３年度の予定について 

② 情報交換 

・新型コロナウイルス感染症予防のための新しい生活様式の 

中での健康課題について 
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【実績】 

① 歯と口の健康週間事業 

 30 年度 元年度 ２年度 

歯と口の健康週間行事 参加者数 1,690 1,986 ― 

② フッ化物応用推進事業 

区  分 30 年度 元年度 ２年度 

フッ化物

啓発 

関係者 
回 数 ７ 14 ８ 

参加者数 315 176 79 

健康講座等 
回 数 10 ９ ９ 

参加組数 285 284 73 

フッ化物歯面塗布 
回 数 66 66 50 

実施者数 2,542 2,272 1,964 

フッ化物

洗口 

実施施設数 

保育園･幼稚園･ 

認定こども園 

30 

（新規８） 

33 

(新規３) 

37 

（新規 5） 

小学校※ 
７ 

（新規２） 

８ 

(新規１) 

８ 

中学校※ ２ ２ ２ 

開始支援* 
回 数 36 26 33 

施設数 13 15 ８ 

継続支援** 
回 数 65 69 88 

施設数 41 41 46 

※ 小中学校には義務教育学校(前期・後期)も含む 

＊ 開始支援には,検討のための支援も含む 

＊＊継続支援には,同年度開始施設も含む  

③ 口からはじめる食育推進事業 

区  分 30 年度 元年度 ２年度 

小学生歯みがき大会参加

小学校 

６校 ５校 ４校 

高知学園短期大学による 

歯科健康教育実施校 

小学校 32校 

中学校８校 

小学校 33校 

中学校８校 

特別支援学校1校 

小学校１校 

中学校２校 

放課後児童クラブでの健

康講座 
― 

64 児童クラブ 

58 回実施 
― 

保育園等での口腔機能育

成の学習会 
― ３回 ２回 

※ 小中学校には義務教育学校(前期・後期)も含む 
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④ 歯周病予防保健指導事業 

 30 年度 元年度 ２年度 

個別歯周病予防保健指導 実施回数 30 37 ７ 

参加者数 566 1,220 219 

お口の健康チェックによる結果通知 実施者数 311 205 173 

簡易な問診等を活用した健康教育等 実施回数 ８ ７ 22 

実施者数 698 369 492 

 

ウ 医歯薬連携推進事業 

【目的】 

歯周病と全身疾患の関連について広く市民に周知するために，医科，歯科，薬科の

連携体制を構築する。 

    【内容】 

歯周病予防と生活習慣病予防について医科，歯科，薬科の関係者が連携するための

具体的な施策を検討するため協議会を設置。協議会は市医師会，市歯科医師会，市薬

剤師会で構成し，市歯科医師会内に事務局を置く。高知市歯科医師会に委託して実施。 

協議会において相互理解のための学習会の開催や，連携のためのしくみの検討。 

   【実績】令和２年度は中止  

 

 (３) 喫煙・受動喫煙対策 

ア 受動喫煙対策 

 【目的】 

   受動喫煙を防止する環境整備を推進する。 

 【内容】 

   令和元年に全面施行された，改正健康増進法の趣旨や義務内容の周知を図るとともに，

施設の管理権限者等に向けた相談・指導を実施する。 

【実績】 

 ・相談，指導件数 16か所 延 36 件（内，現地での指導 13件，電話 18 件，その他５件） 

 ・受動喫煙対策等に関する相談対応 86 件 

 ・喫煙可能室設置施設届出受理数 249 件，変更届１件，廃止届８件 

  

イ 防煙対策 

 【目的】 

   市民（特に未成年）がたばこを吸い始めず，受動喫煙を避ける行動がとれる。 

 【内容】 

   子どもや子育て世代に重点的に啓発を行う。 

【実績】 

 ・世界禁煙デー（５月 31 日），禁煙週間（５月 31日～６月６日）に併せ，庁内掲示版，
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保健所情報提供コーナー等にポスターを掲示 

・母子健康手帳交付面接時，喫煙している妊婦への禁煙啓発（35 人）（母子保健課） 

・赤ちゃん誕生おめでとう訪問時，全世帯に啓発チラシを配布（母子保健課） 

＊保育園児への防煙教室と啓発ポスター作成は，新型コロナウイルス感染症の影響によ 

り中止した。 

 

  ウ 禁煙対策 

【目的】 

  禁煙を希望する市民が，禁煙することができる。 

   【内容】 

    世界禁煙デー，禁煙週間，歯と口の健康週間等の事業を通じて，たばこの健康への害

や禁煙方法について啓発を行う。さらに，高知市が養成した禁煙サポーターの活動支援

や禁煙希望者に対し来所や電話での禁煙相談を実施する。 

   【実績】 

・いきいき健康チャレンジの目標を禁煙に設定し参加した者 18 名 

・いきいき健康チャレンジの目標項目を禁煙に設定した者へ禁煙に関する資料を配布 

・禁煙相談 ４件 

・庁内掲示板での市職員への情報提供（毎月 22日に禁煙マンスリー掲載 計 12 回） 

 ・禁煙サポーター（36 人）に改正健康増進法の周知のための情報提供 

 

(４) 食生活改善 

   【目的】 

     健康づくりにおける市民との協働の取組として，食生活改善推進員（通称 ヘルスメ 

イト）活動を推進する。 

【内容】 

① 食生活改善推進員養成 

       健康づくりのボランティアとして，地域で健康づくりや食生活改善，食育などに

関する取組を行う食生活改善推進員を養成するため，食生活を通じた健康増進に関

する知識や技術を習得する講座を開催する。 

     ② 食生活改善推進員育成 

       食生活改善推進員が，地域における活動を継続していくために，健康づくりや食 

      生活に関する講義や調理実習等の研修を開催する。 

     ③ 食生活改善推進活動 

       高知市における食生活改善推進員活動の充実強化を図るため発足した「高知市食 

      生活改善推進協議会」に，健康づくりや食生活に関する情報を得る機会として，多 

くの市民が気軽に参加できる講習会や食育活動等の実施を委託する。 

      ・地域住民に対する食生活改善地区伝達講習の実施 

        テーマ：生活習慣病予防，朝食の大切さの普及，高齢者の低栄養予防のための

食事，野菜料理の普及 
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・高知市の行う健康づくり・食育推進事業への協力 

  生活習慣病予防のためのバランス食料理講習会，いきいき健康チャレンジイベ

ント，子育て支援事業，平和の日記念事業など 

・食生活改善のための講習会・研修会等の開催，食生活に関する調査研究 

【実績】 

   区  分 30 年度 元年度 ２年度 

養成講座 修了者 4 11 ― 

育成研修 

回 数(延) 11 11 ３ 

受講者(延) 329 310 74 

推 

進 

活 

動 

地区伝達講習 

回 数 77 77 ― 

参加者 1,233 1,219 ― 

高知市事業への協力 

回 数 10 ９ ― 

参加者 212 181 ― 

食生活改善

のための講

習会・研修 

外部要請 

回 数 24 24 10 

参加者 1,256 1,236 296 

その他 

回 数 37 37 18 

参加者 1,157 1,147 779 

合計 

回 数 148 147 28 

参加者 3,858 3,783 1,075 

 

３ 精神保健福祉 

 

(１) 精神保健福祉相談  

  【目的】 

      市民が，障害があっても安定した生活を送り，またメンタルヘルスを大切にして生活

ができるための相談に応じ，必要な指導を行う。 

   【内容】 

       保健師・精神保健福祉士・精神保健福祉相談員等が訪問・来所・電話・その他の方法

による相談対応を実施している。また，嘱託相談として精神科専門医による相談を月３

回予約制で行っている。 

【実績】 

ア 訪問・来所・電話相談 

新規相談件数 

年 度 30 年度 元年度 ２年度 

実件数 493 486 495 
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相談対応内訳 

年 度 30 年度 元年度 ２年度 

訪問実人数 121 113 124 

訪問延人数 367 430 462 

来所延人数 225 264 200 

電話延人数 3,245 3,489 4,422 

イ 嘱託相談（令和２年度実績）    

対応方法 来所 訪問 電話 紙面相談 事例検討 合計 

延人数 12 16 0 15 2 45 

※ 相談実人数 41人 

 

(２) 措置業務 

ア 令和２年度精神措置通報等の状況（件） 

22 条申請 1 

23 条通報 31 

26 条-2 届出 1 

26 条-3 通報 ０ 

合計 33 

 

対応状況                  （件） 

 要 不要 計 

措置診察 27 3 30 

緊急措置診察 2 1 3 

 

(措置診察の内訳)                       (件) 

 要 不要 計 

措置入院 19 8 27 

緊急措置入院 2 0 2 

 

イ 移送制度関連 

     適用ケースなし 

 

 ウ 措置入院者の退院後支援の実施状況(人) ※（  ）内は新規対象者数 

     

 

     

     

 令和元年度 令和２年度 

支援対象者 26 24 

支援実施者（※１） 14（11） 28（16） 

計画交付者 ７ 14 
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    ※１ 前年度からの継続を含む 

 

(３) 精神障害者地域移行促進 

  【目的】 

     入院を継続している精神障害者が，退院して地域で生活を送ることができるために，

医療・福祉・保健が連携し，地域の支援ネットワークを構築することで，地域移行

を促進する。 

   【実績】 

① 地域いこうかい（高知市精神障害者地域移行支援者会議）２回 参加者数 32 人 

② ピアサポーター育成事業   

 高知市ピアサポーター登録者数 35 名（令和３年３月 31 日現在） 

 フォローアップミーティング７回 延参加者数 49 人 

③ 関係機関等への地域移行に関する研修会 １回 延参加者数 23 人   

④ 高知市精神障害者地域移行戦略会議 ７回 延参加者数 103 人 

⑤ 高知市精神障害者地域移行代表者会議 １回 参加者数 12 人 

⑥ 院内説明会 ７回 95 人 

 

(４) 普及啓発 

 【目的】 

市民が身近な事柄からメンタルヘルスを考えるきっかけとする。 

地域の中で精神障害についての理解者が増える。 

   【実績】 

① 「こころの体温計」 

※パソコン等から簡単にストレス度や落ち込み度などの心の状態がチェックでき，

相談窓口が表示されるシステム 

アクセス総数   

年 度 30 年度 元年度 ２年度 

総 数 24,779 33,819 24,646 

② ゲートキーパー養成研修(庁内職員対象) 

実施回数：３回  

延参加者数：66 人 

③ こころの健康づくりに関する研修 

       実施回数：６回 

       延参加者数：282 人 

④  精神障害の理解を深めるための勉強会 

       新型コロナウイルス感染症の影響により，実施せず 

⑤ その他 

・自殺予防週間(９月)，自殺対策強化月間（３月）における啓発活動として，ポス

ターやチラシの掲示 
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・高知市ホームページによる精神疾患の理解を深めるための啓発 

      ・こころの健康づくりに関する研修の周知と併せ，こころの体温計の周知 

 

(５) 精神障害者保健福祉手帳申請受付 

   【目的】 

     精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者に対し，各方面の協力により各種の支援策

が講じられることを促進し，精神障害者の社会復帰の促進と自立と社会参加の促進を図

る。 

【内容】 

     精神障害のため，長期にわたり日常生活または社会生活に制限がある者を対象に，１

級～３級の障害者手帳を交付 

   【実績】 

手帳交付者数 3,590 人（令和３年３月 31 日時点で有効のもの） 

１級 ２級 ３級 合計 

211 人 2,561 人 818 人 3,590 人 

 

(６) 自立支援医療費（精神通院医療）申請受付 

    障害者総合支援法により支給するもので，心身の障害の状態の軽減を図り，自立した日

常生活又は社会生活を営むための必要な医療をいう。 

 利用者数 7,018 人（令和３年３月末） 

 

(７) 医療保護入院・応急入院届出状況 

                             (件数) 

    30 年度 元年度 ２年度 

医保 33-1 880 927 808 

退院届 932 980 897 

定病報告 485 430 479 

措置入院(※1) 19 26 24 

応急入院 14 16 13 

措置解除 24 22 16 

措置定病 13 10 17 

     ※1高知県が措置した件数を含む。緊急措置入院を除く。 

 

(８) 医療保護入院の入院同意（市長同意）交付状況 

 

年 度 30 年度 元年度 ２年度 

件 数 56 44 48 
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(９)  成年後見制度利用支援事業 

 

年度 30 年度 元年度 ２年度 

相談受理 １ ０ ８ 

申立 １ ０ ６ 

  

４ 難病支援  

 

  根拠法：難病の患者に対する医療等に関する法律，難病特別対策推進事業 

 

 （１） 特定医療費（指定難病）支給認定新規申請受付 

    【内容】 

     高知県から事務移譲を受け，「特定医療費（指定難病）受給者証」の交付申請（新規） 

に関する事務手続きを実施。 

年 度 30 年度 元年度 ２年度 

新規申請 

受付件数 
344 件 342 件 357 件 

 

（２） 難病患者支援事業 

   【目的】 

難病患者及び家族が在宅で療養生活が継続できるように支援する。 

    ア 個別支援（家庭訪問，来所相談，電話対応） 

年 度 30 年度 元年度 ２年度 

家庭訪問 
〔（ ）は延〕 

32 人（67 人） 16 人（33 人） 35 人(65 人) 

来所相談 372 人 462 人 400 人 

電話対応 1,121 件 1,203 件 981 件 

 

       イ 難病相談 

      専門医（神経難病）による難病相談を実施。訪問診療等により，難病患者と家族， 

患者に関わる関係機関に在宅療養に必要な医学的な助言を行う。 

年 度 30 年度 元年度 ２年度 

実施回数 ０回 １回 ０回 

訪問診療 ０件 １件 ０件 

来所相談 ０件 ０件 ０件 

     

ウ 難病学習会            

      関係機関職員が難病の知識を身につけることにより，専門的なケアが提供でき 

るよう，専門医に講師を依頼し，難病学習会を実施。 
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年 度 
（開催回数） 

参加者数 
（延） 

参加機関数 
（実） 

講演内容 

29 年度 
（３回） 

146 人 39 機関 

①パーキンソン病・事例検討会 

②筋肉疾患，筋強直性ジストロフィー 

③脊髄小脳変性症 

30 年度 
（２回） 

91 人 59 機関 
①パーキンソン病 

②ＡＬＳ 

元年度 
（１回） 

42 人 28 機関 
①脊髄小脳変性症 
（２回目は COVID-19 の影響から中止となる） 

２年度 
（２回） 

37 人 24 機関 
①神経難病と嚥下障害 
 ～パーキンソン病を中心に～ 

再生回数
262 回 

申込人数
101 人 

49 機関 
②筋萎縮性側索硬化症（ALS） 
 YouTube「kochicitychannnel」にて学習会
動画を期間限定公開 

 

エ ＡＬＳ患者・家族の交流会 

      ＡＬＳ患者・家族が交流会する事で情報交換を行い，悩みや不安を軽減することが， 

できる。 

 

 

 

 

 

オ 高知市難病対策地域協議会 

      委員は 15名以内（医療，福祉，保健，相談機関，就労，患者・家族等）で組織 

し，難病の患者への支援体制の整備，難病に関する知識の普及，難病の患者に係る 

災害対策等の協議を行う。 

 令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響から中止となる。 

 

 

５ 肝炎治療受給者証新規申請受付 

 

根拠法：肝炎対策基本法，肝炎治療特別促進事業  

 

【対象及び内容】 

Ｂ型・Ｃ型ウイルス性肝炎は，抗ウイルス治療（インターフェロン治療，インターフ

ェロンフリー治療及び核酸アナログ製剤治療）によって, 肝硬変・肝がんといった重篤

な病態になることを防ぐことができることから,抗ウイルス治療に係る医療費を助成し, 

早期治療を促進する。高知県から新規申請受付業務の委託を受けて実施。 
 

年  度 30 年度 元年度 ２年度 

新規申請受付件数 59 56 41 
                                       

年 度 29 年度 30 年度 元年度 ２年度 
※１ 交流会に代えて，患者
や家族の近況をまとめた冊
子を作成し，当事者に配布。 

開催回数 １回 １回 １回 中止 
(※１) 参加者数 13 人 25 人 ９人 


