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・適正な摂取カロリーや栄養バランスについて正し
い知識を身に付ける

・栄養成分表示を意識して食事をする

・身近な場所で食生活について考える機会を増や
す

・正しい栄養バランスについて考えるボランティアの
活動を支援する

＜正しい知識の普及＞
妊娠期の健康教育（母親教室・両親教
室等）の実施

＜奈良市医師会＞
●診察時の指導、教室の実施

＜奈良県助産師会＞
●母親教室・両親教室等で正しい栄養について情報提供

＜健康増進課＞
●妊婦対象に減塩やバランスの良い食事についての健康講座を実施
●来所・電話・訪問での栄養指導実施

＜奈良市医師会＞
●診察時の指導、教室の実施

＜奈良県助産師会＞
●母親教室・両親教室等で正しい栄養について情報提供

＜健康増進課＞
●妊婦対象に減塩やバランスの良い食事についての健康講座を実施
●来所・電話・訪問での栄養指導実施

＜奈良市医師会＞
●診察時の指導、教室の実施

＜奈良県助産師会＞
●母親教室・両親教室などで正しい栄養について情報提供

＜健康増進課＞
●妊婦対象に減塩やバランスの良い食事についての健康講座を実施
●妊娠期の食生活についてのリーフレット配布、掲示
●来所・電話・訪問での栄養指導実施

＜奈良市医師会＞
●診察時の指導、教室の実施

＜奈良県助産師会＞
●母親教室・両親教室などで正しい栄養について情報提供

＜母子保健課＞
●妊婦対象に減塩やバランスの良い食事についての健康講座を実施
●妊娠期の食生活についてのリーフレット配布、掲示
●来所・電話・訪問での栄養指導実施

乳幼児健康診査時栄養指導の実施 ＜奈良市医師会＞
●４か月児健診、１０か月児健診、１歳７か月児健診、３歳６か月児健診

＜奈良県助産師会＞
●母子訪問時栄養指導実施

＜健康増進課＞
●乳幼児健康診査時の集団及び個別栄養指導(1歳7か月・3歳6か月児対象)
●来所・電話・訪問での栄養指導実施

●乳幼児定例健康相談栄養指導

＜奈良市医師会＞
●４か月児健診、１０か月児健診、１歳７か月児健診、３歳６か月児健診

＜奈良県助産師会＞
●母子訪問時栄養指導実施

＜健康増進課＞
●乳幼児健康診査時の集団及び個別栄養指導(1歳7か月・3歳6か月児対象)
●来所・電話・訪問での栄養指導実施

●乳幼児定例健康相談栄養指導

＜奈良市医師会＞
●４か月児健診、１０か月児健診、１歳７か月児健診、３歳６か月児健診

＜奈良県助産師会＞
●母子訪問時栄養指導実施

＜健康増進課＞
●乳幼児健康診査時の集団及び個別栄養指導(1歳7か月・3歳6か月児対象)
●来所・電話・訪問での栄養指導実施

●乳幼児定例健康相談栄養指導

＜奈良市医師会＞
●４か月児健診、１０か月児健診、１歳７か月児健診、３歳６か月児健診

＜奈良県助産師会＞
●母子訪問時栄養指導実施

＜母子保健課＞
●乳幼児健康診査時の集団及び個別栄養指導(1歳7か月・3歳6か月児対象)
●来所・電話・訪問での栄養指導実施
●肥満傾向児を対象にしたポスター・リーフレットでの情報提供

●乳幼児定例健康相談栄養指導

乳幼児をもつ親子を対象とした健康教
育（乳幼児教室・地域派遣型健康講
座・子育て広場等）の実施

＜奈良県助産師会＞
●親子を対象とした相談（電話相談・出前育児相談・地域派遣型相談）の実施

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●ぱくぱくサークル　乳幼児の保護者対象の食育サークル(栄養士会）

＜奈良市食生活改善推進員協議会＞
●幼稚園にて親子食育講話を実施

＜子ども育成課＞
●地域子育て支援拠点事業：子育て及び子育て支援に関する講習等の実施（月１回以
上）

＜健康増進課＞
●離乳食教室(ぱくぱく教室　5か月児とその保護者対象)
●子育てスポット等への出張講座(親子プチ講座)

＜奈良県助産師会＞
●親子を対象とした相談（電話相談・出前育児相談・地域派遣型相談）の実施

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●ぱくぱくサークル　乳幼児の保護者対象の食育サークル(栄養士会)

＜奈良市食生活改善推進員協議会＞
●幼稚園にて親子食育講話を実施

＜子ども育成課＞
●地域子育て支援拠点事業：子育て及び子育て支援に関する講習等の実施（月１回以
上）

＜健康増進課＞
●離乳食教室(ぱくぱく教室　5か月児とその保護者対象)
●子育てスポット等への出張講座(親子プチ講座)

●子育てスポット等への出張講座(親子プチ講座）

＜奈良県助産師会＞
●親子を対象とした相談（出前講座、育児相談）の実施

＜子ども育成課＞
●地域子育て支援拠点事業：子育て及び子育て支援に関する講習等の実施（月１回以
上）

＜健康増進課＞
●離乳食教室(ぱくぱく教室　5か月児とその保護者対象)

●育児教室すこやかキッズ1.2.3（子どもの食事と食育　1歳・3歳とその保護者を対象）

＜奈良県助産師会＞
・親子を対象とした相談（出前講座、育児相談）の実施

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●近鉄百貨店奈良店ベビーガーデンにおける栄養相談

＜子ども育成課＞
●地域子育て支援拠点事業：子育て及び子育て支援に関する講習等の実施（月１回以
上）

＜母子保健課＞
●離乳食教室(ぱくぱく教室　5か月児とその保護者対象)

●育児教室すこやかキッズ1.2.3（子どもの食事と食育　1歳・3歳とその保護者を対象）
●つどいの広場りりーべるずでのミニ講座と調理実習２回

各領域の進捗状況一覧

行動目標
目標に対して
取り組むこと 具体的な取り組み（例） 平成28年度 平成29年度 平成30年度

栄養・食生活に関する正しい知識や習慣を子どもの頃から身

につけ、健康的で楽しい食生活を実践しましょう

① 栄養・食生活

表中の下線 ：庁外機関・団体

資料１-栄養・食生活1



令和元年度
（計画・方向性）

行動目標
目標に対して
取り組むこと 具体的な取り組み（例） 平成28年度 平成29年度 平成30年度

特定保健指導の実施 ＜奈良市医師会＞
●個別・集団にて保健指導を実施

＜健康増進課＞
●特定保健指導(個別相談)の実施
●特定保健指導(集団教育)の実施

●特定保健指導の実施（個別相談）

＜奈良市医師会＞
●個別・集団にて保健指導を実施

＜健康増進課＞
●特定保健指導(個別相談)の実施
●特定保健指導(集団教育)の実施

●特定保健指導の実施（個別相談）

＜奈良市医師会＞
●個別・集団にて保健指導を実施

＜健康増進課＞
●特定保健指導(個別相談)の実施
●特定保健指導(集団教育)の実施

●特定保健指導の実施（個別相談）

＜奈良市医師会＞
●個別・集団にて保健指導を実施

＜健康増進課＞
●特定保健指導(個別相談　来所・訪問)の実施
●特定保健指導(集団教育)の実施

●特定保健指導の実施（個別相談）

健康教育（生活習慣病予防講座・地域
派遣型健康講座等）の実施

＜奈良市医師会＞
●市民健康講座・健康づくり教室の開催

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●高齢ろう者協会にて健康教育を実施

＜奈良市食生活改善推進員協議会＞
●地域の公民館で生活習慣病予防の調理実習と講話を実施

＜奈良市運動習慣づくり推進員協議会＞
●地域活動時、給水タイム時に野菜を多く、食事は最初に野菜からを伝える。

＜福祉政策課＞
●地域住民に対して、高齢期の栄養についての出前講座を8地域で実施し、317人が参
加した

＜健康増進課＞
●生活習慣病予防を目的とした健康講座(健康NARA講座･運動習慣づくりスタート講座・
にこにこ奈良ごはん)
●20日ならウォークイベントの実施
●重症化予防として、糖尿病相談窓口の設置
●市民グループや小学校の保護者会等での健康ナビ★出前講座

●運動習慣づくりスタート講座IN都祁」にて正しい知識の伝達（3回)実施。
●食生活改善推進員の調理実習でのミニ講座を実施

＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
●地域での調理実習を実施し、手軽に摂れる朝食メニューなどの情報を積極的に提供し
た。

＜奈良市医師会＞
●市民健康講座・健康づくり教室の開催

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●高齢ろう者協会にて健康教育を実施

＜奈良市食生活改善推進員協議会＞
●地域の公民館で生活習慣病予防の調理実習と講話を実施

＜奈良市運動習慣づくり推進員協議会＞
●地域活動時、給水タイム時に野菜を多く、食事は最初に野菜からを伝える。

＜福祉政策課＞
●地域住民に対して、高齢期の栄養についての出前講座を15地域で実施し、609人が
参加した。

＜健康増進課＞
●生活習慣病予防を目的とした健康講座(健康NARA講座・運動習慣づくりスタート講
座・にこにこ奈良ごはん）
●20日ならウォークイベントの実施
●重症化予防として、糖尿病相談窓口の設置
●市民グループや小学校の保護者会等での健康ナビ★出前講座

●生活習慣病予防を目的とした健康講座（つながって元気！すっきりボディ講座）３回
●健診結果説明会（月ヶ瀬）１回
●食生活改善推進員の調理実習でのミニ講座を実施

＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
●地域での調理実習を実施し、手軽に摂れる朝食メニューなどの情報を積極的に提供し
た。

＜奈良市医師会＞
●市民健康講座・健康づくり教室の開催

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●ウォーキングサマーフェスティバル食育講話

＜奈良市運動習慣づくり推進員協議会＞
●地域活動時、給水タイム時に野菜を多く、食事は最初に野菜からを伝える。

＜福祉政策課＞
●地域住民に対して、高齢期の栄養についての出前講座を8地域で実施し、214人が参
加した

＜健康増進課＞
●生活習慣病予防を目的とした健康講座(健診結果説明会・にこにこ奈良ごはん）
●20日ならウォーク×にこにこ奈良ごはん合同イベントの実施
●重症化予防として、糖尿病相談窓口の設置
●市民グループや小学校の保護者会等での健康ナビ★出前講座

●生活習慣病予防を目的とした健康講座（つながって元気！すっきりボディ講座）３回
●食育ボランティアラディッシュの会主催の料理教室でのミニ講座
●検診会場でバランス食と間食のエネルギーについての啓発活動（３回）

＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
●地域での調理実習を実施し、手軽に摂れる朝食メニューなどの情報を積極的に提供し
た。

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●介護予防事業「健康出前講座」「元気アップなら講座」

＜福祉政策課＞
●地域住民に対して、高齢期の栄養についての出前講座を8地域で実施し、214人が参
加した。

＜奈良市薬剤師会＞
●食事や栄養と「薬」との関係の教室

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●介護予防事業「健康出前講座」「元気アップなら講座」

＜福祉政策課＞
●地域住民に対して、高齢期の栄養ついての出前講座を実施する。

保育園・幼稚園・学校等での食育の充
実

＜奈良市医師会＞
学校医として指導

＜奈良市食生活改善推進員協議会＞
●幼稚園にて親子食育講話

＜こども園推進課＞
●給食の提供
●絵本等による学び
●菜園活動
●クッキング活動
●3色食品群の分類を掲示

＜医療政策課＞
●食育グッズ貸出(8件380名）
●市食育つながるネット(43団体）を通じた情報提供及び支援（食育メールマガジン17
回・各回450件送付）

＜健康増進課＞
●奈良市食生活改善推進員による出張食育講話活動の支援

＜小学校＞
●菜園活動の実施
●学習指導要領に基づき、保健体育等において栄養に関する授業を行なっている

＜中学校・高校＞
●学習指導要領に基づき、保健体育等において栄養に関する授業を行なっている

＜奈良市医師会＞
学校医として指導

＜奈良市食生活改善推進員協議会＞
●幼稚園にて親子食育講話

＜こども園推進課＞
●給食の提供
●絵本等による学び
●菜園活動
●クッキング活動
●3色食品群の分類を掲示

＜医療政策課＞
●食育グッズ貸出（2件124名）
●市食育つながるネット(49団体）を通じた情報提供及び支援（食育メールマガジン13
回・各回638件送付）

＜健康増進課＞
●奈良市食生活改善推進員による出張食育講話活動の支援
●健康ナビ★出前講座　（保護者向け）

＜小学校＞
●菜園活動の実施
●学習指導要領に基づき、保健体育等において栄養に関する授業を行なっている

＜中学校・高校＞
●学習指導要領に基づき、保健体育等において栄養に関する授業を行なっている

＜奈良市医師会＞
学校医として指導

＜こども園推進課＞
●給食の提供
●絵本等による学び
●菜園活動
●クッキング活動
●3色食品群の分類を掲示

＜医療政策課＞
●食育グッズ貸出（10件368名）
●市食育ネット(61団体）を通じた情報提供及び支援（食育メールマガジン3回・各回650
件送付）

＜健康増進課＞
●健康ナビ★出前講座　（保護者向け）

＜小学校＞
●菜園活動の実施
●学習指導要領に基づき、保健体育等において栄養に関する授業を行なっている

＜中学校・高校＞
●学習指導要領に基づき、保健体育等において栄養に関する授業を行なっている

＜奈良市医師会＞
●市民健康講座・健康づくり教室の開催

＜奈良市薬剤師会＞
●生活習慣病予防を目的とした健康講座(スタート講座・薬と健康）

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●「奈良市食育フェスタ2019」出展

＜奈良市運動習慣づくり推進員協議会＞
●地域活動時、給水タイム時に野菜を多く、食事は最初に野菜からを伝える。

＜福祉政策課＞
●地域住民に対して、高齢期の栄養ついての出前講座を実施する。

＜健康増進課＞
●生活習慣病予防を目的とした健康講座(健診結果説明会・にこにこ奈良ごはん）
●20日ならウォーク×にこにこ奈良ごはん合同イベントの実施
●重症化予防として、糖尿病相談窓口の設置
●市民グループや小学校の保護者会等での健康ナビ★出前講座

●生活習慣病予防を目的とした健康講座（つながって元気！すっきりボディ講座）　３回
●食育ボランティアラディッシュの会主催の料理教室でのミニ講座
●検診会場でバランス食と間食のエネルギーについての啓発活動（３回）
●商工会婦人部への出前講座（健康ナビ★出前講座）

＜地域教育課(生涯学習財団)＞
●地域での調理実習を実施し、手軽に摂れる朝食メニューなどの情報を積極的に提供
する。
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・適正な摂取カロリーや栄養バランスについて正し
い知識を身に付ける

・栄養成分表示を意識して食事をする

・身近な場所で食生活について考える機会を増や
す

・正しい栄養バランスについて考えるボランティアの
活動を支援する

＜奈良市医師会＞
学校医として指導

＜保育総務課＞
●給食の提供
●絵本等による学び
●菜園活動
●クッキング活動
●3色食品群の分類を掲示

＜農政課＞
●食育グッズ貸出
●市食育ネット(61団体）を通じた情報提供及び支援

＜健康増進課＞
●健康ナビ★出前講座　（保護者向け）

＜小学校＞
●菜園活動の実施
●学習指導要領に基づき、保健体育等において栄養に関する授業を行なっている

＜中学校・高校＞
●学習指導要領に基づき、保健体育等において栄養に関する授業を行なっている

介護予防事業の実施

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●地域介護予防教室
●元気はつらつ教室

＜長寿福祉課＞
●介護予防教室：生活機能低下が予測される高齢者を対象に、10回コースの2回に低
栄養に関する講義を栄養士よりしている。

＜福祉政策課＞
●地域住民に対して、高齢期の栄養についての出前講座を8地域で実施し、317人が参
加した。

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●地域介護予防教室・元気はつらつ教室

＜福祉政策課＞
●地域住民に対して、高齢期の栄養についての出前講座を15地域で実施し、609人が
参加した。

資料１-栄養・食生活2



令和元年度
（計画・方向性）

行動目標
目標に対して
取り組むこと 具体的な取り組み（例） 平成28年度 平成29年度 平成30年度

学校給食試食会や学校保健委員会等
での保護者への啓発

＜保健給食課＞
●保護者対象の給食試食会や学校保健委員会でバランスのよい食事などについて啓発
する。

＜小中学校＞
●保護者対象の給食試食会や学校保健委員会でバランスのよい食事などについて啓発
する。

＜保健給食課＞
●保護者対象の給食試食会や学校保健委員会でバランスのよい食事などについて啓発
する。

＜小中学校＞
●保護者対象の給食試食会や学校保健委員会でバランスのよい食事などについて啓発
する。

＜薬剤師会＞
●学校給食運営委員会で、バランス良い食事と成長等について啓発

＜奈良市医師会＞
●ホームページにて「健康づくり豆知識」をアップし、食事や運動等に関する情報提供

＜奈良市薬剤師会＞
●ホームページにて「薬と健康の週間」の啓発
●ホームページにて禁煙の啓発

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●栄養士会ホームページ
●しみんだより「食育コラム」記事掲載

＜保育総務課＞
●園だより、給食だより、食育だよりの配布及び給食レシピの掲示

＜農政課＞
●しみんだより、市ホームページでの啓発、ツイッター、フェイスブックでの情報発信
●食育イベントでの啓発（食育セミナー2回、食育フェスタ1回）

＜健康増進課＞
●しみんだより、ホームページ、ポスターでバランスの良い食事や野菜摂取量の増加を促
した啓発等を実施
●商工会だよりでの啓発
●食育ネット参加団体に対してバランスの良い食事や野菜摂取量の増加を促した啓発
等を実施
●SNS（Instagram開設）

＜母子保健課＞
●ホームページを用いた離乳食についての情報提供
●離乳食の作り方の動画配信

学校給食を通じた指導 ＜保健給食課＞
●給食指導資料・食べ物紹介資料・放送資料を活用しての給食指導で、毎日の給食を
教材として栄養バランスのとれた食事など望ましい食生活について指導
●家庭配布献立表を活用した給食だより記事で学校給食を食べる全家庭に望ましい子
どもの食生活について啓発する。

＜小中学校＞
●給食指導資料・食べ物紹介資料・放送資料を活用しての給食指導で、毎日の給食を
教材として栄養バランスのとれた食事など望ましい食生活について指導

＜保健給食課＞
●給食指導資料・食べ物紹介資料・放送資料を活用しての給食指導で、毎日の給食を
教材として栄養バランスのとれた食事など望ましい食生活について指導
●家庭配布献立表を活用した給食だより記事で学校給食を食べる全家庭に望ましい子
どもの食生活について啓発する。

＜小中学校＞
●給食指導資料・食べ物紹介資料・放送資料を活用しての給食指導で、毎日の給食を
教材として栄養バランスのとれた食事など望ましい食生活について指導

＜保健給食課＞
●給食指導資料・食べ物紹介資料・放送資料を作成し、毎日の給食を教材として栄養
バランスのとれた食事など望ましい食生活について児童・生徒に指導を行う。
●家庭配布献立表を通じ、児童・生徒及び家庭に対し、望ましい子どもの食生活につい
て啓発を行う。また、地場産物の活用状況や給食献立のレシピについて情報提供を行
う。

＜小中学校＞
●給食指導資料・食べ物紹介資料・放送資料を活用しての給食指導で、毎日の給食を
教材として栄養バランスのとれた食事など望ましい食生活について指導

＜保健給食課＞
●給食指導資料・食べ物紹介資料・放送資料を作成し、毎日の給食を教材として栄養
バランスのとれた食事など望ましい食生活について児童・生徒に指導を行う。
●家庭配布献立表を通じ、児童・生徒及び家庭に対し、望ましい子どもの食生活につい
て啓発を行う。また、地場産物の活用状況や給食献立のレシピについて情報提供を行
う。

＜小中学校＞
●給食指導資料・食べ物紹介資料・放送資料を活用しての給食指導で、毎日の給食を
教材として栄養バランスのとれた食事など望ましい食生活について指導

ホームページや広報誌等での知識の
普及

＜奈良市医師会＞
●ホームページにて「健康づくり豆知識」をアップし、食事や運動等に関する情報提供

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●栄養士会ホームページ

＜奈良市食生活改善推進員協議会＞
●イベント等でのパンフレット配布

＜こども園推進課＞
●園だより、給食だより、食育だよりの配布及び給食レシピの掲示

＜医療政策課＞
●食育情報だより2回発行、しみんだより、保健所発行啓発紙、市ホームページでの啓発
●食育イベントでの啓発（食育フェスタ1回、食育セミナー2回、交流会2回）

＜健康増進課＞
●しみんだよりやホームページ、ポスターでバランスの良い食事や野菜摂取量の増加を
促した啓発等を実施
●離乳食の作り方の動画配信

＜奈良市医師会＞
●ホームページにて「健康づくり豆知識」をアップし、食事や運動等に関する情報提供

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
栄養士会ホームページやフェィスブックにて栄養士会の取り組みの報告や知識の普及。

＜奈良市食生活改善推進員協議会＞
●イベント等でのパンフレット配布

＜こども園推進課＞
●園だより、給食だより、食育だよりの配布及び給食レシピの掲示

＜医療政策課＞
●食育情報だより1回発行、しみんだより・市ホームページでの啓発（食育コラム10回）、
保健所発行啓発紙、ツイッターでの報発信57回
●食育イベントでの啓発(食育フェスタ1回、食育セミナー2回、弁当の日1回、食育カフェ
2回）

＜健康増進課＞
●しみんだよりやホームページ、ポスターでバランスの良い食事や野菜摂取量の増加を
促した啓発等を実施
●離乳食の作り方の動画配信

＜奈良市医師会＞
●ホームページにて「健康づくり豆知識」をアップし、食事や運動等に関する情報提供

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●栄養士会ホームページ

＜こども園推進課＞
●園だより、給食だより、食育だよりの配布及び給食レシピの掲示

＜医療政策課＞
●しみんだより、市ホームページでの啓発（食育コラム12回）、ツイッターでの情報発信
57回
●食関連イベントでの啓発5回

＜健康増進課＞
●しみんだよりやホームページ、ポスターでバランスの良い食事や野菜摂取量の増加を
促した啓発等を実施
●ホームページを用いた離乳食についての情報提供
●離乳食の作り方の動画配信

＜奈良市医師会＞
●産業医として指導

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●公民館事業

＜健康増進課＞
●健康ナビ★出前講座　（企業向け)

地域での調理実習の実施 ＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●JAならより依頼を受け、会員に対して年3回の調理実習を実施。バランスの良い食事
や野菜の大切さ等を伝えた。

＜奈良市食生活改善推進員協議会＞
●公民館での調理実習

＜男女共同参画課＞
●男の料理教室：奈良市在住の女性起業家を講師に招き、奈良市在住、在勤、在学の
男性を対象に簡単な料理の作り方を学んだ。

＜健康増進課＞
●食生活改善推進員と共催で調理実習を実施(テーマ：朝食、野菜、親子対象、男性対
象)

●食生活改善推進員と共催で調理実習を実施

＜生涯学習課（生涯学習財団）＞
●成人対象「名店シェフのまかないレシピ」、親子対象「親子クッキング」、子ども対象「わ
が家のこども料理長」、男性対象「メンズクッキングクラブ」、父子対象「パパと一緒にクッ
キング！」など、多様な対象者に向けて、14事業を実施した。

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●JAならでの調理実習

＜奈良市食生活改善推進員協議会＞
●公民館での調理実習

＜男女共同参画課＞
●男の料理教室：奈良市在住の女性起業家を講師に招き、奈良市在住、在勤、在学の
男性を対象に簡単な料理の作り方を学んだ。

＜健康増進課＞
●食生活改善推進員と共催で調理実習を実施(テーマ：朝食、野菜、親子対象、男性対
象)

●食生活改善推進員と共催で調理実習を実施

＜生涯学習課（生涯学習財団）＞
●成人対象「タニタ食堂に学ぶ食事の工夫」、親子対象「せいぶ親子クッキング」、男性
対象「オヤジの簡単料理」など、多様な対象者に向けて、35事業を実施した。

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●JAならでの調理実習
●ならコープ北エリア研修会

＜男女共同参画課＞
●男の料理教室：奈良市在住、在勤、在学の男性を対象に簡単な料理の作り方を学ん
だ。

●食育ボランティアラディッシュの会と共催で調理実習を実施

＜生涯学習課（生涯学習財団）＞
●親子対象「初夏の親子料理」、父子対象「パパとクッキング」、男性対象「かしこく節
約！男の時短料理」、高齢者対象「シニアお手軽クッキング」など、多様な対象者に向け
て、26事業を実施した。

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●JAならでの調理実習

＜男女共同参画課＞
●男の料理教室：奈良市在住、在勤、在学の男性を対象に簡単な料理の作り方を学
ぶ。（予定）

●食育ボランティアラディッシュの会と共催で調理実習を実施
●つどいの広場りりーべるずでのミニ講座と調理実習2回

＜農政課＞
地域での「弁当の日なら」開催支援

＜地域教育課（生涯学習財団）＞
●今後も引き続き、多彩な対象者に向けて調理実習を実施し、身近な場所で食生活に
ついて考える機会を増やしていきたい。
●主食・主菜・副菜のそろった食事をとることについて、また適正な摂取カロリーや栄養バ
ランスについて正しい知識を身に付けることについて、啓発に努めていきたい。

事業所への健康講座の実施 ＜奈良市医師会＞
●産業医として指導

＜奈良県栄養士奈良市支部＞
●公民館事業

＜健康増進課＞
●健康ナビ★出前講座

＜奈良市医師会＞
●産業医として指導

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●公民館事業

＜健康増進課＞
●健康ナビ★出前講座

＜奈良市医師会＞
●産業医として指導

＜健康増進課＞
●健康ナビ★出前講座
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・適正な摂取カロリーや栄養バランスについて正し
い知識を身に付ける

・栄養成分表示を意識して食事をする

・身近な場所で食生活について考える機会を増や
す

・正しい栄養バランスについて考えるボランティアの
活動を支援する
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令和元年度
（計画・方向性）

行動目標
目標に対して
取り組むこと 具体的な取り組み（例） 平成28年度 平成29年度 平成30年度

中学校給食の全校導入 ＜保健給食課＞
●中学校給食未実施4校で給食導入

＜保健給食課＞
●中学校給食未実施１校で給食導入し、全中学校で給食導入完了

＜保健給食課＞
●奈良市立中学校全校で給食を提供

＜保健給食課＞
●奈良市立中学校全校で給食を提供

個人にあった学校給食の量の調節 ＜保健給食課＞
●米飯1食弁当箱方式のところに自校炊飯を導入（５校）し、個人に合わせたご飯の摂取
量調整をしやすくする

＜保健給食課＞
●米飯1食弁当箱方式のところに自校炊飯を導入（１校）し、個人に合わせたご飯の摂取
量調整をしやすくする

＜保健給食課＞
●学級において個人に合わせた量に調整し、配膳している。

＜保健給食課＞
●学級において個人に合わせた量に調整し、配膳している。

＜保育総務課＞
●３色食品群の分類を掲示

＜保健衛生課＞
●特定給食施設の状況調査・指導

給食施設や食堂における対象者に応じ
た栄養管理の充実

＜こども園推進課＞
●３色食品群の分類を掲示

＜医療政策課＞
●特定給食施設の状況調査2回・集団指導3回（病院、高齢者福祉施設、児童福祉施
設、学校、事業所）、個別指導

＜こども園推進課＞
●３色食品群の分類を掲示

＜医療政策課＞
●特定給食施設の状況調査1回・集団指導2回（病院、高齢者福祉施設、児童福祉施
設、学校、事業所）、個別指導

＜こども園推進課＞
●３色食品群の分類を掲示

＜医療政策課＞
●特定給食施設の状況調査1回・集団指導2回（病院、高齢者福祉施設、児童福祉施
設、学校、事業所）、個別指導

＜奈良市薬剤師会＞
●健康食品やサプリの選び方支援

＜農政課＞
●市食育ネット(62団体）を通じた情報提供及び支援

●調理実習等を通じた食育ボランティアラディッシュの会への支援

＜環境整備＞
外食産業やコンビニエンスストア等で栄
養バランスに配慮したメニューや栄養
情報の提供、啓発

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●ならコープ主催のイベント「食べる大切フェア」に参加し栄養情報の提供。

＜医療政策課＞
●栄養成分表示に関する相談、指導、情報提供
●飲食店での健康教育、健康・栄養情報の提供、栄養バランスに配慮したメニューの提
案（飲食店での食育カフェ3回実施、大学生ボランティアが開発したレシピ7品提供）
●食品表示講習会の開催1回

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●ならコープ主催のイベント「食べる大切フェア」に参加し栄養情報の提供。

＜医療政策課＞
●栄養成分表示に関する相談、指導、情報提供
●飲食店での健康教育、健康・栄養情報の提供、栄養バランスに配慮したメニューの提
案（コンビニエンスストアでの野菜摂取の啓発、ヘルスチーム菜良と協働で野菜のレシピ
集作成）
●食品表示講習会の開催1回

＜医療政策課＞
●栄養成分表示に関する相談、指導、情報提供
●飲食店での健康教育、健康・栄養情報の提供、栄養バランスに配慮したメニューの提
案（ヘルスチーム菜良と協働で野菜のレシピ集作成）
●食品表示講習会の開催1回

●JAなら、食育ボランティアラディッシュの会との食生活と健康に関する情報交換会の開
催

＜保健衛生課＞
●栄養成分表示に関する相談、指導、情報提供
●食品表示講習会の開催

正しい栄養バランスについて考えるボラ
ンティア（食生活改善推進員等）の育
成と支援 ＜奈良市食生活改善推進員協議会＞

●食生活改善推進員養成講座

＜奈良市運動習慣づくり推進員協議会＞
●地域活動で伝達する為の管理栄養士による研修会実施（座学）

＜医療政策課＞
●市食育つながるネット(43団体）を通じた情報提供及び支援（食育メールマガジン17
回・各回450件送付

＜健康増進課＞
●研修や調理実習を通じた食生活改善推進員の育成
●食生活改善推進員の養成講座の実施(2年に1回)

●調理実習等を通じた食生活改善推進員への支援

＜奈良市食生活改善推進員協議会＞
●奈良市食生活改善推進員協議会スキルアップ研修会

＜医療政策課＞
●市食育つながるネット(49団体）を通じた情報提供及び支援（食育メールマガジン1３
回・各回638件送付）

＜健康増進課＞
●研修や調理実習を通じた食生活改善推進員の育成

●調理実習等を通じた食生活改善推進員への支援

＜医療政策課＞
●市食育ネット(62団体）を通じた情報提供及び支援（食育メールマガジン3回・各回650
件送付）

●調理実習等を通じた食育ボランティアラディッシュの会への支援

＜ボランティアや専門家等による支援
＞
個別栄養指導・相談の実施

＜奈良市医師会＞
●保健師や栄養士による個別特定保健指導の実施

＜奈良県助産師会＞
●子育て女性健康支援センターにて電話相談の実施

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●ならコープ主催のイベント「食べる大切フェア」にて、個別栄養指導を実施。

＜こども園推進課＞
●管理栄養士等の専門家を講師に招き、講演会を実施（一部園のみ）

＜医療政策課＞
●電話・来所による一般・専門的栄養指導

＜健康増進課＞
●電話・来所による一般・専門的栄養指導

●定例健康相談栄養指導

＜奈良市医師会＞
●保健師や栄養士による個別特定保健指導の実施

＜奈良県助産師会＞
●子育て女性健康支援センターにて電話相談の実施

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●ならコープ主催のイベント「食べる大切フェア」にて、個別栄養指導を実施。

＜こども園推進課＞
●管理栄養士等の専門家を講師に招き、講演会を実施（一部園のみ）

＜医療政策課＞
●電話・来所による一般・専門的栄養指導

＜健康増進課＞
●電話・来所による一般・専門的栄養指導

●定例健康相談栄養指導

＜奈良市医師会＞
●保健師や栄養士による個別特定保健指導の実施

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●ウォーキングサマーフェスティバル食育講話

＜こども園推進課＞
●管理栄養士等の専門家を講師に招き、講演会を実施（一部園のみ）

＜医療政策課＞
●食育グッズ貸出（10件368名）
●食育協働ネットワーク(62団体）を通じた情報提供及び支援（食育メールマガジン3回・
各回650件送付）
●電話・来所による一般・専門的栄養指導

＜健康増進課＞
●電話・来所による一般・専門的栄養指導

●定例健康相談栄養指導

＜奈良市医師会＞
●保健師や栄養士による個別特定保健指導の実施

＜奈良県助産師会＞
県内開業助産所や地域活動している助産師による電話やメールでの相談を展開する。

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●近鉄百貨店奈良店ベビーガーデンにおける栄養相談

＜保育総務課＞
●管理栄養士等の専門家を講師に招き、講演会を実施（一部園のみ）

＜農政課＞
●食育グッズ貸出
●食育協働ネットワーク(62団体）を通じた情報提供及び支援

＜保健衛生課＞
●電話・来所による一般・専門的栄養指導

＜健康増進課＞
●電話・来所による一般・専門的栄養指導

●定例健康相談栄養指導
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・適正な摂取カロリーや栄養バランスについて正し
い知識を身に付ける

・栄養成分表示を意識して食事をする

・身近な場所で食生活について考える機会を増や
す

・正しい栄養バランスについて考えるボランティアの
活動を支援する

資料１-栄養・食生活4



令和元年度
（計画・方向性）

行動目標
目標に対して
取り組むこと 具体的な取り組み（例） 平成28年度 平成29年度 平成30年度

＜奈良市医師会＞
●学校医として指導

＜保育総務課＞
●給食時間に食材の栄養や働きを伝える。また菜園活動やクッキングを通じて食材と触
れ合う機会を設ける。

＜農政課＞
●食育グッズ貸出
●市食育ネット(62団体）を通じた情報提供及び支援

＜健康増進課＞
●健康ナビ★出前講座（保護者向け）

＜小中高＞
●学習指導要領に基づき、保健体育等において、栄養に関する授業を行なっている。

介護予防事業の実施

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●地域介護予防教室・元気はつらつ教室

＜長寿福祉課＞
●介護予防教室：生活機能低下が予測される高齢者を対象に、10回コースの2回に低
栄養に関する講義を栄養士よりしている。

＜福祉政策課＞
●地域住民に対して、高齢期の栄養についての出前講座を8地域で実施し、317人が参
加した。

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●地域介護予防教室・元気はつらつ教室

＜福祉政策課＞
●地域住民に対して、介護予防講座を13地域で実施し、2,904人が参加した。
●地域住民に対して、高齢期の栄養についての出前講座を15地域で実施し、609人が
参加した。

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●介護予防事業「健康出前講座」「元気アップなら講座」

＜福祉政策課＞
●地域住民に対して、介護予防講座を6地域で実施し、1,045人が参加した。
●地域住民に対して、高齢期の栄養についての出前講座を8地域で実施し、214人が参
加した。

＜奈良市薬剤師会＞
●食事や栄養と「薬」との関係の教室

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●介護予防事業「健康出前講座」「元気アップなら講座」

＜福祉政策課＞
●地域住民に対して、介護予防講座を実施する。
●地域住民に対して、高齢期の栄養ついての出前講座を実施する。

乳幼児健康診査時栄養指導の実施 ＜奈良市医師会＞
●４か月児健診、１０か月児健診、１歳７か月児健診、３歳６か月児健診

＜奈良県助産師会＞
●母子訪問時栄養指導実施

＜健康増進課＞
●乳幼児健康診査時の集団及び個別栄養指導(1歳7か月・3歳6か月児対象）
●来所・電話・訪問での栄養指導実施

●乳幼児定例健康相談栄養指導

＜奈良市医師会＞
●４か月児健診、１０か月児健診、１歳７か月児健診、３歳６か月児健診

＜奈良県助産師会＞
●母子訪問時栄養指導実施

＜健康増進課＞
●乳幼児健康診査時の集団及び個別栄養指導(1歳7か月・3歳6か月児対象）
●来所・電話・訪問での栄養指導実施

●乳幼児定例健康相談栄養指導

＜奈良市医師会＞
●４か月児健診、１０か月児健診、１歳７か月児健診、３歳６か月児健診

＜奈良県助産師会＞
●母子訪問時栄養指導実施

＜健康増進課＞
●乳幼児健康診査時の集団及び個別栄養指導(1歳7か月・3歳6か月児対象）
●来所・電話・訪問での栄養指導実施

●乳幼児定例健康相談栄養指導

保育園・幼稚園・学校等での食育の充
実

＜奈良市医師会＞
●学校医として指導

＜奈良市食生活改善推進員協議会＞
●幼稚園にて親子食育講話を実施

＜こども園推進課＞
●給食時間に食材の栄養や働きを伝える。また菜園活動やクッキングを通じて食材と触
れ合う機会を設ける。

＜医療政策課＞
●食育グッズ貸出(8件380名）
●市食育つながるネット(43団体）を通じた情報提供及び支援（食育メールマガジン17
回・各回450件送付）

＜健康増進課＞
●奈良市食生活改善推進員による出張食育講話活動の支援

＜小中高＞
●学習指導要領に基づき、保健体育等において、栄養に関する授業を行なっている。

＜奈良市医師会＞
●学校医として指導

＜奈良市食生活改善推進員協議会＞
●幼稚園にて親子食育講話、親子料理教室で食育講話

＜こども園推進課＞
●給食時間に食材の栄養や働きを伝える。また菜園活動やクッキングを通じて食材と触
れ合う機会を設ける。

＜医療政策課＞
●食育グッズ貸出（2件124名）
●市食育つながるネット(49団体）を通じた情報提供及び支援（食育メールマガジン13
回・各回638件送付）

＜健康増進課＞
●奈良市食生活改善推進員による出張食育講話活動の支援
●健康ナビ★出前講座（保護者向け）

＜小中高＞
●学習指導要領に基づき、保健体育等において、栄養に関する授業を行なっている。

＜奈良市医師会＞
●学校医として指導

＜こども園推進課＞
●給食時間に食材の栄養や働きを伝える。また菜園活動やクッキングを通じて食材と触
れ合う機会を設ける。

＜医療政策課＞
●食育グッズ貸出（10件368名）
●市食育ネット(62団体）を通じた情報提供及び支援（食育メールマガジン3回・各回650
件送付）

＜健康増進課＞
●健康ナビ★出前講座（保護者向け）

＜小中高＞
●学習指導要領に基づき、保健体育等において、栄養に関する授業を行なっている。
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・1日3食を規則正しくとることの大切さについて正し
い知識を身に付ける

・手軽に摂れる朝食メニューなどの情報を提供する

・欠食せず食べる大切さを伝えるボランティアの活
動を支援する

＜正しい知識の普及＞
妊娠期の健康教育（母親教室・両親教
室等）の実施

＜奈良市医師会＞
●診察時の指導、教室の実施

＜奈良県助産師会＞
●母親教室・両親教室等で正しい栄養について情報提供

＜健康増進課＞
●妊婦対象に減塩やバランスの良い食事についての健康講座を実施
●来所・電話・訪問での栄養指導実施

＜奈良市医師会＞
●診察時の指導、教室の実施

＜奈良県助産師会＞
●母親教室・両親教室等で正しい栄養について情報提供

＜健康増進課＞
●妊婦対象に減塩やバランスの良い食事についての健康講座を実施
●来所・電話・訪問での栄養指導実施

＜奈良市医師会＞
●診察時の指導、教室の実施

＜健康増進課＞
●妊婦対象に減塩やバランスの良い食事についての健康講座を実施
●妊娠期の食生活についてのリーフレット配布、掲示
●来所・電話・訪問での栄養指導実施

＜奈良市医師会＞
●診察時の指導、教室の実施

＜母子保健課＞
●妊婦対象に減塩やバランスの良い食事についての健康講座を実施
●妊娠期の食生活についてのリーフレット配布、掲示
●来所・電話・訪問での栄養指導実施

＜奈良市医師会＞
●４か月児健診、１０か月児健診、１歳７か月児健診、３歳６か月児健診

＜奈良県助産師会＞
●母子訪問時栄養指導実施

＜母子保健課＞
●乳幼児健康診査時の集団及び個別栄養指導(1歳7か月・3歳6か月児対象）
●来所・電話・訪問での栄養指導実施
●肥満傾向児を対象にしたポスター・リーフレットでの情報提供

●乳幼児定例健康相談栄養指導

乳幼児をもつ親子を対象とした健康教
育（乳幼児教室・地域派遣型健康講
座・子育て広場等）の実施

＜奈良県助産師会＞
●親子を対象とした相談（電話相談・出前育児相談・地域派遣型相談）の実施

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●ぱくぱくサークル　乳幼児の保護者対象の食育サークル

＜奈良市食生活改善推進員協議会＞
●幼稚園にて親子食育講話を実地

＜子ども育成課＞
●地域子育て支援拠点事業：子育て及び子育て支援に関する講習等の実施（月１回以
上）

＜健康増進課＞
●離乳食教室(ぱくぱく教室　5か月児とその保護者対象)
●子育てスポット等への出張講座(親子プチ講座)

＜奈良県助産師会＞
●親子を対象とした相談（電話相談・出前育児相談・地域派遣型相談）の実施

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●ぱくぱくサークル　乳幼児の保護者対象の食育サークル

＜奈良市食生活改善推進員協議会＞
●幼稚園にて親子食育講話を実地

＜子ども育成課＞
●地域子育て支援拠点事業：子育て及び子育て支援に関する講習等の実施（月１回以
上）

＜健康増進課＞
●離乳食教室(ぱくぱく教室　5か月児とその保護者対象)
●子育てスポット等への出張講座(親子プチ講座)

●子育てスポット等への出張講座（親子プチ講座）

＜奈良県助産師会＞
親子を対象とした地域活動（地域の助産師による育児相談・出張相談・子育てイベント）
の実施をした。

＜子ども育成課＞
●地域子育て支援拠点事業：子育て及び子育て支援に関する講習等の実施（月１回以
上）

＜健康増進課＞
●離乳食教室(ぱくぱく教室　5か月児とその保護者対象)

●育児教室すこやかキッズ1.2.3（子どもの食事と食育　1歳・3歳とその保護者を対象）

＜奈良県助産師会＞
親子を対象とした地域活動（子育てイベントや育児支援、助産師マップからの電話やメー
ルでの相談）の実施を展開する。

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●近鉄百貨店奈良店ベビーガーデンにおける栄養相談

＜子ども育成課＞
●地域子育て支援拠点事業：子育て及び子育て支援に関する講習等の実施（月１回以
上）

＜母子保健課＞
●離乳食教室(ぱくぱく教室　5か月児とその保護者対象)

●育児教室すこやかキッズ1.2.3（子どもの食事と食育　1歳・3歳とその保護者を対象）
●つどいの広場りりーべるずでのミニ講座と調理実習２回

資料１-栄養・食生活5



令和元年度
（計画・方向性）

行動目標
目標に対して
取り組むこと 具体的な取り組み（例） 平成28年度 平成29年度 平成30年度

特定保健指導の実施 ＜奈良市医師会＞
●個別・集団にて保健指導を実施

＜健康増進課＞
●特定保健指導(個別相談)の実施
●特定保健指導(集団教育)の実施

●特定保健指導の実施（個別相談）

＜奈良市医師会＞
●個別・集団にて保健指導を実施

＜健康増進課＞
●特定保健指導(個別相談)の実施
●特定保健指導(集団教育)の実施

●特定保健指導の実施（個別相談）

＜奈良市医師会＞
●個別・集団にて保健指導を実施

＜健康増進課＞
●特定保健指導(個別相談)の実施
●特定保健指導(集団教育)の実施

●特定保健指導の実施（個別相談）

＜奈良市医師会＞
●個別・集団にて保健指導を実施

＜健康増進課＞
●特定保健指導(個別相談　来所・訪問)の実施
●特定保健指導(集団教育)の実施

●特定保健指導の実施（個別相談）

＜奈良市医師会＞
●産業医として指導

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●公民館事業

＜健康増進課＞
●健康ナビ★出前講座（企業向け)

地域での調理実習の実施 ＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●JAならより依頼を受け、会員に対して年3回の調理実習を実施。バランスの良い食事
や野菜の大切さ等を伝えた。高齢ろう者協会より依頼の調理実習

＜奈良市食生活改善推進員協議会＞
●地域の公民館で生活習慣病予防の調理実習と講話を実施

＜男女共同参画課＞
●男の料理教室：奈良市在住の女性起業家を講師に招き、奈良市在住、在勤、在学の
男性を対象に簡単な料理の作り方を学んだ。

＜健康増進課＞
●食生活改善推進員と共催で調理実習を実施(テーマ：朝食、野菜、親子対象、男性対
象)

●食生活改善推進員と共催で調理実習を実施

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●JAならでの調理実習

＜奈良市食生活改善推進員協議会＞
●地域の公民館で生活習慣病予防の調理実習と講話を実施

＜男女共同参画課＞
●男の料理教室：奈良市在住の女性起業家を講師に招き、奈良市在住、在勤、在学の
男性を対象に簡単な料理の作り方を学んだ。

＜健康増進課＞
●食生活改善推進員と共催で調理実習を実施(テーマ：朝食、野菜、親子対象、男性対
象)

●食生活改善推進員と共催で調理実習を実施

＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
●地域での調理実習を実施し、手軽に摂れる朝食メニューなどの情報を積極的に提供し
た。

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●JAならでの調理実習
●ならコープ北エリア研修会

＜男女共同参画課＞
●男の料理教室：奈良市在住、在勤、在学の男性を対象に簡単な料理の作り方を学ん
だ。

●食育ボランティアラディッシュの会と共催で調理実習を実施

＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
●地域での調理実習を実施し、手軽に摂れる朝食メニューなどの情報を積極的に提供し
た。

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●JAならでの調理実習

＜男女共同参画課＞
●男の料理教室：奈良市在住、在勤、在学の男性を対象に簡単な料理の作り方を学
ぶ。（予定）

●食育ボランティアラディッシュの会と共催で調理実習を実施
●つどいの広場りりーべるずでの調理実習２回

事業所への健康講座の実施 ＜奈良市医師会＞
●産業医として指導

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●公民館事業

＜健康増進課＞
●健康ナビ★出前講座

＜奈良市医師会＞
●産業医として指導

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●公民館事業

＜健康増進課＞
●健康ナビ★出前講座

＜奈良市医師会＞
●産業医として指導

＜健康増進課＞
●健康ナビ★出前講座

健康教育（生活習慣病予防講座・地域
派遣型健康講座等）の実施

＜奈良市医師会＞
●市民健康講座・健康づくり教室の開催

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●高齢ろう者協会にて健康教育を実施

＜奈良市食生活改善推進員協議会＞
●地域の公民館で生活習慣病予防の調理実習と講話を実施

＜福祉政策課＞
●地域住民に対して、高齢期の栄養についての出前講座を8地域で実施し、317人が参
加した。

＜健康増進課＞
●生活習慣病予防を目的とした健康講座(健康NARA講座・運動習慣づくりスタート講
座・にこにこ奈良ごはん)
●20日ならウォークイベントの実施
●重症化予防として、糖尿病相談窓口の設置
●市民グループや小学校の保護者会等での健康ナビ★出前講座

＜都祁保健センター＞
●「運動習慣づくりスタート講座IN都祁」にて正しい知識の伝達（3回)実施。
●食生活改善推進員の調理実習でのミニ講座を実施

＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
●生活習慣病予防のための食生活について講座を開催した。

＜奈良市医師会＞
●市民健康講座・健康づくり教室の開催

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●高齢ろう者協会にて健康教育を実施

＜奈良市食生活改善推進員協議会＞
●地域の公民館で生活習慣病予防の調理実習と講話を実施

＜福祉政策課＞
●地域住民に対して、高齢期の栄養についての出前講座を15地域で実施し、609人が
参加した。

＜健康増進課＞
●生活習慣病予防を目的とした健康講座(健康NARA講座・運動習慣づくりスタート講
座・にこにこ奈良ごはん)
●20日ならウォークイベントの実施
●重症化予防として、糖尿病相談窓口の設置
●市民グループや小学校の保護者会等での健康ナビ★出前講座

＜都祁保健センター＞
●生活習慣病予防を目的とした健康講座（つながって元気！すっきりボディ講座）３回
●健診結果説明会（月ヶ瀬）１回
●食生活改善推進員の調理実習でのミニ講座を実施

＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
●生活習慣病予防のための食生活について講座を開催した。

＜奈良市医師会＞
●市民健康講座・健康づくり教室の開催

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●ウォーキングサマーフェスティバル食育講話

＜福祉政策課＞
●地域住民に対して、高齢期の栄養についての出前講座を8地域で実施し、214人が参
加した。

＜健康増進課＞
●生活習慣病予防を目的とした健康講座(健診結果説明会・にこにこ奈良ごはん）
●20日ならウォーク×にこにこ奈良ごはん合同イベントの実施
●重症化予防として、糖尿病相談窓口の設置
●市民グループや小学校の保護者会等での健康ナビ★出前講座

●生活習慣病予防を目的とした健康講座（つながって元気！すっきりボディ講座）３回
●食育ボランティアラディッシュの会の調理実習でのミニ講座を実施

＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
●生活習慣病予防のための食生活について講座を開催した。

＜奈良市医師会＞
●市民健康講座・健康づくり教室の開催

＜薬剤師会＞
●市民健康講座・薬の使い方教室の開催

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●「奈良市食育フェスタ2019」出展

＜福祉政策課＞
●地域住民に対して、高齢期の栄養ついての出前講座を実施する。

＜健康増進課＞
●生活習慣病予防を目的とした健康講座(健診結果説明会・にこにこ奈良ごはん）
●20日ならウォーク×にこにこ奈良ごはん合同イベントの実施
●重症化予防として、糖尿病相談窓口の設置
●市民グループや小学校の保護者会等での健康ナビ★出前講座

●生活習慣病予防を目的とした健康講座（つながって元気！すっきりボディ講座）３回
●食育ボランティアラディッシュの会の調理実習でのミニ講座を実施

＜地域教育課(生涯学習財団)＞
●生活習慣病予防のための食生活について講座を開催する。

毎
日

、
朝
食
を
と
り
ま
し
ょ
う

・1日3食を規則正しくとることの大切さについて正し
い知識を身に付ける

・手軽に摂れる朝食メニューなどの情報を提供する

・欠食せず食べる大切さを伝えるボランティアの活
動を支援する
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令和元年度
（計画・方向性）

行動目標
目標に対して
取り組むこと 具体的な取り組み（例） 平成28年度 平成29年度 平成30年度

給食施設や食堂における対象者に応じ
た栄養管理の充実

＜医療政策課＞
●特定給食施設の状況調査2回・集団指導2回（保育園・こども園・児童福祉施設、学
校）、個別指導

＜医療政策課＞
●特定給食施設の状況調査1回・集団指導2回（病院、高齢者施設、保育園・こども園・
児童福祉施設）、個別指導

＜医療政策課＞
●特定給食施設の状況調査1回・集団指導2回（病院、高齢者施設、保育園・こども園・
児童福祉施設）、個別指導

＜保健衛生課＞
●特定給食施設の状況調査・指導

正しい栄養バランスについて考えるボラ
ンティア（食生活改善推進員等）の育
成と支援

＜奈良市食生活改善推進員協議会＞
●食生活改善推進員養成講座を開催

＜医療政策課＞
●食育協働ネットワーク(43団体）を通じた情報提供及び支援（食育メールマガジン16
回・各回450件送付）

＜健康増進課＞
●研修や調理実習を通じた食生活改善推進員の育成
●食生活改善推進員の養成講座の実施(2年に1回　健康増進課)

●調理実習等を通じた食生活改善推進員への支援

＜奈良市食生活改善推進員協議会＞
●奈良市食生活改善推進員協議会スキルアップ研修会

＜医療政策課＞
●市食育つながるネット(49団体）を通じた情報提供及び支援（食育メールマガジン13
回・各回638件送付）

＜健康増進課＞
●研修や調理実習を通じた食生活改善推進員の育成

●調理実習等を通じた食生活改善推進員への支援

＜医療政策課＞
●市食育ネット(62団体）を通じた情報提供及び支援（食育メールマガジン3回・各回650
件送付）

●調理実習等を通じた食育ボランティアラディッシュの会への支援

＜奈良市薬剤師会＞
●健康食品やサプリの選び方支援

＜農政課＞
●食育グッズ貸出（10件368名）
●食育協働ネットワーク(62団体）を通じた情報提供及び支援

●調理実習等を通じた食育ボランティアラディッシュの会への支援

＜環境整備＞
外食産業やコンビニエンスストア等で栄
養バランスに配慮したメニューや栄養
情報の提供、啓発

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●ならコープ主催のイベント「食べる大切フェア」に参加し栄養情報の提供。

＜医療政策課＞
●栄養成分表示に関する相談、指導、情報提供
●飲食店での健康教育・栄養情報の提供・食育イベント実施（飲食店での食育カフェ3回
実施、大学生ボランティアが開発したレシピ7品提供）

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●ならコープ主催のイベント「食べる大切フェア」に参加し栄養情報の提供。

＜医療政策課＞
●栄養成分表示に関する相談、指導、情報提供
●飲食店での健康教育、健康・栄養情報の提供、栄養バランスに配慮したメニューの提
案（コンビニエンスストアでの野菜摂取の啓発、ヘルスチーム菜良と協働で野菜のレシピ
集作成）
●食品表示講習会の開催1回

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●ウォーキングサマーフェスティバル食育講話

＜医療政策課＞
●栄養成分表示に関する相談、指導、情報提供
●飲食店での健康教育、健康・栄養情報の提供、栄養バランスに配慮したメニューの提
案（ヘルスチーム菜良と協働で野菜のレシピ集作成）
●食品表示講習会の開催1回

●JAなら、食育ボランティアラディッシュの会との食生活と健康に関する情報交換会の開
催

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●「奈良市食育フェスタ2019」出展

＜保健衛生課＞
●栄養成分表示に関する相談、指導、情報提供
●食品表示講習会の開催

ホームページや広報誌等での知識の
普及

＜奈良市医師会＞
●ホームページにて「健康づくり豆知識」をアップし、食事や運動等に関する情報提供

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●栄養士会ホームページ

＜奈良市食生活改善推進員協議会＞
●イベント等でのパンフレット配布

＜こども園推進課＞
●園だより、給食だより、食育だよりの配布及び給食レシピの掲示

＜医療政策課＞
●食育情報だより2回発行、しみんだより、保健所発行啓発紙、市ホームページでの啓発
●食育イベントでの啓発（食育フェスタ1回、食育セミナー2回）

＜健康増進課＞
●しみんだよりやホームページ、ポスターなどでの啓発を実施

＜奈良市医師会＞
●ホームページにて「健康づくり豆知識」をアップし、食事や運動等に関する情報提供

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●栄養士会ホームページやフェィスブックにて栄養士会の取り組みの報告や知識の普及
を行う予定

＜奈良市食生活改善推進員協議会＞
●イベント等でのパンフレット配布

＜こども園推進課＞
●園だより、給食だより、食育だよりの配布及び給食レシピの掲示

＜医療政策課＞
●食育情報だより1回、しみんだより食育コラム10回、保健所発行啓発紙、市ホーム
ページでの啓発
●食育イベントでの啓発（食育フェスタ1回、食育セミナー2回、弁当の日1回、食育カフェ
2回）

＜健康増進課＞
●しみんだよりやホームページ、ポスターなどでの啓発を実施

＜奈良市医師会＞
●ホームページにて「健康づくり豆知識」をアップし、食事や運動等に関する情報提供

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●栄養士会ホームページ

＜こども園推進課＞
●園だより、給食だより、食育だよりの配布及び給食レシピの掲示

＜医療政策課＞
●しみんだより、市ホームページでの啓発（食育コラム12回）
●食関連イベントでの啓発5回

＜健康増進課＞
●しみんだよりやホームページ、ポスター、リーフレットなどでバランスの良い食事や野菜
摂取量の増加を促した啓発等を実施

＜奈良市医師会＞
●ホームページにて「健康づくり豆知識」をアップし、食事や運動等に関する情報提供

＜薬剤師会＞
●ホームページにて「薬と健康の週間」の啓発
●ホームページにて禁煙の啓発

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●栄養士会ホームページ
●しみんだより「食育コラム」記事掲載

＜保育総務課＞
●園だより、給食だより、食育だよりの配布及び給食レシピの掲示

＜農政課＞
●しみんだより、市ホームページでの啓発
●食育イベントでの啓発（食育セミナー2回、食育フェスタ1回）

＜健康増進課＞
●しみんだより、ホームページ、ポスターでバランスの良い食事や野菜摂取量の増加を促
した啓発等を実施
●商工会だよりでの啓発
●食育ネット参加団体に対してバランスの良い食事や野菜摂取量の増加を促した啓発
等を実施
●SNS（Instagram開設）

＜母子保健課＞
●ホームページ、ポスター、リーフレットなどでの啓発を実施

＜ボランティアや専門家等による支援
＞
個別栄養指導・相談の実施

＜奈良市医師会＞
●保健師や栄養士による個別特定保健指導の実施

＜奈良県助産師会＞
●子育て女性健康支援センターにて電話相談の実施

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●ならコープ主催のイベント「食べる大切フェア」にて、個別栄養指導を実施。

＜こども園推進課＞
●管理栄養士等の専門家を講師に招き、講演会を実施（一部園のみ）

＜医療政策課＞
●電話・来所による一般・専門的栄養指導

＜健康増進課＞
●電話・来所・訪問による一般・専門的栄養指導

●定例健康相談栄養指導

＜奈良市医師会＞
●保健師や栄養士による個別特定保健指導の実施

＜奈良県助産師会＞
●子育て女性健康支援センターにて電話相談の実施

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●ならコープ主催のイベント「食べる大切フェア」にて、個別栄養指導を実施。

＜こども園推進課＞
●管理栄養士等の専門家を講師に招き、講演会を実施（一部園のみ）

＜医療政策課＞
●電話・来所による一般・専門的栄養指導

＜健康増進課＞
●電話・来所・訪問による一般・専門的栄養指導

●定例健康相談栄養指導

＜奈良市医師会＞
●保健師や栄養士による個別特定保健指導の実施

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●ウォーキングサマーフェスティバル食育講話

＜こども園推進課＞
●管理栄養士等の専門家を講師に招き、講演会を実施（一部園のみ）

＜医療政策課＞
●食育グッズ貸出（10件368名）
●食育協働ネットワーク(62団体）を通じた情報提供及び支援（食育メールマガジン3回・
各回650件送付）
●電話・来所による一般・専門的栄養指導

＜健康増進課＞
●電話・来所・訪問による一般・専門的栄養指導

●定例健康相談栄養指導

＜奈良市医師会＞
●保健師や栄養士による個別特定保健指導の実施

＜奈良県助産師会＞
HPの助産師マップの地域助産師による電話・メール相談を実施する。

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●「奈良市食育フェスタ2019」出展

＜保育総務課＞
●管理栄養士等の専門家を講師に招き、講演会を実施（一部園のみ）

＜農政課＞
●食育グッズ貸出
●食育協働ネットワーク(62団体）を通じた情報提供及び支援

＜保健衛生課＞
●電話・来所による一般・専門的栄養指導

＜健康増進課＞
●電話・来所・訪問による一般・専門的栄養指導

●定例健康相談栄養指導

毎
日

、
朝
食
を
と
り
ま
し
ょ
う

・1日3食を規則正しくとることの大切さについて正し
い知識を身に付ける

・手軽に摂れる朝食メニューなどの情報を提供する

・欠食せず食べる大切さを伝えるボランティアの活
動を支援する
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令和元年度
（計画・方向性）

行動目標
目標に対して
取り組むこと 具体的な取り組み（例） 平成28年度 平成29年度 平成30年度

野
菜
を
１
日
３
５
０
ｇ
以
上
と
り
ま
し
ょ
う

(

年
代
に
合

っ
た
野
菜
の
必
要
量
を
摂
り
ま
し
ょ
う

)

・野菜料理を1日にあと1皿追加する

・身近な場所で生活習慣病予防のための食生活に
ついて考える機会を増やす

・野菜料理を1日にあと1皿追加する実践方法を伝
えるボランティアの活動を支援する

＜正しい知識の普及＞
妊娠期の健康教育（母親教室・両親教
室等）の実施

＜奈良市医師会＞
●診察時の指導、教室の実施

＜奈良県助産師会＞
●母親教室・両親教室等で正しい栄養について情報提供

＜健康増進課＞
●妊婦対象に減塩やバランスの良い食事についての健康講座を実施
●来所・電話・訪問での栄養指導実施

＜奈良市医師会＞
●診察時の指導、教室の実施

＜奈良県助産師会＞
●母親教室・両親教室等で正しい栄養について情報提供

＜健康増進課＞
●妊婦対象に減塩やバランスの良い食事についての健康講座を実施
●来所・電話・訪問での栄養指導実施

＜奈良市医師会＞
●診察時の指導、教室の実施

＜奈良県助産師会＞
●母親教室・両親教室等で正しい栄養について情報提供

＜健康増進課＞
●妊婦対象に減塩やバランスの良い食事についての健康講座を実施
●妊娠期の食生活についてのリーフレット配布、掲示
●来所・電話・訪問での栄養指導実施

保育園・幼稚園・学校等での食育の充
実

＜奈良市食生活改善推進員協議会＞
●幼稚園にて親子食育講話

＜こども園推進課＞
●給食の提供
●絵本等による学び
●菜園活動
●クッキング活動
●3色食品群の分類を掲示

＜医療政策課＞
●食育グッズ貸出(8件380名）
●市食育つながるネット(43団体）を通じた情報提供及び支援（食育メールマガジン17
回・各回450件送付）

＜健康増進課＞
●奈良市食生活改善推進員による出張食育講話活動の支援

＜小学校＞
●菜園活動の実施
●学習指導要領に基づき、保健体育等において栄養に関する授業を行なっている

＜中学校・高校＞
●学習指導要領に基づき、保健体育等において栄養に関する授業を行なっている

＜奈良市食生活改善推進員協議会＞
●幼稚園にて親子食育講話

＜こども園推進課＞
●給食の提供
●絵本等による学び
●菜園活動
●クッキング活動
●3色食品群の分類を掲示

＜医療政策課＞
●食育グッズ貸出（2件124名）
●市食育つながるネット(49団体）を通じた情報提供及び支援（食育メールマガジン13
回・各回638件送付）

＜健康増進課＞
●奈良市食生活改善推進員による出張食育講話活動の支援
●健康ナビ★出前講座　（保護者向け）

＜小学校＞
●菜園活動の実施
●学習指導要領に基づき、保健体育等において栄養に関する授業を行なっている

＜中学校・高校＞
●学習指導要領に基づき、保健体育等において栄養に関する授業を行なっている

＜こども園推進課＞
●給食の提供
●絵本等による学び
●菜園活動
●クッキング活動
●3色食品群の分類を掲示

＜医療政策課＞
●食育グッズ貸出（10件368名）
●市食育ネット(62団体）を通じた情報提供及び支援（食育メールマガジン3回・各回650
件送付）

＜健康増進課＞
●健康ナビ★出前講座　（保護者向け）

＜小学校＞
●菜園活動の実施
●学習指導要領に基づき、保健体育等において栄養に関する授業を行なっている

＜中学校・高校＞
●学習指導要領に基づき、保健体育等において栄養に関する授業を行なっている

＜保育総務課＞
●給食の提供
●絵本等による学び
●菜園活動
●クッキング活動
●3色食品群の分類を掲示

＜農政課＞
●食育グッズ貸出
●市食育ネット(62団体）を通じた情報提供及び支援

＜健康増進課＞
●健康ナビ★出前講座　（保護者向け）

＜小学校＞
●菜園活動の実施
●学習指導要領に基づき、保健体育等において栄養に関する授業を行なっている

＜中学校・高校＞
●学習指導要領に基づき、保健体育等において栄養に関する授業を行なっている

＜奈良市医師会＞
●診察時の指導、教室の実施

＜奈良県助産師会＞
●母親教室・両親教室等で正しい栄養について情報提供

＜母子保健課＞
●妊婦対象に減塩やバランスの良い食事についての健康講座を実施
●妊娠期の食生活についてのリーフレット配布、掲示
●来所・電話・訪問での栄養指導実施

乳幼児健康診査時栄養指導の実施 ＜奈良市医師会＞
●４か月児健診、１０か月児健診、１歳７か月児健診、３歳６か月児健診

＜奈良県助産師会＞
●母子訪問時栄養指導実施

＜健康増進課＞
●乳幼児健康診査時の集団及び個別栄養指導(1歳7か月・3歳6か月児対象)
●来所・電話・訪問での栄養指導実施

●乳幼児定例健康相談栄養指導

＜奈良市医師会＞
●４か月児健診、１０か月児健診、１歳７か月児健診、３歳６か月児健診

＜奈良県助産師会＞
●母子訪問時栄養指導実施

＜健康増進課＞
●乳幼児健康診査時の集団及び個別栄養指導(1歳7か月・3歳6か月児対象)
●来所・電話・訪問での栄養指導実施

●乳幼児定例健康相談栄養指導

＜奈良市医師会＞
●４か月児健診、１０か月児健診、１歳７か月児健診、３歳６か月児健診

＜奈良県助産師会＞
●母子訪問時栄養指導実施

＜健康増進課＞
●乳幼児健康診査時の集団及び個別栄養指導(1歳7か月・3歳6か月児対象)
●来所・電話・訪問での栄養指導実施

●乳幼児定例健康相談栄養指導

＜奈良市医師会＞
●４か月児健診、１０か月児健診、１歳７か月児健診、３歳６か月児健診

＜奈良県助産師会＞
●母子訪問時栄養指導実施

＜母子保健課＞
●乳幼児健康診査時の集団及び個別栄養指導(1歳7か月・3歳6か月児対象)
●来所・電話・訪問での栄養指導実施
●肥満傾向児を対象にしたポスター・リーフレットでの情報提供

●乳幼児定例健康相談栄養指導

乳幼児をもつ親子を対象とした健康教
育（乳幼児教室・地域派遣型健康講
座・子育て広場等）の実施

＜奈良県助産師会＞
●親子を対象とした相談（電話相談・出前育児相談・地域派遣型相談）の実施

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●ぱくぱくサークル　乳幼児の保護者対象の食育サークル(栄養士会）

＜奈良市食生活改善推進員協議会＞
●幼稚園にて親子食育講話を実施

＜子ども育成課＞
●地域子育て支援拠点事業：子育て及び子育て支援に関する講習等の実施（月１回以
上）

＜健康増進課＞
●離乳食教室(ぱくぱく教室　5か月児とその保護者対象)
●子育てスポット等への出張講座(親子プチ講座)

＜奈良県助産師会＞
●親子を対象とした相談（電話相談・出前育児相談・地域派遣型相談）の実施

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●ぱくぱくサークル　乳幼児の保護者対象の食育サークル(栄養士会)

＜奈良市食生活改善推進員協議会＞
●幼稚園にて親子食育講話を実施

＜子ども育成課＞
●地域子育て支援拠点事業：子育て及び子育て支援に関する講習等の実施（月１回以
上）

＜健康増進課＞
●離乳食教室(ぱくぱく教室　5か月児とその保護者対象)
●子育てスポット等への出張講座(親子プチ講座)

＜都祁保健センター＞
●子育てスポット等への出張講座(親子プチ講座）

＜奈良県助産師会＞
●親子を対象とした相談やイベントでの（地域派遣型相談、企業とコラボしたイベント開催
による相談）実施

＜子ども育成課＞
●地域子育て支援拠点事業：子育て及び子育て支援に関する講習等の実施（月１回以
上）

＜健康増進課＞
●離乳食教室(ぱくぱく教室　5か月児とその保護者対象)

●育児教室すこやかキッズ1.2.3（子どもの食事と食育　1歳・3歳とその保護者を対象）

＜奈良県助産師会＞
●親子を対象とした相談やイベントでの（地域派遣型相談、企業とコラボしたイベント開催
による相談）実施

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●近鉄百貨店奈良店ベビーガーデンにおける栄養相談

＜子ども育成課＞
●地域子育て支援拠点事業：子育て及び子育て支援に関する講習等の実施（月１回以
上）

＜母子保健課＞
●離乳食教室(ぱくぱく教室　5か月児とその保護者対象)

●育児教室すこやかキッズ1.2.3（子どもの食事と食育　1歳・3歳とその保護者を対象）
●つどいの広場りりーべるずでのミニ講座と調理実習２回
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令和元年度
（計画・方向性）

行動目標
目標に対して
取り組むこと 具体的な取り組み（例） 平成28年度 平成29年度 平成30年度

野
菜
を
１
日
３
５
０
ｇ
以
上
と
り
ま
し
ょ
う

(

年
代
に
合

っ
た
野
菜
の
必
要
量
を
摂
り
ま
し
ょ
う

)

・野菜料理を1日にあと1皿追加する

・身近な場所で生活習慣病予防のための食生活に
ついて考える機会を増やす

・野菜料理を1日にあと1皿追加する実践方法を伝
えるボランティアの活動を支援する

＜奈良市医師会＞
●産業医として指導

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●公民館事業

＜健康増進課＞
●健康ナビ★出前講座（企業向け）

地域での調理実習の実施 ＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●JAならでの調理実習

＜奈良市食生活改善推進員協議会＞
●公民館で調理実習

＜男女共同参画課＞
●男の料理教室：奈良市在住の女性起業家を講師に招き、奈良市在住、在勤、在学の
男性を対象に簡単な料理の作り方を学んだ。

＜健康増進課＞
●食生活改善推進員と共催で調理実習を実施(テーマ：朝食、野菜、親子対象、男性対
象)

●食生活改善推進員と共催で調理実習を実施

＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
●成人対象「からだにやさしいお料理教室」、親子対象「親子料理教室」、子ども対象「夏
休みからはじめよう！～採って食べよう旬野菜～」、女性対象「夏野菜料理～トマトのそう
めんパスタ講座～」など、多様な対象者に向けて、7事業を実施した。。

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●JAならでの調理実習

＜奈良市食生活改善推進員協議会＞
●公民館で調理実習

＜男女共同参画課＞
●男の料理教室：奈良市在住の女性起業家を講師に招き、奈良市在住、在勤、在学の
男性を対象に簡単な料理の作り方を学んだ。

＜健康増進課＞
●食生活改善推進員と共催で調理実習を実施(テーマ：朝食、野菜、親子対象、男性対
象)

●食生活改善推進員と共催で調理実習を実施

＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
●親子対象「春の親子キッチン」、子ども対象「旬の夏野菜をおいしく学ぼう」、女性対象
「女性のための野菜おつまみ」など、7事業を実施した。

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●JAならでの調理実習
●ならコープ北エリア研修会

＜男女共同参画課＞
●男の料理教室：奈良市在住、在勤、在学の男性を対象に簡単な料理の作り方を学ん
だ。

●食育ボランティアラディッシュの会と共催で調理実習を実施

＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
●成人対象「旬の料理」、子ども対象「旬の夏野菜を美味しく学ぼう」、女性対象「季節の
野菜料理」など、5事業を実施した。

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●JAならでの調理実習

＜男女共同参画課＞
●男の料理教室：奈良市在住、在勤、在学の男性を対象に簡単な料理の作り方を学
ぶ。（予定）

●食育ボランティアラディッシュの会と共催で調理実習を実施
●つどいの広場りりーべるずでの調理実習２回

＜地域教育課(生涯学習財団)＞
●今後も、地域での調理実習を実施し、野菜料理を1日にあと1皿追加できるよう積極的
に情報提供していきたい。

＜奈良市医師会＞
●市民健康講座・健康づくり教室の開催

＜薬剤師会＞
●市民健康講座・薬の使い方教室の開催

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●「奈良市食育フェスタ2019」出展

＜福祉政策課＞
●地域住民に対して、高齢期の栄養ついての出前講座を実施する。

＜健康増進課＞
●生活習慣病予防を目的とした健康講座(健診結果説明会・にこにこ奈良ごはん）
●20日ならウォーク×にこにこ奈良ごはん合同イベントの実施
●重症化予防として、糖尿病相談窓口の設置
●市民グループや小学校の保護者会等での健康ナビ★出前講座

＜都祁保健センター＞
●生活習慣病予防を目的とした健康講座（つながって元気！すっきりボディ講座）３回
●食育ボランティアラディッシュの会の調理実習でのミニ講座を実施
●つどいの広場りりーべるずでのミニ講座と調理実習２回
●商工会婦人部への出前講座（健康ナビ★出前講座）

特定保健指導の実施 ＜奈良市医師会＞
●個別・集団にて保健指導を実施

＜健康増進課＞
●特定保健指導(個別相談)の実施
●特定保健指導(集団教育)の実施

●特定保健指導の実施（個別相談）

＜奈良市医師会＞
●個別・集団にて保健指導を実施

＜健康増進課＞
●特定保健指導(個別相談)の実施
●特定保健指導(集団教育)の実施

●特定保健指導の実施（個別相談）

＜奈良市医師会＞
●個別・集団にて保健指導を実施

＜健康増進課＞
●特定保健指導(個別相談)の実施
●特定保健指導(集団教育)の実施

●特定保健指導の実施（個別相談）

＜奈良市医師会＞
●個別・集団にて保健指導を実施

＜健康増進課＞
●特定保健指導(個別相談　来所・訪問)の実施
●特定保健指導(集団教育)の実施

●特定保健指導の実施（個別相談）

＜正しい知識の普及＞
健康教育（生活習慣病予防講座・地域
派遣型健康講座等）の実施

＜奈良市医師会＞
●市民健康講座・健康づくり教室の開催

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●高齢ろう者協会にて健康教育を実施

＜奈良市食生活改善推進員協議会＞
●地域の公民館で生活習慣病予防の調理実習と講話を実施

＜奈良市運動習慣づくり推進員協議会＞
●給水タイム時に野菜を多く、食事は最初に野菜からを伝える。

＜福祉政策課＞
●地域住民に対して、高齢期の栄養についての出前講座を8地域で実施し、317人が参
加した

＜健康増進課＞
●生活習慣病予防を目的とした健康講座(健康NARA講座・運動習慣づくりスタート講
座・にこにこ奈良ごはん)
●20日ならウォークイベントの実施
●重症化予防として、糖尿病相談窓口の設置
●市民グループや小学校の保護者会等での健康ナビ★出前講座

＜都祁保健センター＞
●「運動づくりスタート講座IN都祁」にて正しい知識の伝達（3回)実施。
●食生活改善推進員の調理実習でのミニ講座を実施

＜奈良市医師会＞
●市民健康講座・健康づくり教室の開催

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●高齢ろう者協会にて健康教育を実施

＜奈良市食生活改善推進員協議会＞
●地域の公民館で生活習慣病予防の調理実習と講話を実施

＜奈良市運動習慣づくり推進員協議会＞
●給水タイム時に野菜を多く、食事は最初に野菜からを伝える。

＜福祉政策課＞
●地域住民に対して、高齢期の栄養についての出前講座を15地域で実施し、609人が
参加した。

＜健康増進課＞
●生活習慣病予防を目的とした健康講座(健康NARA講座・運動習慣づくりスタート講
座・にこにこ奈良ごはん)
●20日ならウォークイベントの実施
●重症化予防として、糖尿病相談窓口の設置
●市民グループや小学校の保護者会等での健康ナビ★出前講座

＜都祁保健センター＞
●生活習慣病予防を目的とした健康講座（つながって元気！すっきりボディ講座）３回
●健診結果説明会（月ヶ瀬）１回
●食生活改善推進員の調理実習でのミニ講座を実施

＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
●生活習慣病予防のための食生活について講座を開催した。

＜奈良市医師会＞
●市民健康講座・健康づくり教室の開催

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●ウォーキングサマーフェスティバル食育講話

＜福祉政策課＞
●地域住民に対して、高齢期の栄養についての出前講座を15地域で実施し、609人が
参加した。

＜健康増進課＞
●生活習慣病予防を目的とした健康講座(健診結果説明会・にこにこ奈良ごはん）
●20日ならウォーク×にこにこ奈良ごはん合同イベントの実施
●重症化予防として、糖尿病相談窓口の設置
●市民グループや小学校の保護者会等での健康ナビ★出前講座

＜都祁保健センター＞
●生活習慣病予防を目的とした健康講座（つながって元気！すっきりボディ講座）３回
●食育ボランティアラディッシュの会の調理実習でのミニ講座を実施

＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
●生活習慣病予防のための食生活について講座を開催した。

事業所への健康講座の実施 ＜奈良市医師会＞
●産業医として指導

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●公民館事業

＜健康増進課＞
●健康ナビ★出前講座

＜奈良市医師会＞
●産業医として指導

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●公民館事業

＜健康増進課＞
●健康ナビ★出前講座

＜奈良市医師会＞
●産業医として指導

＜健康増進課＞
●健康ナビ★出前講座

資料１-栄養・食生活9



令和元年度
（計画・方向性）

行動目標
目標に対して
取り組むこと 具体的な取り組み（例） 平成28年度 平成29年度 平成30年度

野菜の好き嫌いをなくす授業等の実施 ＜小学校・保健給食課＞
●小学2年生に対して野菜の嗜好調査を行い、好き嫌いや非認識の野菜などについて現
状を調べ、「やさいとなかよし」などの授業に生かす

＜小学校・保健給食課＞
●小学2年生に対して野菜の嗜好調査を行い、好き嫌いや非認識の野菜などについて現
状を調べ、「やさいとなかよし」などの授業に生かす

＜小学校・保健給食課＞
●小学2年生に対して野菜の嗜好調査を行い、好き嫌いや非認識の野菜などについて現
状を調べ、「やさいとなかよし」などの授業に生かす

＜健康増進課＞
●食育だより、学校給食献立表での健康づくり啓発（健康増進普及月間、食生活改善普
及運動）

＜小学校・保健給食課＞
●小学2年生に対して野菜の嗜好調査を行い、好き嫌いや非認識の野菜などについて現
状を調べ、「やさいとなかよし」などの授業に生かす

＜健康増進課＞
●食育だよりでの健康づくり啓発（健康増進普及月間、食生活改善普及運動）

正しい栄養バランスについて考えるボラ
ンティア（食生活改善推進員等）の育
成と支援

＜奈良市食生活改善推進員協議会＞
●食生活改善推進員養成講座を開催

＜医療政策課＞
●食育協働ネットワーク(43団体）を通じた情報提供及び支援（食育メールマガジン16
回・各回450件送付

＜健康増進課＞
●研修や調理実習を通じた食生活改善推進員の育成
●食生活改善推進員の養成講座の実施(2年に1回)

●調理実習等を通じた食生活改善推進員への支援

＜奈良市食生活改善推進員協議会＞
●奈良市食生活改善推進員協議会スキルアップ研修会

＜医療政策課＞
●市食育つながるネット(49団体）を通じた情報提供及び支援（食育メールマガジン13
回・各回638件送付）

＜健康増進課＞
●研修や調理実習を通じた食生活改善推進員の育成

●調理実習等を通じた食生活改善推進員への支援

＜医療政策課＞
●市食育ネット(62団体）を通じた情報提供及び支援（食育メールマガジン3回・各回650
件送付）

●調理実習等を通じた食育ボランティアラディッシュの会への支援

＜奈良市薬剤師会＞
●健康食品やサプリの選び方支援

＜農政課＞
●食育協働ネットワーク(62団体）を通じた情報提供及び支援

●調理実習等を通じた食育ボランティアラディッシュの会への支援
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・野菜料理を1日にあと1皿追加する

・身近な場所で生活習慣病予防のための食生活に
ついて考える機会を増やす

・野菜料理を1日にあと1皿追加する実践方法を伝
えるボランティアの活動を支援する

＜奈良市医師会＞
●ホームページにて「健康づくり豆知識」をアップし、食事や運動等に関する情報提供。

＜奈良市薬剤師会＞
●ホームページにて「薬と健康の週間」の啓発
●ホームページにて禁煙の啓発

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●栄養士会ホームページ
●しみんだより「食育コラム」記事掲載

＜保育総務課＞
●園だより、給食だより、食育だよりの配布及び給食レシピの掲示

＜農政課＞
●しみんだより、市ホームページでの啓発（食育コラム12回）
●食育イベントでの啓発（食育セミナー２回、食育フェスタ1回）

＜健康増進課＞
●しみんだより、ホームページ、ポスターでバランスの良い食事や野菜摂取量の増加を促
した啓発等を実施
●商工会だよりでの啓発
●食育ネット参加団体に対してバランスの良い食事や野菜摂取量の増加を促した啓発
等を実施
●SNS（Instagram開設）

＜母子保健課＞
●ホームページ、ポスター、リーフレットなどでの啓発を実施

＜ボランティアや専門家等による支援
＞
個別栄養指導・相談の実施

＜奈良市医師会＞
●保健師や栄養士による個別特定保健指導の実施

＜奈良県助産師会＞
●子育て女性健康支援センターにて電話相談の実施

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●ならコープ主催のイベント「食べる大切フェア」にて、個別栄養指導を実施。

＜こども園推進課＞
●管理栄養士等の専門家を講師に招き、講演会を実施（一部園のみ）

＜医療政策課＞
●電話・来所による一般・専門的栄養指導

＜健康増進課＞
●電話・来所・訪問による一般・専門的栄養指導

●定例健康相談栄養指導

＜奈良市医師会＞
●保健師や栄養士による個別特定保健指導の実施

＜奈良県助産師会＞
●子育て女性健康支援センターにて電話相談の実施

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●ならコープ主催のイベント「食べる大切フェア」にて、個別栄養指導を実施。

＜こども園推進課＞
●管理栄養士等の専門家を講師に招き、講演会を実施（一部園のみ）

＜医療政策課＞
●電話・来所による一般・専門的栄養指導

＜健康増進課＞
●電話・来所・訪問による一般・専門的栄養指導

●定例健康相談栄養指導

＜奈良市医師会＞
●保健師や栄養士による個別特定保健指導の実施

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●ウォーキングサマーフェスティバル食育講話

＜こども園推進課＞
●管理栄養士等の専門家を講師に招き、講演会を実施（一部園のみ）

＜医療政策課＞
●食育グッズ貸出（10件368名）
●食育協働ネットワーク(62団体）を通じた情報提供及び支援（食育メールマガジン3回・
各回650件送付）
●電話・来所による一般・専門的栄養指導

＜健康増進課＞
●電話・来所・訪問による一般・専門的栄養指導

●定例健康相談栄養指導

＜奈良市医師会＞
●保健師や栄養士による個別特定保健指導の実施

＜奈良県助産師会＞
●HPの助産師マップの地域助産師による電話・メール相談を実施する。

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●「奈良市食育フェスタ2019」出展

＜保育総務課＞
●管理栄養士等の専門家を講師に招き、講演会を実施（一部園のみ）

＜農政課＞
●食育グッズ貸出
●食育協働ネットワーク(62団体）を通じた情報提供及び支援

＜保健衛生課＞
●電話・来所による一般・専門的栄養指導

＜健康増進課＞
●電話・来所・訪問による一般・専門的栄養指導

●定例健康相談栄養指導

ホームページや広報誌等での知識の
普及

＜奈良市医師会＞
●ホームページにて「健康づくり豆知識」をアップし、食事や運動等に関する情報提供。

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●栄養士会ホームページ

＜奈良市食生活改善推進員協議会＞
●イベント等でのパンフレット配布

＜こども園推進課＞
●園だより、給食だより、食育だよりの配布及び給食レシピの掲示

＜医療政策課＞
●食育情報だより2回発行、しみんだより、保健所発行啓発紙、市ホームページでの啓発
●食育イベントでの啓発（食育フェスタ1回、食育セミナー2回）

＜健康増進課＞
●しみんだよりやホームページ、ポスターでバランスの良い食事や野菜摂取量の増加を
促した啓発等を実施

＜奈良市医師会＞
●ホームページにて「健康づくり豆知識」をアップし、食事や運動等に関する情報提供。

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●栄養士会ホームページやフェィスブックにて栄養士会の取り組みの報告や知識の普及

＜奈良市食生活改善推進員協議会＞
●イベント等でのパンフレット配布

＜こども園推進課＞
●園だより、給食だより、食育だよりの配布及び給食レシピの掲示

＜医療政策課＞
●食育情報だより1回、しみんだより食育コラム10回、保健所発行啓発紙、市ホーム
ページでの啓発
●食育イベントでの啓発（食育フェスタ1回、食育セミナー2回、弁当の日1回、食育カフェ
2回）

＜健康増進課＞
●しみんだよりやホームページ、ポスターでバランスの良い食事や野菜摂取量の増加を
促した啓発等を実施

＜奈良市医師会＞
●ホームページにて「健康づくり豆知識」をアップし、食事や運動等に関する情報提供。

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●栄養士会ホームページ

＜こども園推進課＞
●園だより、給食だより、食育だよりの配布及び給食レシピの掲示

＜医療政策課＞
●しみんだより、市ホームページでの啓発（食育コラム12回）
●食関連イベントでの啓発5回

＜健康増進課＞
●しみんだよりやホームページ、ポスターでバランスの良い食事や野菜摂取量の増加を
促した啓発等を実施

資料１-栄養・食生活10



令和元年度
（計画・方向性）

行動目標
目標に対して
取り組むこと 具体的な取り組み（例） 平成28年度 平成29年度 平成30年度

学校給食を通じた指導 ＜保健給食課＞
●家庭配布献立表を活用した給食だより記事で学校給食を食べる全家庭に野菜摂取に
ついて啓発する
●学校給食親子料理教室で小学生親子対象に学校給食献立の調理実習を通じて野菜
摂取の工夫などについて啓発
●給食指導資料・食べ物紹介資料・放送資料を活用しての給食指導で、毎日の給食を
教材として野菜摂取について指導

＜小中学校＞
●給食指導資料・食べ物紹介資料・放送資料を活用しての給食指導で、毎日の給食を
教材として野菜摂取について指導

＜保健給食課＞
●家庭配布献立表を活用した給食だより記事で学校給食を食べる全家庭に野菜摂取に
ついて啓発する
●学校給食親子料理教室で小学生親子対象に学校給食献立の調理実習を通じて野菜
摂取の工夫などについて啓発
●給食指導資料・食べ物紹介資料・放送資料を活用しての給食指導で、毎日の給食を
教材として野菜摂取について指導

＜小中学校＞
●給食指導資料・食べ物紹介資料・放送資料を活用しての給食指導で、毎日の給食を
教材として野菜摂取について指導

＜保健給食課＞
●家庭配布献立表を通じ、児童・生徒及び家庭に対し、望ましい子どもの食生活につい
て啓発し、奈良県産の野菜の活用状況や給食献立のレシピについて情報提供を行う
●小学生親子を対象に「野菜の力　大発見」として旬の野菜を用いて講義と調理実習を
実施した。
●児童・生徒に対し、給食指導資料・食べ物紹介資料・放送資料を通じて、給食に使用
している旬の野菜や栄養について指導を実施

＜小中学校＞
●給食指導資料・食べ物紹介資料・放送資料を活用しての給食指導で、毎日の給食を
教材として野菜摂取について指導

＜保健給食課＞
●令和元年度の「食育の日」のテーマを「野菜を食べよう」とし、野菜がたくさん食べられ
る献立を提供し、一食に必要な野菜の摂取量について啓発する
●家庭配布献立表を通じ、児童・生徒及び家庭に対し、望ましい子どもの食生活につい
て啓発し、奈良県産の野菜の活用状況や給食献立のレシピについて情報提供を行う
●児童・生徒に対し、給食指導資料・食べ物紹介資料・放送資料を通じて、給食に使用
している旬の野菜や栄養について指導を実施

＜小中学校＞
●給食指導資料・食べ物紹介資料・放送資料を活用しての給食指導で、毎日の給食を
教材として野菜摂取について指導

＜保健衛生課＞
●栄養成分表示に関する相談、指導、情報提供
●食品表示講習会の開催

給食施設や食堂における対象者に応じ
た栄養管理の充実

＜こども園推進課＞
●菜園活動で収穫された野菜を園内で展示
●園だより、給食だより、食育だよりの配布及び給食レシピの掲示

＜医療政策課＞
●特定給食施設の状況調査2回・集団指導3回（病院、高齢者福祉施設、児童福祉施
設、学校、事業所）、個別指導

＜こども園推進課＞
●菜園活動で収穫された野菜を園内で展示
●園だより、給食だより、食育だよりの配布及び給食レシピの掲示

＜医療政策課＞
●特定給食施設の状況調査1回・集団指導2回（病院、高齢者福祉施設、児童福祉施
設、学校、事業所）、個別指導

＜こども園推進課＞
●菜園活動で収穫された野菜を園内で展示
●園だより、給食だより、食育だよりの配布及び給食レシピの掲示

＜医療政策課＞
●特定給食施設の状況調査1回・集団指導2回（病院、高齢者福祉施設、児童福祉施
設、学校、事業所）、個別指導

＜保育総務課＞
●菜園活動で収穫された野菜を園内で展示
●園だより、給食だより、食育だよりの配布及び給食レシピの掲示

＜保健衛生課＞
●特定給食施設の状況調査・指導

＜環境整備＞
外食産業やコンビニエンスストア等で栄
養バランスに配慮したメニューや栄養
情報の提供、啓発

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●ならコープ主催のイベント「食べる大切フェア」に参加し栄養情報の提供。

＜医療政策課＞
●栄養成分表示に関する相談、指導、情報提供
●飲食店での健康教育・栄養情報の提供・食育イベント実施（飲食店での食育カフェ3回
実施、大学生ボランティアが開発したレシピ7品提供）

＜奈良県栄養士会奈良市支部＞
●ならコープ主催のイベント「食べる大切フェア」に参加し栄養情報の提供。

＜医療政策課＞
●栄養成分表示に関する相談、指導、情報提供
●飲食店での健康教育、健康・栄養情報の提供、栄養バランスに配慮したメニューの提
案（コンビニエンスストアでの野菜摂取の啓発、ヘルスチーム菜良と協働で野菜のレシピ
集作成）
●食品表示講習会の開催1回

＜医療政策課＞
●栄養成分表示に関する相談、指導、情報提供
●飲食店での健康教育、健康・栄養情報の提供、栄養バランスに配慮したメニューの提
案（ヘルスチーム菜良と協働で野菜のレシピ集作成）
●食品表示講習会の開催1回

●JAなら、食育ボランティアラディッシュの会との食生活と健康に関する情報交換会の開
催

野
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)

・野菜料理を1日にあと1皿追加する

・身近な場所で生活習慣病予防のための食生活に
ついて考える機会を増やす

・野菜料理を1日にあと1皿追加する実践方法を伝
えるボランティアの活動を支援する
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＜奈良市医師会＞
●学校医としての助言

＜学校教育課＞
●「部活動外部指導者派遣事業」及び「部活動外部顧問派遣事業」：中学校・高等学校
の部活動への外部指導者の派遣に加え、単独での指導・引率を可能とする外部顧問を
派遣する。

＜中学校＞
●学習指導要領に基づき、学校や地域の実態等を考慮しつつ生徒の興味・関心を踏ま
えて計画実施している。

＜奈良市医師会＞
●学校医としての助言

＜学校教育課＞
●「部活動外部指導者派遣事業」及び「部活動外部顧問派遣事業」：中学校・高等学校
の部活動への外部指導者の派遣に加え、単独での指導・引率を可能とする外部顧問を
派遣した。

＜中学校＞
●学習指導要領に基づき、学校や地域の実態等を考慮しつつ生徒の興味・関心を踏ま
えて計画実施している。

＜奈良市医師会＞
●学校医としての助言

＜学校教育課＞
●「部活動指導員派遣事業」：中学校・高等学校の部活動へ、単独での指導・引率を可
能とする部活動指導員を派遣する。

＜中学校＞
●学習指導要領に基づき、学校や地域の実態等を考慮しつつ生徒の興味・関心を踏ま
えて計画実施している。

＜スポーツ振興課＞
●スポーツ少年団団員を対象に体力の向上、社会性豊かな人間形成を目的に各種競
技大会、野外活動、体力づくり、スキー教室を実施

＜地域教育課＞
●放課後子ども教室において、ダンス、テニス、ソフトボール、軽スポーツ、外遊びなど
様々な運動を行う機会を提供

＜奈良市医師会＞
●市民健康講座・健康づくり教室の開催

＜スポーツ振興課＞
●スポーツ少年団団員を対象に体力の向上、社会性豊かな人間形成を目的に各種競
技大会、野外活動、体力づくり、スキー教室を実施

＜地域教育課＞
●放課後子ども教室において、ダンス、テニス、ソフトボール、軽スポーツ、外遊びなど
様々な運動を行う機会を提供

＜奈良市医師会＞
●市民健康講座・健康づくり教室の開催

＜スポーツ振興課＞
●スポーツ少年団団員を対象に体力の向上、社会性豊かな人間形成を目的に各種競
技大会、野外活動、体力づくり、スキー教室を実施予定

＜地域教育課＞
●今後も、放課後子ども教室において、ダンス、テニス、ソフトボール、軽スポーツ、外遊
びなど様々な運動を行う機会の提供に努める。

＜環境整備＞
子育てサロン・園庭解放等、あそべる場
の確保

＜こども園推進課＞
●園庭開放、未就園児保育

＜子ども育成課＞
●地域子育て支援拠点事業：子育て及び子育て支援に関する講習等の実施（月１回以
上）

＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
●毎月1回開催の「おひざのうえで」等のサロンや、年に2回開催の「子育てひろば IN 南
部」等のイベントの他、子育て講座「にこにこ親子体操」など、14事業を実施した。

＜こども園推進課＞
●園庭開放、未就園児保育

＜子ども育成課＞
●地域子育て支援拠点事業：子育て及び子育て支援に関する講習等の実施（月１回以
上）

＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
●毎月1回開催の「おひざのうえで」等のサロンや、「ママと赤ちゃん☆ホッとふれあいタイ
ム」などの親子のスキンシップ講座など、16事業を実施した。

＜こども園推進課＞
●園庭開放、未就園児保育

＜子ども育成課＞
●地域子育て支援拠点事業：子育て及び子育て支援に関する講習等の実施（月１回以
上）

＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
●毎月1回開催の「おひざのうえで」等のサロンや、「たのしい絵本の時間」などの親子のス
キンシップがとれる講座など、15事業を実施した。

＜保育総務課＞
●園庭開放、未就園児保育

＜子ども育成課＞
●地域子育て支援拠点事業：子育て及び子育て支援に関する講習等の実施（月１回以
上）

＜地域教育課(生涯学習財団)＞
●今後も、子育てサロン等を開催し、身近なところで楽しくあそべる場を提供していく。また
引き続き、親子のスキンシップがとれるようなあそびを普及・啓発していく。

公園や学校等、あそべる場の確保 ＜スポーツ振興課＞
●学校開放事業の拡充

＜公園緑地課＞
●都市公園・児童遊園・ちびっこ広場等の維持管理を行う。

＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
●親子を対象に、「親子で楽しい運動遊び♪」「スポーツトレーナーに学ぶ親子ストレッチ」
「親子で楽しむ軽スポーツ」を開催した。

＜スポーツ振興課＞
●学校開放事業の拡充

＜公園緑地課＞
●都市公園・児童遊園・ちびっこ広場等の維持管理を行う。

＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
●「わんぱく親子体操」「家族でホンキのあそび塾」「にこにこ親子体操」の3事業を実施し
た。

＜スポーツ振興課＞
●学校開放事業の拡充

＜公園緑地課＞
●都市公園・児童遊園・ちびっこ広場等の維持管理を行う。

＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
●「家族でホンキのあそび塾」「にこにこ親子体操」の2事業を実施した。

＜スポーツ振興課＞
●学校開放事業の拡充

＜公園緑地課＞
●都市公園・児童遊園・ちびっこ広場等の維持管理を行う。

＜地域教育課(生涯学習財団)＞
●今後も、子どもが親と一緒にスポーツに触れる機会をつくっていきたい。

＜奈良市医師会＞
●学校医としての助言

＜奈良市運動習慣づくり推進員協議会＞
●奈良市主催のイベントに参加・協力し体力チェックを楽しく実施。リズム体操の指導

＜こども園推進課＞
●保育の中で遊具の正しい使い方、ルール等を知らせながら遊ぶ。

＜健康増進課＞
●20日ならウォークイベント「ウォーキングサマーフェスティバル～体を動かそう!!」
●健康ナビ★出前講座：学校保健委員会

＜小中高＞
●学習指導要領に基づき、体育・保健体育等において、運動に関する授業を行なってい
る。

＜奈良市医師会＞
●学校医としての助言

＜奈良市運動習慣づくり推進員協議会＞
●奈良市主催のイベントに参加・協力し体力チェックを楽しく実施

＜こども園推進課＞
●保育の中で遊具の正しい使い方、ルール等を知らせながら遊ぶ。

＜健康増進課＞
●20日ならｳｫｰｸ、25日は学ぼう！にこにこ奈良ごはん合同ｲﾍﾞﾝﾄ（はぐくみ）
●健康ナビ★出前講座＜親子向け＞：学校保健委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育委員会養護部会で投げかけ
●ﾌﾟﾛﾄﾚｰﾅｰによるｽﾄﾚｯﾁ講座で放課後子ども教室とのｺﾗﾎﾞ。

＜小中高＞
●学習指導要領に基づき、体育・保健体育等において、運動に関する授業を行なってい
る。

＜奈良市医師会＞
●学校医としての助言

＜奈良市運動習慣づくり推進員協議会＞
●奈良市主催のイベントに参加・協力し体力チェックを楽しく実施

＜保育総務課＞
●保育の中で遊具の正しい使い方、ルール等を知らせながら遊ぶ。

＜健康増進課＞
●20日ならｳｫｰｸ、25日は学ぼう！にこにこ奈良ごはん合同ｲﾍﾞﾝﾄ（はぐくみ）
●健康ナビ★出前講座＜親子向け＞：学校保健委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育委員会養護部会で投げかけ

＜小中高＞
●学習指導要領に基づき、体育・保健体育等において、運動に関する授業を行なってい
る。

平成29年度 平成３０年度
令和元年度

（計画・方向性）

乳
幼
児
期
の
う
ち
に
生
活
リ
ズ
ム
を
確
立
し
ま
し

ょ
う

・親子で楽しく体を動かして外あそびをする機会
を増やす

・身近なところで楽しくあそべる場を提供する

・親子のスキンシップがとれるようなあそびを普
及・啓発する

＜正しい知識の普及＞
乳幼児をもつ親子を対象とした健康教育
（乳幼児教室・地域派遣型健康講座等）
の実施

＜奈良市医師会＞
●４か月児健診、１０か月児健診、１歳７か月児健診、３歳６か月児健診

＜こども園推進課＞
●運動会、参観日等に一緒に体を動かしたり、ふれあいあそびを伝える。

＜子ども育成課＞
●地域子育て支援拠点事業：子育て及び子育て支援に関する講習等の実施（月１回以
上）

＜健康増進課＞
●子育てスポット等への出前講座（親子プチ講座）
●幼稚園・保育園歯科指導での生活リズム
●４か月児健診、１０か月児健診、１歳７か月児健診、３歳６か月児健診

＜都祁保健センター＞
●こども園での口腔指導教室（3回）、むし歯予防教室「きらきらIN都祁」（2回）で、生活リ
ズムと身体を使った遊びの大切について知識の伝達を実施

＜奈良市医師会＞
●４か月児健診、１０か月児健診、１歳７か月児健診、３歳６か月児健診

＜こども園推進課＞
●運動会、参観日等に一緒に体を動かしたり、ふれあいあそびを伝える。

＜子ども育成課＞
●地域子育て支援拠点事業：子育て及び子育て支援に関する講習等の実施（月１回以
上）

＜健康増進課＞
●子育てスポット等への出前講座（親子プチ講座）
●幼稚園・保育園歯科指導での生活リズム
●４か月児健診、１０か月児健診、１歳７か月児健診、３歳６か月児健診

＜都祁保健センター＞
●こども園での口腔指導教室時（3回）、（むし歯予防教室「きらきらIN都祁」（2回））で、生
活リズムと身体を使った遊びの大切について知識の伝達を実施

＜奈良市医師会＞
●４か月児健診、１０か月児健診、１歳７か月児健診、３歳６か月児健診

＜こども園推進課＞
●運動会、参観日等に一緒に体を動かしたり、ふれあいあそびを伝える。

＜子ども育成課＞
●地域子育て支援拠点事業：子育て及び子育て支援に関する講習等の実施（月１回以
上）

＜健康増進課＞
●子育てスポット等への出前講座（親子プチ講座）
●幼稚園・保育園歯科指導での生活リズム
●４か月児健診、１０か月児健診、１歳７か月児健診、３歳６か月児健診

＜都祁保健センター＞
●こども園での口腔指導教室時（1回）、（育児教室「すこやかキッズ１．２．３」（６回））で、
生活リズムと身体を使った遊びの大切さについて知識の伝達を実施

＜奈良市医師会＞
●４か月児健診、１０か月児健診、１歳７か月児健診、３歳６か月児健診

＜保育総務課＞
●運動会、参観日等に一緒に体を動かしたり、ふれあいあそびを伝える。

＜子ども育成課＞
●地域子育て支援拠点事業：子育て及び子育て支援に関する講習等の実施（月１回以
上）

＜母子保健課＞
●子育て支援センター等への出前講座（のびのび講座）
●幼稚園・保育園歯科指導での生活リズム
●４か月児健診、１０か月児健診、１歳７か月児健診、３歳６か月児健診

＜都祁保健センター＞
●育児教室「すこやかキッズ１．２．３」（５回））で、生活リズムと身体を使った遊びの大切
さについて知識の伝達を実施

各領域の進捗状況一覧

行動
目標 目標に対して取り組むこと 具体的な取り組み（例） 平成28年度

子
ど
も
は
楽
し
く
体
を
動
か
し
ま
し

ょ
う

・外で体を動かしてあそぶ

・安全なあそび場をつくる

・子どもがスポーツに触れる機会をつくる

・学校で体育の授業以外に外あそびの時間確保
や体を動かす機会をつくる

＜正しい知識の普及＞
保育園・幼稚園・学校での外あそびの推
奨

＜奈良市医師会＞
●学校医としての助言

＜奈良市運動習慣づくり推進員協議会＞
●奈良市主催のイベントに参加・協力し体力チェックを楽しく実施。リズム体操の指導

＜こども園推進課＞
●保育の中で遊具の正しい使い方、ルール等を知らせながら遊ぶ。

＜健康増進課＞
●20日ならウォークイベント「夏休み☆家族みんなでｽﾀﾝﾌﾟラリー～体を動かせリフレッ
シュ～」
●健康ナビ★出前講座：学校保健委員会

＜小中高＞
●学習指導要領に基づき、体育・保健体育等において、運動に関する授業を行なってい
る。

＜環境整備＞
放課後子ども教室・地域スポーツクラブ
等のスポーツを楽しめる場の確保

＜スポーツ振興課＞
●スポーツ少年団団員を対象に体力の向上、社会性豊かな人間形成を目的に各種競
技大会、野外活動、体力づくり、スキー教室を実施

＜地域教育課＞
●放課後子ども教室において、ダンス、テニス、ソフトボール、軽スポーツ、外遊びなど
様々な運動を行う機会を提供

学校での運動系クラブの充実

＜奈良市医師会＞
●学校医としての助言

＜学校教育課＞
●「部活動外部指導者派遣事業」及び「部活動外部顧問派遣事業」：中学校・高等学校
の部活動への外部指導者の派遣に加え、単独での指導・引率を可能とする外部顧問を
派遣する。

＜中学校＞
●学習指導要領に基づき、学校や地域の実態等を考慮しつつ生徒の興味・関心を踏ま
えて計画実施している。

体を動かす習慣を身につけましょう

② 運動

表中の下線 ：庁外機関・団体

資料1-運動12



平成29年度 平成３０年度
令和元年度

（計画・方向性）
行動
目標 目標に対して取り組むこと 具体的な取り組み（例） 平成28年度

介護予防事業の実施 ＜長寿福祉課＞
●介護予防教室：生活機能低下が予測される高齢者を対象に、10回コースの8回に運
動器の機能向上に関する講義と実技を健康運動指導士よりした。

＜福祉政策課＞
●地域住民に対して、高齢期の運動についての出前講座を27地域で実施し、817人が
参加した。

＜福祉政策課＞
●地域住民に対して、介護予防講座を13地域で実施し、2,904人が参加した。
●地域住民に対して、介護予防教室を6地域で実施し、4,347人が参加した。
●地域住民に対して、高齢期の運動についての出前講座を18地域で実施し、495人が
参加した。

＜福祉政策課＞
●地域住民に対して、介護予防講座を6地域で実施し、1,045人が参加した。
●地域住民に対して、元気アップなら講座を13地域で実施し、2,560人が参加した。
●地域住民に対して、介護予防教室を6地域で実施し、5,795人が参加した。
●地域住民に対して、高齢期の運動についての出前講座を23地域で実施し、505人が
参加した。

＜福祉政策課＞
●地域住民に対して、介護予防講座を実施する。
●地域住民に対して、元気アップなら講座を実施する。
●地域住民に対して、介護予防教室を実施する。
●地域住民に対して、高齢期の運動ついての出前講座を実施する。

事業所への健康講座の実施 ＜健康増進課＞
●健康ナビ★出前講座

＜健康増進課＞
●健康ナビ★出前講座＜企業編＞

●奈良東商工会婦人部への出前講座（健康ナビ★出前講座）の実施

＜奈良市医師会＞
●ホームページにて「健康づくり豆知識」をアップし、食事や運動等に関する情報提供

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを適時見直し,公民館・集会所で市民の方々にＰＲしている

＜健康増進課＞
●個別支援事業「SmaNara健康6か月チャレンジ」：健康カレンダー
●ホームページ・通路啓発での情報発信
●はぐくみセンターでの階段啓発（3回）

＜商工労政課＞
●ホームページ、しみんだよりで勤労者総合福祉センターでの社交ダンス、ヨガ教室等の
実施案内

息
が
は
ず
む
よ
う
な
運
動
を

す
る
習
慣
を
つ
け
ま
し

ょ
う

・息がはずむ程度の有酸素運動を定期的にする

・柔軟性を高め、筋力を維持するような運動をす
る

・年齢や体力にあった運動方法を普及する

・身近な場で運動をする機会を増やす

・運動ボランティアの活動を支援する

＜奈良市医師会＞
●ホームページにて「健康づくり豆知識」をアップし、食事や運動等に関する情報提供

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを適時見直し,公民館・集会所で市民の方々にＰＲしている

＜健康増進課＞
●個別支援事業「SmaNara健康6か月チャレンジ」：健康カレンダー
●ホームページ・通路啓発での情報発信
●はぐくみセンターでの階段啓発（3回）

＜商工労政課＞
●ホームページ、しみんだよりで勤労者総合福祉センターでの社交ダンス、ヨガ教室等の
実施案内

＜奈良市医師会＞
●ホームページにて「健康づくり豆知識」をアップし、食事や運動等に関する情報提供

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを適時見直し,公民館・集会所で市民の方々にＰＲしている

＜健康増進課＞
●個別支援事業「SmaNara健康6か月チャレンジ」：健康カレンダー
●ホームページ・通路啓発での情報発信
●はぐくみセンターでの階段啓発（3回）

＜産業政策課＞
●ホームページ、しみんだよりで勤労者総合福祉センターでの社交ダンス、ヨガ教室等の
実施案内

＜奈良市医師会＞
●ホームページにて「健康づくり豆知識」をアップし、食事や運動等に関する情報提供

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを適時見直し,公民館・集会所で市民の方々にＰＲしている。

＜健康増進課＞
●個別支援事業「SmaNara健康6か月チャレンジ」：健康カレンダー
●ホームページ・通路啓発での情報発信
●はぐくみセンターでの階段啓発

＜産業政策課＞
●ホームページ、しみんだよりで勤労者総合福祉センターでの社交ダンス、ヨガ教室等の
実施案内

＜ボランティアや専門家等による支援＞
運動ボランティア（運動習慣づくり推進員
等）やスポーツ推進委員等の育成と支援

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●市健康増進課と隔年ごとに運推協ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ会員養成講座を開催
●会員相互は毎月適時軽ｽﾎﾟｰﾂやﾘｽﾞﾑ体操の研修を実施
●適宜外部講師や奈良女子大学のﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修に参加
●2ヶ月に1回スキルアップ勉強会の実施
●歌体操作成プロジェクト立ち上げ

＜スポーツ振興課＞
●スポーツ教室・スポーツ推進委員実技研修会：市民に多様なスポーツの機会を提供
するためにスポーツ教室を実施するとともに、スポーツ教室で実技指導にあたるスポーツ
推進委員の実技研修会を実施し、推進委員のスキルアップを図った。

＜健康増進課＞
●運動習慣づくり推進員育成及び支援

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●市健康増進課と隔年ごとに運推協ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ会員養成講座を開催
●会員相互は毎月適時軽ｽﾎﾟｰﾂやﾘｽﾞﾑ体操の研修を実施
●適宜外部講師や奈良女子大学のﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修に参加

＜スポーツ振興課＞
●スポーツ教室・スポーツ推進委員実技研修会：市民に多様なスポーツの機会を提供
するためにスポーツ教室を実施するとともに、スポーツ教室で実技指導にあたるスポーツ
推進委員が資質・能力の向上を図る目的で研修会を実施

＜健康増進課＞
●運動習慣づくり推進員養成育成及び支援

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●市健康増進課と隔年ごとに運推協ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ会員養成講座を開催
●会員相互は毎月適時軽ｽﾎﾟｰﾂや筋トレ・ストレッチ等研修を実施（年5回）
●適宜外部講師や奈良女子大学のﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修に参加する｡

＜スポーツ振興課＞
●スポーツ教室・スポーツ推進委員実技研修会：市民に多様なスポーツの機会を提供
するためにスポーツ教室を実施するとともに、スポーツ教室で実技指導にあたるスポーツ
推進委員の実技研修会を実施し、推進委員のスキルアップを図った。

＜健康増進課＞
●運動習慣づくり推進員の育成及び支援

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●市健康増進課と隔年ごとに運推協ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ会員養成講座を開催
●会員相互は毎月適時軽ｽﾎﾟｰﾂや筋トレ・ストレッチ等研修を実施（年6回）
●適宜外部講師や奈良女子大学のﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修に参加する｡

＜スポーツ振興課＞
●スポーツ教室・スポーツ推進委員実技研修会：市民に多様なスポーツの機会を提供
するためにスポーツ教室を実施するとともに、スポーツ教室で実技指導にあたるスポーツ
推進委員が資質・能力の向上を図る目的で研修会を実施する。

＜健康増進課＞
●運動習慣づくり推進員の養成、育成及び支援

＜奈良市医師会＞
●市民健康講座・健康づくり教室の開催

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●奈良市健康増進課主催のｲﾍﾞﾝﾄに参加し,体力ﾁｪｯｸ・歩幅測定・瞬発能力等を自覚
し,日々健康寿命に適した生活習慣を身につける。
●地域活動においてストレッチ・筋トレの重要性を伝える。

＜福祉政策課＞
●地域住民に対して、介護予防講座を13地域で実施し、2,904人が参加した。
●地域住民に対して、介護予防教室を6地域で実施し、4,347人が参加した。
●地域住民に対して、高齢期の運動についての出前講座を18地域で実施し、495人が
参加した。

＜健康増進課＞
●運動習慣づくりスタート講座（はぐくみ5･15日、西部3回、南部2回）
●25日は学ぼう！にこにこ奈良ごはん
●20日ならウォークイベント「ウォーキングサマーフェスティバル～体を動かそう!!」
●健康NARA講座（中・西、一般・特保）
●健康ナビ出前講座
●プロトレーナーによる出張型体操教室・公民館運動事業
●運動教室（11回）

●生活習慣病予防を目的とした健康講座（つながって元気！すっきりボディ講座）3回
●健診結果説明会（月ヶ瀬）1回

＜生涯学習課（生涯学習財団）＞
●「からだ健やかセルフケア」「病気にならないための食事と運動」の2事業を実施し、運
動の習慣づくりにつなげた。また、広報等で運動系の自主グループ数の増加や会員増加
に努めた。

＜奈良市医師会＞
●市民健康講座・健康づくり教室の開催

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●奈良市健康増進課主催のｲﾍﾞﾝﾄに参加し,体力ﾁｪｯｸ・歩幅測定・瞬発力を自覚し,
日々健康寿命に適した生活習慣を身につける。
●地域活動においてストレッチ・筋トレの重要性を伝える。
●日々生活に運動あり。習慣・継続の重要性を伝える。

＜福祉政策課＞
●地域住民に対して、介護予防講座を6地域で実施し、1,045人が参加した。
●地域住民に対して、元気アップなら講座を13地域で実施し、2,560人が参加した。
●地域住民に対して、介護予防教室を6地域で実施し、5,795人が参加した。
●地域住民に対して、高齢期の運動についての出前講座を23地域で実施し、505人が
参加した。

＜長寿福祉課・市社会福祉協議会＞
●福祉センターで、健康体操や健康づくりに関する教室を開催

＜健康増進課＞
●運動習慣づくりスタート講座（はぐくみ5日のみ）
●25日は学ぼう！にこにこ奈良ごはん:年4回
●20日ならウォーク・25日に学ぼう！にこにこ奈良ごはん合同イベンﾄ（はぐくみ）
●健診結果説明会
●健康ナビ☆出前講座：「お口さわやか★お腹スッキリ」
●ﾌﾟﾛﾄﾚｰﾅｰによるｽﾄﾚｯﾁ講座
●公民館主催運動事業でのﾎﾟｲﾝﾄ付与
●運動教室:12回

●生活習慣病予防を目的とした健康講座（つながって元気！すっきりボディ講座）3回都

＜生涯学習課（生涯学習財団）＞
●広報等で運動系の自主グループ数の増加や会員増加に努めた。

＜奈良市医師会＞
●市民健康講座・健康づくり教室の開催

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●奈良市健康増進課主催のｲﾍﾞﾝﾄに参加し,体力ﾁｪｯｸ・歩幅測定・瞬発力を自覚し,
日々健康寿命に適した生活習慣を身につける。
●地域活動においてストレッチ・筋トレの重要性を伝える。
●日々生活に運動あり。習慣・継続の重要性を伝える。

＜福祉政策課＞
●地域住民に対して、介護予防講座を実施する。
●地域住民に対して、元気アップなら講座を実施する。
●地域住民に対して、介護予防教室を実施する。
●地域住民に対して、高齢期の運動ついての出前講座を実施する。

＜長寿福祉課・市社会福祉協議会＞
●福祉センターで、健康体操や健康づくりに関する教室を開催

＜健康増進課＞
●運動でアンチエイジング講座（はぐくみ年3回）
●25日は学ぼう！にこにこ奈良ごはん:年4回
●20日ならウォーク・25日に学ぼう！にこにこ奈良ごはん合同イベント（はぐくみ）
●健診結果説明会
●健康ナビ☆出前講座：「お口さわやか★お腹スッキリ」
●ﾌﾟﾛﾄﾚｰﾅｰによるｽﾄﾚｯﾁ講座
●公民館主催運動事業でのﾎﾟｲﾝﾄ付与
●運動教室:12回

●生活習慣病予防を目的とした健康講座（つながって元気！すっきりボディ講座）3回都

●商工会婦人部への健康ナビ☆出前講座：「おいしく食べて太らない食べ方」

＜生涯学習課（生涯学習財団）＞
●今後も、健康教育を実施し、正しい知識の普及に努めていきたい。

ｳｫｰｷﾝｸﾞ事業（20日ならｳｫｰｸ・ｳｫｰｷﾝ
ｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ交流会・ｳｫｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ立ち上
げ支援等）の推進

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●20日ならｳｵｰｸのｺｰｽ下見による安全の確保・当日は｢明るく・楽しく・元気に｣をﾓｯﾄｰと
し継続を第一とし推進する。

＜スポーツ振興課＞
●鴻ノ池クリーンウォーキング実施

＜健康増進課＞
●1日8,000歩以上で健康づくり、歩数イベン
●20日ならウォーク毎月20日に屋外ウォーキング（10回委託）。
●20日ならウォークイベント「夏休み☆家族みんなでｽﾀﾝﾌﾟラリー～体を動かせリフレッ
シュ～」
●ウォーキンググループ交流会（ウォーキンググループの登録・交流会・情報発信）
●ウォーキンググループ会員へのポイント付与

＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
●「正しいノルディックウォーキングを学ぼう」「とみなんウォーク」「登美南歴史散策（大坂
冬の陣）」など、10事業を実施した。

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●20日ならｳｵｰｸのｺｰｽ下見による安全の確保・当日は｢明るく・楽しく・元気に｣をﾓｯﾄｰと
し継続を第一とし推進する

＜スポーツ振興課＞
●鴻ノ池クリーンウォーキング実施

＜健康増進課＞
●1日8,000歩以上で健康づくり、歩数イベント
●20日ならウォーク毎月20日に屋外ウォーキング（10回委託）
●20日ならウォークイベント「ウォーキングサマーフェスティバル～体を動かそう!!」
●ウォーキンググループ交流会（ウォーキンググループの登録・交流会・情報発信）
●ウォーキンググループ会員へのポイント付与

＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
●「続けられるウォーキングのススメ」「二名ウォーク」など、2事業を実施した。

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●20日ならｳｵｰｸのｺｰｽ下見による安全の確保・当日は｢明るく・楽しく・元気に｣をﾓｯﾄｰと
し継続を第一とし推進

＜スポーツ振興課＞
●鴻ノ池クリーンウォーキング実施

＜長寿福祉課＞
●まほろば健康ウォーク：屋外ウォーキングを10回、講座を２回
●ななまる歩き方講座を年４回

＜健康増進課＞
●1日8,000歩以上で健康づくり、歩数イベント、アプリ企画
●20日ならウォーク毎月20日に屋外ウォーキング（10回委託）
●20日ならｳｫｰｸ、25日は学ぼう！にこにこ奈良ごはん合同ｲﾍﾞﾝﾄ（はぐくみ）
●ウォーキンググループ交流会（ウォーキンググループの登録・交流会・情報発信）
●ウォーキンググループ会員へのポイント付与

＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
●「ノルディックウォーキング IN 南部」「二名ウォーク」など、2事業を実施した。

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●20日ならｳｵｰｸのｺｰｽ下見による安全の確保・当日は｢明るく・楽しく・元気に｣をﾓｯﾄｰと
し継続を第一とし推進

＜スポーツ振興課＞
●鴻ノ池クリーンウォーキング実施予定

＜長寿福祉課＞
●まほろば健康ウォーク：屋外ウォーキングを10回、講座を２回
●ななまる歩き方講座を年４回

＜健康増進課＞
●1日8,000歩以上で健康づくり、歩数ｲﾍﾞﾝﾄ、アプリ企画
●20日ならウォーク毎月20日に屋外ウォーキング（10回委託）
●20日ならｳｫｰｸ、25日は学ぼう！にこにこ奈良ごはん合同ｲﾍﾞﾝﾄ（はぐくみ）
●ウォーキンググループ交流会（ウォーキンググループの登録・交流会・情報発信）
●ウォーキンググループ会員へのポイント付与

●身近な場所で屋外ウォーキング「つげまろウォーク」を年1回実施し、運動習慣づくりの
きっかけとする。

＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
●今後も、ウォーキング事業を推進し、身近な場所で運動する機会を増やしていきたい。

＜正しい知識の普及＞
健康教育（生活習慣病予防教室・運動
教室・地域派遣型健康講座等）の実施

＜奈良市医師会＞
●市民健康講座・健康づくり教室の開催

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●奈良市健康増進課主催のｲﾍﾞﾝﾄに参加し,体力ﾁｪｯｸ・歩幅測定・瞬発能力等を自覚
し,日々健康寿命に適した生活習慣を身につける。
●地域活動においてストレッチ・筋トレの重要性を伝える。

＜福祉政策課＞
●地域住民に対して、高齢期の運動についての出前講座を27地域で実施し、817人が
参加した。

＜健康増進課＞
●運動習慣づくりスタート講座（はぐくみ5･15日16回、西部3回、南部2回、鳥見1回）
●25日は学ぼう！にこにこ奈良ごはん（6回）
●20日ならウォークイベント「夏休み☆家族みんなでｽﾀﾝﾌﾟラリー～体を動かせリフレッ
シュ～」
●健康NARA講座（東・中・西、一般・特保）
●健康ナビ出前講座
●プロトレーナーによる出張型体操教室、公民館運動事業
●運動教室（11回）

＜都祁保健センター＞
●「運動づくりスタート講座IN都祁」実施

＜生涯学習課（生涯学習財団）＞
「からだ健やかセルフケア」
自分の身体を知り、自身でコントロールしていく大切さを学ぶことで、心と身体の健康をめざ
した。また、ストレッチケアを学ぶことで、女性に多い肩こりや腰痛、冷えなどの解消に努め
た。

ホームページや広報誌等での知識の普
及

資料1-運動13



平成29年度 平成３０年度
令和元年度

（計画・方向性）
行動
目標 目標に対して取り組むこと 具体的な取り組み（例） 平成28年度

介護予防事業の実施

＜長寿福祉課＞
●介護予防教室：生活機能低下が予測される高齢者を対象に、10回コースの8回に運
動器の機能向上に関する講義と実技を健康運動指導士よりした。

＜福祉政策課＞
●地域住民に対して、高齢期の運動についての出前講座を27地域で実施し、817人が
参加した。

＜福祉政策課＞
●地域住民に対して、介護予防講座を13地域で実施し、2,904人が参加した。
●地域住民に対して、介護予防教室を6地域で実施し、4,347人が参加した。
●地域住民に対して、高齢期の運動についての出前講座を18地域で実施し、495人が
参加した

＜福祉政策課＞
●地域住民に対して、介護予防講座を6地域で実施し、1,045人が参加した。
●地域住民に対して、元気アップなら講座を13地域で実施し、2,560人が参加した。
●地域住民に対して、介護予防教室を6地域で実施し、5,795人が参加した。
●地域住民に対して、高齢期の運動についての出前講座を23地域で実施し、505人が
参加した。

＜福祉政策課＞
●地域住民に対して、介護予防講座を実施する。
●地域住民に対して、元気アップなら講座を実施する。
●地域住民に対して、介護予防教室を実施する。
●地域住民に対して、高齢期の運動ついての出前講座を実施する。

事業所への健康講座の実施

＜健康増進課＞
●健康ナビ★出前講座

＜健康増進課＞
●健康ナビ★出前講座＜企業編＞

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●20日ならｳｵｰｸ開催　10回　   市民参加　　　2,200人（回数・人数推定）

＜長寿福祉課＞
●まほろば健康ウォーク：屋外ウォーキングを10回、講座を２回
●ななまる歩き方講座を年４回

＜健康増進課＞
●1日8,000歩以上で健康づくり、歩数イベント、アプリ企画
●20日ならウォーク毎月20日に屋外ウォーキング（10回委託）
●20日ならｳｫｰｸ、25日は学ぼう！にこにこ奈良ごはん合同ｲﾍﾞﾝﾄ（はぐくみ）
●ウォーキンググループ交流会（ウォーキンググループの登録・交流会・情報発信）
●ウォーキンググループ会員へのポイント付与

●身近な場所で屋外ウォーキング「つげまろウォーク」を年1回実施し、運動習慣づくりの
きっかけとする。

＜地域教育課(生涯学習財団)＞
●今後も、ウォーキング事業を推進し、身近な場所で運動する機会を増やしていきたい。

運動できる場（運動施設・公民館・学校
開放・高齢者サロン等）の確保

＜奈良市医師会＞
●奈良市総合医療センターの運動施設の利用

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●市万青健康講座・市ボ連会議等で、運推をＰＲし各種集会場へ出前実施

＜スポーツ振興課＞
●学校開放事業の拡充
●社会体育施設、コミュニティスポーツ施設の管理

＜健康増進課＞

●健康チェックコーナーの設置
●健康増進室の運動団体への貸出
●公民館・高齢者サロン等での運動講座の実施（奈良市ポイント付与）
●はぐくみセンターでの階段啓発（3回）

＜商工労政課＞
●引き続き、勤労者総合福祉センターにおいて、社交ダンス、ヨガ教室等を開催

＜公園緑地課＞
●ウォーキングマップに掲載されている公園を中心に、健康遊具を設置する。（健康遊具
設置公園数　１６公園）

＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
●「おとこの体力アップトレーニング」「初めてのヨガ～カタい人ほど気持ちいい～」「健康づ
くり教室」など14事業を開催し、運動できる場として公民館を活用した。なお、事業終了後
の自主グループ化をめざし、継続して運動できる場が確保できるように努めた。

＜奈良市医師会＞
●奈良市総合医療センターの運動施設の利用

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●市万青健康講座・市ボ連会議等で、運推をＰＲし各種集会場へ出前実施に加え市万
青や市自治連合会に健康寿命の大切さと運推協のＰＲに出向く。

＜スポーツ振興課＞
●学校開放事業の拡充
●社会体育施設、コミュニティスポーツ施設の管理

＜健康増進課＞

●健康チェックコーナーの設置
●健康増進室の運動団体への貸出
●公民館・高齢者サロン等での運動講座の実施（奈良市ポイント付与）
●はぐくみセンターでの階段啓発（3回）

＜商工労政課＞
●引き続き、勤労者総合福祉センターにおいて、社交ダンス、ヨガ教室等を開催

＜公園緑地課＞
●ウォーキングマップに掲載されている公園を中心に、健康遊具を設置する。（健康遊具
設置公園数　１６公園）

＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
●「南国タヒチアンダンス入門」「はじめてのピラティス」など6事業を実施した。公民館の
自主グループを講師に迎えたり、自主グループ化を促したりするなど、運動習慣づくりにつ
なげた。

＜奈良市医師会＞
●市民健康講座・健康づくり教室の開催

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●出前講座・介護予防講座・市ボ連会議等で、運推をＰＲし、公民館・集会所にて出前
実施

＜スポーツ振興課＞
●学校開放事業の拡充
●社会体育施設、コミュニティスポーツ施設の管理

＜健康増進課＞

●健康チェックコーナーの設置
●健康増進室の運動団体への貸出
●公民館・高齢者サロン等での運動講座の実施（奈良市ポイント付与）
●はぐくみセンターでの階段啓発（3回）

＜産業政策課＞
●引き続き、勤労者総合福祉センターにおいて、社交ダンス、ヨガ教室等を開催

＜公園緑地課＞
●ウォーキングマップに掲載されている公園を中心に、健康遊具を設置する。（健康遊具
設置公園数　１７公園）

＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
●「健脚あつまれ！秋の国見山」「ソフトエアロビクスでリフレッシュ！」など11事業を実施
した。公民館の自主グループを講師に迎えたり、自主グループ化を促したりするなど、運
動習慣づくりにつなげた。

＜奈良市医師会＞
●市民健康講座・健康づくり教室の開催

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●出前講座・介護予防講座・市ボ連会議等で、運推をＰＲし、公民館・集会所にて出前
実施

＜スポーツ振興課＞
●学校開放事業の拡充
●社会体育施設、コミュニティスポーツ施設の管理

＜健康増進課＞

●健康チェックコーナーの設置
●健康増進室の運動団体への貸出
●公民館・高齢者サロン等での運動講座の実施（奈良市ポイント付与）
●はぐくみセンターでの階段啓発

＜産業政策課＞
●引き続き、勤労者総合福祉センターにおいて、社交ダンス、ヨガ教室等を開催

＜公園緑地課＞
●ウォーキングマップに掲載されている公園を中心に、健康遊具を設置する。（健康遊具
設置公園数　２８公園（目標値））

＜地域教育課(生涯学習財団)＞
●引き続き、身近に運動できる場として公民館を積極的に活用していだだけるよう、事業
を展開していく。
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・日頃から意識的に体を動かすように心掛ける

・身近な場で運動をする機会を増やす

＜正しい知識の普及＞
健康教育（生活習慣病予防教室・運動
教室・地域派遣型健康講座等）の実施

＜奈良市医師会＞
●市民健康講座・健康づくり教室の開催

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●運動教室延べ回数６００回　　市民参加者10,400人

＜福祉政策課＞
●地域住民に対して、高齢期の運動についての出前講座を27地域で実施し、817人が
参加した。

＜健康増進課＞
●運動習慣づくりスタート講座（はぐくみ5･15日16回、西部3回、南部2回、鳥見1回）
●25日は学ぼう！にこにこ奈良ごはん（6回）
●20日ならウォークイベント「夏休み☆家族みんなでｽﾀﾝﾌﾟラリー～体を動かせリフレッ
シュ～」
●健康NARA講座（東・中・西、一般・特保）
●健康ナビ出前講座
●プロトレーナーによる出張型体操教室、公民館運動事業
●運動教室（11回）

＜都祁保健センター＞
●「運動づくりスタート講座IN都祁」実施

＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
●「シニアＧＥＮＫＩ講座」では、高齢者が健康についての知識を身に付けた。
●「男の学び！快適なセカンドライフへのヒント」では、セルフケアでからだを健やかに保つ
ことについて学んだ。

＜奈良市医師会＞
●市民健康講座・健康づくり教室の開催

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●運動教室延べ回数６７０回　　市民参加者11,000人

＜福祉政策課＞
●地域住民に対して、介護予防講座を13地域で実施し、2,904人が参加した。
●地域住民に対して、介護予防教室を6地域で実施し、4,347人が参加した。
●地域住民に対して、高齢期の運動についての出前講座を18地域で実施し、495人が
参加した。

＜健康増進課＞
●運動習慣づくりスタート講座（はぐくみ5･15日、西部3回、南部2回）
●25日は学ぼう！にこにこ奈良ごはん
●20日ならウォークイベント「ウォーキングサマーフェスティバル～体を動かそう!!」
●健康NARA講座（中・西、一般・特保）
●健康ナビ出前講座
●プロトレーナーによる出張型体操教室・公民館運動事業
●運動教室（11回）

●生活習慣病予防を目的とした健康講座（つながって元気！すっきりボディ講座）3回
●健診結果説明会（月ヶ瀬）1回

＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
●「健康づくり教室」を月1回開催し、日常の中で健康を意識する機会とした。

＜奈良市医師会＞
●診察時の指導

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●例会時・出前健康講座等で個別指導

＜健康増進課＞
●個別支援事業「SmaNara健康6か月ﾁｬﾚﾝｼﾞ」
●運動習慣づくりスタート講座の終了後に個別相談に応じる。
●糖尿病相談窓口
●健康相談（電話・来所）

＜奈良市医師会＞
●診察時の指導

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●例会時・出前健康講座・地域活動において個別指導

＜健康増進課＞
●個別支援事業「SmaNara健康6か月ﾁｬﾚﾝｼﾞ」
●運動習慣づくりスタート講座終了後に個別相談の実施
●糖尿病相談窓口設置
●健康相談（来所・電話）

＜奈良市医師会＞
●診察時の指導

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●例会時・出前健康講座・地域活動において個別指導

＜健康増進課＞
●個別支援事業「SmaNara健康6か月ﾁｬﾚﾝｼﾞ」
●運動習慣づくりスタート講座終了後に個別相談の実施
●糖尿病相談窓口設置
●健康相談（来所・電話）

＜環境整備＞
ｳｫｰｷﾝｸﾞしやすい環境づくり（ｳｫｰｷﾝｸﾞ
マップの配布・ｳｫｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟの情報発
信等）

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●㏳ならｳｵｰｸ実行委員会で､幅広い年齢層を留意したｺｰｽの選定を毎年末実施｡実施
当月の下見でも現地を再確認し必要により修正を実施

＜健康増進課＞
●奈良市ﾎﾟｲﾝﾄ制度
●1日8,000歩以上で健康づくり、歩数イベント
●ウォーキングマップの配布
●ウォーキングマップ副読本（気ままにならウォーク）の配布
●ウォーキンググループの情報発信
●ウォーキンググルーフﾟ会員へのポイント付与

＜生涯学習課(生涯学習財団）＞
●依頼があれば、ウォーキングマップを配布した。
●ウォーキングの自主グループを、ホームページで紹介した。

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●㏳ならｳｵｰｸ実行委員会で､幅広い年齢層を留意したｺｰｽの選定を毎年末実施｡実施
当月の下見でも現地を再確認し必要により修正を実施

＜健康増進課＞
●奈良市ﾎﾟｲﾝﾄ制度
●1日8,000歩以上で健康づくり、歩数イベント
●ウォーキングマップの配布
●ウォーキングマップ副読本（気ままにならウォーク）の配布
●ウォーキンググループの情報発信
●ウォーキンググルーフﾟ会員へのポイント付与

＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
●ウォーキングの自主グループを、ホームページや窓口等で紹介した。

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●㏳ならｳｵｰｸ実行委員会で､幅広い年齢層を留意したｺｰｽの選定を毎年末実施｡実施
当月の下見でも現地を再確認し必要により修正を実施

＜健康増進課＞
●奈良市ﾎﾟｲﾝﾄ制度
●1日8,000歩以上で健康づくり、歩数イベント
●ウォーキングマップの配布
●ウォーキングマップ副読本（ひとりでﾁｬﾚﾝｼﾞ10日ならｳｫｰｸ））の配布
●ウォーキンググループの情報発信
●ウォーキンググルーフﾟ会員へのポイント付与

＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
●ウォーキングの自主グループを、ホームページや窓口等で紹介した。

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●㏳ならｳｵｰｸ実行委員会で､幅広い年齢層を留意したｺｰｽの選定を毎年末実施｡実施
当月の下見でも現地を再確認し必要により修正を実施

＜健康増進課＞
●奈良市ﾎﾟｲﾝﾄ制度
●1日8,000歩以上で健康づくり、歩数イベント
●ウォーキングマップの配布
●ウォーキングマップ副読本（ひとりでﾁｬﾚﾝｼﾞ10日ならｳｫｰｸ））の配布
●ウォーキンググループの情報発信
●ウォーキンググルーフﾟ会員へのポイント付与

＜地域教育課(生涯学習財団)＞
●今年度も同様に取り組む予定
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・息がはずむ程度の有酸素運動を定期的にする

・柔軟性を高め、筋力を維持するような運動をす
る

・年齢や体力にあった運動方法を普及する

・身近な場で運動をする機会を増やす

・運動ボランティアの活動を支援する

個別相談の実施 ＜奈良市医師会＞
●診察時の指導

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●例会時・出前健康講座等で個別指導

＜健康増進課＞
●個別支援事業「SmaNara健康6か月ﾁｬﾚﾝｼﾞ」
●運動習慣づくりスタート講座の終了後に個別相談に応じる。
●糖尿病相談窓口
●健康相談（電話・来所）

＜奈良市医師会＞
●市民健康講座・健康づくり教室の開催

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●運動教室延べ回数590回　　市民参加者１１,5０0人

＜福祉政策課＞
●地域住民に対して、介護予防講座を6地域で実施し、1,045人が参加した。
●地域住民に対して、元気アップなら講座を13地域で実施し、2,560人が参加した。
●地域住民に対して、介護予防教室を6地域で実施し、5,795人が参加した。
●地域住民に対して、高齢期の運動についての出前講座を23地域で実施し、505人が
参加した。

＜長寿福祉課・市社会福祉協議会＞
●福祉センターで、健康体操や健康づくりに関する教室を開催

＜健康増進課＞
●運動習慣づくりスタート講座（はぐくみ5日のみ）
●25日は学ぼう！にこにこ奈良ごはん:年4回
●20日ならウォーク・25日に学ぼう！にこにこ奈良ごはん合同イベンﾄ（はぐくみ）
●健診結果説明会
●健康ナビ☆出前講座：「お口さわやか★お腹スッキリ」
●ﾌﾟﾛﾄﾚｰﾅｰによるｽﾄﾚｯﾁ講座
●公民館主催運動事業でのﾎﾟｲﾝﾄ付与
●運動教室:12回

●生活習慣病予防を目的とした健康講座（つながって元気！すっきりボディ講座）3回

＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
●「健康づくり教室」を月1回開催し、日常の中で健康を意識する機会とした。

＜奈良市医師会＞
●市民健康講座・健康づくり教室の開催

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●運動教室延べ回数650回　　市民参加者１2,500人（回数・人数推定）

＜福祉政策課＞
●地域住民に対して、介護予防講座を実施する。
●地域住民に対して、元気アップなら講座を実施する。
●地域住民に対して、介護予防教室を実施する。
●地域住民に対して、高齢期の運動ついての出前講座を実施する。

＜長寿福祉課・市社会福祉協議会＞
●福祉センターで、健康体操や健康づくりに関する教室を開催

＜健康増進課＞
●運動でアンチエイジング講座（はぐくみ年3回）
●25日は学ぼう！にこにこ奈良ごはん:年4回
●20日ならウォーク・25日に学ぼう！にこにこ奈良ごはん合同イベント（はぐくみ）
●健診結果説明会
●健康ナビ☆出前講座：「お口さわやか★お腹スッキリ」
●ﾌﾟﾛﾄﾚｰﾅｰによるｽﾄﾚｯﾁ講座
●公民館主催運動事業でのﾎﾟｲﾝﾄ付与
●運動教室:12回

●生活習慣病予防を目的とした健康講座（つながって元気！すっきりボディ講座）3回

●商工会婦人部への健康ナビ☆出前講座：「おいしく食べて太らない食べ方」

＜地域教育課(生涯学習財団)＞
●健康教育を実施し、正しい知識の普及に努めていきたい。

ｳｫｰｷﾝｸﾞ事業（20日ならｳｫｰｸ・ｳｫｰｷﾝ
ｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ交流会・ｳｫｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ立ち上
げ支援等）の推進

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●20日ならｳｵｰｸ開催　１０回　  市民参加　　　 2,680人

＜健康増進課＞
●1日8,000歩以上で健康づくり、歩数イベント
●20日ならウォーク毎月20日に屋外ウォーキング（10回委託）
●20日ならウォークイベント「夏休み☆家族みんなでｽﾀﾝﾌﾟラリー～体を動かせリフレッ
シュ～」
●ウォーキンググループ交流会（ウォーキンググループの登録・交流会・情報発信）
●ウォーキンググループ会員へのポイント付与

＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
●「登美南歴史ウォーク」
観光ボランティアガイドと共に市内の史跡を巡る楽しさを実感した。これをきっかけに、日
常的な健康ウォークの実践につなげた。

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●20日ならｳｵｰｸ開催　１１回　   市民参加　　　 3,300人

＜健康増進課＞
●1日8,000歩以上で健康づくり、歩数イベント
●20日ならウォーク毎月20日に屋外ウォーキング（10回委託）
●20日ならウォークイベント「ウォーキングサマーフェスティバル～体を動かそう!!」
●ウォーキンググループ交流会（ウォーキンググループの登録・交流会・情報発信）
●ウォーキンググループ会員へのポイント付与

＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
●「田原やま里散策ウォーク」「大仏鉄道を歩く」など、17事業を実施した。日常的な健康
ウォークの実践につなげた。

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●20日ならｳｵｰｸ開催　8回　   市民参加　　　1,650人

＜長寿福祉課＞
●まほろば健康ウォーク：屋外ウォーキングを10回、講座を２回
●ななまる歩き方講座を年４回

＜健康増進課＞
●1日8,000歩以上で健康づくり、歩数イベント、アプリ企画
●20日ならウォーク毎月20日に屋外ウォーキング（10回委託）
●20日ならｳｫｰｸ、25日は学ぼう！にこにこ奈良ごはん合同ｲﾍﾞﾝﾄ（はぐくみ）
●ウォーキンググループ交流会（ウォーキンググループの登録・交流会・情報発信）
●ウォーキンググループ会員へのポイント付与

＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
●「柳生を見る・知る・歩く」都祁散策（りくごうの道）」など、19事業を実施した。日常的な
健康ウォークの実践につなげた。
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平成29年度 平成３０年度
令和元年度

（計画・方向性）
行動
目標 目標に対して取り組むこと 具体的な取り組み（例） 平成28年度

＜ボランティアや専門家等による支援＞
運動ボランティア（運動習慣づくり推進員
等）やスポーツ推進委員等の育成と支援

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●外部講師による運推会員への研修
●会員相互の研修会を都度実施

＜スポーツ振興課＞
●スポーツ教室・スポーツ推進委員実技研修会：市民に多様なスポーツの機会を提供
するためにスポーツ教室を実施するとともに、スポーツ教室で実技指導にあたるスポーツ
推進委員の実技研修会を実施し、推進委員のスキルアップを図った。

＜健康増進課＞
●運動習慣づくり推進員育成及び支援

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●外部講師による運推会員への研修
●会員相互の研修会を都度実施
●運推協会員拡大への第９回ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成講座

＜スポーツ振興課＞
●スポーツ教室・スポーツ推進委員実技研修会：市民に多様なスポーツの機会を提供
するためにスポーツ教室を実施するとともに、スポーツ教室で実技指導にあたるスポーツ
推進委員が資質・能力の向上を図る目的で研修会を実施

＜健康増進課＞
●運動習慣づくり推進員養成、育成及び支援

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●外部講師による運推会員への研修
●会員相互の研修会を都度実施

＜スポーツ振興課＞
●スポーツ教室・スポーツ推進委員実技研修会：市民に多様なスポーツの機会を提供
するためにスポーツ教室を実施するとともに、スポーツ教室で実技指導にあたるスポーツ
推進委員の実技研修会を実施し、推進委員のスキルアップを図った。

＜健康増進課＞
●運動習慣づくり推進員の育成及び支援

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●外部講師による運推会員への研修
●会員相互の研修会を都度実施
●運推協会員拡大への第１0回ボランティア養成講座

＜スポーツ振興課＞
●スポーツ教室・スポーツ推進委員実技研修会：市民に多様なスポーツの機会を提供
するためにスポーツ教室を実施するとともに、スポーツ教室で実技指導にあたるスポーツ
推進委員が資質・能力の向上を図る目的で研修会を実施する。

＜健康増進課＞
●運推養成講座の実施
●運動習慣づくり推進員の養成、育成及び支援

運動できる場（運動施設・公民館・学校
開放・高齢者サロン等）の確保

＜奈良市医師会＞
●奈良市総合医療センターの運動施設の利用

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●健康講座出前教室の拡大と集会所の確保

＜スポーツ振興課＞
●学校開放事業の拡充
●社会体育施設、コミュニティスポーツ施設の管理

＜健康増進課＞

●健康チェックコーナーの設置
●健康増進室の運動団体への貸出
●公民館・高齢者サロン等での運動講座の実施（奈良市ポイント付与）
●はぐくみセンターでの階段啓発（3回）

＜商工労政課＞
●勤労者総合福祉センターにおいて、社交ダンス、ヨガ教室等を開催

＜公園緑地課＞
●ウォーキングマップに掲載されている公園を中心に、健康遊具を設置する。（健康遊具
設置公園数　１６公園）

＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
●「軽運動で快適生活」「シニアからのストレッチ」など14事業を開催し、運動できる場とし
て公民館を活用した。なお、事業終了後の自主グループ化をめざし、継続して運動できる
場が確保できるように努めた。

＜奈良市医師会＞
●奈良市総合医療センターの運動施設の利用

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●健康講座出前教室の拡大と集会所の確保

＜スポーツ振興課＞
●学校開放事業の拡充
●社会体育施設、コミュニティスポーツ施設の管理

＜健康増進課＞

●健康チェックコーナーの設置
●健康増進室の運動団体への貸出
●公民館・高齢者サロン等での運動講座の実施（奈良市ポイント付与）
●はぐくみセンターでの階段啓発（3回）

＜商工労政課＞
●勤労者総合福祉センターにおいて、社交ダンス、ヨガ教室等を開催

＜公園緑地課＞
●ウォーキングマップに掲載されている公園を中心に、健康遊具を設置する。（健康遊具
設置公園数　１６公園）

＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
●「美姿勢キープで健康力アップ！」「スポーツ吹矢に挑戦！」など15事業を開催し、運
動できる場として公民館を活用した。なお、事業終了後の自主グループ化をめざし、継続
して運動できる場が確保できるように努めた。

＜奈良市医師会＞
●奈良市総合医療センターの運動施設の利用

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●健康講座出前教室の拡大と集会所の確保

＜スポーツ振興課＞
●学校開放事業の拡充
●社会体育施設、コミュニティスポーツ施設の管理

＜健康増進課＞

●健康チェックコーナーの設置
●健康増進室の運動団体への貸出
●公民館・高齢者サロン等での運動講座の実施（奈良市ポイント付与）
●はぐくみセンターでの階段啓発（3回）

＜産業政策課＞
●勤労者総合福祉センターにおいて、社交ダンス、ヨガ教室等を開催

＜公園緑地課＞
●ウォーキングマップに掲載されている公園を中心に、健康遊具を設置する。（健康遊具
設置公園数　１７公園）

＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
●「正しいラジオ体操で健康づくり」「椅子ヨガでリラックスタイム」など8事業を開催し、運
動できる場として公民館を活用した。なお、事業終了後の自主グループ化をめざし、継続
して運動できる場が確保できるように努めた。

＜奈良市医師会＞
●奈良市総合医療センターの運動施設の利用

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●健康講座出前教室の拡大と集会所の確保

＜スポーツ振興課＞
●学校開放事業の拡充
●社会体育施設、コミュニティスポーツ施設の管理

＜健康増進課＞

●健康チェックコーナーの設置
●健康増進室の運動団体への貸出
●公民館・高齢者サロン等での運動講座の実施（奈良市ポイント付与）
●はぐくみセンターでの階段啓発

＜産業政策課＞
●勤労者総合福祉センターにおいて、社交ダンス、ヨガ教室等を開催

＜公園緑地課＞
●ウォーキングマップに掲載されている公園を中心に、健康遊具を設置する。（健康遊具
設置公園数　２８公園（目標値））

＜地域教育課(生涯学習財団)＞
●身近に運動できる場として公民館を積極的に活用していだだけるよう、事業を展開して
いく。

個別相談の実施 ＜奈良市医師会＞
●診察時の指導

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●出前教室で都度個別対応と質問への親切な対応

＜健康増進課＞
●個別支援事業「SmaNara健康6か月チャレンジ」
●運動習慣づくりスタート講座の終了後に個別相談に応じる。
●糖尿病相談窓口
●健康相談（電話・来所）

＜奈良市医師会＞
●診察時の指導

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●出前教室で都度個別対応と質問への親切な対応

＜健康増進課＞
●個別支援事業「SmaNara健康6か月チャレンジ」
●運動習慣づくりスタート講座の終了後に個別相談に応じる。
●糖尿病相談窓口
●健康相談（電話・来所）

＜奈良市医師会＞
●診察時の指導

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●出前教室で都度個別対応と質問への親切な対応

＜健康増進課＞
●個別支援事業「SmaNara健康6か月チャレンジ」
●運動習慣づくりスタート講座終了後に個別相談の実施
●糖尿病相談窓口設置
●健康相談（来所・電話）

＜奈良市医師会＞
●診察時の指導

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●出前教室で都度個別対応と質問への親切な対応

＜健康増進課＞
●個別支援事業「SmaNara健康6か月チャレンジ」
●運動習慣づくりスタート講座終了後に個別相談の実施
●糖尿病相談窓口設置
●健康相談（来所・電話）

＜環境整備＞
ｳｫｰｷﾝｸﾞしやすい環境づくり（ｳｫｰｷﾝｸﾞ
マップの配布・ｳｫｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟの情報発
信等）

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●年間計画と翌月の予定表を配布。しみんだよりでの周知

＜健康増進課＞
●奈良市ﾎﾟｲﾝﾄ制度
●1日8,000歩以上で健康づくり、歩数イベント
●ウォーキングマップの配布
●ウォーキングマップ副読本（気ままにならウォーク）の配布
●ウォーキンググループの情報発信
●ウォーキンググルーフﾟ会員へのポイント付与

＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
●依頼があれば、ウォーキングマップを配布した。
●ウォーキングの自主グループを、ホームページで紹介した。

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●年間計画と翌月の予定表を配布。しみんだよりでの周知

＜健康増進課＞
●奈良市ﾎﾟｲﾝﾄ制度
●1日8,000歩以上で健康づくり、歩数イベント
●ウォーキングマップの配布
●ウォーキングマップ副読本（気ままにならウォーク）の配布
●ウォーキンググループの情報発信
●ウォーキンググルーフﾟ会員へのポイント付与

＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
●依頼があれば、ウォーキングマップを配布した
●ウォーキングの自主グループを、ホームページで紹介した。

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●年間計画と翌月の予定表を配布。しみんだよりでの周知

＜健康増進課＞
●奈良市ﾎﾟｲﾝﾄ制度
●1日8,000歩以上で健康づくり：歩数イベント
●ウォーキングマップの配布
●ウォーキングマップ副読本（ひとりでﾁｬﾚﾝｼﾞ10日ならｳｫｰｸ））の配布
●ウォーキンググループの情報発信
●ウォーキンググルーフﾟ会員へのポイント付与

＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
●ウォーキングの自主グループを、ホームページや窓口等で紹介した。

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●年間計画と翌月の予定表を配布。しみんだよりでの周知

＜健康増進課＞
●奈良市ﾎﾟｲﾝﾄ制度
●1日8,000歩以上で健康づくり、歩数イベント
●ウォーキングマップの配布
●ウォーキングマップ副読本（ひとりでﾁｬﾚﾝｼﾞ10日ならｳｫｰｸ））の配布
●ウォーキンググループの情報発信
●ウォーキンググルーフﾟ会員へのポイント付与

＜地域教育課(生涯学習財団)＞
●今年度も同様に取り組む予定

ホームページや広報誌等での知識の普
及

＜奈良市医師会＞
●ホームページにて「健康づくり豆知識」をアップし、食事や運動等に関する情報提供

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●はつらつ体操を市と運推協で検討し、パンフレットを作成して都度配布
●健康等についてのリーフレット作成プロジェクト立ち上げ

＜健康増進課＞
●個別支援事業「SmaNara健康6ヶ月チャレンジ」：健康カレンダー
●ホームページ・通路啓発での情報発信
●はぐくみセンターでの階段啓発（3回）

＜商工労政課＞
●ホームページ、しみんだよりで勤労者総合福祉センターでの社交ダンス、ヨガ教室等の
実施案内を行う。

＜奈良市医師会＞
●ホームページにて「健康づくり豆知識」をアップし、食事や運動等に関する情報提供

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●はつらつ体操を市と運推協で検討し、パンフレットを作成して都度配布
●健康等についてのリーフレット作成して都度配布

＜健康増進課＞
●個別支援事業「SmaNara健康6ヶ月チャレンジ」：健康カレンダー
●ホームページ・通路啓発での情報発信
●はぐくみセンターでの階段啓発（3回）

＜商工労政課＞
●ホームページ、しみんだよりで勤労者総合福祉センターでの社交ダンス、ヨガ教室等の
実施案内を行う。

＜奈良市医師会＞
●ホームページにて「健康づくり豆知識」をアップし、食事や運動等に関する情報提供

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●はつらつ体操を市と運推協で検討し、パンフレットを作成して都度配布
●ウォーキングに関するリーフレット作成して都度配布

＜健康増進課＞
●個別支援事業「SmaNara健康6ヶ月チャレンジ」：健康カレンダー
●ホームページでの情報発信
●はぐくみセンターでの階段啓発（3回）

＜産業政策課＞
●ホームページ、しみんだよりで勤労者総合福祉センターでの社交ダンス、ヨガ教室等の
実施案内を行う。

＜奈良市医師会＞
●ホームページにて「健康づくり豆知識」をアップし、食事や運動等に関する情報提供

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●はつらつ体操を市と運推協で検討し、パンフレットを作成して都度配布
●ウォーキングに関するリーフレット作成して都度配布

＜健康増進課＞
●ホームページでの情報発信
●個別支援事業「SmaNara健康6ヶ月チャレンジ」：健康カレンダー
●はぐくみセンターでの階段啓発

＜産業政策課＞
●ホームページ、しみんだよりで勤労者総合福祉センターでの社交ダンス、ヨガ教室等の
実施案内を行う。
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・日頃から意識的に体を動かすように心掛ける

・身近な場で運動をする機会を増やす
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＜人事課＞
●職員ポータルで産業医相談、産業カウンセリング相談、心の健康相談室の啓発を実
施。

＜子育て相談課＞
●なら子育て情報ブック等に子育て相談や家庭児童相談の相談窓口として情報発信

＜健康増進課＞
●市内公立中学生に思春期カードを配布し相談を実施

＜人事課＞
●職員ポータルで産業医相談、産業カウンセリング相談、心の健康相談室の啓発を実
施。

＜子育て相談課＞
●なら子育て情報ブック等に子育て相談や家庭児童相談の相談窓口として情報発信

＜健康増進課＞
●市内公立中学生に思春期カードを配布し相談を実施

＜人事課＞
●職員ポータルで産業医相談、産業カウンセリング相談、心の健康相談室の啓発を実
施。

＜子育て相談課＞
●なら子育て情報ブック等に子育て相談や家庭児童相談の相談窓口として情報発信

＜健康増進課＞
●市内公立中学生と小学6年生に思春期カードを配布し相談を実施

＜保健予防課＞
●普及啓発事業：臨床心理士による面接相談の周知（年12回）
●普及啓発事業：いのちの電話協会による自死遺族相談の周知（年12回）

＜人事課＞
●職員ポータルで産業医相談、産業カウンセリング相談、心の健康相談室の啓発を実
施。

＜子育て相談課＞
●なら子育て情報ブック等に子育て相談や家庭児童相談の相談窓口として情報発信

＜母子保健課＞
●市内公立小学6年生に思春期カードを配布し、公立中学校はポスター掲示し思春期
相談窓口啓発を実施

＜保健予防課＞
●普及啓発事業：臨床心理士による面接相談の周知（年12回）
●普及啓発事業：いのちの電話協会による自死遺族相談の周知（年12回）

平成29年度 平成30年度
令和元年度

（計画・方向性）
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分
の
ス
ト
レ
ス
に
気
付
き

、
自
分
に
合

っ
た
ス
ト
レ
ス
対
処
法
を
見
つ
け
ま
し
ょ
う

・自分に合ったストレス対処法を身につける

・うつ病や予防について正しく理解する

・地域で子育てについて相談できる場や、集
える場所を増やす

・こころの健康の専門相談窓口を充実させ、
相談窓口に関する情報提供や周知する

＜正しい知識の普及＞
うつ病や予防に関する健康教
育（地域派遣型健康講座・介
護予防事業等）の実施

＜奈良市運動習慣づくり推進員協議会＞
●地域活動時、休憩時間を利用して健康と病気とストレス解消方法等を伝える。

＜人事課＞
●新任係長級・課長補佐級、課長級に対してのメンタルヘルスの健康教育を実施
新採研修にてメンタルヘルスの講演実施

＜健康増進課＞
●大学プロジェクトにて市内の大学生・専門学生に健康教育を実施
●新生児訪問において、母の産後うつ傾向の有無をEPDSにて評価、必要な支援を行
う。

＜保健予防課＞
●普及・啓発事業：自殺対策市民研修会の実施、自殺予防啓発パネル展示、メンタル
チェック〈こころの体温計〉による啓発（年2回）

＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
●「心理学からみた～男心と女心～」：男と女ではそれぞれ物事の感じ方や行動が違
う。そのメカニズムを知り、互いの違いや良さを理解することから、固定的性別役割分担
意識を解消し、男女共同参画の推進をめざした。

＜小中高＞
●学習指導要領に基づき、保健体育等において、こころの発達及び不安・悩みに関する
授業を行なっている。

＜奈良市運動習慣づくり推進員協議会＞
●地域活動時、休憩時間を利用して健康と病気とストレス解消方法等を伝える。

＜人事課＞
●階層別でのメンタルヘルス研修の実施

＜健康増進課＞
●大学プロジェクトにて市内の大学生・専門学生に健康教育を実施
●新生児訪問において、母の産後うつ傾向の有無をEPDSにて評価、必要な支援を行
う。
●健康NARA講座、運動習慣づくりスタート講座、にこにこ奈良ごはんで心身の健康の維
持について正しい知識の普及

＜保健予防課＞
●普及・啓発事業：自殺対策市民研修会の実施、自殺予防啓発パネル展示、メンタル
チェック〈こころの体温計〉による啓発（年2回）

＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
●「こころケア～幸せな大人を育てる～」「大人の絵本時間」「いのちの講座」の3事業を
実施した。講座を通じて、心のあり方やストレスを減らす方法などを学んだ。

＜小中高＞
●学習指導要領に基づき、保健体育等において、こころの発達及び不安・悩みに関する
授業を行なっている。

＜奈良市運動習慣づくり推進員協議会＞
●地域活動時、休憩時間を利用して健康と病気とストレス解消方法等を伝える。

＜人事課＞
●新任係長級・新任管理職に対してのメンタルヘルスの健康教育を実施
新採研修にてメンタルヘルスの講演実施

＜健康増進課＞
●大学プロジェクトにて市内の大学生・専門学生に健康教育を実施
●新生児訪問において、母の産後うつ傾向の有無をEPDSにて評価、必要な支援を行
う。
●運動習慣づくりスタート講座、にこにこ奈良ごはんで心身の健康の維持について正しい
知識の普及

＜保健予防課＞
●普及・啓発事業：自殺対策市民研修会の実施、自殺予防啓発パネル展示、メンタル
チェック〈こころの体温計〉による啓発（年2回）

＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
●「不寛容社会とは何か？」「いのちの講座」の2事業を実施した。講座を通じて、心のあ
り方やストレスを減らす方法などを学んだ。

＜小中高＞
●学習指導要領に基づき、保健体育等において、こころの発達及び不安・悩みに関する
授業を行なっている。

＜奈良市運動習慣づくり推進員協議会＞
●地域活動時、休憩時間を利用して健康と病気とストレス解消方法等を伝える。

＜人事課＞
●新任係長級・新任管理職に対してのメンタルヘルスの健康教育を実施
新採研修にてメンタルヘルスの講演実施

＜健康増進課＞
●にこにこ奈良ごはんで心身の健康の維持について正しい知識の普及

＜母子保健課＞
●新生児訪問において、母の産後うつ傾向の有無をEPDSにて評価、必要な支援を行
う。
●大学プロジェクトにて市内の大学生・専門学生に健康教育を実施

＜保健予防課＞
●普及・啓発事業：自殺対策市民研修会の実施、自殺予防啓発パネル展示、メンタル
チェック〈こころの体温計〉による啓発

＜地域教育課(生涯学習財団)＞
●今後も、正しい知識の普及に努めていきたい。

＜小中高＞
●学習指導要領に基づき、保健体育等において、こころの発達及び不安・悩みに関する
授業を行なっている。

ホームページやTwitter等を
活用したこころの健康に関す
る情報発信の充実

各領域の進捗状況一覧

行動目
標

目標に対して
取り組むこと

具体的な取り組み（例） 平成28年度

こころの健康を保ち、いきいきと自分

らしい社会生活を送りましょう

③ こころの健康・休養

表中の下線 ：庁外機関・団体
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平成29年度 平成30年度
令和元年度

（計画・方向性）
行動目

標
目標に対して
取り組むこと

具体的な取り組み（例） 平成28年度

教育の場における個別相談
の実施

〈教育相談課〉
●スクールカウンセラー派遣事業（全市立学校へ配置）
●教育相談総合窓口：発達や子育て、不登校等の教育に係る悩みについて個別相談
を実施

〈教育相談課〉
●スクールカウンセラー派遣事業（全市立学校へ配置）
●教育相談総合窓口：発達や子育て、不登校等の教育に係る悩みについて個別相談
を実施

〈教育相談課〉
●スクールカウンセラー派遣事業（全市立学校へ配置）
●教育相談総合窓口：発達や子育て、不登校等の教育に係る悩みについて個別相談
を実施

〈教育支援・相談課〉
●スクールカウンセラー派遣事業（全市立学校へ配置）
●教育相談総合窓口：発達や子育て、不登校等の教育に係る悩みについて個別相談
を実施

身近で相談できる人（ゲート
キーパー等）の育成・支援
（研修会や市民講座等）

＜保健予防課＞
●人材養成事業：自殺対策推進会議作業部会の実施（年1回）

＜保健予防課＞
●人材養成事業：自殺対策推進会議作業部会の実施（年1回）

＜保健予防課＞
●人材養成事業：自殺対策推進会議作業部会の実施（年1回）
●人材育成事業：市職員研修会の実施（年1回・140人）
●市民研修：自殺対策市民研修会の実施（年1回・67人）

＜保健予防課＞
●人材養成事業：自殺対策推進会議作業部会の実施
●人材育成事業：市職員向けゲートキーパー研修会の実施
●人材養成事業：ゲートキーパー出前講座の実施
●市民研修：自殺対策市民研修会の実施

＜人事課＞
●年１回メンタルヘルスチェック後の結果通知に相談窓口の情報を記載。

健康教育（乳児教室、乳幼
児健診、地域派遣型健康講
座、介護予防事業、教育の
場等）や啓発の実施

＜人事課＞
●新任係長級・課長補佐級、課長級に対してのメンタルヘルスの健康教育を実施
●新採研修にてメンタルヘルスの講演実施(人事課)研修後アンケートに相談情報窓口
の情報提供実施

＜健康増進課＞
●1歳7か月児・3歳6か月児健康診査では、生活リズムについて確認を行い、必要時保
健指導を行っている。
●保育園や幼稚園の歯科講座、健康ナビ★出前講座で保護者向けに生活リズムの話
を実施
●健康NARA講座（生活習慣病予防教室）、運動習慣づくりスタート講座、学ぼう！にこ
にこ奈良ごはん、健康ナビ★出前講座で休養、睡眠時無呼吸症候群について正しい知
識の普及

＜小中高＞
●学習指導要領に基づき、保健体育等において、休養及び睡眠に関する授業を行なっ
ている。

＜人事課＞
●階層別でのメンタルヘルス研修の実施

＜健康増進課＞
●1歳7か月児・3歳6か月児健康診査では、生活リズムについて確認を行い、必要時保
健指導を行っている。
●保育園や幼稚園の歯科講座、健康ナビ★出前講座で保護者向けに生活リズムの話
を実施
●健康NARA講座（生活習慣病予防教室）、運動習慣づくりスタート講座、学ぼう！にこ
にこ奈良ごはん、健康ナビ★出前講座で休養、睡眠時無呼吸症候群について正しい知
識の普及

＜小中高＞
●学習指導要領に基づき、保健体育等において、休養及び睡眠に関する授業を行なっ
ている。

＜人事課＞
●新任係長級・新任管理職に対してのメンタルヘルスの健康教育を実施
●新採研修にてメンタルヘルスの講演実施(人事課)時に相談情報窓口の情報提供実
施

＜健康増進課＞
●1歳7か月児・3歳6か月児健康診査では、生活リズムについて確認を行い、必要時保
健指導を行っている。
●保育園や幼稚園の歯科講座、健康ナビ★出前講座で保護者向けに生活リズムの話
を実施
●運動習慣づくりスタート講座、学ぼう！にこにこ奈良ごはんで心身の健康の維持につい
て正しい知識の普及

＜小中高＞

＜人事課＞
●新任係長級・新任管理職に対してのメンタルヘルスの健康教育を実施
●新採研修にてメンタルヘルスの講演実施(人事課)時に相談情報窓口の情報提供実
施

＜母子保健課＞
●1歳7か月児・3歳6か月児健康診査では、生活リズムについて確認を行い、必要時保
健指導を行っている。
●保育園や幼稚園、子育て支援センターで歯科講座、保護者向けに生活リズムの話を
実施

＜健康増進課＞
●学ぼう！にこにこ奈良ごはんで心身の健康の維持について正しい知識の普及

＜小中高＞

＜人事課＞
●年１回メンタルヘルスチェック後の結果通知に相談窓口の情報を記載。

十
分
な
休
養
を
と
り
ま
し
ょ
う

・心身の健康のため、休養の必要性を理解す
る

・7時間睡眠をこころがける

・規則正しい生活を心がける

＜正しい知識の普及＞
ホームページやTwitter等を
活用したこころの健康に関す
る情報発信の充実

＜人事課＞
●年１回メンタルヘルスチェック後の結果通知に相談窓口の情報を記載。

＜人事課＞
●年１回メンタルヘルスチェック後の結果通知に相談窓口の情報を記載。

家族や専門職を支える体制
の整備（家族会やスキルアッ
プ研修）

＜保健予防課＞
●関係職員研修：自殺対策市民研修会の実施（年1回・104人）

＜健康増進課＞
●保健師研修会の実施

＜保健予防課＞
●関係職員研修：自殺対策市民研修会の実施（年1回・72人）

＜健康増進課＞
●保健師研修会の実施

＜保健予防課＞
●関係職員研修：自殺対策関係職員研修会の実施（年1回・62人）

＜健康増進課＞
●保健師研修会の実施

＜保健予防課＞
●関係職員研修：自殺対策関係職員研修会の実施

＜健康増進課＞
●保健師研修会の実施

＜環境整備＞
子育て相談や親子の集える
場の充実

＜子ども育成課＞
●地域子育て支援拠点事業、子育てスポット事業、子育て親子の交流の場の提供と交
流の促進、子育て等に関する相談・援助の実施

＜健康増進課＞
●妊産婦乳幼児健康相談事業では、地域の身近な場所で子育てに関する相談に応じ
ている。（相談開設場所は保健所、西部相談室、公民館等巡回相談１９箇所）

＜保健予防課＞
●相談支援事業：いのちの電話協会による自死遺族の相談（電話相談 年47回・19
人、つどい 年11回・8人）

＜生涯学習課＞
●すこやかテレフォン事業を実施

＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
●「気持ち楽ちん♪ゆったり育児～イヤイヤ期もこわくない～」などの講座を開催してスト
レスの軽減を図る他、「おひざのうえで」などの自由に参加できる広場を開設し、子育て
相談や親子の集える場の充実を図った。

＜子ども育成課＞
●地域子育て支援拠点事業、子育てスポット事業、子育て親子の交流の場の提供と交
流の促進、子育て等に関する相談・援助の実施

＜健康増進課＞
●妊産婦乳幼児健康相談事業では、地域の身近な場所で子育てに関する相談に応じ
ている。（相談開設場所は保健所、西部相談室、公民館等巡回相談１９箇所）

＜保健予防課＞
●相談支援事業：いのちの電話協会による自死遺族の相談（電話相談 年51回・26
人、つどい 年11回・2人）

＜生涯学習課＞
●すこやかテレフォン事業を実施

＜生涯学習課（生涯学習財団）＞
●「気持ち楽ちん♪ゆったり育児」「登美ヶ丘子育て講座」など15事業を実施した。子育
て相談の場や親子の集える場の充実、専門家の話を聞く機会とした。また地域で子育て
支援をする機会にもなった。

＜子ども育成課＞
●地域子育て支援拠点事業、子育てスポット事業、子育て親子の交流の場の提供と交
流の促進、子育て等に関する相談・援助の実施

＜健康増進課＞
●妊産婦乳幼児健康相談事業では、地域の身近な場所で子育てに関する相談に応じ
ている。（相談開設場所は保健所、西部相談室、公民館等巡回相談13箇所）

＜生涯学習課＞
●すこやかテレフォン事業を実施

＜生涯学習課（生涯学習財団）＞
●「気持ち楽ちん♪ゆったり育児」「子育てお悩み解消術！」など17事業を実施した。子
育て相談の場や親子の集える場の充実、専門家の話を聞く機会とした。また値域で子育
て支援をする機会にもなった。

＜子ども育成課＞
●地域子育て支援拠点事業、子育てスポット事業、子育て親子の交流の場の提供と交
流の促進、子育て等に関する相談・援助の実施

＜母子保健課＞
●妊産婦乳幼児健康相談事業では、地域の身近な場所で子育てに関する相談に応じ
ている。（相談開設場所は母子保健課、西部相談室、公民館等巡回相談５箇所）

＜地域教育課＞
●今後も、広報活動を拡充しながら、すこやかテレフォン事業を継続して実施する予定。

＜地域教育課（生涯学習財団）＞
今後も、地域で子育てについて相談できる場や親子が集える場を増やし、充実を図って
いきたい。

自
分
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ス
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ス
に
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、
自
分
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ス
対
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を
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し
ょ
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・自分に合ったストレス対処法を身につける

・うつ病や予防について正しく理解する

・地域で子育てについて相談できる場や、集
える場所を増やす

・こころの健康の専門相談窓口を充実させ、
相談窓口に関する情報提供や周知する

＜ボランティアや専門家等に
よる支援＞
専門家（精神科医師・精神保
健福祉士・保健師・助産師
等）によるこころの悩みや不眠
等の個別相談の実施

＜奈良市医師会＞
●産業医として指導
　
＜人事課＞
●産業医相談月４回、産業カウンセリング相談月１回、心の健康相談室月４回、保健師
相談随時実施。

＜健康増進課＞
●妊娠届出時のアンケートにて、母の精神疾患の有無を把握
●乳幼児健診、電話、家庭訪問、来所相談での母への精神的支援
●適宜、保健予防課での精神科医相談につなぐ、もしくは医療機関受診勧奨

＜保健予防課＞
●こころの相談事業：臨床心理士等による面接相談の実施（年21回・28人）
●相談支援事業：いのちの電話協会による自死遺族の相談（電話相談 年47回・19
人、つどい 年11回・8人）

＜奈良市医師会＞
●産業医として指導

＜人事課＞
●産業医相談月４回、産業カウンセリング相談月１回、心の健康相談室月４回、保健師
相談随時実施。

＜健康増進課＞
●妊娠届出時のアンケートにて、母の精神疾患の有無を把握
●乳幼児健診、電話、家庭訪問、来所相談での母への精神的支援
●適宜、保健予防課での精神科医相談につなぐ、もしくは医療機関受診勧奨

＜保健予防課＞
●こころの相談事業：臨床心理士等による面接相談の実施（年21回・28人）
●相談支援事業：いのちの電話協会による自死遺族の相談（電話相談 年51回・26
人、つどい 年11回・2人）

＜奈良市医師会＞
●産業医として指導

＜人事課＞
●産業医相談月４回、産業カウンセリング相談月１回、心の健康相談室月４回、保健師
相談随時実施。

＜健康増進課＞
●妊娠届出時のアンケートにて、母の精神疾患の有無を把握
●乳幼児健診、電話、家庭訪問、来所相談での母への精神的支援
●適宜、保健予防課での精神科医相談につなぐ、もしくは医療機関受診勧奨

＜保健予防課＞
●こころの相談事業：臨床心理士等による面接相談の実施（年19回・31人）
●相談支援事業：いのちの電話協会による自死遺族の相談（電話相談 年48回・44
人、つどい 年12回・4人）

＜奈良市医師会＞
●産業医として指導

＜人事課＞
●産業医相談月４回、産業カウンセリング相談月１回、心の健康相談室月４回、保健師
相談随時実施。

＜母子保健課＞
●妊娠届出時のアンケートにて、母の精神疾患の有無を把握
●乳幼児健診、電話、家庭訪問、来所相談での母への精神的支援
●適宜、保健予防課での精神科医相談につなぐ、もしくは医療機関受診勧奨
●産後ケア

＜保健予防課＞
●こころの相談事業：臨床心理士等による面接相談の実施
●相談支援事業：いのちの電話協会による自死遺族の相談

資料１-心の健康・休養17



平成29年度 平成30年度
令和元年度

（計画・方向性）
行動目

標
目標に対して
取り組むこと

具体的な取り組み（例） 平成28年度

＜人事課＞
●時間外勤務80時間以上の職員に対し、自己チェック票を提出し、必要者に産業医相
談を実施
●月100時間以上の時間外勤務者には産業医相談を実施

＜産業政策課＞
●ホームページ「労政の手引き」への記載やポスターの掲示、チラシの配置を行う予
定。

余暇活動充実のための事業
や福利厚生の充実

＜奈良市運動習慣づくり推進員協議会＞
●20日ならｳｵｰｸ等への参加による気分転換と話合いによるストレス減少

＜人事課＞
●福利厚生倶楽部に委託し、充実を図っている。

＜商工労政課＞
●ホームページ「労政の手引き」への記載やポスターの掲示、チラシの配置を行う予
定。

＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
●382事業を実施した。

＜奈良市運動習慣づくり推進員協議会＞
●20日ならｳｵｰｸ等への参加による気分転換と話合いによるストレス減少

＜人事課＞
●福利厚生倶楽部に委託し、充実を図っていく。

＜商工労政課＞
●ホームページ「労政の手引き」への記載やポスターの掲示、チラシの配置を行う予
定。

＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
●336事業を実施した。

＜奈良市運動習慣づくり推進員協議会＞
●20日ならｳｵｰｸ等への参加による気分転換と話合いによるストレス減少

＜人事課＞
●福利厚生倶楽部に委託し、充実を図っていく。

＜産業政策課＞
●ホームページ「労政の手引き」への記載やポスターの掲示、チラシの配置を行う予
定。

＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
●366事業を実施した。

＜奈良市運動習慣づくり推進員協議会＞
●20日ならｳｵｰｸ等への参加による気分転換と話合いによるストレス減少

＜人事課＞
●福利厚生倶楽部に委託し、充実を図っていく。

＜産業政策課＞
●ホームページ「労政の手引き」への記載やポスターの掲示、チラシの配置を行う予
定。

＜地域教育課(生涯学習財団)＞
●今後も、市民の心身の健康のため、生涯学習事業を提供していきたい。

＜人事課＞
●時間外勤務80時間以上の職員に対し、自己チェック表を提出し、必要者に産業医相
談を実施

＜産業政策課＞
●ホームページ「労政の手引き」への記載やポスターの掲示、チラシの配置を行う予
定。

十
分
な
休
養
を
と
り
ま
し
ょ
う

・心身の健康のため、休養の必要性を理解す
る

・7時間睡眠をこころがける

・規則正しい生活を心がける

＜環境整備＞
職場環境改善（ノー残業デー
等）

＜人事課＞
●時間外勤務80時間以上の職員に対し、自己チェック票を提出し、必要者に産業医相
談を実施

＜商工労政課＞
●ホームページ「労政の手引き」への記載やポスターの掲示、チラシの配置を行う予
定。

＜人事課＞
●時間外勤務80時間以上の職員に対し、自己チェック票を提出し、必要者に産業医相
談を実施

＜商工労政課＞
●ホームページ「労政の手引き」への記載やポスターの掲示、チラシの配置を行う予
定。
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＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●地域活動時、休憩時間を利用して飲酒と体に及ぼす影
響について伝える。

＜健康増進課＞
●健診結果説明会（生活習慣病予防教室）
●学ぼう！にこにこ奈良ごはん
●健康ナビ★出前講座
●市内の大学生・専門学生に健康教育を実施

＜保健予防課＞
●普及・啓発事業：アルコール連続講座（市民・専門職対
象）を関係機関を交えて実施

ホームページや保健所等
の窓口、がん検診の場を活
用して、正しい知識に関す
る情報提供

＜奈良市医師会＞
●ホームページにて「健康づくり豆知識」をアップし、情報
提供

＜保健予防課＞
●普及啓発事業：アルコール関連問題啓発週間を利用し
た啓発、ホームページによる啓発（年１回）

＜奈良市医師会＞
●ホームページにて「健康づくり豆知識」をアップし、情報
提供

＜健康増進課＞
●啓発ホームページ、がん検診の場による啓発

＜保健予防課＞
●普及啓発事業：アルコール関連問題啓発週間を利用し
た啓発、ホームページによる啓発(年１回）

＜奈良市医師会＞
●ホームページにて「健康づくり豆知識」をアップし、情報
提供

＜健康増進課＞
●啓発ホームページ、がんと飲酒の関係について啓発

＜保健予防課＞
●普及啓発事業：アルコール関連問題啓発週間を利用し
た啓発、ホームページによる啓発（年1回）

＜奈良市医師会＞
●ホームページにて「健康づくり豆知識」をアップし、情報
提供

＜健康増進課＞
●啓発ホームページ、がんと飲酒の関係について啓発

＜保健予防課＞
●普及啓発事業：アルコール関連問題啓発週間を利用し
た啓発、ホームページによる啓発

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●地域活動時、休憩時間を利用して飲酒と体に及ぼす影
響について伝える。

＜健康増進課＞
●健診結果説明会（生活習慣病予防教室）
●運動習慣づくりスタート講座
●学ぼう！にこにこ奈良ごはん
●健康ナビ★出前講座
●市内の大学生・専門学生に健康教育を実施

＜保健予防課＞
●普及・啓発事業：アルコール連続講座（市民・専門職対
象）を関係機関を交えて実施（年2回・参加者延べ108
人）
●普及・啓発事業：市役所保護課でアルコールの研修会
を実施（年1回・参加者15人）

・飲酒の健康への影響や適正飲酒
について、正しい知識を習得する

・飲酒に関する相談窓口を充実させ
る

＜正しい知識の普及＞
健康教育（生活習慣病予
防教室・地域派遣型健康
講座・市民公開講座等）で
の正しい知識の普及

＜奈良市食生活改善推進員協議会＞
●生活習慣病予防の調理実習の際、過度の飲酒のリスク
を伝え、節度のある飲酒を心がけるように促す。

＜奈良市運動習慣づくり推進員協議会＞
●地域活動時、休憩時間を利用して飲酒と体に及ぼす影
響について伝える。

＜健康増進課＞
●健康NARA講座（生活習慣病予防教室）
●運動習慣づくりスタート講座
●学ぼう！にこにこ奈良ごはん
●健康ナビ★出前講座
●市内の大学生・専門学生に健康教育を実施

＜保健予防課＞
●普及・啓発事業：アルコール連続講座を関係機関を交
えて実施（年2回・参加者延べ55人）

＜奈良市食生活改善推進員協議会＞
●生活習慣病予防の調理実習の際、過度の飲酒のリスク
を伝え、節度のある飲酒を心がけるように促す。

＜奈良市運動習慣づくり推進員協議会＞
●地域活動時、休憩時間を利用して飲酒と体に及ぼす影
響について伝える。

＜健康増進課＞
●健康NARA講座（生活習慣病予防教室）
●運動習慣づくりスタート講座
●学ぼう！にこにこ奈良ごはん
●健康ナビ★出前講座
●市内の大学生・専門学生に健康教育を実施

＜保健予防課＞
●普及・啓発事業：アルコール市民大会を関係機関を交
えて実施（年1回・参加者37人）
●普及・啓発事業：アルコール連続講座（専門職）を関係
機関を交えて実施（年2回・参加者延べ88人）

各領域の進捗状況一覧

行動目標
目標に対して
取り組むこと

具体的な取り組み（例） 平成28年度 平成29年度 平成３０年度
令和元年度

（計画・方向性）

お酒を飲める人は適正飲酒に努めましょう

④飲酒

表中の下線 ：庁外機関・団体
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行動目標
目標に対して
取り組むこと

具体的な取り組み（例） 平成28年度 平成29年度 平成３０年度
令和元年度

（計画・方向性）

＜保健予防課＞
●環境整備、人材育成：アルコール関連問題懇談会でア
ルコール専門医、相談員、包括、断酒会、家族会と共に
定期懇談会、勉強会、研修会の実施（年5回）

＜保健予防課＞
●環境整備、人材育成：アルコール関連問題懇談会でア
ルコール専門医、相談員、包括、断酒会、家族会と共に
定期懇談会、勉強会、研修会の実施

＜環境整備＞
アルコール関連問題関係
機関との連携体制の確立

妊
娠
中
・
授
乳
中
の
飲
酒
を
な
く
し

ま
し
ょ
う

・妊娠中、授乳中の飲酒による母
体、子どもへの影響を正しく理解す
る

・妊婦、産婦が飲酒しないための支
援を行う

＜正しい知識の普及＞
母親（両親）教室、乳児教
室、乳児健診等の場、ホー
ムページを活用して、正しい
知識や支援に関する情報
提供

＜奈良県助産師会＞
●母親教室や母子の訪問の場で正しい知識を提供

＜健康増進課＞
●健康教育：市内の大学生・専門学生に健康教育を実
施。

＜奈良県助産師会＞
●母親教室や母子の訪問の場で正しい知識を提供

＜健康増進課＞
●健康教育：市内の大学生・専門学生に健康教育を実
施。

＜奈良県助産師会＞
●母親教室など妊婦への健康教育の場や母子訪問で正
しい知識の提供を実施する。

＜母子保健課＞
●母親教室や新生児家庭訪問の場で正しい知識を提供

＜ボランティアや専門家等
による支援＞
妊婦への専門職による個別
支援の実施

＜奈良市医師会＞
●診察時の禁酒指導

＜奈良県助産師会＞
●母親教室や妊婦・母子訪問、出前講座で情報を提供

＜健康増進課＞
●妊娠届け出時のアンケートから飲酒していることがわ
かった妊婦に保健師による個別指導を行っている。

＜奈良市医師会＞
●診察時の禁酒指導

＜奈良県助産師会＞
●母親教室や妊婦・母子訪問、出前講座で情報を提供

＜健康増進課＞
●妊娠届け出時のアンケートから飲酒していることがわ
かった妊婦に保健師による個別指導を行っている。

＜奈良市医師会＞
●診察時の禁酒指導

＜奈良県助産師会＞
●母親教室や妊婦・母子訪問、出前講座で情報を提供

＜健康増進課＞
●妊娠届け出時のアンケートから飲酒していることがわ
かった妊婦に保健師による個別指導を行っている。

＜奈良市医師会＞
●診察時の禁酒指導

＜奈良県助産師会＞
●母親教室や妊婦・母子訪問の場や思春期出前講座で
情報正しい情報を提供する。

＜母子保健課＞
●妊娠届け出時のアンケートから飲酒していることがわ
かった妊婦に保健師による個別指導を行っている。

＜奈良県助産師会＞
母親教室や母子の訪問の場で正しい知識を提供

＜健康増進課＞
●母親教室や新生児家庭訪問の場で正しい知識を提供

お
酒
が
体
に
及
ぼ
す
影
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て

、
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＜奈良市医師会＞
●診察時の禁酒指導

＜保健予防課＞
●相談支援事業：相談員等によるアルコール依存症者に
関する個別相談（電話、来所、訪問）

生活習慣病予防教室等の
機会を用いた適正飲酒へ

の個別支援

＜奈良市医師会＞
●産業医として指導

＜健康増進課＞
●個別支援：健康NARA講座（生活習慣病予防教室）の
機会を用いた適正飲酒への個別支援
●特定保健指導：特定保健指導対象者への個別支援

●特定保健指導において生活習慣病予防のための適正
飲酒の個別指導

＜奈良市医師会＞
●産業医として指導

＜健康増進課＞
●健康NARA講座の機会を用いた適正飲酒への個別支
援
●特定保健指導：特定保健指導対象者への個別支援

●特定保健指導において生活習慣病予防のための適正
飲酒の個別指導

＜奈良市医師会＞
●産業医として指導

＜健康増進課＞
●健診結果説明会の機会を用いた適正飲酒への個別支
援
●特定保健指導：特定保健指導対象者への個別支援

●特定保健指導において生活習慣病予防のための適正
飲酒の個別指導

＜奈良市医師会＞
●産業医として指導

＜健康増進課＞
●健診結果説明会の機会を用いた適正飲酒への個別支
援
●特定保健指導：特定保健指導対象者への個別支援

●特定保健指導において生活習慣病予防のための適正
飲酒の個別指導

＜奈良市医師会＞
●診察時の禁酒指導

＜保健予防課＞
●相談支援事業：相談員等によるアルコール依存症者に
関する個別相談（電話30件、来所35件、訪問24件）

・飲酒の健康への影響や適正飲酒
について、正しい知識を習得する

・飲酒に関する相談窓口を充実させ
る

＜ボランティアや専門家等
による支援＞
飲酒に関する個別支援の
実施

＜奈良市医師会＞
●診察時の禁酒指導

＜保健予防課＞
●相談支援事業：相談員等によるアルコール依存症者に
関する個別相談（電話35件、来所24件、訪問56件）

＜奈良市医師会＞
●診察時の禁酒指導

＜保健予防課＞
●相談支援事業：相談員等によるアルコール依存症者に
関する個別相談（電話24件、来所16件、訪問53件）

アルコール関連問題に対す
る人材育成

＜保健予防課＞
●環境整備、人材育成：アルコール関連問題懇談会でア
ルコール専門医、相談員、包括、断酒会、家族会と共に
定期懇談会、勉強会、研修会の実施、奈良県社会福祉
士協会・地域包括支援センター長会・所内勉強会での啓
発（年6回）

＜保健予防課＞
●環境整備、人材育成：アルコール関連問題懇談会でア
ルコール専門医、相談員、包括、断酒会、家族会と共に
定期懇談会、勉強会、研修会の実施、奈良県社会福祉
士協会・地域包括支援センター長会・所内勉強会での啓
発（年6回）
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行動目標
目標に対して
取り組むこと

具体的な取り組み（例） 平成28年度 平成29年度 平成３０年度
令和元年度

（計画・方向性）

ホームページ等を活用し
て、未成年が飲酒すること
による健康への影響につい
て正しい知識を情報提供

＜ボランティアや専門家等
による支援＞
未成年者の飲酒に関する
相談を受けられる場の充実

＜奈良市医師会＞
●診察時の禁酒指導

＜奈良市医師会＞
●診察時の禁酒指導

＜奈良市医師会＞
●診察時の禁酒指導

＜奈良市医師会＞
●診察時の禁酒指導

＜環境整備＞
未成年者へのお酒の提供
について徹底防止

＜奈良市薬剤師会＞
●学校薬剤師として小中高での薬物乱用防止教育での、
飲酒の害について教育の実施

＜健康増進課＞
●市内の大学生・専門学生に健康教育を実施

＜小中高＞
●学習指導要領に基づき、保健体育等において、飲酒に
関する授業を行なっている。

未
成
年
者
の
飲
酒
を
な
く
し
ま
し
ょ
う

・未成年が飲酒することによる健康
への影響について正しい知識を習
得する

・飲酒を勧められてもきっぱりと断る

・未成年に飲酒させない

＜正しい知識の普及＞
未成年者への飲酒防止教
育の実施

＜健康増進課＞
●市内の大学生・専門学生に健康教育を実施。

＜小中高＞
●学習指導要領に基づき、保健体育等において、飲酒に
関する授業を行なっている。

＜健康増進課＞
●市内の大学生・専門学生に健康教育を実施。

＜小中高＞
●学習指導要領に基づき、保健体育等において、飲酒に
関する授業を行なっている。

＜奈良市薬剤師会＞
●学校薬剤師として小中高での薬物乱用防止教育での、
飲酒の害について教育の実施

＜健康増進課＞
●市内の大学生・専門学生に健康教育を実施

＜小中高＞
●学習指導要領に基づき、保健体育等において、飲酒に
関する授業を行なっている。
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インターネットを活用した禁煙
支援の実施

＜医療政策課＞
●インターネット禁煙マラソン（一般コース・マタニティコース）（県事業）の紹介

＜医療政策課＞
●インターネット禁煙マラソン（一般コース・マタニティコース）（県事業）の紹介

＜医療政策課＞
●インターネット禁煙マラソン（一般コース・マタニティコース）（県事業）の紹介

＜医療政策課＞
●インターネット禁煙マラソン（一般コース・マタニティコース）（県事業）の紹介

＜奈良市医師会＞
●診察時の禁煙指導

＜医療政策課＞
●未成年者禁煙相談窓口：学校支援事業として、禁煙を希望する児童・生徒が専門家
の支援を受けられるように調整する。

＜奈良市医師会＞
●診察時の禁煙指導

＜医療政策課＞
●未成年者禁煙相談窓口事業として、禁煙を希望する児童・生徒が専門家の支援を受
けられるように調整する。

＜奈良市医師会＞
●診察時の禁煙指導

＜医療政策課＞
●未成年者禁煙相談窓口事業として、禁煙を希望する児童・生徒が専門家の支援を受
けられるように調整する。

＜奈良市医師会＞
●学校医として指導

＜奈良県助産師会＞
●学校への出前講座で喫煙の弊害についての教育の実施

＜医療政策課＞
●小学６年対象に喫煙防止チラシ配布。
●喫煙防止教育担当者支援
教材の貸出や研修などを実施。

＜健康増進課＞
●市内の大学生・専門学生に健康教育を実施

＜小中高＞
●学習指導要領に基づき、保健体育等において、喫煙に関する授業を行なっている。

＜奈良市医師会＞
●学校医として指導

＜奈良市薬剤師会＞
●学校薬剤師による薬物乱用防止教育でのタバコの害の授業
●禁煙支援薬局の育成事業
●禁煙支援薬局での禁煙支援活動

＜奈良県助産師会＞
●学校への出前講座で喫煙の弊害についての教育の実施

＜医療政策課＞
●小学６年対象に喫煙防止教育リーフレット、全小学校に喫煙防止教育ポスターを配
布。
●喫煙防止教育教材貸出事業を実施。
●市内大学で大学生のための禁煙キャンペーン（啓発活動）を実施。

＜健康増進課＞
●市内の大学生・専門学生に健康教育を実施

所との協働事業）

＜小中高＞
●学習指導要領に基づき、保健体育等において、喫煙に関する授業を行なっている。

＜奈良市医師会＞
●学校医として指導

＜奈良市薬剤師会＞
●学校薬剤師による薬物乱用防止教育でのタバコの害の授業
●禁煙支援薬局の育成事業
●禁煙支援薬局での禁煙支援活動

＜奈良県助産師会＞
●学校への出前講座で喫煙の弊害についての教育の実施

＜医療政策課＞
●小学６年対象に喫煙防止教育リーフレット、全小学校に喫煙防止教育ポスターを配
布。
●喫煙防止教育教材貸出事業を実施。
●市内大学で大学生のための禁煙キャンペーン（啓発活動）を実施。
●こども園・保育園などで喫煙防止教育及び保護者向け講習会を実施予定

＜健康増進課＞
●市内の大学生・専門学生に健康教育を実施

協働事業）今後も毎年3年生に継続して実施する。

＜小中高＞
●学習指導要領に基づき、保健体育等において、喫煙に関する授業を行なっている。

乳児教室、乳幼児健診の
場、ホームページを活用し
て、正しい知識を普及

＜奈良県助産師会＞
●母子訪問の場で正しい知識の提供

＜健康増進課＞
●１歳７か月児健診、３歳６か月児健診で家族の禁煙に関するチラシの配布をする。

＜奈良県助産師会＞
●母子訪問の場で正しい知識の提供

＜健康増進課＞
●１歳７か月児健診、３歳６か月児健診で家族の禁煙に関するチラシの配布をする。

＜奈良県助産師会>
●母子訪問での正しい知識の提供

＜健康増進課＞
●１歳７か月児健診、３歳６か月児健診で家族の禁煙に関するチラシの配布をする。

＜奈良県助産師会>
●母子訪問での正しい知識の提供

＜母子保健課＞
●１歳７か月児健診、３歳６か月児健診で家族の禁煙に関するチラシの配布をする。

未
成
年
者
に
た
ば
こ
を
吸
わ
せ
な
い

（
未
成
年
の
喫
煙
を
な
く
し
ま
し
ょ
う

）

・未成年者の喫煙が身体に及ぼす影響につ
いて正しく理解する

・未成年者のいるところでたばこを吸わない

・成人になってもたばこを吸わない意思をもつ

・未成年者の禁煙支援をおこなう

＜正しい知識の普及＞
未成年者への喫煙防止教育
の実施

＜奈良市医師会＞
●学校医として指導

＜奈良県助産師会＞
●学校への出前講座で喫煙の弊害についての教育の実施

＜医療政策課＞
●小学６年対象に喫煙防止チラシ配布。
●喫煙防止教育担当者支援
教材の貸出や研修などを実施。

＜健康増進課＞
●市内の大学生・専門学生に健康教育を実施。

＜小中高＞
●学習指導要領に基づき、保健体育等において、喫煙に関する授業を行なっている。

＜ボランティアや専門家等
による支援＞
未成年者が禁煙支援を受け
られる場や機会を充実

＜奈良市医師会＞
●診察時の禁煙指導

＜医療政策課＞
●未成年者禁煙相談窓口：学校支援事業として、禁煙を希望する児童・生徒が専門家
の支援を受けられるように調整する。

平成30年度
令和元年度

（計画・方向性）

妊
娠
中
の
喫
煙
を
な
く
し
ま
し
ょ
う

＜正しい知識の普及＞
母親教室、両親教室等の
場、ホームページを活用し
て、正しい知識や禁煙支援
に関する情報提供

＜奈良県助産師会＞
●母親教室、両親学級、妊婦訪問の場で正しい知識や禁煙支援の情報を提供

＜健康増進課＞
●はじめてのママパパ教室２回コースの１回に希望者にスモーカライザーでの測定、禁
煙指導を行っている。

＜高校＞
●学習指導要領に基づき、保健体育等において、喫煙(胎児への影響)に関する授業を
行なっている。

＜奈良県助産師会＞
●母親教室、両親学級、妊婦訪問の場で正しい知識や禁煙支援の情報を提供

＜健康増進課＞
●はじめてのママパパ教室２回コースの１回に希望者にスモーカライザーでの測定、禁
煙指導を行っている。

＜高校＞
●学習指導要領に基づき、保健体育等において、喫煙(胎児への影響)に関する授業を
行なっている。

＜奈良県助産師会＞
●母親学級・両親学級・妊婦訪問の場で正しい知識や禁煙支援の情報を提供

＜健康増進課＞
●はじめてのママパパサロンで禁煙相談指導を行っている。
●妊娠届出時にパンフレットを配布
●中央保健センター待合にポスターを掲示
●子育て支援センター等にポスター・チラシ啓発依頼

＜高校＞
●学習指導要領に基づき、保健体育等において、喫煙(胎児への影響)に関する授業を
行なっている。

＜奈良県助産師会＞
●母親学級・両親学級・妊婦訪問の場で正しい知識や禁煙支援の情報を提供

＜母子保健課＞
●はじめてのママパパサロンで禁煙相談指導を行っている。
●妊娠届出時にパンフレットを配布
●中央保健センター待合にポスターを掲示

＜高校＞
●学習指導要領に基づき、保健体育等において、喫煙(胎児への影響)に関する授業を
行なっている。

＜ボランティアや専門家等
による支援＞
専門職による個別禁煙支援
の実施

＜奈良市医師会＞
●診察時の禁煙指導

＜奈良県助産師会＞
●出前講座や妊婦訪問にて実施

＜健康増進課＞
●妊娠届け出時のアンケートから喫煙していることがわかった妊婦に保健師による個別
禁煙指導を行っている。

＜奈良市医師会＞
●診察時の禁煙指導

＜奈良県助産師会＞
●出前講座や妊婦訪問にて実施

＜健康増進課＞
●妊娠届け出時のアンケートから喫煙していることがわかった妊婦に保健師による個別
禁煙指導を行っている。

＜奈良市医師会＞
●診察時の禁煙指導

＜奈良県助産師会＞
●出前講座や妊婦訪問にて実施

＜健康増進課＞
●妊娠届け出時のアンケートから喫煙していることがわかった妊婦に保健師による個別
禁煙指導を行っている。

＜奈良市医師会＞
●診察時の禁煙指導

＜奈良県助産師会＞
●出前講座や妊婦訪問にて実施

＜母子保健課＞
●妊娠届け出時のアンケートから喫煙していることがわかった妊婦に保健師による個別
禁煙指導を行っている。

各領域の進捗状況一覧

行動目標
目標に対して
取り組むこと

具体的な取り組み（例） 平成28年度 平成29年度

たばこの煙を吸わない

・吸わせないようにしましょう

⑤ たばこ

表中の下線 ：庁外機関・団体
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平成30年度
令和元年度

（計画・方向性）
行動目標

目標に対して
取り組むこと

具体的な取り組み（例） 平成28年度 平成29年度

地域グループや公民館等で
の地域派遣型禁煙講座

＜健康増進課＞
●出前講座の中で一つのテーマとして取り上げている。

＜健康増進課＞
●出前講座の中で一つのテーマとして取り上げている。

＜健康増進課＞
●出前講座の中で一つのテーマとして取り上げている。

＜健康増進課＞
●出前講座の中で一つのテーマとして取り上げている。

生活習慣病予防教室の機
会を用いた禁煙支援の実施

＜健康増進課＞
●健康NARA講座の中で喫煙と生活習慣病の関連について伝えている。

＜健康増進課＞
●健康NARA講座の中で喫煙と生活習慣病の関連について伝えている。

＜健康増進課＞
●健康NARA講座の中で喫煙と生活習慣病の関連について伝えている。

＜健康増進課＞
●健康NARA講座の中で喫煙と生活習慣病の関連について伝えている。

＜奈良県助産師会＞
●母親教室棟や両親学級で受動喫煙に関する情報を提供

＜奈良市食生活改善推進員協議会＞
●世界禁煙デー、禁煙習慣に協賛

＜奈良市運動習慣づくり推進員協議会＞
●機会あるごとに禁煙を伝える。

＜人事課＞
●世界禁煙デー等のあらゆる機会を活用し、職員ポータルにて受動喫煙防止、禁煙相
談の実施等啓発。

＜医療政策課＞
●世界禁煙デー・禁煙週間に本庁正面玄関でパネル展示実施
●食育フェスタでのパネル展示による啓発
●市ホームページでの啓発
●たばこの害や禁煙のメリットについて情報提供。
●保健所広報誌や国保医療通知への記事掲載による啓発。

＜健康増進課＞
●運動習慣づくりスタート講座にて禁煙及びCOPDについて伝える。

＜奈良県助産師会＞
●母親教室や両親学級での受動喫煙に関する情報を提供した。

＜奈良市運動習慣づくり推進員協議会＞
●機会あるごとに禁煙を伝える。

＜人事課＞
●世界禁煙デー等のあらゆる機会を活用し、職員ポータルにて受動喫煙防止、禁煙相
談の実施等啓発。

＜医療政策課＞
●世界禁煙デーにJR奈良駅前で禁煙・受動喫煙防止啓発イベントを実施
●禁煙週間に市内大学で大学生のための禁煙キャンペーン（受動喫煙防止を含む）を
実施
●世界禁煙デー・禁煙週間に本庁正面玄関・はぐくみセンター正面玄関でパネル等の
展示実施
●市ホームページ・ツイッター・窓口等での啓発（たばこの害や禁煙のメリット・受動喫煙）
について情報提供。
●しみんだより5月号に世界禁煙デー・禁煙週間と併せた禁煙・受動喫煙防止啓発記事
を掲載

＜健康増進課＞
●運動習慣づくりスタート講座にて禁煙及びCOPDについて伝える。

＜奈良県助産師会＞
●母親教室や両親学級での受動喫煙に関する情報を提供していく。

＜奈良市運動習慣づくり推進員協議会＞
●機会あるごとに禁煙を伝える。

＜人事課＞
●世界禁煙デー等のあらゆる機会を活用し、職員ポータルにて受動喫煙防止、禁煙相
談の実施等啓発。
●職員向けの禁煙講座および禁煙相談の実施

＜医療政策課＞
●世界禁煙デーにJR奈良駅前で禁煙・受動喫煙防止啓発イベントを実施
●禁煙週間に市内大学で大学生のための禁煙キャンペーン（受動喫煙防止を含む）を
実施
●世界禁煙デー・禁煙週間に本庁正面玄関・はぐくみセンター正面玄関でパネル等の
展示実施
●市ホームページ・ツイッター・窓口等での啓発（たばこの害や禁煙のメリット・受動喫煙）
について情報提供。
●しみんだより5月号に世界禁煙デー・禁煙週間と併せた禁煙・受動喫煙防止啓発記事
を掲載

医療機関や薬局、保健所窓
口等での禁煙支援の実施

＜奈良市医師会＞
●診察時・健診時の禁煙指導

＜奈良市運動習慣づくり推進員協議会＞
●研修会の開催

＜人事課＞
●世界禁煙デー等の機会を活用し、職員ポータルにて受動喫煙防止、禁煙相談の実
施等啓発。

＜医療政策課＞
●禁煙外来の案内
●禁煙を支援するチャレンジ禁煙プログラムの実施

＜健康増進課＞
●特定保健指導における禁煙指導

＜奈良市医師会＞
●診察時・健診時の禁煙指導

＜人事課＞
●世界禁煙デー等のあらゆる機会を活用し、職員ポータルにて受動喫煙防止、禁煙相
談の実施等啓発。

＜医療政策課＞
●禁煙外来の案内
●禁煙支援研修者への研修（薬剤師）
●禁煙を支援するチャレンジ禁煙プログラムの実施

＜健康増進課＞
●特定保健指導における禁煙指導

＜奈良市医師会＞
●診察時・健診時の禁煙指導

＜人事課＞
●世界禁煙デー等のあらゆる機会を活用し、職員ポータルにて受動喫煙防止、禁煙相
談の実施等啓発。

＜医療政策課＞
●禁煙外来の案内
●禁煙支援スキルアップ研修会の実施（薬剤師等）
●禁煙を支援するチャレンジ禁煙プログラムの実施
●奈良市禁煙支援薬局をマッピング化し市ホームページに掲載

＜健康増進課＞
●特定保健指導における禁煙指導

＜奈良市医師会＞
●診察時・健診時の禁煙指導

＜人事課＞
●世界禁煙デー等のあらゆる機会を活用し、職員ポータルにて受動喫煙防止、禁煙相
談の実施等啓発。
●職員向けの禁煙講座および禁煙相談の実施

＜医療政策課＞
●禁煙外来の案内
●禁煙支援アドバイザー研修会の実施（薬剤師等）予定
●禁煙を支援するチャレンジ禁煙プログラムの実施

＜健康増進課＞
●特定保健指導における禁煙指導

＜ボランティアや専門家等
による支援＞
インターネットを活用した禁煙
支援の実施

＜医療政策課＞
●インターネット禁煙マラソン（マタニティコース）（県事業）の紹介

＜医療政策課＞
●インターネット禁煙マラソン（マタニティコース）（県事業）の紹介

＜医療政策課＞
●インターネット禁煙マラソン（マタニティコース）（県事業）の紹介

＜医療政策課＞
●インターネット禁煙マラソン（マタニティコース）（県事業）の紹介

＜奈良市医師会＞
ホームページにて「健康づくり豆知識」をアップし、たばこに関する情報提供。

＜奈良県助産師会＞
●学校への出前講座にて弊害や正しい知識を提供

＜人事課＞
●世界禁煙デー等のあらゆる機会を活用し、職員ポータルにて受動喫煙防止、禁煙相
談の実施等啓発。

＜医療政策課＞
●市ホームページにて喫煙・受動喫煙による健康への影響についてのコンテンツを掲
載、ツイッターで同情報を不定期配信
●窓口等にチラシ設置、ポスターを掲示

＜健康増進課＞
●肺がん検診時、喫煙者に対し、禁煙指導もしくは禁煙に関する情報提供を行ってい
る。受動喫煙の可能性のある方に対し、喫煙の有害性について情報提供している。

●集団健（検）診時、喫煙者に対し、「喫煙に関する質問票」を取り、禁煙指導もしくは禁
煙に関する情報提供（禁煙外来受診勧奨など）を行っている。

協働事業）

＜奈良市医師会＞
●ホームページにて「健康づくり豆知識」をアップし、たばこに関する情報提供。

＜奈良県助産師会＞
●学校への出前講座で喫煙の弊害など正しい知識を提供した。

＜人事課＞
●世界禁煙デー等のあらゆる機会を活用し、職員ポータルにて受動喫煙防止、禁煙相
談の実施等啓発。

＜医療政策課＞
●市ホームページにて喫煙・受動喫煙による健康への影響についてのコンテンツを掲
載、ツイッターで同情報を不定期配信
●窓口等にチラシ設置、ポスターを掲示

＜健康増進課＞
●肺がん検診時、喫煙者に対し、禁煙指導もしくは禁煙に関する情報提供を行っている

●集団健（検）診時、喫煙者に対し、「喫煙に関する質問票」を取り、禁煙指導もしくは禁
煙に関する情報提供（禁煙外来受診勧奨など）を行っている。

＜奈良市医師会＞
●ホームページにて「健康づくり豆知識」をアップし、たばこに関する情報提供。

＜奈良県助産師会＞
●学校への出前講座で喫煙の弊害など正しい知識を提供する。

＜人事課＞
●世界禁煙デー等のあらゆる機会を活用し、職員ポータルにて受動喫煙防止、禁煙相
談の実施等啓発。
●職員向けの禁煙講座および禁煙相談の実施

＜医療政策課＞
●市ホームページにて喫煙・受動喫煙による健康への影響についてのコンテンツを掲
載、ツイッターで同情報を不定期配信
●窓口等にチラシ設置、ポスターを掲示

＜健康増進課＞
●肺がん検診時、喫煙者に対し、禁煙指導もしくは禁煙に関する情報提供を行っている

●集団健（検）診時、喫煙者に対し、「喫煙に関する質問票」を取り、禁煙指導もしくは禁
煙に関する情報提供（禁煙外来受診勧奨など）を行っている。
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・たばこが身体に及ぼす影響について正しく
理解する

・喫煙者は禁煙支援を受ける機会を活用す
る等して禁煙し、周囲はそれを支援する

＜正しい知識の普及＞
ホームページや保健所等の
窓口、がん検診の場を活用
して、正しい知識や禁煙支援
に関する情報提供

＜奈良市医師会＞
●ホームページにて「健康づくり豆知識」をアップし、たばこに関する情報提供。

＜奈良県助産師会＞
●学校への出前講座にて弊害や正しい知識を提供

＜人事課＞
●世界禁煙デー等に合わせて、職員ポータルにて受動喫煙防止、禁煙相談の実施等
啓発。

＜医療政策課＞
●市ホームページにて喫煙・受動喫煙による健康への影響についてのコンテンツを掲
載、ツイッターで同情報を不定期配信
●窓口等にチラシ設置、ポスターを掲示

＜健康増進課＞
●肺がん検診時、喫煙者に対し、禁煙指導もしくは禁煙に関する情報提供を行ってい
る。受動喫煙の可能性のある方に対し、喫煙の有害性について情報提供している。

世界禁煙デー・禁煙週間啓
発等の機会を用いて、禁煙・
受動喫煙防止に関する情報
提供

＜奈良県助産師会＞
●母親教室棟や両親学級で受動喫煙に関する情報を提供

＜奈良市食生活改善推進員協議会＞
●世界禁煙デー、禁煙習慣に協賛

＜奈良市運動習慣づくり推進員協議会＞
●地域活動の休憩時間を利用してパンフレットを配布して健康との関わりを説明

＜人事課＞
●世界禁煙デー等の機会を活用し、職員ポータルにて受動喫煙防止、禁煙相談の実
施等啓発。

＜医療政策課＞
●世界禁煙デー・禁煙週間に本庁正面玄関でパネル展示実施、大学と連携した啓発
活動
●食育フェスタでのパネル展示による啓発
●市ホームページでの啓発
●たばこの害や禁煙のメリットについて情報提供。
●保健所広報誌や国保医療通知への記事掲載による啓発。

＜健康増進課＞
●運動習慣づくりスタート講座にて禁煙及びCOPDについて伝える。
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平成30年度
令和元年度

（計画・方向性）
行動目標

目標に対して
取り組むこと

具体的な取り組み（例） 平成28年度 平成29年度

＜奈良市医師会＞
●産業医として指導

＜奈良市薬剤師会＞
●敷地内禁煙の施設について、ホームページで周知する。

＜医療政策課＞
●禁煙おもてなし施設事業：終日全面禁煙の施設について募集・登録を行い、市民に
周知する。
●（事業所向け）禁煙スタートサポート講習会（受動喫煙防止講習会）を実施
●改正健康増進法（受動喫煙）に係る店舗・施設等からの窓口や電話・メール等での相
談対応。
●生活衛生課と食品衛生協会主催の食品衛生管理責任者講習会にて改正健康増進
法について周知

＜奈良市医師会＞
●産業医として指導

＜奈良市薬剤師会＞
●敷地内禁煙の施設について、ホームページで周知する。

＜医療政策課＞
●禁煙おもてなし施設事業：終日全面禁煙の施設について募集・登録を行い、市民に
周知する。
●（事業所向け）禁煙スタートサポート講習会を実施予定
●改正健康増進法（受動喫煙）に係る店舗・施設等からの窓口や電話・メール等での相
談対応。
●改正健康増進法の周知（しみんだより・市ホームページ・ツイッター・窓口チラシ・ポ
ケットティッシュなど）
●保健衛生課と食品衛生協会主催の食品衛生管理責任者講習会にて改正健康増進
法について周知

公園や路上、公共施設等の
禁煙化の推進

＜人事課＞
●奈良市受動喫煙防止対策検討庁内連絡会議主導のもと、受動喫煙防止対策につい
て敷地内禁煙も含めた検討実施。

＜医療政策課＞
●市役所の敷地内禁煙を検討するため、奈良市受動喫煙防止対策検討庁内連絡会
議を開催。

＜環境政策課＞
●「奈良市路上喫煙防止に関する条例」：駅前、大通り周辺を路上喫煙禁止地域に指
定し、吸い殻入れが付近に設置されていない場所で路上喫煙をしないよう巡回啓発を
実施するとともに、市民・観光客等の喫煙マナー・ルールの遵守に関する意識を高め、ま
ちの美観の維持増進及び安全で快適な生活環境の確保に努めた。

＜人事課＞
●奈良市受動喫煙防止対策検討庁内連絡会議主導のもと、受動喫煙防止対策につい
て敷地内禁煙も含めた検討実施。

＜医療政策課＞
●市役所の敷地内禁煙を検討するため、奈良市受動喫煙防止対策検討庁内連絡会
議を開催。

＜環境政策課＞
●「奈良市路上喫煙防止に関する条例」：引き続き、駅前、大通り周辺を路上喫煙禁止
地域に指定し、吸い殻入れが付近に設置されていない場所で路上喫煙をしないよう巡
回啓発を実施するとともに、市民・観光客等の喫煙マナー・ルールの遵守に関する意識
を高め、まちの美観の維持増進及び安全で快適な生活環境の確保に努めた。

＜人事課＞
●奈良市受動喫煙防止対策検討庁内連絡会議主導のもと、受動喫煙防止対策につい
て敷地内禁煙も含めた検討実施。

＜医療政策課＞
●市役所の敷地内禁煙を検討するため、奈良市受動喫煙防止対策検討庁内連絡会
議を開催。⇒令和元年７月より市の施設は全て第一種施設とみなし、原則屋内全面禁
煙に。
●公共施設等の改正健康増進法（受動喫煙）に係る窓口や電話・メール等での相談対
応。

＜環境政策課＞
●「奈良市路上喫煙防止に関する条例」：駅前、大通り周辺を路上喫煙禁止地域に指
定し、吸い殻入れが付近に設置されていない場所で路上喫煙をしないよう巡回啓発を
実施するとともに、市民・観光客等の喫煙マナー・ルールの遵守に関する意識を高め、ま
ちの美観の維持増進及び安全で快適な生活環境の確保に努めた。

＜人事課＞
●奈良市受動喫煙防止対策検討庁内連絡会議主導のもと、受動喫煙防止対策につい
て敷地内禁煙も含めた検討実施。

＜医療政策課＞
●公共施設等の改正健康増進法（受動喫煙）に係る窓口や電話・メール等での相談対
応。
●しみんだより7月号に本庁舎敷地内全面禁煙等について周知記事を掲載。

＜総務課＞
●市役所本庁舎の敷地内禁煙の実施

＜環境政策課＞
●「奈良市路上喫煙防止に関する条例」：駅前、大通り周辺を路上喫煙禁止地域に指
定し、吸い殻入れが付近に設置されていない場所で路上喫煙をしないよう巡回啓発を
実施するとともに、市民・観光客等の喫煙マナー・ルールの遵守に関する意識を高め、ま
ちの美観の維持増進及び安全で快適な生活環境の確保に努めた。

＜奈良市医師会＞
●産業医として指導

＜医療政策課＞
●禁煙おもてなし施設事業：終日全面禁煙の施設について登録を行い、市民に周知す
る。

＜奈良市運動習慣づくり推進員協議会＞
●機会あるごとに禁煙を伝える。

＜人事課＞
●世界禁煙デー等のあらゆる機会を活用し、職員ポータルにて受動喫煙防止、禁煙相
談の実施等啓発。

＜医療政策課＞
●世界禁煙デーにJR奈良駅前で禁煙・受動喫煙防止啓発イベントを実施
●禁煙週間に市内大学で大学生のための禁煙キャンペーン（受動喫煙防止を含む）を
実施
●世界禁煙デー・禁煙週間に本庁正面玄関・はぐくみセンター正面玄関でパネル等の
展示実施
●市ホームページ・ツイッター・窓口等での啓発（たばこの害や禁煙のメリット・受動喫煙）
について情報提供。
●しみんだより5月号に世界禁煙デー・禁煙週間と併せた禁煙・受動喫煙防止啓発記事
を掲載

＜健康増進課＞
●妊娠届け出時のアンケートから、同居家族に喫煙者がいた場合についても、チラシを
配布し、受動喫煙に関する知識を伝え、禁煙指導を行なっている。
●ママパパサロンで禁煙相談指導を行っている。
●1歳7か月児健診、3歳6か月児健診、訪問、来所、教室で同居家族に禁煙指導、受
動喫煙の啓発
●4か月・10か月児健診対象者全員にチラシを同封
●肺がん検診時、受動喫煙の可能性のある方に対し、喫煙の有害性について情報提供
●妊娠届け出時のアンケートから、同居家族に喫煙者がいた場合についてもチラシを配
布し、受動喫煙に関する知識を伝え、禁煙指導を行なっている
●はじめてのママパパ教室で喫煙者の父（希望者）にスモーカライザーでの測定、禁煙
指導を行っている
●1歳7か月児健診、3歳6か月児健診、訪問、来所、教室で同居家族に禁煙指導、受
動喫煙の啓発
●4か月児、10か月児健診対象者全員にチラシを同封、問診票の保護者控えにも啓発
を掲載している

＜奈良市運動習慣づくり推進員協議会＞
●機会あるごとに禁煙を伝える。

＜人事課＞
●世界禁煙デー等のあらゆる機会を活用し、職員ポータルにて受動喫煙防止、禁煙相
談の実施等啓発。
●職員向けの禁煙講座および禁煙相談の実施

＜医療政策課＞
●世界禁煙デーにJR奈良駅前で禁煙・受動喫煙防止啓発イベントを実施
●禁煙週間に市内大学で大学生のための禁煙キャンペーン（受動喫煙防止を含む）を
実施
●世界禁煙デー・禁煙週間に本庁正面玄関・はぐくみセンター正面玄関でパネル等の
展示実施
●市ホームページ・ツイッター・窓口等での啓発（たばこの害や禁煙のメリット・受動喫煙）
について情報提供。
●しみんだより5月号に世界禁煙デー・禁煙週間と併せた禁煙・受動喫煙防止啓発記事
を掲載

＜健康増進課＞
●肺がん検診時、受動喫煙の可能性のある方に対し、喫煙の有害性について情報提供

＜母子保健課＞
●妊娠届け出時のアンケートから、同居家族に喫煙者がいた場合についても、チラシを
配布し、受動喫煙に関する知識を伝え、禁煙指導を行なっている。
●ママパパサロンで禁煙相談指導を行っている。
●1歳7か月児健診、3歳6か月児健診、訪問、来所、教室で同居家族に禁煙指導、受
動喫煙の啓発
●4か月・10か月児健診対象者全員にチラシを同封

＜環境整備＞
学校敷地内禁煙の徹底

＜奈良市医師会＞
●学校医として指導

＜小・中学校＞
●学校敷地内禁煙の徹底

＜奈良市医師会＞
●学校医として指導

＜小・中学校＞
●学校敷地内禁煙の徹底

＜奈良市医師会＞
●学校医として指導

＜小・中学校＞
●学校敷地内禁煙の徹底

＜奈良市医師会＞
●学校医として指導

＜小・中学校＞
●学校敷地内禁煙の徹底

＜奈良市食生活改善推進員協議会＞
●世界禁煙デー、禁煙習慣に協賛

＜奈良市運動習慣づくり推進員協議会＞
●機会あるごとに禁煙を伝える。

＜人事課＞
●世界禁煙デー等のあらゆる機会を活用し、職員ポータルにて受動喫煙防止、禁煙相
談の実施等啓発。

＜医療政策課＞
●世界禁煙デー・禁煙週間に本庁正面玄関でパネル展示実施
●食育フェスタでのパネル展示による啓発
●市ホームページでの啓発
●たばこの害や禁煙のメリットについて情報提供。

＜健康増進課＞
●肺がん検診時、受動喫煙の可能性のある方に対し、喫煙の有害性について情報提
供。
●妊娠届け出時のアンケートから、同居家族に喫煙者がいた場合についても、チラシを
配布し、受動喫煙に関する知識を伝え、禁煙指導を行なっている。
●両親学級で喫煙者の父（希望者）にスモーカライザーでの測定、禁煙指導を行ってい
る。
●1歳7か月児健診、3歳6か月児健診、訪問、来所、教室で同居家族に禁煙指導、受
動喫煙の啓発
●4か月・10か月児健診対象者全員にチラシを同封

＜中・高校＞
●学習指導要領に基づき、保健体育等において、喫煙(周囲への影響)に関する授業を
行なっている。

受
動
喫
煙
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う

（
公
共
の
場
の
受
動
喫
煙
防
止
の
徹
底

）

・受動喫煙による健康への影響について正し
く理解する

・受動喫煙にさらされない環境を自ら選択す
る

・多くの人が集まる場所は禁煙にし、たばこを
吸わない

・公共の場の禁煙化や路上喫煙防止等に向
けた整備を図る

＜正しい知識の普及＞
世界禁煙デー・禁煙週間啓
発等の機会を用いて、禁煙・
受動喫煙防止に関する情報
提供

＜奈良市食生活改善推進員協議会＞
●世界禁煙デー、禁煙習慣に協賛

＜奈良市運動習慣づくり推進員協議会＞
●機会あるごとに禁煙を伝える。

＜人事課＞
●世界禁煙デー等の機会を活用し、職員ポータルにて受動喫煙防止、禁煙相談の実
施等啓発。

＜医療政策課＞
●世界禁煙デー・禁煙週間に本庁正面玄関でパネル展示実施、大学と連携した啓発
活動
●食育フェスタでのパネル展示による啓発
●市ホームページでの啓発
●たばこの害や禁煙のメリットについて情報提供。

＜健康増進課＞
●肺がん検診時、受動喫煙の可能性のある方に対し、喫煙の有害性について情報提
供。
●妊娠届け出時のアンケートから、同居家族に喫煙者がいた場合についても、チラシを
配布し、受動喫煙に関する知識を伝え、禁煙指導を行なっている。
●両親学級で喫煙者の父（希望者）にスモーカライザーでの測定、禁煙指導を行ってい
る。
●1歳7か月児健診、3歳6か月児健診、訪問、来所、教室で同居家族に禁煙指導、受
動喫煙の啓発
●4か月児健診対象者全員にチラシを同封

＜中・高校＞
●学習指導要領に基づき、保健体育等において、喫煙(周囲への影響)に関する授業を
行なっている。

店舗や施設等の管理者、企
業に対して、禁煙化を勧奨・
助言

＜奈良市医師会＞
●産業医として指導

＜医療政策課＞
●禁煙おもてなし施設事業：終日全面禁煙の施設について登録を行い、市民に周知す
る。

資料１-たばこ24



奈良市21健康づくり＜第２次＞計画・奈良市歯と口腔の健康づくり推進条例に関する進捗状況の調査

≪全体≫

現状 課題 課題への対策 Ｈ29年度の取り組み 平成30年度の取り組み
令和元年度の取り組み

（計画・方向性）
＜ 奈良市歯科医師会＞

●イベント等で歯科口腔保健の情報発信する。

●イキイキ介護２０１９の奈良市　地域包括ケア市民

フォーラムで歯科医による咬合力測定会、歯と口腔の健

康相談会などの実施

●近畿北陸歯科医学大会を奈良１００年会館で実施。万

葉の里から新時代に発信をテーマに女子レスリング元選

手の吉田　沙保里さんの特別記念講演をはじめ明海大学

名誉教授の渡部　茂教授、奈良県立医科大学口腔外科学

講座の桐田　忠昭教授など、市・県民に向けての公開講

演の実施

●奈良歯と口腔の健康つくりフェスティバルの開催

＜奈良県歯科衛生士会＞

●イベントにて歯科口腔保健について情報発信

●歯っぴぃフェスティバルの実施、歯科健診、フッ化物

塗布、口腔衛生指導等を実施

＜奈良県歯科技工士会＞

●歯っぴぃフェスティバルで歯科口腔保健の情報発信

　

＜母子保健課＞

●歯っぴぃフェスティバル実施：歯と口の健康週間期間

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

・

専

門

家

支

援

（

人

材

育

成

・

相

談

）

●歯のメッセンジャーを養成している。

●市・歯科医師会で電話相談や来所相談を

している。

●歯科に関する相談窓口が周知されていな

い。

●歯のメッセンジャーの認知度をあげる。

●歯科に関する相談窓口の情報発信が必要

である。

●歯のメッセンジャーの周知を行なう。

●歯科に関する相談窓口を周知する。

＜健康増進課＞

●歯のメッセンジャー養成

●修了証発行

●歯のメッセンジャーへの歯科媒体貸し出し

●歯科ボランティア「にこにこ通信局」への活動支援

＜健康増進課＞

●歯のメッセンジャー養成・育成

●修了証発行

●歯のメッセンジャー認定バッヂの作成と配付

●歯のメッセンジャーへの歯科媒体貸し出し

●歯科ボランティア「にこにこ通信局」への活動支援

＜健康増進課＞

●歯のメッセンジャー養成・育成

●修了証発行

●歯のメッセンジャー認定バッヂの作成と配付

●歯のメッセンジャーへの歯科媒体貸し出し

●歯科ボランティア「にこにこ通信局」への活動支援

正

し

い

知

識

の

普

及

●他の健康に比べ、歯に関する健康意識が

低い。

●市民の歯に関する健康意識を向上させ

る。

●市民への啓発を行う。（チラシやパネル

等の作成、しみんだよりやHPの掲載等）

●イベントでの情報発信を行う。

＜奈良市歯科医師会・奈良県歯科衛生士会＞

●イベント等て歯科口腔保健の情報発信する。

＜奈良市歯科医師会・奈良県歯科衛生士会・奈良県歯科

技工士会＞

●歯っぴぃフェスティバルの実施：歯科健診とフッ化物

塗布、口腔衛生指導を実施

＜健康増進課＞

●歯っぴぃフェスティバル実施：歯と口の健康週間期間

＜奈良市歯科医師会＞

●イベント等て歯科口腔保健の情報発信する。

＜奈良県歯科衛生士会＞

●奈良しみんだよりに食育コラムを掲載

●イベントにて歯科口腔保健について情報発信

＜奈良県歯科技工士会＞

歯っぴぃフェスティバルで歯科口腔保健の情報発信

＜健康増進課＞

●歯っぴぃフェスティバル実施：歯と口の健康週間期間

歯の喪失を予防し、

口腔機能の維持・向上しましょう

⑥歯の健康

表中の下線 ：庁外機関・団体



現状 課題 課題への対策 Ｈ29年度の取り組み 平成30年度の取り組み
令和元年度の取り組み

（計画・方向性）
＜奈良市歯科医師会＞

●研修会や学会等に参加し、新しい治療方法や情報を得

ている。

＜健康増進課＞

●条例進捗状況調査の実施

健

診

・

受

診

●日頃から、かかりつけ歯科医にて定期健

診を受けておらず、急な受診をする者がい

る。

●休日歯科応急診療所の利用者が減少して

きている。

●歯科医師会では、歯科医療機関一覧

（フッ化物塗布、小児、身体障害者（児）

対応、車いす、往診、英語対応、禁煙施設

など）をホームページで発信しているが、

市民、行政ともに認知度が低い。

●歯科医療機関は何を基準に選べばよいか

がわからない。

●検(健)診等は、各年代においての現状把

握や評価はできているが、生涯を通じた評

価ができていない。

●かかりつけ歯科医を持ち、定期健診を受

ける。

●歯科医療機関一覧の情報を発信する。

●生涯を通じた検（健）診の評価が必要で

ある。

●かかりつけ歯科医を持つ大切さを啓発す

る。

●休日や夜間に受診が必要とならないよ

う、予防行動が執れる。

●歯科医療機関一覧の最新の情報を収集

し、発信する。

●検（健）診のマニュアルの統一化を図

り、生涯を通じた評価を行う。

●データヘルスを活用して、地区分析する

ことで地域の特徴や現状を把握し、ニーズ

にあった事業を展開する。

＜奈良市歯科医師会＞

●奈良市休日診療所において歯科治療をする。

●イベント等で歯科健診・相談等を行っている。

＜奈良県歯科衛生士会＞

●奈良市休日歯科診療所・事業所健診において、歯科保

健指導を行う。

●研修会に参加して、最新の歯科保健についての学習を

している。

<医療事業課>

●かかりつけ歯科が閉まっている年末年始等に、応急的

な歯科の治療に対応できるよう、医師・衛生士増員し体

制を整えた。

平成29年度利用者は平年並（421人）。前年度と比較す

ると17人増

＜奈良市歯科医師会＞

●奈良市休日診療所において歯科治療をする。

●イベント等で歯科健診・相談等を行っている。

＜奈良県歯科衛生士会＞

●奈良市休日歯科診療所・事業所健診において、歯科保

健指導を行う。

●研修会に参加して、最新の歯科保健についての学習を

している。

＜医療事業課＞

●かかりつけ歯科が閉まっている年末年始等に、応急的

な歯科の治療に対応できるよう、医師・衛生士増員し体

制を整えた。

平成30年度利用者は475人。前年度と比較すると54人増

＜奈良市歯科医師会＞

●奈良市休日歯科診療所において歯科診療を行っていま

す。

●イベント等で歯科健診・相談等を行っています。

＜奈良県歯科衛生士会＞

●奈良市休日歯科診療所･事業所健診において歯科保健

指導を行う。

●研修会に参加して、最新の歯科保健についての学習を

している。

＜医療政策課＞

●かかりつけ歯科が閉まっている年末年始等に、応急的

な歯科の治療に対応できるよう、医師・衛生士増員し体

制を整える。

令和元年度利用者は去年度と比較すると増加傾向。

（R1.9月時点245人）GW9連休が主な原因と思われる。

環

境

整

備

●平成29年6月に条例を制定した。（関係機

関とのワーキング会議、懇話会を開催）

●事業連携ができておらず、各々での事業

実施が多い。

●関係機関との情報交換の機会がない。

●関係機関で統一したキャッチフレーズを

決め、歯科に関する健康意識が高まるよう

各家庭や学校、職場、介護施設、医療機関

等で目にする機会を増やす。

●地域の特徴や現状を把握し、効果的な事

業展開をする必要がある。

●関係機関との連携を図る。

●関係機関が協力してキャッチフレーズ

「目指せ！かかりつけ歯科医100％」を推進

する。

●地域の特徴や現状を把握し、効果的な事

業展開を行う。

●関係機関と進捗状況の確認や課題の共有

を行う。

＜奈良市歯科医師会＞

●研修会や学会等に参加し、新しい治療方法や情報を得

ている。

＜健康増進課＞

●懇話会の開催

＜奈良市歯科医師会＞

●研修会や学会等に参加し、新しい治療方法や情報を得

ている。

●「目指せ！かかりつけ歯科医100％」ステッカーを会

員へ配付

＜健康増進課＞

●「目指せ！かかりつけ歯科医100％」ステッカーの作

成と配付

●条例進捗状況調査の実施



≪乳幼児期≫

現状 課題 課題への対策 Ｈ29年度の取り組み 平成30年度の取り組み
令和元年度の取り組み

（計画・方向性）

＜奈良市歯科医師会＞

●各園の保護者に歯科健康教育をする。

＜奈良県歯科衛生士会＞

●依頼のあった子育てサークルや各園にて歯科保健指導

の実施

●むし歯を作りにくい食習慣の確立を目指し、間食や

飲み物の取り方・保護者向けにわかりやすい保健指導

についてなど歯科衛生士内での研修会などの開催

●家でも実践できるように媒体（リーフレット）を配

布した。

＜保育総務課＞

●保育園・各園より健康増進課に依頼し、口腔衛生指

導を実施した。

●歯に関する絵本や紙芝居による読み聞かせを通して歯

磨きの大切さを伝えたり、保育者による歯磨き指導を

行う。

＜子ども育成課＞

●地域子育て支援拠点事業

月1回以上、子育て及び子育て支援に関する講習等を実

施（内、歯科に関する講習は年1回程度）

＜母子保健課＞

●歯ぴか教室：月１回、1歳児（第１子）と保護者を対

象に講話と歯磨き指導を実施

●口腔衛生指導：年1回,、依頼があった各園に園児の

み、又は園児と保護者を対象に講話と歯磨き指導を実

施

●のびのび講座：年1回、依頼があった地域子育て拠点

施設で講話、歯磨き指導を実施

●出張歯科講座：年1回、、依頼があった子育てサーク
ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

・

専

門

家

支

援

（

人

材

育

成

・

相

談

）

●親子で集まる場のスタッフを対象に

歯のメッセンジャーを養成している

が、人数が少なく、活動が軌道に乗っ

ていない。

●親子で集まる場で活動

する歯のメッセンジャー

を増やし、活動できる。

●親子で集まる場のス

タッフを歯のメッセン

ジャーとして養成し、育

成する。

●歯のメッセンジャーを

支援する。

＜奈良市歯科医師会＞

●歯のメッセンジャー受講者への歯科健康教育の実施

＜健康増進課＞

●歯のメッセンジャーを養成講座（子育て支援セン

ターのスタッフ等）を実施

＜奈良市歯科医師会＞

●歯のメッセンジャー受講者への歯科健康教育の実施

＜健康増進課＞

●歯のメッセンジャーを養成講座（子育て支援セン

ターのスタッフ等）を実施

<奈良市歯科医師会>

●歯のメッセンジャー受講者への歯科健康教育の実施

＜健康増進課＞

●歯のメッセンジャーを養成講座（子育て支援セン

ターのスタッフ等）を実施

正

し

い

知

識

の

普

及

●歯並びや噛み合わせの悪い児が多

い。

(咬合異常の児：15.7％Ｈ29年3.6健診)

●噛む回数が減ってきている。

●予防的に歯科医院を受診する児とむ

し歯が重症化してから受診する児がい

る。

●市のフッ化物塗布は、対象児の3割程

度の利用にとどまっている。かかりつ

け歯科医で塗布している児もいる。

●年1回、保育園・幼稚園・こども園に

健康増進課が口腔衛生指導を実施して

いる。（対象児は園が希望する年齢）

●園では保育の一環として担任や看護

師が年齢に応じて、紙芝居や読み聞か

せ等で、歯の大切さを伝えている。

●妊婦歯科健診で、自身の口腔状態を

知り、歯の正しい知識と手入れの方法

を習得し、小児の歯の情報提供を行っ

ている。

●保護者が噛むことの大

切さを意識し、児に食事

を与える。

●歯並びが悪いと仕上げ

磨きがしづらく、むし歯

になりやすいことを知

る。

●幼児が歯磨きの大切さ

を理解する。

●フッ化物塗布等を受け

る。

●健診や教室等で、正し

い歯の知識や手入れの方

法を伝える。

●親子で集まる場や園

で、正しい歯の知識や手

入れの方法を伝える。

●フッ化物塗布を受ける

必要性を周知する。

＜奈良市歯科医師会＞

●各園の保護者に歯科健康教育をする。

<奈良県歯科衛生士会>

●子育てサークルや各園にて歯科保健指導の実施

●むし歯を作りにくい食習慣の確立を目指し、間食や

飲み物の取り方選び方について情報提供した。

●染め出しによる保護者の仕上げ磨きの必要性と方法

を習得し、実施した。

●歯ブラシの選び方や交換時期を知る。

●理解しやすい媒体製作

＜こども園推進課＞

●各園より健康増進課に依頼し、口腔衛生指導を実施

した。

●歯に関する絵本や紙芝居による読み聞かせを通して歯

磨きの大切さを伝えたり、保育者による歯磨き指導を

行う。

＜子ども育成課＞

●地域子育て支援拠点事業

子育て及び子育て支援に関する講習等の実施（月一回

以上）

＜健康増進課＞

●歯ぴか教室：月2回1歳児と保護者を対象に講話と歯

みがき実習を実施

●口腔衛生指導：年1回依頼があった各園に園児のみ、

又は園児と保護者を対象に講話と歯磨き指導を実

●出張講座：年1回、依頼があった地域子育て拠点施設

や子育てサークル等で講話、歯磨き指導を実施

●マタニティー歯っぴぃチェック：妊婦を対象に歯科

＜奈良市歯科医師会＞

●各園の保護者に歯科健康教育をする。

＜奈良県歯科衛生士会＞

●子育てサークルや各園にて歯科保健指導の実施

●むし歯を作りにくい食習慣の確立を目指し、間食や

飲み物の取り方選び方について情報提供した。

●染め出しによる保護者の仕上げ磨きの必要性と方法

を習得し、実施した。

●歯ブラシの選び方や交換時期を知る。

●家でも実践できるように持ち帰り用の紙媒体を作成

した。

＜こども園推進課＞

●保育園・各園より健康増進課に依頼し、口腔衛生指

導を実施した。

●歯に関する絵本や紙芝居による読み聞かせを通して歯

磨きの大切さを伝えたり、保育者による歯磨き指導を

行う。

＜子ども育成課＞

●地域子育て支援拠点事業

月1回以上、子育て及び子育て支援に関する講習等を実

施（内、歯科に関する講習は年1回程度）

＜健康増進課＞

●歯ぴか教室：月2回1歳児（第1子）と保護者を対象に

講話と歯磨き実習を実施

●口腔衛生指導：年1回依頼があった各園に園児のみ、

又は園児と保護者を対象に講話と歯磨き指導を実施

●出張講座：年1回、依頼があった地域子育て拠点施設

や子育てサークル等で講話、歯磨き指導を実施

●マタニティー歯っぴぃチェック：妊婦を対象に歯科

健診、口腔衛生指導、フッ化物塗布（希望者のみ）を

環

境

整

備

表中の下線 ：庁外機関・団体



現状 課題 課題への対策 Ｈ29年度の取り組み 平成30年度の取り組み
令和元年度の取り組み

（計画・方向性）

健

診

・

受

診

●1歳7か月児歯科健康診査と3歳6か月

児歯科健康診査は、全国と同様に当市

のう歯罹患率も減少しているが、1歳7

か月児歯科健康診査から3歳6か月児歯

科健康診査までの2年間で、う歯罹患率

は約15倍（平成29年度）になってい

る。

●公立保育園は年2回、幼稚園・こども

園は年1回歯科健診を実施している。

●保育園・幼稚園・こども園と3種類

別々の歯科健診票がある。（小中学校

は文部科学省からの要領に基づき、歯

科健診票とマニュアルが統一されてい

る。）

●保育園、こども園の歯科健診結果

は、けんこうノートや連絡帳を活用し

ている。

●受診確認やう歯完治までの対応（様

式・ルール）が、園によって様々であ

る。

●就学前の健診結果をデータとしてま

とめられていない。（小学校以上で

は、健診結果を歯科医師会へ報告して

いる。）

●幼児のむし歯を減ら

す。

●各園の様式を統一する

必要がある。

●保育園・幼稚園・こど

も園から高校までの歯科

健診票や受診勧奨通知書

等、継続して経過がみら

れるよう書類やマニュア

ルを統一する必要があ

る。

●保育園・幼稚園・こど

も園から高校までの統一

したデータの収集と積み

重ね、評価が必要であ

る。

●健診時、正しい知識の

普及を行なう。

●市の歯科健診のマニュ

アルを作成する。

●保育園・幼稚園・こど

も園から高校までの歯科

健診結果をデータ化す

る。

●健診結果を集計・評価

し、効果的な事業展開に

活かす。

＜奈良市歯科医師会＞

●園医として年１～2回各園で歯科健診をする。

●各幼児歯科健康診査をする。

＜奈良県歯科衛生士会＞

●1歳7か月児歯科健康診査、3歳6か月児歯科健康診査

時の口腔衛生指導を個別指導で行う。

●研修会に参加して、最新の歯科保健についての学習を

している。

●事業メンバーでの勉強会を開催し、知識の統一を

図っている。

＜こども園推進課＞

●園医による定期的な歯科健診を行い、保護者に通知

し、早期発見、治療に努める。

（こども園、幼稚園は年１回、保育園は年２回）

●保健だより等で保護者に啓発する。

＜こ子ども育成課＞

●地域子育て支援拠点事業

子育て及子育て支援に関する講習等の実施（月一回以

上）

＜奈良市歯科医師会＞

●園医として年１～2回各園で歯科健診をする。

●各幼児歯科健康診査をする。

＜奈良県歯科衛生士会＞

●1歳7か月児歯科健康診査、3歳6か月児歯科健康診査

時の口腔衛生指導を個別指導で行う。

●研修会に参加して、最新の歯科保健についての学習を

している。

●事業メンバーでの勉強会を開催し、知識の統一を

図っている。

＜こども園推進課＞

●園医による定期的な歯科健診を行い、保護者に通知

し、早期発見、治療に努める。

（こども園、幼稚園は年１回、保育園は年2回）

●保健だより等で保護者に啓発する。

＜子ども育成課＞

●地域子育て支援拠点事業

月1回以上、子育て及び子育て支援に関する講習等を実

施（内、歯科に関する講習は年1回程度）

＜健康増進課＞

＜奈良市歯科医師会＞

●園医として年１～2回各園で歯科健診をする。

●各幼児歯科健康診査をする。

＜奈良県歯科衛生士会＞

●1歳7か月児歯科健康診査、3歳6か月児歯科健康診査

時の口腔衛生指導を個別指導で行う。

●研修会に参加して、最新の歯科保健についての学習を

している。

●乳幼児事業メンバーでの勉強会を開催し、知識の統

一を図っている。

＜保育総務課＞

●園医による定期的な歯科健診を行い、保護者に通知

し、早期発見、治療に努める。

（こども園、幼稚園は年１回、保育園は年2回）

●保健だより等で保護者に啓発する。

＜子ども育成課＞

●地域子育て支援拠点事業

月1回以上、子育て及び子育て支援に関する講習等を実

施（内、歯科に関する講習は年1回程度）

＜母子保健課＞



≪学童期≫

現状 課題 課題への対策 Ｈ29年度の取り組み 平成30年度の取り組み
令和元年度の取り組み

（計画・方向性）

＜奈良市歯科医師会＞

●学校保健委員会で、保護者への歯科衛生健康教

育を行っています。

＜奈良県歯科衛生士会＞

●一時保護所や児童自立支援施設（精華学院）に

入所中の児童に口腔衛生指導、染め出しによる個

別ブラッシング指導を実施

●正しい生活習慣、食習慣を身に付け自分自身の

健康は自身で守ることを伝えた。

●位相差顕微鏡による口腔内細菌の観察により自

身の口腔内を知る機会を作った。

＜保健給食課＞

公立小学校２・３年生の希望者にフッ化物塗布を

実施している。（年１回）

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

・

専

門

家

支

援

（
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材

育
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・

相

談

）

●歯の大切さや正しい知識を普及さ

せるためのボランティアはいない。

●児童を取り巻く者が正しい歯の知

識を身につけ、児童や保護者に支援

する。

●児童を取り巻く者に対し、正

しい歯の知識を伝える。

＜奈良県歯科衛生士会＞

●施設職員に口腔衛生の必要性を説明する。

＜保健給食課＞

フッ素塗布と一緒に歯磨き指導を行った。

＜奈良県歯科衛生士会＞

●施設職員に口腔衛生の必要性を説明する。

＜保健給食課＞

フッ素塗布と一緒に歯磨き指導を行った。

＜奈良県歯科衛生士会＞

●施設職員に口腔衛生の必要性を説明する。

＜保健給食課＞

フッ素塗布と一緒に歯磨き指導を行っている。

正

し

い

知

識

の

普

及

●歯並びや噛み合わせの悪い児が多

い。

●噛む回数が減ってきている。

●歯肉状態不良の児が多い。

●保護者による仕上げ磨きの意識が

低くなり、機会が少なくなる。

●公立小学校2・3年生対象に年1回、

フッ化物塗布を希望児童のみ実施し

ている。

●学校保健委員会に歯科医が入り、

保護者に話をする機会がある。（保

健だより等でも、保護者へ伝えてい

る。）

●児童が歯の健康の大切さを知る。

●保護者や児童が噛むことの大切さ

を意識し、しっかり噛むよう心がけ

る。

●歯並びが悪いと歯磨きがしづら

く、むし歯や歯肉炎になりやすいこ

とを知る。

●フッ化物塗布等を受ける。

●児童や保護者向けに正しい歯

の知識や手入れの方法を伝え

る。

●フッ化物塗布等を受ける必要

を周知する。

＜奈良市歯科医師会＞

●学校保健委員会で、保護者への歯科健康教育を

する。

＜奈良県歯科衛生士会＞

●一時保護所に入所中の児童に口腔衛生指導、染

め出しによる個別ブラッシング指導を実施

●　正しい生活習慣、食習慣を身に付け自分自身

の健康は自身で守ることを伝えた。

●位相差顕微鏡による口腔内細菌の観察により自

身の口腔内を知る機会を作った。

＜保健給食課＞

公立小学校２・３年生の希望者にフッ化物塗布を

実施した。（年１回）

実施人数は、4,406人。

（約84.5％）

＜健康増進課＞

＜奈良市歯科医師会＞

●学校保健委員会で、保護者への歯科健康教育を

する。

＜奈良県歯科衛生士会＞

●一時保護所や児童自立支援施設（精華学院）に

入所中の児童に口腔衛生指導、染め出しによる個

別ブラッシング指導を実施

●正しい生活習慣、食習慣を身に付け自分自身の

健康は自身で守ることを伝えた。

●位相差顕微鏡による口腔内細菌の観察により自

身の口腔内を知る機会を作った。

＜保健給食課＞

公立小学校２・３年生の希望者にフッ化物塗布を

実施した。（年１回）

実施人数は、4,355人。

（約85％）

＜健康増進課＞

健

診

・

受

診

●健診及び受診勧奨（勧告通知書）

は、文科省で決められた様式を基に

実施している。

●健診結果は集約している。各学校

において、受診勧奨後の結果の集約

ができているかは未把握である。

●乳幼児期からの健診データの集約

方法が統一されていないため、年

代・経年評価ができない。

●受診勧奨をされても、受診行動が

取れない保護者がいる。

●児童のむし歯と歯肉炎を減らす。

●受診勧奨後の結果の集約が必要で

ある。

●健診でむし歯j等があれば、受診す

る。

●保育園・幼稚園・こども園から高

校までの歯科健診票や受診勧奨通知

書等、継続して経過がみられるよう

書類やマニュアルを統一する必要が

ある。

●保育園・幼稚園・こども園から高

校までの統一したデータの収集と積

み重ね、評価が必要である。

●受診勧奨後の結果を集約す

る。

●受診勧奨をされたら、受診す

るという保護者への意識づけを

行なう。

●保育園・幼稚園・こども園か

ら高校までの歯科健診結果を

データ化する。

●健診結果を集計・評価し、効

果的な事業展開に活かす。

＜奈良市歯科医師会＞

●校医として年１回各学校で歯科健診をする。

＜奈良市歯科衛生士会＞

●健診により受診の必要な児童に対し、治療計画

を立て速やかに受診勧奨し、その後の生活の場に

情報を引継ぎ治療を完了させる。

＜保健給食課＞

●う定期健康診断で歯及び口腔の疾病及び異常の

有無を検査しなればならいため、学校歯科医によ

り実施した。

＜奈良市歯科医師会＞

●校医として年１回各学校で歯科健診をする。

＜奈良県歯科衛生士会＞

●健診により受診の必要な児童に対し、治療計画

を立て速やかに受診勧奨し、その後の生活の場に

情報を引継ぎ治療を完了させる。

＜保健給食課＞

●定期健康診断で歯及び口腔の疾病及び異常の有

無を検査しなればならいため、学校歯科医により

実施した。

＜奈良市歯科医師会＞

●校医として年１回各学校での歯科健診を行って

います。

＜奈良県歯科衛生士会＞

●健診により受診の必要な児童に対し、治療計画

を立て速やかに受診勧奨し、その後の生活の場に

情報を引継ぎ治療を完了させる。

＜保健給食課＞

●定期健康診断で歯及び口腔の疾病及び異常の有

無を検査しなればならいため、学校歯科医により

実施している。

環

境

整

備

表中の下線 ：庁外機関・団体



現状 課題 課題への対策 Ｈ29年度の取り組み 平成30年度の取り組み
令和元年度の取り組み

（計画・方向性）

健

診

・

受

診

●健診及び受診勧奨（勧告通知書）

は、文科省で決められた様式を基に

実施している。

●健診結果は集約している。各学校

において、受診勧奨後の結果の集約

ができているかは未把握である。

●乳幼児期からの健診データの集約

方法が統一されていないため、年

代・経年評価ができない。

●受診勧奨をされても、受診行動が

取れない保護者がいる。

●児童のむし歯と歯肉炎を減らす。

●受診勧奨後の結果の集約が必要で

ある。

●健診でむし歯j等があれば、受診す

る。

●保育園・幼稚園・こども園から高

校までの歯科健診票や受診勧奨通知

書等、継続して経過がみられるよう

書類やマニュアルを統一する必要が

ある。

●保育園・幼稚園・こども園から高

校までの統一したデータの収集と積

み重ね、評価が必要である。

●受診勧奨後の結果を集約す

る。

●受診勧奨をされたら、受診す

るという保護者への意識づけを

行なう。

●保育園・幼稚園・こども園か

ら高校までの歯科健診結果を

データ化する。

●健診結果を集計・評価し、効

果的な事業展開に活かす。

＜奈良市歯科医師会＞

●校医として年１回各学校で歯科健診をする。

＜奈良市歯科衛生士会＞

●健診により受診の必要な児童に対し、治療計画

を立て速やかに受診勧奨し、その後の生活の場に

情報を引継ぎ治療を完了させる。

＜保健給食課＞

●う定期健康診断で歯及び口腔の疾病及び異常の

有無を検査しなればならいため、学校歯科医によ

り実施した。

＜奈良市歯科医師会＞

●校医として年１回各学校で歯科健診をする。

＜奈良県歯科衛生士会＞

●健診により受診の必要な児童に対し、治療計画

を立て速やかに受診勧奨し、その後の生活の場に

情報を引継ぎ治療を完了させる。

＜保健給食課＞

●定期健康診断で歯及び口腔の疾病及び異常の有

無を検査しなればならいため、学校歯科医により

実施した。

＜奈良市歯科医師会＞

●校医として年１回各学校での歯科健診を行って

います。

＜奈良県歯科衛生士会＞

●健診により受診の必要な児童に対し、治療計画

を立て速やかに受診勧奨し、その後の生活の場に

情報を引継ぎ治療を完了させる。

＜保健給食課＞

●定期健康診断で歯及び口腔の疾病及び異常の有

無を検査しなればならいため、学校歯科医により

実施している。



≪青年期：高校生≫

現状 課題 課題への対策 Ｈ29年度の取り組み 平成30年度の取り組み
令和元年度の取り組み

（計画・方向性）

＜奈良県歯科衛生士会＞

●一時保護所に入所中の児童に口腔衛生指導

染め出しによる個別ブラッシング指導を実

施。

●正しい生活習慣、食習慣を身に付け自分自

身の身体は自分で守ることの大切さを伝え

た。

●位相差顕微鏡による口腔内細菌の観察によ

り自身の口腔内を知る機会を作った。

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

・

専

門

家

支

援

（

人

材

育

成

・

相

談

）

●歯の大切さや正しい知識を普及させる

ためのボランティアはいない。

●高校生を取り巻く者が

正しい歯の知識を身につ

け、支援する。

＜奈良県歯科衛生士会＞

●施設職員に口腔衛生の必要性を説明する。

＜奈良県歯科衛生士会＞

●施設職員に口腔衛生の必要性を説明する。

＜奈良県歯科衛生士会＞

●施設職員に口腔衛生の必要性を説明する。

正

し

い

知

識

の

普

及

●歯肉状態不良の者が多い。

●審美(歯並び・口臭等)の意識が高まる

と、歯科受診の機会も増える傾向にあ

る。

●保護者の関わりが減少する年代であ

る。

●高校で生活習慣病に関する授業はある

が、歯についての正しい知識や情報を知

る機会が少ない。

●正しい歯の知識と手入

れの方法を身につける。

●正しい歯の知識や手入れ

の方法を伝える。

＜奈良県歯科衛生士会＞

●一時保護所に入所中の児童に口腔衛生指

導、染め出しによる個別ブラッシング指導を

実施

●正しい生活習慣、食習慣を身に付け自分自

身の身体は自分で守ることの大切さを伝え

た。

●位相差顕微鏡による口腔内細菌の観察によ

り自身の口腔内を知る機会を作った。

＜奈良県歯科衛生士会＞

●一時保護所に入所中の児童に口腔衛生指導

染め出しによる個別ブラッシング指導を実施

●正しい生活習慣、食習慣を身に付け自分自

身の身体は自分で守ることの大切さを伝え

た。

●位相差顕微鏡による口腔内細菌の観察によ

り自身の口腔内を知る機会を作った。

●タバコの口腔への影響について伝えた。

健

診

・

受

診

●全ての高校で健診があるか不明であ

る。

●保育園・幼稚園・こど

も園から高校までの歯科

健診票や受診勧奨通知書

等、継続して経過がみら

れるよう書類やマニュア

ルを統一する必要があ

る。

●保育園・幼稚園・こど

も園から高校までの統一

したデータの収集と積み

重ね、評価が必要であ

る。

●保育園・幼稚園・こども

園から高校までの歯科健診

結果をデータ化する。

●健診結果を集計・評価

し、効果的な事業展開に活

かす。

＜奈良市歯科医師会＞

●校医として年１回各学校で歯科健診をする。

＜奈良県歯科衛生士会＞

●健診の結果、受診が必要な学生に対し、治

療計画を立て速やかに受診勧奨し、その後の

生活の場に情報を引継ぎ治療を完了させる。

＜保健給食課＞

●定期健康診断で歯及び口腔の疾病及び異常

の有無を検査しなればならいため、学校歯科

医により実施した。

＜奈良市歯科医師会＞

●校医として年１回各学校で歯科健診をする。

＜奈良県歯科衛生士会＞

●健診の結果、受診が必要な学生に対し、治

療計画を立て速やかに受診勧奨し、その後の

生活の場に情報を引継ぎ治療を完了させる。

＜保健給食課＞

●定期健康診断で歯及び口腔の疾病及び異常

の有無を検査しなればならいため、学校歯科

医により実施した。

＜奈良市歯科医師会＞

●校医として年１回各学校で歯科健診を行って

います。

＜奈良県歯科衛生士会＞

●健診の結果、受診が必要な学生に対し、治

療計画を立て速やかに受診勧奨し、その後の

生活の場に情報を引継ぎ治療を完了させる。

＜保健給食課＞

●定期健康診断で歯及び口腔の疾病及び異常

の有無を検査しなればならいため、学校歯科

医により実施している。

環

境

整

備

表中の下線 ：庁外機関・団体



令和元年度の取り組み

（計画・方向性）

＜奈良県歯科衛生士会＞

●一時保護所に入所中の児童に口腔衛生指導

染め出しによる個別ブラッシング指導を実

施。

●正しい生活習慣、食習慣を身に付け自分自

身の身体は自分で守ることの大切さを伝え

た。

●位相差顕微鏡による口腔内細菌の観察によ

り自身の口腔内を知る機会を作った。

＜奈良県歯科衛生士会＞

●施設職員に口腔衛生の必要性を説明する。

＜奈良市歯科医師会＞

●校医として年１回各学校で歯科健診を行って

います。

＜奈良県歯科衛生士会＞

●健診の結果、受診が必要な学生に対し、治

療計画を立て速やかに受診勧奨し、その後の

生活の場に情報を引継ぎ治療を完了させる。

＜保健給食課＞

●定期健康診断で歯及び口腔の疾病及び異常

の有無を検査しなればならいため、学校歯科

医により実施している。



≪青年期：～20代≫

現状 課題 課題への対策 Ｈ29年度の取り組み 平成30年度の取り組み
令和元年度の取り組み

（計画・方向性）

＜母子保健課＞

●マタニティー歯っぴぃチェック：

月1回、妊婦を対象に歯科健診、口

腔衛生指導、フッ化物塗布（希望者

のみ）を実施。

●妊婦、生まれてくる児の歯の健康

についてのチラシ配布。

●のびのび講座：年1回、依頼が

あった地域子育て拠点施設で講話、

歯磨き指導を実施。

●出張歯科講座：年1回、、依頼が

あった子育てサークルやサロン等で

講話、歯磨き実習を実施。

●歯ぴか教室：月１回、1歳児（第

１子）と保護者を対象に講話と歯磨

き実習を実施。

●口腔衛生指導：年1回、依頼が

あった各園に園児のみ、又は園児と
ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

・

専

門

家

支

援

（

人

材

育

成

・

相

談

）

正

し

い

知

識

の

普

及

●歯肉状態不良の者が多い。

●審美(歯並び・口臭等)の意識が高まる

と、歯科受診の機会も増える傾向にあ

る。

●歯についての正しい知識や情報を知る

機会が少ない。

●市で妊婦歯科健診、フッ化物塗布（希

望者）を受ける機会がある。

●正しい歯の知識や情報を知る必要があ

る。

●正しい歯の知識や情報を伝える。 ＜健康増進課＞

●マタニティー歯っぴいチェック：

月1回、妊婦を対象に歯科健診、口

腔衛生指導、フッ化物塗布（希望者

のみ）を実施。

●妊婦、生まれてくる児の歯の健康

についてのチラシ配布。

●出張歯科講座：年1回、依頼が

あった地域子育て拠点施設、子育

てークルやサロン等で講話、歯磨き

実習を実施。

●歯ぴか教室：月2回1歳児と保護者

を対象に講話と歯磨き実習を実施。

●口腔衛生指導：年1回、依頼が

あった各園に園児のみ、又は園児と

保護者を対象に講話と歯磨き指導を

実施。

＜健康増進課＞

●マタニティー歯っぴぃチェック：

月1回、妊婦を対象に歯科健診、口

腔衛生指導、フッ化物塗布（希望者

のみ）を実施。

●妊婦、生まれてくる児の歯の健康

についてのチラシ配布。

●出張歯科講座：年1回、、依頼が

あった地域子育て拠点施設、子育

てークルやサロン等で講話、歯磨き

実習を実施。

●歯ぴか教室：月２回、1歳児と保

護者を対象に講話と歯磨き実習を実

施。

●口腔衛生指導：年1回、依頼が

あった各園に園児のみ、又は園児と

保護者を対象に講話と歯磨き指導を

実施。

健

診

・

受

診

●定期的に歯科健診を受ける意識が低

い、もしくは時間的な余裕がなくなる年

代である。

●妊婦対象の歯科健診は実施している

が、全ての対象者が受診できていない。

●公的な健診がなく、把握できない。

●定期健診を受ける人を増やす。 ●定期健診を受ける人が増えるよう啓発

を行う。

環

境

整

備

表中の下線 ：庁外機関・団体



健

診

・

受

診

●定期的に歯科健診を受ける意識が低

い、もしくは時間的な余裕がなくなる年

代である。

●妊婦対象の歯科健診は実施している

が、全ての対象者が受診できていない。

●公的な健診がなく、把握できない。

●定期健診を受ける人を増やす。 ●定期健診を受ける人が増えるよう啓発

を行う。



令和元年度の取り組み

（計画・方向性）

＜母子保健課＞

●マタニティー歯っぴぃチェック：

月1回、妊婦を対象に歯科健診、口

腔衛生指導、フッ化物塗布（希望者

のみ）を実施。

●妊婦、生まれてくる児の歯の健康

についてのチラシ配布。

●のびのび講座：年1回、依頼が

あった地域子育て拠点施設で講話、

歯磨き指導を実施。

●出張歯科講座：年1回、、依頼が

あった子育てサークルやサロン等で

講話、歯磨き実習を実施。

●歯ぴか教室：月１回、1歳児（第

１子）と保護者を対象に講話と歯磨

き実習を実施。

●口腔衛生指導：年1回、依頼が

あった各園に園児のみ、又は園児と





≪壮中年期≫

現状 課題 課題への対策 Ｈ29年度の取り組み 平成30年度の取り組み
令和元年度の取り組み

（計画・方向性）

＜奈良県歯科衛生士会＞

●参加者がわかりやすい媒体、配布資料づ

くり

●休日歯科診療所・事業所健診の受診時に

口腔保健指導を行う。

＜奈良市運動習慣づくり推進員協議会＞

●歯のメッセンジャーとして伝達活動

＜健康増進課＞

●健康ナビ★出前講座（地域出前講座）を

実施。

＜母子保健課＞

●マタニティー歯っぴぃチェック：月1回、

妊婦を対象に歯科健診、口腔衛生指導、

フッ化物塗布（希望者のみ）を実施
ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

・

専

門

家

支

援

（

人

材

育

成

・

相

談

）

●歯のメッセンジャー養成講座を実

施している。

●歯の健康に関する知

識を伝える者が少な

い。

●歯のメッセンジャーを

養成し、育成する。

●歯のメッセンジャーを

支援する。

＜健康増進課＞

●歯のメッセンジャー養成（運推、子育て

支援センターのスタッフ等）の実施

＜健康増進課＞

●歯のメッセンジャー養成（運推、子育て

支援センターのスタッフ等）の実施

＜健康増進課＞

●歯のメッセンジャー養成（運推、子育て

支援センターのスタッフ等）の実施

正

し

い

知

識

の

普

及

●歯周病にかかる者が増える。

●歯を喪失する者が増える。

●働き盛り世代の歯の健康に対する

意識が低い。

●子どものむし歯予防の意識は高い

が、保護者自身の意識は低い。

●市で妊婦歯科健診、フッ化物塗布

（希望者）を受ける機会がある。

●歯についての正しい知識や情報を

知る機会が少ない。

●妊婦歯科健診で、自身の口腔状態

を知り、歯の正しい知識と手入れの

方法を習得し、小児の歯の情報提供

を行っている。

●正しい歯の知識や情

報を知る必要がある。

●正しい歯の知識や情報

を伝える（妊婦健診・母

親教室・乳幼児健診・子

育て拠点施設・学校保健

委員会・事業所等）。

＜奈良県歯科衛生士会＞

●参加者がわかりやすい媒体、配布資料づ

くり 。

●休日歯科診療所・事業所健診の受診時に

口腔保健指導を行う。

＜奈良市運動習慣づくり推進員協議会＞

●歯のメッセンジャーとして伝達活動

＜健康増進課＞

●健康ナビ★出前講座（地域出前講座）を

実施

●運動習慣づくりスタート講座を実施

●マタニティー歯っぴいチェック：歯科指

導、希望者にフッ化物塗布を実施。

＜奈良県歯科衛生士会＞

●参加者がわかりやすい媒体、配布資料づ

くり

●休日歯科診療所・事業所健診の受診時に

口腔保健指導を行う。

＜奈良市運動習慣づくり推進員協議会＞

●歯のメッセンジャーとして伝達活動

＜健康増進課＞

●健康ナビ★出前講座（地域出前講座）を

実施

●運動習慣づくりスタート講座を実施

●マタニティー歯っぴぃチェック：月1回、

妊婦を対象に歯科健診、口腔衛生指導、

フッ化物塗布（希望者のみ）を実施

●妊婦、生まれてくる児の歯の健康につい

環

境

整

備

●働き盛り世代の歯の健康に関する

連携体制が不明確である。(事業所

等)

●事業所等との連携体

制を確立する。

●事業所等との連携体制

を明確にし、検討する。

表中の下線 ：庁外機関・団体



現状 課題 課題への対策 Ｈ29年度の取り組み 平成30年度の取り組み
令和元年度の取り組み

（計画・方向性）

健

診

・

受

診

●定期的に歯科健診を受ける意識が

低い、もしくは時間的な余裕がなく

なる年代である。

●妊婦対象の歯科健診は実施してい

るが、全ての対象者が受診できてい

ない。

●40･50･60･70歳の検診があるが、

受診率は低い。

●定期健診を受ける者

を増やす。

●定期健診を受けるよう

に啓発を行う。

＜奈良市歯科医師会＞

●歯周疾患検診の実施

＜健康増進課＞

●歯周疾患検診：40、50、60、70歳を対象

に登録歯科医療機関で実施

●マタニティー歯っぴいチェック：妊婦対

象で歯科健診を実施

＜奈良市歯科医師会＞

●歯周疾患検診の実施

＜健康増進課＞

●歯周疾患検診：40、50、60、70歳を対象

に登録歯科医療機関で実施

●マタニティー歯っぴいチェック：月1回、

妊婦対象に歯科健診、口腔衛生指導、フッ

化物塗布（希望者のみ）を実施

＜奈良市歯科医師会＞

●歯周疾患検診の実施

＜健康増進課＞

●歯周疾患検診：40、50、60、70歳を対象

に登録歯科医療機関で実施

＜母子保健課＞

●マタニティー歯っぴぃチェック：月1回、

妊婦を対象に歯科健診、口腔衛生指導、

フッ化物塗布（希望者のみ）を実施



≪高齢期≫

現状 課題 課題への対策 Ｈ29年度の取り組み 平成30年度の取り組み
令和元年度の取り組み

（計画・方向性）
＜奈良県歯科衛生士会＞

●出前講座１５か所程度開催予定、口腔機能向

上のための講話を行う。

地域の自治会からの依頼、高齢者の参加が多い

と予測される。

●介護サービス提供事業所からの依頼にて、高

齢者の支援者に向け、口腔機能についての正し

い知識等情報提供、口腔衛生指導を行う。

●地域ケア会議において、１０か所の奈良市包

括支援センター、ケア会議助言者として参加。

高齢者の支援者に、口腔機能の知識等情報提供

行う。

＜奈良市運動習慣づくり推進員協議会＞

●歯のメッセンジャーとして伝達活動

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

・

専

門

家

支

援

（

人

材

育

成

・

相

談

）

●歯のメッセンジャー養成講座を実

施している。

●歯の健康に関する知識

を伝える者が少ない。

●歯のメッセンジャー

を養成し、育成する。

●歯のメッセンジャー

を支援する。

＜健康増進課＞

●歯のメッセンジャー養成講座（運推等）を実

施

＜健康増進課＞

●歯のメッセンジャー養成講座（運推等）を実

施

＜健康増進課＞

●歯のメッセンジャー養成講座（運推等）を実

施

正

し

い

知

識

の

普

及

●歯周病にかかる者が増える。

●歯を喪失する者が増える。

●口腔機能のことをよく知らない者

が多い。

●介護予防講座を実施している。

●出前講座は、自治会やサロンから

の依頼が多い。（運動、認知症に次

いで口腔、栄養の順に多い）

●壮中年を対象の出前講座でも、65

歳以上の参加が多い。

●高齢者の支援者(ケアマネ等)も、歯

の健康に関する意識が低い。

●口腔機能についての正

しい知識や情報を知る必

要である。

●支援者の意識の向上が

必要である。

●若年層からの啓発が必

要である。

●口腔機能の正しい知

識や情報を伝える。

●支援者への情報提供

を行う。

＜奈良県歯科衛生士会＞

●出前講座19か所開催、口腔機能向上のための

講話を行う。

地域の自治会からの依頼、高齢者の参加が多

い。

●奈良市包括支援センター西ブロック（4か

所）と顔の見える多職種連携会議、研修会、交

流会に18回参加。

奈良市包括支援センター職員、圏域サービス事

業所等に情報提供行う。

＜奈良市運動習慣づくり推進員協議会＞

●歯のメッセンジャーとして伝達活動

＜奈良県歯科衛生士会＞

●出前講座9か所開催、口腔機能向上のための

講話を行う。

地域の自治会からの依頼、高齢者の参加が多

い。

●介護サービス提供事業所からの依頼にて、高

齢者の支援者に向け、口腔機能についての正し

い知識等情報提供、口腔衛生指導を行う。

●地域ケア会議において、6か所の奈良市包括

支援センター、1ブロックより準備会、ケア会

議助言者として13回参加。高齢者の支援者に、

口腔機能の知識等情報提供行う。

＜奈良市運動習慣づくり推進員協議会＞

●歯のメッセンジャーとして伝達活動

＜福祉政策課＞

＜奈良県歯科衛生士会＞

●3か所の奈良市包括支援センターより依頼、

介護予防日常生活支援総合事業を7回開催予

定。地域住民等の関わりをもつ。

＜福祉政策課＞

●地域住民に対して、高齢期の口腔機能につい

ての出前講座を実施する。

●医療・介護職員を対象に多職種連携会議を実

施する。

健

診

・

受

診

●後期高齢者口腔健診(75・80・85

歳)を実施している。

(奈良県後期高齢者医療広域連合が実

施)

●定期健診を受ける者を

増やす。

●定期健診を受けるよ

うに啓発を行う。

＜福祉医療課＞

●しみんだよりに健診実施の記事掲載

＜福祉医療課＞

●しみんだよりに健診実施の記事掲載

●福祉医療課及び出張所、行政センターに受診

勧奨のポスター掲示

＜福祉医療課＞

●しみんだよりに健診実施の記事掲載

●福祉医療課及び出張所、行政センターに受診

勧奨のポスター掲示

環

境

整

備

●介護予防・日常生活支援総合事業

を実施している。

●支援者(ケアマネ等)や地域住民等と

の関わりがある。

●介護予防と健康寿命の

延伸を図るために介護予

防・日常生活支援総合事

業を実施する。

●支援者(ケアマネ等)と

の連携体制を確立する。

●介護予防・日常生活

支援総合事業を実施す

る。

●連携体制を明確に

し、多職種連携等でス

ムーズに連携できるよ

うに調整する。

＜奈良県歯科衛生士会＞

●2か所の奈良市包括支援センターより依頼、

介護予防日常生活支援総合事業を6回開催。地

域住民等の関わりをもつ。

＜福祉政策課＞

●地域住民に対して、高齢期の口腔機能につい

ての出前講座を19地域で実施し、690人が参加

した。

●医療・介護職員を対象に多職種連携会議を10

地域で15回実施した。

＜奈良県歯科衛生士会＞

●3か所の奈良市包括支援センターより依頼、

介護予防日常生活支援総合事業を7回開催。地

域住民等の関わりをもつ。

＜福祉政策課＞

●地域住民に対して、高齢期の口腔機能につい

ての出前講座を9地域で実施し、194人が参加

した。

●医療・介護職員を対象に多職種連携会議を10

地域で17回実施した。

表中の下線 ：庁外機関・団体



現状 課題 課題への対策 Ｈ29年度の取り組み 平成30年度の取り組み
令和元年度の取り組み

（計画・方向性）

健

診

・

受

診

●後期高齢者口腔健診(75・80・85

歳)を実施している。

(奈良県後期高齢者医療広域連合が実

施)

●定期健診を受ける者を

増やす。

●定期健診を受けるよ

うに啓発を行う。

＜福祉医療課＞

●しみんだよりに健診実施の記事掲載

＜福祉医療課＞

●しみんだよりに健診実施の記事掲載

●福祉医療課及び出張所、行政センターに受診

勧奨のポスター掲示

＜福祉医療課＞

●しみんだよりに健診実施の記事掲載

●福祉医療課及び出張所、行政センターに受診

勧奨のポスター掲示



≪介護≫

現状 課題 課題への対策 Ｈ29年度の取り組み 平成30年度の取り組み
令和元年度の取り組み

（計画・方向性）
＜奈良県歯科衛生士会＞

●介護サービス提供事業所からの依頼にて、高齢者の

支援者に向け、口腔機能についての正しい知識等情報

提供を行う。

●地域ケア会議において、１０か所の奈良市包括支援

センターより、ケア会議助言者として参加。高齢者の

支援者に、口腔機能の知識等情報提供行う。

＜福祉政策課＞

●地域住民に対して、高齢期の口腔機能についての出

前講座を実施する。

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

・

専

門

家

支

援

（

人

材

育

成

・

相

談

）

●関係機関が集まる機会が

ある。

●介護を要する人を支援す

る人（地域包括支援セン

ターの職員やケアマネ等）

が口腔衛生に関する知識が

乏しい。

●支援者に対して口腔機能に

ついての知識を伝える必要が

ある。

●支援者に対して知識を普及

する。

●施設見学会等を実施する。

＜奈良市歯科医師会＞

●多職種連携会議に参加し情報提供、共有を行う。

＜奈良県歯科衛生士会＞

●奈良市包括支援センター西ブロック(4か所）と顔の

見える多職種連携会議、研修会、交流会に18回参

加。

奈良市包括支援センター職員、圏域サービス事業所等

に情報提供行う。

＜奈良市歯科医師会＞

多職種連携会議に参加し情報提供、共有を行う。

＜奈良県歯科衛生士会＞

●介護サービス提供事業所からの依頼にて、高齢者の

支援者に向け、口腔機能についての正しい知識等情報

提供を行う。

●地域ケア会議において、6か所の奈良市包括支援セ

ンター、1ブロックより準備会、ケア会議助言者とし

＜奈良市歯科医師会＞

●多職種連携会議に参加して情報提供、共有を行って

います。

＜奈良県歯科衛生士会＞

●介護サービス提供事業所からの依頼にて、高齢者の

支援者に向け、口腔機能についての正しい知識等情報

提供を行う。

●地域ケア会議において、１０か所の奈良市包括支援

センターよりケア会議助言者として参加。高齢者の支

正

し

い

知

識

の

普

及

●介護を要する高齢者は来

所が難しい。

●家族の口腔衛生に関する

意識が低い。

●施設職員の口腔衛生に関

する知識が乏しい。

●介護を要する高齢者や家

族、施設職員等が、口腔機能

についての正しい知識や情報

を知る必要がある。

●介護を要する高齢者や家

族、施設職員等に口腔機能に

ついての正しい知識や情報を

伝える。

＜奈良県歯科衛生士会＞

●奈良市包括支援センター西ブロック(4か所）と顔の

見える多職種連携会議、研修会、交流会に18回参加

奈良市包括支援センター職員、圏域サービス事業所等

に情報提供行う。

＜福祉政策課＞

●地域住民に対して、高齢期の口腔機能についての出

＜奈良県歯科衛生士会＞

●介護サービス提供事業所からの依頼にて、高齢者の

支援者に向け、口腔機能についての正しい知識等情報

提供を行う。

●地域ケア会議において、6か所の奈良市包括支援セ

ンター、1ブロックより準備会、ケア会議助言者とし

て13回参加。高齢者の支援者に、口腔機能の知識等

情報提供行う。

＜福祉政策課＞

＜奈良県歯科衛生士会＞

●総合事業内の多様なサービス提供において、専門職

として、いかに支援していくかを研修会を開催しスキ

ルアップに努める。

●地域ケア会議に参加している。

＜歯科技工士会＞

●施設入所者の義歯への名前入れ

＜福祉政策課＞

●医療・介護職員を対象に多職種連携会議を実施す

る。

健

診

・

受

診

●在宅や施設で定期健診や

検診が受けられるか不明で

ある。

●在宅歯科（往診）をして

くれる歯科医療機関があ

●定期健診を受ける人を増や

す。

●在宅歯科（往診）をしてく

れる歯科医療機関の情報発信

が必要である。

●定期健診を受けるように啓

発を行う。

●在宅歯科（往診）をしてく

れる歯科医療機関一覧等を家

族や施設職員等に周知する。

環

境

整

備

●居宅療養管理指導に歯科

はあるが、実績は不明であ

る。

●口腔衛生管理加算、口腔

衛生管理体制加算等の制度

はある。

●医療と介護の連携を図る

ために多職種連携会議を実

施している。

●必要な人が居宅療養管理指

導や口腔衛生管理加算等を利

用する。

●医療と介護が連携を図り、

円滑に入退院ができる環境づ

くりが必要である。

●ケアマネや介護職員等に居

宅療養管理指導や口腔衛生管

理加算等を周知する。

●各地域で多職種連携会議の

充実を図る。

＜奈良県歯科衛生士会＞

●奈良市包括支援センター西ブロックにおいて多職種

連携を行った。

＜歯科技工士会＞

●施設入所者の義歯への名前入れ

＜福祉政策課＞

●医療・介護職員を対象に多職種連携会議を10地域

で15回実施した。

＜奈良県歯科衛生士会＞

●奈良市包括支援センターにおいて地域ケア会議に参

加した。

＜歯科技工士会＞

●施設入所者の義歯への名前入れ

＜福祉政策課＞

●医療・介護職員を対象に多職種連携会議を10地域

で17回実施した。

表中の下線 ：庁外機関・団体



≪障害≫

現状 課題 課題への対策 Ｈ29年度の取り組み 平成30年度の取り組み
令和元年度の取り組み

（計画・方向性）
＜奈良県歯科衛生士会＞

●みどりの家歯科治療前に口腔衛生指導や食事指導を患

者・家族・施設職員に行う。

●みどりの家年2回集団検診前の個別口腔衛生指導。染

色をし、患者・家族に確認してもらい正しい歯みがき指

導を行う。

＜障がい福祉課＞

●市立みどりの家歯科診療所にて実施している障害児等

の歯科検診（年2回）及び治療時に、患者、家族等に正

しい歯の知識や手入れ方法についての指導を実施

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

・

専

門

家

支

援

（

人

材

育

成

・

相

談

）

●施設職員等の口腔衛生に関する意識

が低い。

●施設職員等に対し

て正しい歯の知識や

手入れ方法を伝える

必要がある。

●施設職員等に対して知

識を普及する。

●施設見学会等を実施す

る。

＜奈良県歯科衛生士会＞

●施設職員に患者の口腔衛生の方法を

伝えている。

＜奈良県歯科衛生士会＞

●施設職員に患者の口腔衛生の方法を伝えて

いる。

＜奈良県歯科衛生士会＞

●施設職員に患者の口腔衛生の方法を伝える。

正

し

い

知

識

の

普

及

●患者、家族、施設職員等の口腔衛生

に関する意識が低い。

●患者、家族、施設

職員等が、正しい歯

の知識や手入れ方法

を知る必要がある。

●患者、家族、施設職員

等に正しい歯の知識や手

入れ方法を伝える。

＜奈良県歯科衛生士会＞

●治療前に口腔衛生指導や食事指導を

患者・家族・施設職員に行っている。

＜障がい福祉課＞

●市立みどりの家歯科診療所にて実施

（年2回）している障害児等の歯科検

診及び治療時に、患者、家族等に正し

い歯の知識や手入れ方法についての指

導を実施

＜奈良県歯科衛生士会＞

●治療前に口腔衛生指導や食事指導を患者・

家族・施設職員に行っている。

＜障がい福祉課＞

●市立みどりの家歯科診療所にて実施してい

る障害児等の歯科検診（年2回）及び治療時

に、患者、家族等に正しい歯の知識や手入れ

方法についての指導を行った。

＜障がい福祉課＞

●市立みどりの家歯科診療所にて、一般の医療機関での

受診が困難な障害児等に対する歯科検診及び治療を実施

●市民から問い合わせのあった場合に、県歯科医師会で

行っている訪問歯科診療等について適宜案内

環

境

整

備

●市立みどりの家歯科診療所にて、一

般の医療機関での受診が困難な障害児

等に対する歯科検診及び治療を行ってい

る。

●市民から問い合わせのあった場合

に、奈良県心身障害者歯科衛生診療所

や県歯科医師会で行っている訪問歯科

診療等について適宜案内している。

＜障がい福祉課＞

●市立みどりの家歯科診療所にて、一

般の医療機関での受診が困難な障害児

等に対する歯科検診及び治療を実施し

た。

●市民から問い合わせのあった場合

に、県歯科医師会で行っている訪問歯

科診療等について適宜案内した。

＜障がい福祉課＞

●市立みどりの家歯科診療所にて、一般の医

療機関での受診が困難な障害児等に対する歯

科検診及び治療を実施した。

●市民から問い合わせのあった場合に、県歯

科医師会で行っている訪問歯科診療等につい

て適宜案内した。

＜健康増進課＞

「目指せ！かかりつけ歯科医100％」ステッ

表中の下線 ：庁外機関・団体



現状 課題 課題への対策 Ｈ29年度の取り組み 平成30年度の取り組み
令和元年度の取り組み

（計画・方向性）

健

診

・

受

診

●障害児等の希望する者に年2回(2月・

8月)、市立みどりの家歯科診療所にて歯

科検診・口腔衛生指導を受けられる機

会を設けている。

●市立みどりの家歯科診療所にて、一

般の医療機関での受診が困難な障害児

等に対する歯科検診及び治療を行ってい

る。（再掲）

●市全体の歯科健診について、障害

児・者のデータが無い。

●必要時の治療や健診、フッ化物塗布

についてデータが無い。

●一般歯科医院での障害児・者の受け

入れの可否が明示されていないことが多

い。

●障害児・者の治療

や訪問歯科診療を

行っている歯科医療

機関に関する情報が

必要である。

●市立みどりの家歯科診

療所で実施している障害

児等の歯科検診及び歯科

治療について周知する。

●障害児・者の治療や訪

問歯科診療を行っている

歯科医療機関に関する情

報を家族や施設職員等に

提供する。

＜奈良市歯科医師会＞

●市立みどりの家歯科診療所にて、歯

科検診及び治療を行う。

＜奈良県歯科衛生士会＞

●治療終了時に定期健診の必要性を説

明している。

＜障がい福祉課＞

●市立みどりの家歯科診療所で実施

（年2回）している障害児等の歯科検

診を実施し、奈良しみんだよりや市

＜奈良市歯科医師会＞

●市立みどりの家歯科診療所にて、歯科検診

及び治療を行う。

＜奈良県歯科衛生士会＞

●治療終了時に定期健診の必要性を説明して

いる。

＜障がい福祉課＞

●市立みどりの家歯科診療所で実施（年2回）

している障害児等の歯科検診を実施し、奈良

しみんだよりや市ホームページ、障がい福祉

＜奈良市歯科医師会＞

●市立みどりの家歯科診療所にて、年２回の歯科検診及

び治療を行っています。

＜奈良県歯科衛生士会＞

●みどりの家歯科治療前に口腔衛生指導や食事指導を患

者・家族・施設職員に行う。治療終了時は定期健診の必

要性を説明している。

●みどりの家歯科診療所で実施（年2回）している障害

児等の歯科検診前の口腔衛生指導を行う。

＜障害福祉課＞

●市立みどりの家歯科診療所で実施（年2回）している

障害児等の歯科検診を実施し、奈良しみんだよりや市

ホームページ、障がい福祉課の窓口にて周知



≪災害≫

現状 課題 課題への対策 Ｈ29年度の取り組み 平成30年度の取り組み
令和元年度の取り組み

（計画・方向性）

＜奈良県歯科衛生士会＞

●自主防災ボランティアさん主催

の防災訓練にて、災害時の正しい

口腔の手入れ法や知識提供と協力

●奈良県総合防災訓練にて、口腔

の知識や手入れ法などについて、

情報発信登録指導

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

・

専

門

家

支

援

（

人

材

育

成

・

相

談

）

●災害時に正しい歯の知識や手入

れ方法等を伝える者が必要であ

る。

●市民を支える者が正しい歯の知識や

方法を伝えられるよう、関係団体と連

携を図る。

＜奈良県歯科衛生士会＞

●歯科衛生士会会員の知識向上の

ため災害支援勉強会開催。防災士

指導によるHUGにて、避難所の状

況を学ぶ。

＜奈良県歯科衛生士会＞

●歯科衛生士会の会員対象の防災

支援勉強会にて災害と防災の知

識、災害支援の方法を学習。また

奈良市の地形等から予測される問

題点について話し合った。

＜奈良市歯科医師会＞

●奈良市歯科医師会の災害時対策

マニュアルの作成準備

＜奈良県歯科衛生士会＞

●奈良県総合防災訓練にて、J-

SPEEDを活用した避難所での多職

種連携アセスメント訓練

●会員対象の災害支援勉強会に

て、災害支援のあり方についてつ

いて学ぶ。

正

し

い

知

識

の

普

及

●大規模災害時、奈良県歯科医

師会行動マニュアルを2017年2

月作成。

●市民や関係団体等が、災害時の

正しい歯の知識や手入れ方法等を

知らない。

●災害時の正しい歯の知識や手入れ方

法等をチラシなどにまとめ、情報発信

できるようにする。

＜奈良県歯科衛生士会＞

●奈良県総合防災訓練に参加。避

難所での集団指導を担った。

＜奈良県歯科衛生士会＞

●自主防災ボランティアさん達の

要望で、平城地区の防災訓練にて

避難所でのお口のケアのパネルや

ビラによる情報提供の協力。

●前年度同様、奈良県総合防災訓

練に参加し避難所での集団指導を

行った。

＜奈良県歯科衛生士会＞

●日本歯科大学衛生士会を通じた

「災害安否確認」「安否確認登

録」「災害支援歯科衛生士登録」

の訓練を進め、奈良県歯科衛生士

会単独にて、会員安否確認訓練

＜奈良県歯科技工士会＞

●施設入所者の義歯への名前入れ

健

診

・

受

診

環

境

整

備

●奈良市災害時対策マニュアル

を作成中（医科）である。

●県では災害マニュアルを歯科

医師会が作成済み。

●奈良市災害時対策マニュアル

（歯科）を作成する必要がある。

●災害時における行政や市歯科医

師会の役割を明確にする。

●災害時の医療体制を確保する。

●奈良市災害時対策マニュアル（歯

科）を作成し、市民、関係団体、医療

機関、施設等が共有し、役割を理解す

る。

●関係団体、医療機関、施設等と連携

や調整する機会をつくる。

＜奈良県歯科衛生士会＞

●日本科衛生士会を通じて、「災

害時安否確認」「安否登録」「災

害支援歯科衛生士登録」の訓練を

すすめた。

＜奈良県歯科技工士会＞

＜奈良県歯科衛生士会＞

●H29年度同様の日本歯科衛生士

会を通じた安否確認訓練の他、奈

良県歯科衛生士会として奈良支部

会員間での安否確認方法を検討し

た。

＜奈良県歯科技工士会＞

表中の下線 ：庁外機関・団体



健

診

・

受

診



　　　

平成29年度 平成30年度
令和元年度

（計画・方向性）

自
身
の
体
調
の
変
化
を
意
識
し

、
日
々
の
健
康
管
理
に
つ
と
め
ま
し
ょ
う

・生活習慣病に関する正しい知識を身に
つける

・自分の適正体重を知り、体重管理に努
める

＜正しい知識の普及＞
ホームページやTwitter等を活用した情報発
信の充実

＜奈良市医師会＞
●生活習慣病に関するチラシやリーフレットの配布・診察
時の指導

＜人事課＞
●職員健診後、結果通知と共に、結果の見方、産業医相
談等の情報提供を実施。また、市町村共済組合特定保
健指導対象者に受診勧奨と共済からのリーフレットを通
知。

＜国保年金課：特定健診 福祉医療課：健康診査＞
●特定健診結果通知とともに「情報提供パンフレット」を送
付。検査項目ごとに基準値や保健指導判定値を示して、
生活習慣改善のポイントを紹介。

＜健康増進課＞
●高血圧や糖尿病、がんなどについて、医療機関・近鉄
百貨店・駅・スーパー・銀行・薬局・公民館・支援センター
等でのポスターやチラシ、SNSやしみんだよりで啓発
●乳幼児の家庭訪問、乳幼児の教室、講座でのチラシ配
布。
●協会けんぽ（被扶養者）の健診でチラシ配布を実施。
●世界糖尿病デーでJR奈良駅旧駅舎のブルーライトアッ
プを実施。
●はぐくみセンターの階段啓発では、時期に応じた生活習
慣の啓発を実施。
●国保年金課の「医療費のお知らせ」で啓発実施。
●医療政策課の「けんこうアップ」で啓発実施。
●健康手帳の配布実施。

＜奈良市医師会＞
●生活習慣病に関するチラシやリーフレットの配布・診察
時の指導

＜人事課＞
●職員健診後、結果通知と共に、結果の見方、産業医相
談等の情報提供を実施。また、市町村共済組合特定保
健指導対象者に受診勧奨と共済からのリーフレットを通
知。

＜国保年金課：特定健診　福祉医療課：健康診査＞
●特定健診結果通知とともに「情報提供パンフレット」を送
付。検査項目ごとに基準値や保健指導判定値を示して、
生活習慣改善のポイントを紹介。

＜健康増進課＞
●高血圧や糖尿病、がんなどについて、医療機関・駅・
スーパー・薬局・公民館等でのポスターの掲示、チラシ配
布、ホームページ、しみんだより等における啓発の実施。
●乳幼児の家庭訪問、乳幼児の教室、講座でのチラシ配
布。
●協会けんぽ（被扶養者）の健診でチラシ配布。
●世界糖尿病デーではJR奈良駅旧駅舎のブルーライト
アップを実施。
●はぐくみセンターの階段啓発
●国保年金課の「医療費のお知らせ」で啓発実施。
●健康手帳の配布実施

＜奈良市医師会＞
●生活習慣病に関するチラシやリーフレットの配布・診察
時の指導

＜人事課＞
●職員健診後、結果通知と共に、結果の見方、産業医相
談等の情報提供を実施。また、市町村共済組合特定保
健指導対象者に受診勧奨と共済からのリーフレットを通
知。

＜国保年金課：特定健診　福祉医療課：健康診査＞
●特定健診結果通知とともに「情報提供パンフレット」を送
付。検査項目ごとに基準値や保健指導判定値を示して、
生活習慣改善のポイントを紹介。

＜健康増進課＞
●高血圧や糖尿病、がんなどについて、医療機関・駅・公
民館等でのポスターの掲示、チラシ配布、ホームページ、
しみんだより等における啓発の実施。
●乳幼児の家庭訪問、乳幼児の健診・教室にてチラシ配
布を実施。
●世界糖尿病デーではJR奈良駅旧駅舎のブルーライト
アップを実施。
●はぐくみセンターの階段啓発実施
●国保年金課の「医療費のお知らせ」で啓発実施。
●健康手帳の配布実施

＜奈良市医師会＞
●生活習慣病に関するチラシやリーフレットの配布・診察時の指導

＜奈良市薬剤師会＞
●特定健診の啓発事業に参加
●生活習慣病と薬教育

＜人事課＞
●職員健診後、結果通知と共に、結果の見方、産業医相談等の情報提供
を実施。また、市町村共済組合特定保健指導対象者に受診勧奨と共済か
らのリーフレットを通知。

＜国保年金課：特定健診　福祉医療課：健康診査＞
●特定健診結果通知とともに「情報提供パンフレット」を送付。検査項目ごと
に基準値や保健指導判定値を示して、生活習慣改善のポイントを紹介。

＜健康増進課＞
●高血圧や糖尿病、がんなどについて、医療機関・駅・スーパー・薬局・公
民館等でのポスターの掲示、チラシ配布、ホームページ、しみんだより等に
おける啓発の実施。
●乳幼児の家庭訪問、乳幼児の健診・教室にてチラシ配布を母子保健課
に依頼。
●世界糖尿病デーではJR奈良駅旧駅舎のブルーライトアップを実施。
●食育フェスタでの啓発
●はぐくみセンターの階段啓発実施
●国保年金課の「医療費のお知らせ」で啓発実施。
●健康手帳の配布実施

各領域の進捗状況一覧

行動目標
目標に対して
取り組むこと

具体的な取り組み(例) 平成28年度

日頃から自分の健康に関心を持ち、

健康管理に努めましょう

⑦ 健康管理

表中の下線 ：庁外機関・団体

資料１-健康管理46



平成29年度 平成30年度
令和元年度

（計画・方向性）
行動目標

目標に対して
取り組むこと

具体的な取り組み(例) 平成28年度

学校における健康教育の実施 ＜医療政策課＞
●小中学校対象の特定給食施設研修において、栄養教
諭や養護教諭・学校医・保護者など多職種連携による子
どもの健康管理のありかたについて検討し、肥満・やせなど
の児童生徒への支援状況・体格の評価及び保護者への
情報提供について調査を1回実施。結果を市ホームペー
ジに掲載、学校向け集団指導を1回実施。

＜健康増進課＞
●奈良市内の専門学校、大学において、がん教育の健康
講座を実施。

＜小中高＞
●学習指導要領に基づき、保健体育等において、生活習
慣病に関する授業を行なっている。

＜医療政策課＞
●特定給食施設である小中学校に対し、肥満・やせなど
の児童生徒への支援状況及び体格の評価及び保護者へ
の情報提供について調査を1回実施。肥満・やせが5%以
上増えた学校・児童福祉施設（公立を除く）に対し健康増
進法に基づく個別指導を実施。

＜健康増進課＞
●奈良市内の専門学校、大学において、がん教育の健康
講座を実施。

＜小中高＞
●学習指導要領に基づき、保健体育等において、生活習
慣病に関する授業を行なう。

＜医療政策課＞
●特定給食施設である小中学校に対し、肥満・やせなど
の児童生徒への支援状況及び体格の評価及び保護者へ
の情報提供について調査を1回実施。

＜健康増進課＞
●奈良市内の専門学校、大学において、がん教育の健康
講座を実施。

＜保健給食課＞
●小中高にて定期健康診断を学校医等により実施した。
●保護者へ学校から結果を渡し、異常があれば受診勧奨
を促した。
 
＜小中高＞
●学習指導要領に基づき、保健体育等において、生活習
慣病に関する授業を行なう。

＜健康増進課＞
●奈良市内の専門学校、大学において、がん教育の健康講座を実施。

＜保健給食課＞
●小中高にて定期健康診断を学校医等により実施した。
●保護者へ学校から結果を渡し、異常があれば受診勧奨を促した。

＜小中高＞
●学習指導要領に基づき、保健体育等において、生活習慣病に関する授
業を行なう。

自
身
の
体
調
の
変
化
を
意
識
し

、
日
々
の
健
康
管
理
に
つ
と
め
ま
し
ょ
う

・生活習慣病に関する正しい知識を身に
つける

・自分の適正体重を知り、体重管理に努
める

地域住民への健康教育（生活習慣病予防講
座・地域派遣型健康教育等）の実施

＜奈良市医師会＞
●市民健康講座・健康づくり教室の開催

＜奈良市食生活改善推進員協議会＞
●地域の公民館で生活習慣病予防の調理実習と講話を
実施

＜奈良市運動習慣づくり推進員協議会＞
●地域活動時、休憩時間を利用してメタボやロコモの説明
を行い、自身の体調管理の重要性を伝える。

＜健康増進課＞
◆奈良市ポイント（健康増進ポイント）と連動して各講座を
開催。
●健康ナビ出前講座
●生活習慣に関係する内容で健康講座（運動習慣づくり
スタート講座、にこにこ奈良ごはん）、市内3箇所で健康講
座（運動習慣づくりスタート講座）を開催。
●特定保健指導対象者と奈良市民を対象に健康NARA
講座を開催。

●要精密検査者への受診勧奨、特定保健指導対象者へ
の利用勧奨

＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
●「スポーツトレーナーに学ぶ親子ストレッチ」
日常生活に取り入れることのできるストレッチや筋力トレー
ニングを学ぶことで生活習慣病の予防を図り、市民の健康
寿命を延ばすことを目的として開催した。
「からだノート」
参加者それぞれが自分に合った目標を設定し、仲間と励
まし合いながら、体操を通して自身の健康づくりに取り組ん
だ。

＜奈良市医師会＞
●市民健康講座

＜奈良市食生活改善推進員協議会＞
●地域の公民館で生活習慣病予防の調理実習と講話を
実施

＜奈良市運動習慣づくり推進員協議会＞
●地域活動時、休憩時間を利用してメタボやロコモの説明
を行い、自身の体調管理の重要性を伝える。

＜健康増進課＞
◆奈良市ポイント（健康増進ポイント）と連動して各講座を
開催。
●健康ナビ出前講座
●生活習慣に関係する内容で健康講座（運動習慣づくり
スタート講座、にこにこ奈良ごはん）、
●特定保健指導対象者と奈良市民を対象に健康NARA
講座を開催。

●要精密検査者への受診勧奨、特定保健指導対象者へ
の利用勧奨

＜生涯学習課(生涯学習財団）＞
●「まなVIVA！～正月太り解消メソッド～」「健康体操で夏
バテ解消」など、10事業を実施した。様々なテーマで健康
増進へのアプローチをし、健康意識の向上につなげた。

＜奈良市医師会＞
●市民健康講座

＜奈良市薬剤師会＞
●地域の公民館や体育館等での行事にて、血圧・血管・
肺等の健康チェックを行い、セルフメディケーションを推進
●公民館等で、地域住民に「薬の正しい使い方」講座の実
施

＜奈良市運動習慣づくり推進員協議会＞
●地域活動時、休憩時間を利用してメタボやロコモの説明
を行い、自身の体調管理の重要性を伝える。

＜健康増進課＞
◆奈良市ポイント（健康増進ポイント）と連動して各講座を
開催。
●健康ナビ出前講座（企業への健康教育）
●生活習慣に関係する内容で健康講座（運動習慣づくり
スタート講座、にこにこ奈良ごはん）
●特定保健指導対象者と奈良市民を対象に健診結果説
明会を開催。

●要精密検査者への受診勧奨、特定保健指導対象者へ
の利用勧奨

＜生涯学習課(生涯学習財団）＞
●「かすが健康づくり教室」「飛鳥健康サロン」など、10事
業を実施した。様々なテーマで健康増進へのアプローチを
し、健康意識の向上につなげた。

＜奈良市医師会＞
●市民健康講座

＜奈良市薬剤師会＞
●地域の公民館や体育館等での行事にて、血圧・血管・肺等の健康チェッ
クを行い、セルフメディケーションを推進
●公民館等で、地域住民に「薬の正しい使い方」講座の実施

＜奈良市運動習慣づくり推進員協議会＞
●地域活動時、休憩時間を利用してメタボやロコモの説明を行い、自身の
体調管理の重要性を伝える。

＜人事課＞
●職員健診後、結果通知と共に、結果の見方、産業医相談等の情報提供
を実施。また、市町村共済組合特定保健指導対象者に受診勧奨と共済か
らのリーフレットを通知。

＜健康増進課＞
◆奈良市ポイント（健康増進ポイント）と連動して各講座を開催。
●健康ナビ出前講座（一般・企業・親子）
●生活習慣に関係する内容で健康講座（にこにこ奈良ごはん）
●特定保健指導対象者と奈良市民を対象に健診結果説明会を開催。

●要精密検査者への受診勧奨、特定保健指導対象者への利用勧奨

＜地域教育課(生涯学習財団）＞
●今後も、地域住民への健康教育を実施し、生活習慣病に対する正しい知
識を学ぶ機会や、自分の適正体重を知り体重管理に努める機会を提供して
いきたい。
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平成29年度 平成30年度
令和元年度

（計画・方向性）
行動目標

目標に対して
取り組むこと

具体的な取り組み(例) 平成28年度

＜環境整備＞
支援体制の整備

＜健康増進課＞
●協会けんぽとの連携

＜健康増進課＞
●協会けんぽとの連携

＜健康増進課＞
●協会けんぽとの連携（ワーキング会議の実施）

＜健康増進課＞
●協会けんぽとの連携

健康管理ツールの提供 ＜健康増進課＞
●スマナラ健康6か月チャレンジ
●1日8,000歩以上で健康づくり

＜健康増進課＞
●スマナラ健康6か月チャレンジ
●1日8,000歩以上で健康づくり

＜健康増進課＞
●スマナラ健康6か月チャレンジ
●1日8,000歩以上で健康づくり

＜健康増進課＞
●スマナラ健康6か月チャレンジ
●1日8,000歩以上で健康づくり

身近で相談できる人の育成・支援（研修会や
市民講座等）

＜医療政策課＞
●食育つながるネット事業を通じた栄養・健康情報の提
供・連携強化（43団体、メールマガジン16回・各回450件
送付）

＜医療政策課＞
●食育つながるネット事業を通じた栄養・健康情報の提
供・連携強化。（49団体、メールマガジン12回・各回638
件送付）
●飲食店でボランティアによる健康チェックや食育講座、
食事相談を実施。

＜医療政策課＞
●「奈良市食育ネット」設立、食育・栄養・健康情報の提供
（62団体）メールマガジン3回各650件送付

＜農政課＞
●食育協働ネットワーク(62団体）を通じた情報提供及び支援

＜健康増進課＞
●奈良市運動習慣づくり推進員協議会共催のスキルアップ研修会で特定
健康診査結果説明会を実施

＜奈良市医師会＞
●講演会等イベントにおいて個別相談実施

＜奈良市食生活改善推進員協議会＞
●調理実習の際、ＢＭＩ、メタボの測定をし個々の現状を把
握してもらう。

＜奈良市運動習慣づくり推進員協議会＞
●活動時、血圧測定と習慣づけの伝達

＜人事課＞
●産業医相談等を実施（人事課）

＜健康増進課＞
●特定保健指導・糖尿病相談窓口・健康相談にて個別
支援を実施。

＜奈良市医師会＞
●講演会等イベントにおいて個別相談実施

＜奈良市食生活改善推進員協議会＞
●調理実習の際、ＢＭＩ、メタボの測定をし個々の現状を把
握してもらう

＜奈良市運動習慣づくり推進員協議会＞
●活動時、血圧測定と習慣づけの伝達

＜人事課＞
●産業医相談等を実施

＜健康増進課＞
●特定保健指導・糖尿病相談窓口・健康相談にて個別
支援を実施。

＜奈良市医師会＞
●講演会等イベントにおいて個別相談実施

＜奈良市運動習慣づくり推進員協議会＞
●活動時、血圧測定と習慣づけの伝達

＜人事課＞
●産業医相談等を実施

＜健康増進課＞
●特定保健指導・糖尿病相談窓口・健康相談にて個別
支援を実施。

＜奈良市医師会＞
●講演会等イベントにおいて個別相談実施

＜奈良市運動習慣づくり推進員協議会＞
●活動時、血圧測定と習慣づけの伝達

＜人事課＞
●産業医相談等を実施

＜健康増進課＞
●特定保健指導・糖尿病相談窓口・健康相談にて個別支援を実施。

学校における健康教育の実施 ＜医療政策課＞
●小中学校対象の特定給食施設研修において、栄養教
諭や養護教諭・学校医・保護者など多職種連携による子
どもの健康管理のありかたについて検討し、肥満・やせなど
の児童生徒への支援状況・体格の評価及び保護者への
情報提供について調査を1回実施。結果を市ホームペー
ジに掲載、学校向け集団指導を1回実施。

＜健康増進課＞
●奈良市内の専門学校、大学において、がん教育の健康
講座を実施。

＜小中高＞
●学習指導要領に基づき、保健体育等において、生活習
慣病に関する授業を行なっている。

＜医療政策課＞
●特定給食施設である小中学校に対し、肥満・やせなど
の児童生徒への支援状況及び体格の評価及び保護者へ
の情報提供について調査を1回実施。肥満・やせが5%以
上増えた学校・児童福祉施設（公立を除く）に対し健康増
進法に基づく個別指導を実施。

＜健康増進課＞
●奈良市内の専門学校、大学において、がん教育の健康
講座を実施。

＜小中高＞
●学習指導要領に基づき、保健体育等において、生活習
慣病に関する授業を行なう。

＜医療政策課＞
●特定給食施設である小中学校に対し、肥満・やせなど
の児童生徒への支援状況及び体格の評価及び保護者へ
の情報提供について調査を1回実施。

＜健康増進課＞
●奈良市内の専門学校、大学において、がん教育の健康
講座を実施。

＜保健給食課＞
●小中高にて定期健康診断を学校医等により実施した。
●保護者へ学校から結果を渡し、異常があれば受診勧奨
を促した。
 
＜小中高＞
●学習指導要領に基づき、保健体育等において、生活習
慣病に関する授業を行なう。

＜健康増進課＞
●奈良市内の専門学校、大学において、がん教育の健康講座を実施。

＜保健給食課＞
●小中高にて定期健康診断を学校医等により実施した。
●保護者へ学校から結果を渡し、異常があれば受診勧奨を促した。

＜小中高＞
●学習指導要領に基づき、保健体育等において、生活習慣病に関する授
業を行なう。
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・生活習慣病に関する正しい知識を身に
つける

・自分の適正体重を知り、体重管理に努
める

＜ボランティアや専門家等による支援＞
個別相談の実施
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平成29年度 平成30年度
令和元年度

（計画・方向性）
行動目標

目標に対して
取り組むこと

具体的な取り組み(例) 平成28年度

＜奈良市医師会＞
●健診（検診）の受診勧奨

＜人事課＞
●職員ポータル、所属通知により健康診断受診勧奨を実
施。また未受診者に対して所属や個別に受診勧奨を行
う。

＜国保年金課＞
●保健事業
●特定健康診査についての情報掲載
●ポスターを奈良市医師会を通じて対象医療機関に配
布・掲示依頼

＜医療政策課＞
●かかりつけ医の普及・啓発について、奈良市医師会と連
携し、ホームページで発信。

＜健康増進課＞
●高血圧や糖尿病、がんなどについて、医療機関・市役
所・はぐくみセンター・近鉄百貨店・駅・スーパー・銀行・薬
局・公民館・支援センター等でのポスターやチラシ、SNSや
しみんだよりで啓発
●乳幼児の家庭訪問、乳幼児の教室、講座でのチラシ配
布。
●協会けんぽ（被扶養者）の健診でチラシ配布を実施。
●世界糖尿病デーでJR奈良駅旧駅舎のブルーライトアッ
プを実施。
●はぐくみセンターの階段啓発では、時期に応じた生活習
慣の啓発を実施。
●国保年金課の「医療費のお知らせ」で啓発実施。
●医療政策課の「けんこうアップ」で啓発実施。
●健康手帳の配布実施。

●保健センターだよりにて、健（検）診受診の啓発
●自治会の協力により全戸集団健診の啓発チラシ配布
●保健センター、公民館等による集団健診の啓発
●自治会等の地区組織において生活習慣病予防と健
（検）診の必要性についてのミニ講座を実施（２回）

＜奈良市医師会＞
●健診（検診）の受診勧奨

＜人事課＞
●職員ポータル、所属通知により健康診断受診勧奨を実
施。また未受診者に対して所属や個別に受診勧奨を行
う。

＜国保年金課＞
●保健事業
●特定健康診査についての情報掲載
●ポスターを奈良市医師会を通じて対象医療機関に配
布・掲示依頼
●情報発信の拡充（媒体の拡充など）

＜医療政策課＞
●かかりつけ医の普及・啓発について、奈良市医師会と連
携し、ホームページで発信。

＜健康増進課＞
●高血圧や糖尿病、がんなどについて、医療機関・駅・
スーパー・薬局・公民館等でのポスターの掲示、チラシ配
布、ホームページ、しみんだより等における啓発の実施。
●乳幼児の家庭訪問、乳幼児の教室、講座でのチラシ配
布。
●協会けんぽ（被扶養者）の健診でチラシ配布。
●世界糖尿病デーではJR奈良駅旧駅舎のブルーライト
アップを実施。
●はぐくみセンターの階段啓発
●国保年金課の「医療費のお知らせ」で啓発実施。
●健康手帳の配布実施

●ホームページ、保健センターだよりにて、健（検）診受診
の啓発
●自治会の協力により全戸集団健診の啓発チラシ配布
●保健センター、公民館等による集団健診の啓発
●自治会において生活習慣病予防と健（検）診の必要性
についてのミニ講座を実施（１回）

＜奈良市医師会＞
●健診（検診）の受診勧奨

＜人事課＞
●職員ポータル、所属通知により健康診断受診勧奨を実
施。また未受診者に対して所属や個別に受診勧奨を行
う。

＜国保年金課＞
●保健事業
●特定健康診査についての情報掲載
●ポスターを奈良市医師会を通じて対象医療機関に配
布・掲示依頼
●情報発信の拡充（媒体の拡充など）

＜医療政策課＞
●かかりつけ医の普及・啓発について、奈良市医師会と連
携し、ホームページで発信。

＜健康増進課＞
●高血圧や糖尿病、がんなどについて、医療機関・駅・公
民館等でのポスターの掲示、チラシ配布、ホームページ、
しみんだより等における啓発の実施。
●乳幼児の家庭訪問、乳幼児の健診・教室にてチラシ配
布を実施。
●世界糖尿病デーではJR奈良駅旧駅舎のブルーライト
アップを実施。
●はぐくみセンターの階段啓発実施
●国保年金課の「医療費のお知らせ」で啓発実施。
●健康手帳の配布実施

●ホームページ、保健センターだよりにて、健（検）診受診
の啓発
●自治会の協力により全戸集団健診の啓発チラシ配布
●保健センター、公民館等による集団健診の啓発

＜奈良市医師会＞
●健診（検診）の受診勧奨

＜人事課＞
●職員ポータル、所属通知により健康診断受診勧奨を実施。また未受診者
に対して所属や個別に受診勧奨を行う。

＜国保年金課＞
●保健事業
●特定健康診査についての情報掲載
●ポスターを奈良市医師会を通じて対象医療機関に配布・掲示依頼
●情報発信の拡充（媒体の拡充など）

＜医療政策課＞
●かかりつけ医の普及・啓発について、奈良市医師会と連携し、ホームペー
ジで発信。

＜健康増進課＞
●高血圧や糖尿病、がんなどについて、医療機関・駅・スーパー・薬局・公
民館等でのポスターの掲示、チラシ配布、ホームページ、しみんだより等に
おける啓発の実施。
●乳幼児の家庭訪問、乳幼児の健診・教室にてチラシ配布を母子保健課
に依頼。
●世界糖尿病デーではJR奈良駅旧駅舎のブルーライトアップを実施。
●食育フェスタでの啓発
●はぐくみセンターの階段啓発実施
●国保年金課の「医療費のお知らせ」で啓発実施。
●健康手帳の配布実施

●ホームページ、保健センターだよりにて、健（検）診受診の啓発
●自治会の協力により全戸集団健診の啓発チラシ配布
●保健センター、公民館等による集団健診の啓発

地域住民への健康教育（生活習慣病予防講
座・地域派遣型健康教育等）の実施

＜奈良市医師会＞
●市民健康講座・健康づくり教室の開催

＜奈良市食生活改善推進員協議会＞
●地域の公民館で生活習慣病予防の調理実習と講話を
実施

＜奈良市運動習慣づくり推進員協議会＞
●活動時、適宜がんの定期検診を推奨

＜健康増進課＞
●健康ナビ出前講座、健康講座（チェックコーナー使い方
講座、にこにこ奈良ごはん、運動習慣づくりスタート講座）、
特定保健指導対象者と奈良市民を対象に健康NARA講
座にて健（検）診の受診j勧奨を実施。
●糖尿病相談窓口の実施。
●奈良市医師会主催の学術講演会で骨粗しょう症検診に
ついて講座の一部を担当。

＜奈良市医師会＞
●市民健康講座・健康づくり教室の開催

＜奈良市食生活改善推進員協議会＞
●地域の公民館で生活習慣病予防の調理実習と講話を
実施

＜奈良市運動習慣づくり推進員協議会＞
●活動時、適宜がんの定期検診を推奨

＜健康増進課＞
●健康ナビ出前講座や健康講座（運動習慣づくりスタート
講座、にこにこ奈良ごはん）、特定保健指導対象者と奈良
市民を対象にした健康NARA講座にて健診（検診）の受診
勧奨を実施。

＜奈良市医師会＞
●市民健康講座・健康づくり教室の開催

＜奈良市運動習慣づくり推進員協議会＞
●活動時、適宜がんの定期検診を推奨

＜健康増進課＞
●健康ナビ出前講座や健康講座（運動習慣づくりスタート
講座、にこにこ奈良ごはん）、特定保健指導対象者と奈良
市民を対象にした健診結果説明会にて健診（検診）の受
診勧奨を実施。

＜奈良市医師会＞
●市民健康講座・健康づくり教室の開催

＜奈良市運動習慣づくり推進員協議会＞
●活動時、適宜がんの定期検診を推奨

＜健康増進課＞
●健康ナビ出前講座や健康講座（運動習慣づくりスタート講座、にこにこ奈
良ごはん）、特定保健指導対象者と奈良市民を対象にした健康NARA講座
にて健診（検診）の受診勧奨を実施。
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を受ける

・かかりつけ医を持つことを推進する

・精密検査未受診者への受診勧奨を徹
底する

・行政と医療機関が連携し検診の精度向
上に努める

＜正しい知識の普及＞
ホームページやTwitter等を活用した情報発
信の充実
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平成29年度 平成30年度
令和元年度

（計画・方向性）
行動目標

目標に対して
取り組むこと

具体的な取り組み(例) 平成28年度

＜奈良市医師会＞
●診察時に呼び掛け

＜人事課＞
●市町村共済組合婦人科健診を実施。（30歳以上、年１
回）

＜子育て相談課＞
●健康増進課からの協力依頼により乳児家庭全戸訪問
時にチラシ配布

＜健康増進課＞
●医療機関・市役所・はぐくみセンター・近鉄百貨店・駅・
スーパー・銀行・薬局・公民館・支援センター等でのポス
ターやチラシ、SNSやしみんだよりで啓発。
●乳児の家庭訪問、幼児健診、乳幼児の健診、教室にて
チラシ配布。
●大学生・専門学校生への講座を実施。

●教育機関、地域団体、診療所、未就園の集まり、JＡ等
の協力依頼により啓発チラシ配布
●こども園未就園・子育て広場において乳がんについての
健康教育を実施

＜奈良市医師会＞
●診察時に呼び掛け

＜人事課＞
●市町村共済組合婦人科健診を実施。（30歳以上、年１
回）

＜子育て相談課＞
●健康増進課からの協力依頼により乳児家庭全戸訪問
時にチラシ配布

＜健康増進課＞
●医療機関・市役所・はぐくみセンター・近鉄百貨店・駅・
スーパー・銀行・薬局・公民館・支援センター等でのポス
ターやチラシ、SNSやしみんだよりで啓発。
●乳児の家庭訪問、幼児健診、乳幼児の教室にてチラシ
配布。
●大学生・専門学校生への講座を実施。

●教育機関、地域団体、診療所、未就園の集まり、JＡ等
の協力依頼により啓発チラシ配布

ん　子宮がん検診におけるミニ講座（乳がんや子宮がんの
正しい知識と家族への受診勧奨の啓発）の実施

＜奈良市医師会＞
●診察時に呼び掛け

＜人事課＞
●市町村共済組合婦人科健診を実施。（30歳以上、年１
回）

＜子育て相談課＞
●健康増進課からの協力依頼により乳児家庭全戸訪問
時にチラシ配布

＜健康増進課＞
●医療機関・市役所・はぐくみセンター・駅・スーパー・公民
館・支援センター等でのポスターやチラシ、SNSやしみんだ
よりで啓発。
●大学生・専門学校生への講座を実施。
●乳児の家庭訪問、幼児健診、乳幼児の教室で受診勧
奨の啓発実施。

●がん検診受診率向上キャンペーン
こども園・小中学校でのパネル展示、リーフレット配布

ん　子宮がん検診におけるミニ講座（乳がんや子宮がんの
正しい知識と家族への受診勧奨の啓発）の実施

＜奈良市医師会＞
●診察時に呼び掛け

＜人事課＞
●市町村共済組合婦人科健診を実施。（30歳以上、年１回）

＜子育て相談課＞
●健康増進課からの協力依頼により乳児家庭全戸訪問時にチラシ配布

＜健康増進k課＞
●医療機関・市役所・はぐくみセンター・駅・スーパー・スポーツ店・薬局・公
民館・支援センター等でのポスターやチラシ、SNSやしみんだよりで啓発
●大学生・専門学校生への講座を実施。

＜母子保健課＞
●乳児の家庭訪問、幼児健診、乳幼児の教室で受診勧奨の啓発実施。

●がん検診受診率向上キャンペーン
こども園・小中学校でのパネル展示、リーフレット配布

におけるミニ講座（乳がんや子宮がんの正しい知識と家族への受診勧奨の
啓発）の実施

＜奈良市医師会＞
●診察時に呼び掛け

＜奈良市食生活改善推進員協議会＞
●調理実習の際、ＢＭＩ、メタボの測定をし個々の現状を把
握してもらう。

＜奈良市運動習慣づくり推進員協議会＞
●研修会の開催
●活動時、適宜がんの定期検診を推奨

＜人事課＞
●職員ポータル、所属通知により健康診断未受診勧奨を
実施。

＜国保年金課＞
●自治会の協力を通じた特定健診受診勧奨（受診勧奨チ
ラシの回覧など）
●ポスターを奈良市医師会を通じて対象医療機関に配
布・掲示依頼

＜医療政策課＞
●国民健康保険被保険者を対象に、糖尿病性腎症重症
化予防事業を実施。奈良市医師会とともに、医師・保健
師・栄養士など多職種による保健指導を行う。

＜健康増進課＞
●奈良県細胞検査士会と協働で啓発チラシを配布。

＜奈良市医師会＞
●診察時に呼び掛け

＜奈良市食生活改善推進員協議会＞
●調理実習の際、ＢＭＩ、メタボの測定をし個々の現状を把
握してもらう。

＜奈良市運動習慣づくり推進員協議会＞
●研修会の開催
●活動時、適宜がんの定期検診を推奨

＜人事課＞
●職員ポータル、所属通知により健康診断未受診勧奨を
実施。

＜国保年金課＞
●自治会の協力を通じた特定健診受診勧奨（受診勧奨チ
ラシの回覧など）
●ポスターを奈良市医師会を通じて対象医療機関に配
布・掲示依頼

＜医療政策課＞
●国民健康保険被保険者を対象に、糖尿病性腎症重症
化予防事業を実施。奈良市医師会とともに、医師・保健
師・栄養士など多職種による保健指導を行う。

＜奈良市医師会＞
●診察時に呼び掛け

＜奈良市運動習慣づくり推進員協議会＞
●研修会の開催
●活動時、適宜がんの定期検診を推奨

＜人事課＞
●職員ポータル、所属通知により健康診断未受診勧奨を
実施。

＜国保年金課＞
●ポスターを奈良市医師会を通じて対象医療機関に配
布・掲示依頼

＜医療政策課＞
●国民健康保険被保険者を対象に、糖尿病性腎症重症
化予防事業を実施。奈良市医師会とともに、医師・保健
師・栄養士など多職種による保健指導を行う。

＜奈良市医師会＞
●診察時に呼び掛け

＜奈良市運動習慣づくり推進員協議会＞
●研修会の開催
●活動時、適宜がんの定期検診を推奨

＜人事課＞
●職員ポータル、所属通知により健康診断未受診勧奨を実施。

＜国保年金課＞
●ポスターを奈良市医師会を通じて対象医療機関に配布・掲示依頼

＜医療政策課＞
●国民健康保険被保険者を対象に、糖尿病性腎症重症化予防事業を実
施。奈良市医師会とともに、医師・保健師・栄養士など多職種による保健指
導を行う。

定
期
的
に
健

（
検

）
診
を
受
診
し

、
生
活
習
慣
の
早
期
発
見
・
早
期
治
療
に
つ
と
め
ま
し
ょ
う

・家族や周囲の人と誘いあって健（検）診
を受ける

・かかりつけ医を持つことを推進する

・精密検査未受診者への受診勧奨を徹
底する

・行政と医療機関が連携し検診の精度向
上に努める

＜ボランティアや専門家等による支援＞
健（検）診の受診勧奨

若い世代への子宮がん・乳がんの啓発
※H28より子宮頸がん検診となる
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平成29年度 平成30年度
令和元年度

（計画・方向性）
行動目標

目標に対して
取り組むこと

具体的な取り組み(例) 平成28年度

身近で相談できる人の育成・支援（研修会や
市民講座等）

＜健康増進課＞
●奈良市運動習慣づくり推進員協議会定例会で健康診
査やがん検診についての案内

＜健康増進課＞
●奈良市運動習慣づくり推進員協議会定例会で健康診
査やがん検診についての案内

＜健康増進課＞
●奈良市運動習慣づくり推進員協議会定例会で健康診
査やがん検診についての案内

＜健康増進課＞
●奈良市運動習慣づくり推進員協議会定例会で健康診査やがん検診につ
いての案内
●奈良市運動習慣づくり推進員協議会共催のスキルアップ研修会で特定
健康診査結果説明会を実施

＜奈良市医師会＞
●診察時に呼び掛け

＜人事課＞
●未受診者再勧奨も所属や個別に実施。

＜国保年金課＞
●保健事業：特定健診未受診者へ受診勧奨はがきの送
付

＜奈良市医師会＞
●診察時に呼び掛け

＜人事課＞
●訴求力高める工夫（勧奨対象者の選び方、構成・強調
するポイント等）
●未受診者再勧奨も所属や個別に実施

＜国保年金課＞
●保健事業：特定健診未受診者へ受診勧奨はがきの送
付

＜奈良市医師会＞
●診察時に呼び掛け

＜人事課＞
●未受診者再勧奨も所属や個別に実施。

＜国保年金課＞
●保健事業：特定健診未受診者へ受診勧奨はがきの送
付・電話勧奨

＜奈良市医師会＞
●診察時に呼び掛け

＜人事課＞
●未受診者再勧奨も所属や個別に実施。

＜国保年金課＞
●保健事業：特定健診未受診者へ受診勧奨はがきの送付・電話勧奨

＜奈良市医師会＞
●要精密検査者への受診勧奨、特定保健指導対象者へ
の利用勧奨

＜人事課＞
●検査結果報告書の提出を勧奨。

＜医療政策課＞
●保健事業：国保ヘルスアップ事業・・・糖尿病性腎症重
症化予防事業及びＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）早期発
見を目的とする啓発事業を奈良市医師会に委託し実施。

＜健康増進課＞
●特定保健指導対象者に電話、封書での勧奨を実施特
定検健診受診者で血圧三度高血圧、HbA1c8.4％以上を
対象に健診結果通知とともに受診勧奨通知を実施。その
うち、HbA1cが8.4％o以上の方を対象に電話にて受診勧
奨を実施。
●がん検診受診者のうち、精密検査対象者に電話勧奨
実施。

●要精密検査者への受診勧奨、特定保健指導対象者へ
の利用勧奨

＜奈良市医師会＞
●要精密検査者への受診勧奨、特定保健指導対象者へ
の利用勧奨

＜人事課＞
●検査結果報告書の提出を勧奨。

＜医療政策課＞
●保健事業：国保ヘルスアップ事業・・・糖尿病性腎症重
症化予防事業及びＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）早期発
見を目的とする啓発事業を奈良市医師会に委託し継続し
て実施。

＜健康増進課＞
●特定保健指導対象者に電話、封書での勧奨を実施特
定検健診受診者で血圧三度高血圧、HbA1c8.4％以上を
対象に健診結果通知とともに受診勧奨通知を実施。その
うち、HbA1cが8.4％o以上の方を対象に電話にて受診勧
奨を実施。
●がん検診受診者のうち、精密検査対象者に電話勧奨
実施。

●要精密検査者への受診勧奨、特定保健指導対象者へ
の利用勧奨

＜奈良市医師会＞
●要精密検査者への受診勧奨、特定保健指導対象者へ
の利用勧奨

＜人事課＞
●検査結果報告書の提出を勧奨。

＜医療政策課＞
●保健事業：国保ヘルスアップ事業・・・糖尿病性腎症重
症化予防事業及びＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）早期発
見を目的とする啓発事業を奈良市医師会に委託し継続し
て実施。

＜健康増進課＞
●特定保健指導対象者に電話、封書での勧奨を実施特
定検健診受診者で血圧三度高血圧、HbA1c8.4％以上を
対象に健診結果通知とともに受診勧奨通知を実施。その
うち、HbA1cが8.4％o以上の方を対象に電話にて受診勧
奨を実施。
●がん検診受診者のうち、精密検査対象者に電話勧奨
実施。

●要精密検査者への受診勧奨、特定保健指導対象者へ
の利用勧奨

＜奈良市医師会＞
●要精密検査者への受診勧奨、特定保健指導対象者への利用勧奨

＜人事課＞
●検査結果報告書の提出を勧奨。

＜医療政策課＞
●保健事業：国保ヘルスアップ事業・・・糖尿病性腎症重症化予防事業及
びＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）早期発見を目的とする啓発事業を奈良市
医師会に委託し継続して実施。

＜健康増進課＞
●特定保健指導対象者に電話、封書での勧奨を実施特定検健診受診者
で血圧三度高血圧、HbA1c8.4％以上を対象に健診結果通知とともに受診
勧奨通知を実施。そのうち、HbA1cが8.4％o以上の方を対象に電話にて受
診勧奨を実施。
●がん検診受診者のうち、精密検査対象者に電話勧奨実施。

●要精密検査者への受診勧奨、特定保健指導対象者への利用勧奨
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・家族や周囲の人と誘いあって健（検）診
を受ける

・かかりつけ医を持つことを推進する

・精密検査未受診者への受診勧奨を徹
底する

・行政と医療機関が連携し検診の精度向
上に努める

要精密検査者への受診勧奨、特定保健指導
対象者への利用勧奨

未受診者への再勧奨の実施
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平成29年度 平成30年度
令和元年度

（計画・方向性）
行動目標

目標に対して
取り組むこと

具体的な取り組み(例) 平成28年度

＜奈良市医師会＞
●学術講演の実施

＜人事課＞
●市町村共済組合に対して、検診精度管理について体制
整備の充実を求めている。

＜国保年金課＞
●特定健診については医師会を通じ医療機関に委託して
実施しているが、契約に基づき実施機関を人員や施設・設
備、精度管理等について定めた「厚労省の外部委託に関
する基準」を満たす医療機関としている。

＜健康増進課＞
●要精検率の把握を行い、プロセス指標の評価を実施。
検診機関には、契約書にチェックリスト項目を盛り込んでい
る。
●特定保健指導実施医療機関を対象に、報告会を実
施。保健指導利用率や特定保健指導における数値の改
善率を報告。

＜奈良市医師会＞
●学術講演の実施

＜人事課＞
●市町村共済組合に対して、検診精度管理について体制
整備の充実を求めている。

＜国保年金課＞
●特定健診については医師会を通じ医療機関に委託して
実施しているが、契約に基づき実施機関を人員や施設・設
備、精度管理等について定めた「厚労省の外部委託に関
する基準」を満たす医療機関としている。

＜健康増進課＞
●要精検率の把握を行い、プロセス指標の評価を実施。
検診機関には、契約書にチェックリスト項目を盛り込んでい
る。
●特定保健指導実施医療機関を対象に、報告会を実
施。保健指導利用率や特定保健指導における数値の改
善率を報告。
●医療機関での肺がん低線量CT検診、胃内視鏡検診
(50～60歳の偶数年齢)を実施

＜奈良市医師会＞
●学術講演の実施

＜人事課＞
●市町村共済組合に対して、検診精度管理について体制
整備の充実を求めている。

＜国保年金課＞
●特定健診については医師会を通じ医療機関に委託して
実施しているが、契約に基づき実施機関を人員や施設・設
備、精度管理等について定めた「厚労省の外部委託に関
する基準」を満たす医療機関としている。

＜健康増進課＞
●要精検率の把握を行い、プロセス指標の評価を実施。
検診機関には、契約書にチェックリスト項目を盛り込んでい
る。
●特定保健指導実施医療機関を対象に、報告会を実
施。保健指導利用率や特定保健指導における数値の改
善率を報告。
●医療機関での肺がん低線量CT検診、胃内視鏡検診
(50～60歳の偶数年齢)を実施

＜奈良市医師会＞
●学術講演の実施

＜人事課＞
●市町村共済組合に対して、検診精度管理について体制整備の充実を求
めている。

＜国保年金課＞
●特定健診については医師会を通じ医療機関に委託して実施しているが、
契約に基づき実施機関を人員や施設・設備、精度管理等について定めた
「厚労省の外部委託に関する基準」を満たす医療機関としている。

＜健康増進課＞
●要精検率の把握を行い、プロセス指標の評価を実施。検診機関には、契
約書にチェックリスト項目を盛り込んでいる。
●特定保健指導実施医療機関を対象に、報告会を実施。保健指導利用
率や特定保健指導における数値の改善率を報告。
●医療機関での肺がん低線量CT検診、胃内視鏡検診(50～60歳の偶数
年齢)を実施

＜奈良市医師会＞
●検診精度の管理

＜人事課＞
●市町村共済組合の人間ドック・婦人科健診については、
職免としている。

＜国保年金課＞
●医療機関の少ない地域で受診機会を確保すべく、特定
健診について集団健診を実施。（都祁地区：5日、月ヶ瀬
地区：2日）

＜健康増進課＞
●医療機関での肺がん検診、胃内視鏡検診（50歳限定）
を新規に実施。各がん検診の受診票と特定健康診査の受
診票を一括化して送付。

＜奈良市医師会＞
●検診精度の管理

＜人事課＞
●市町村共済組合の人間ドック・婦人科健診については、
職免とする。

＜国保年金課＞
●医療機関の少ない地域で受診機会を確保すべく、特定
健診について集団健診を実施予定。（都祁地区：5日、
月ヶ瀬地区：2日）

＜健康増進課＞
●各がん検診の受診票と特定健康診査の受診票を一括
化して送付。

＜奈良市医師会＞
●検診精度の管理

＜人事課＞
●市町村共済組合の人間ドック・婦人科健診については、
職免とする。

＜国保年金課＞
●医療機関の少ない地域で受診機会を確保すべく、特定
健診について集団健診を実施予定。（都祁地区：5日、
月ヶ瀬地区：2日）

＜健康増進課＞
●各がん検診の受診票と特定健康診査の受診票を一括
化して送付。

＜奈良市医師会＞
●検診精度の管理

＜人事課＞
●市町村共済組合の人間ドック・婦人科健診については、職免とする。

＜国保年金課＞
●医療機関の少ない地域で受診機会を確保すべく、特定健診について集
団健診を実施予定。（都祁地区：5日、月ヶ瀬地区：2日）

＜健康増進課＞
●各がん検診の受診票と特定健康診査の受診票を一括化して送付。

定
期
的
に
健

（
検

）
診
を
受
診
し

、
生
活
習
慣
の
早
期
発
見
・
早
期
治
療
に
つ
と
め
ま
し
ょ
う

・家族や周囲の人と誘いあって健（検）診
を受ける

・かかりつけ医を持つことを推進する

・精密検査未受診者への受診勧奨を徹
底する

・行政と医療機関が連携し検診の精度向
上に努める

＜環境整備＞
受診機会の拡充

検診精度管理の体制整備
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