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１ 事業一覧 

 

１ きめ細かい子育て支援 
（練馬区母子保健計画） 

（１）切れ目のない相談体制の充実 

★印は「区の主な取組」に掲載している事業 

No. 事業名 事業概要 担当課 

1 ★母子健康電子システム

の構築と電子母子健康手

帳の導入 

妊婦健診や乳幼児健診の健診情報等を
電子化する母子健康電子システムを構
築します。あわせて電子母子健康手帳の
導入を検討します。 

健康推進課 
保健相談所 

2 ★外国人保護者の相談支

援の充実 

保健相談所に多言語翻訳ソフト等のツ
ールを導入し、外国人保護者の相談に的
確に対応します。 

健康推進課 
保健相談所 

3 ★多胎児家庭へのサポー

ト 

多胎児家庭の育児負担の軽減を図るた
め、育児等のサポート体制の充実につい
て検討します。 

健康推進課 
保健相談所 
練馬子ども家庭
支援センター 

4 ★新しい児童相談体制の

構築 

東京都と実務的な協議を重ね、児童相談
所行政を共同して取り組む仕組みを構
築します。 

練馬子ども家庭
支援センター 

5 特定不妊治療費助成 高額の治療費がかかる特定不妊治療の
経済的負担を軽減することを目的に、医
療保険が適用されない治療費の一部を
助成します。 

健康推進課 
保健相談所 

6 妊婦全員面談の実施 妊娠届を出された全ての妊婦が妊娠子
育て相談員（保健師・助産師・看護師）
の相談を受けられるように面談体制を
充実します。 

健康推進課 
保健相談所 

7 母親学級 妊娠、出産、産後の特徴と健康管理・家
族の健康的な食事のとり方・歯と口の健
康、歯みがき実習・出産・育児などに関
する知識の習得や仲間づくりを目的と
して開催します。 

保健相談所 

8 パパとママの準備教室 出産育児情報の提供や沐浴・妊婦体験を
通して父親と母親の役割を学び合える
教室を実施します。 

保健相談所 

9 産後ケア事業 家族等の支援がなく、体調や育児に不安
がある産後の母子を対象として、助産師
施設でのショートステイやデイケア、助
産師による自宅訪問を受けることがで
きます。 

健康推進課 
保健相談所 

10 乳児家庭全戸訪問 

（こんにちは赤ちゃん訪

問） 

生後４か月までのお子さんがいるすべ
ての家庭に、助産師・保健師が訪問し、
お子さんの体重測定や健康状態の確認、
育児や産後の母親の体調の相談、子育て
サービスの紹介などを行います。 

保健相談所 

１ 事業一覧 
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No. 事業名 事業概要 担当課 

11 「予防接種・子育てサポー

トシステム」による情報の

発信 

「ねりま子育てサポートナビ」に登録す
ると、「妊娠・子育て応援メール」の配信
やお子さんの予防接種スケジュールの
組立て・管理ができます。 

健康推進課 
保健予防課 

12 子育てスタート応援券 出産・転入した世帯に区の子育て支援事
業等に利用できる子育てスタート応援
券をお送りしています。有効期限は、２
歳になった月の末日までで、１歳以上で
転入した世帯については、申請に基づい
てお送りしています。 

練馬子ども家庭
支援センター 

13 育児支援ヘルパー事業 産前産後の体調不良などで家事援助が
必要な家庭にヘルパーを派遣します。 

練馬子ども家庭
支援センター 

14 すくすくアドバイザー 子育てに関するなんでも相談に対応し、
必要に応じて関係機関に橋渡しします。 

練馬子ども家庭

支援センター 

子育て支援課 

15 育児交流会 乳児を育てる母親を対象に、グループワ
ーカーが進行役を務め、育児の不安や悩
み等を語る育児交流会を行います。 

保健相談所 

16 子育て相談 １歳児および２歳児を対象に、身長・体
重の計測や、保健師・管理栄養士・歯科
衛生士が育児、栄養、歯みがきなどの相
談を行います。 

保健相談所 

17 歯科保健指導講習会 母子を対象とした口腔保健に関する講
習会を実施します。 

保健相談所 

18 育児栄養歯科相談 乳幼児の身長・体重の計測や育児、栄養、
歯科などの個別相談を行います。 

保健相談所 

19 赤ちゃんからの飲む食べ

る相談 

大人の食事から離乳食への調整方法を
知り、大人も含めた家族の健康的な食生
活が実践できるよう、体験型の小グルー
プの相談会を行います。 

保健相談所 

20 すこやか親子の食事 

（１歳からの食事講習会） 

家族が一緒に食べる健康的な食事につ
いて、実物の食事例等を活用した講習会
を実施します。 

保健相談所 

21 地域食育講座 乳幼児期から高齢期まで「地域の食の課
題」を共有し連携・協働して講座を実施
します。 

保健相談所 

22 子育て家庭交流事業 

（ぴよぴよ・のびのび・に

こにこ） 

乳幼児とその保護者の方を対象とした、
親子で自由に来所できる施設です。 
親子で楽しく遊んだり、保護者同士の交
流の場として開放しています。 
のびのび広場は、お子さんの育ちに不安
のある親子を対象としたひろば事業で
す。 

練馬子ども家庭

支援センター 

子育て支援課 
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（２）子どもの成長発達をサポート 

No. 事業名 事業概要 担当課 

23 ★保健相談所における支

援体制の充実 

発達障害の早期発見を目的として、Ｍ-

ＣＨＡＴを１歳６か月児健康診査に導

入します。障害の程度が比較的軽度の子

どもについては保健相談所が引き続き

相談支援を行います。そのため保健相談

所に新たに心理相談員を配置します。 

保健相談所 

24 ★こども発達支援センタ

ーにおける支援体制の充

実 

外出が困難な重度障害者の居宅を訪問

し療育を行う「居宅訪問型児童発達支援

事業」や、障害者が集団生活に馴染める

よう支援する「保育所等訪問支援事業」

を開始します。 

障害者サービス

調整担当課 

25 妊婦健康診査費用助成 妊娠届を提出した妊婦に対し、妊婦健康

診査、妊婦超音波検査および妊婦子宮頸

がん検診受診票を交付し、契約医療機関

に提出することで費用の一部助成を受

けられます。 

健康推進課 

26 妊産婦歯科健康診査 妊娠中や産後は、ホルモンバランスの変

化等で口腔内の環境が変化し、むし歯や

歯周病を引き起こしやすくなるため、妊

産婦歯科健康診査を実施します。 

健康推進課 

27 乳幼児健康診査 ４か月児および３歳児を対象に、保健相

談所において、医師による健康診査およ

び保健師、管理栄養士および歯科衛生士

による集団・個別指導や育児相談等を行

います。 

また６か月児、９か月児および１歳６か

月児を対象に、契約医療機関において、

身体測定、診察および保健指導を行いま

す。 

保健相談所 

28 乳幼児経過観察 乳幼児健康診査の結果、要経過観察・要

健康管理とされた乳幼児に対して、改め

て経過観察日を設けて健康診査を行い

ます。 

保健相談所 

29 心理経過観察 

心理発達相談 

健康診査時の心理相談の結果、継続的に

相談が必要な場合、心理相談員が相談支

援を行います。 

保健相談所 

30 歯科健康診査 １歳６か月児、２歳児、２歳６か月児お

よび３歳児を対象に、歯科医師による歯

科健康診査および歯科衛生士による歯

みがき相談を行います。 

保健相談所 

31 フォロー歯科健康診査 １歳から３歳未満の子どもの歯科健康

診査や歯みがき相談時に、初期むし歯や

要注意歯がある、またむし歯になりやす

い生活習慣がある子どもに対して、定期

的に歯科健康診査や歯みがき相談を行

い、継続支援します。 

保健相談所 
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No. 事業名 事業概要 担当課 

32 就学時健康診断 

小中学校児童、生徒の定期

健康診断 

定期健康診断では身体・視力・聴力検査

のほか、結核検査等を行い、その結果に

基づいて治療を勧めるなど、児童・生徒

の健康管理に努めています 

保健給食課 

 

 

（３）関連事業 

事業名 担当課 

小中学校歯みがき巡回指導、児童生徒の歯と口の健康事業 

アレルギー相談および講演会 

学校給食に対する理解の促進・給食を通じた食育の推進 

歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール 

歯―トファミリーコンクール 

よい歯・よい子のつどい、いい歯の日パネル展 

新生児聴覚検査費助成、未熟児養育医療給付、 

妊娠高血圧症症候群等医療給付 

風しん抗体検査および風しん予防接種の助成 

育成医療給付・療育給付、大気汚染障害者医療費助成 

ふれあい給食 

学校給食・給食指導 

健康推進課 

保健相談所 

保健予防課 

保健給食課 

保育課 
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２ 日頃の健康づくり 
（１）体とこころの健康づくり 

No. 事業名 事業概要 担当課 

33 ★みどり健康プロジェク

トの推進 

練馬健康管理アプリを活用して練馬の

まちを歩き、一定の歩数になると特典が

得られるようにするなど、日常的に楽し

く健康づくりが続けられる事業を、事業

者や地域団体と連携して行います。 

健康推進課 

34 ★みどりのネットワーク

の形成 

 

大規模な公園をみどり豊かな幹線道路

や河川がつなぐ、みどりのネットワーク

形成を進め、誰もが気軽にウォーキング

を楽しめるようにします。 

健康推進課 

みどり推進課 

道路公園課 

35 ★スポーツ環境の充実 体育協会などの団体と協力し、練馬総合

運動場公園を活用したスポーツイベン

トを実施します。ユニバーサルスポーツ

フェスティバルの実施会場を各地域体

育館に広げます。総合型地域スポーツク

ラブ（ＳＳＣ）の働きかけによりスポー

ツ大会やイベントを開催し地域のつな

がりを深めていきます。 

スポーツ振興課 

健康推進課 

36 ★休養・睡眠の確保やスト

レスへの対処に関する相

談の充実 

十分な休養と質の良い睡眠のとり方に

関する講演会などを開催し、その重要性

を啓発します。またストレスチェックや

対処法についてもホームページ等で情

報発信します。 

健康推進課 

保健相談所 

37 健康相談 病気の相談や健診結果の見方、自分に合

った食事のとり方などについて、個々の

生活環境に即した健康相談を行います。 

保健相談所 

38 働く世代応援プロジェク

ト 

働く世代の健康づくりを応援するため、

区内事業所等を対象に、専門職の職員が

出張講座を行っています。 

保健相談所 

健康推進課 

39 個人指導型フィットネス

プログラム 

子育てや仕事が多忙なため健康的な生

活習慣の確立が困難な 30～64 歳の区

民を対象に、フィットネスクラブのトレ

ーナーによる個別支援を行います。 

健康推進課 

40 運動リーダー育成講座 地域で自主的に健康づくり活動を行う

ボランティアを育成するための講座を

開催します。 

健康推進課 

41 おとなの歯みがき相談 歯の磨き方などについて、歯科衛生士が

個別に相談を行います。 

保健相談所 

42 歯周病予防講演会 歯の喪失や全身疾患に関係のある歯周

病の予防について講演会を行います。 

保健相談所 

関連事業 
健康フェスティバル、女性の健康応援講座、女性の健康づくりについての

啓発事業（女性の健康週間）、お口の健康まつり 

スポーツガイドブックの作成、スポーツ・健康・体力づくり相談 

練馬Ｅｎカレッジ、ＳＮＳ練馬区ルール 

 
健康推進課 

保健相談所 

スポーツ振興課 

生涯学習センター 

教育指導課   
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（２）たばこ・アルコール対策 

No. 事業名 事業概要 担当課 

43 ★禁煙支援の充実 禁煙を希望する区民の背中を後押しす

るため、禁煙治療にかかる費用の一部を

区が補助する「禁煙医療費補助事業」を

実施します。また「練馬区禁煙マラソン」

の利用を勧め、禁煙の継続をサポートし

ます。 

健康推進課 

保健相談所 

44 ★受動喫煙防止対策の充

実 

改正健康増進法と東京都受動喫煙防止

条例の趣旨や制度について区報・区ホー

ムページによる情報発信のほか飲食店

等の事業者に対する説明会などにより

周知啓発を進めます。喫煙専用室の設置

など、中小企業を支援するため、国の制

度に上乗せする区独自の補助事業を期

間を定めて行います。 

健康推進課 

45 ★適量な飲酒の啓発 適正飲酒の重要性と健康への影響につ

いて、講演会や区ホームページを活用し

て情報発信します。また多量の飲酒やア

ルコール依存症については、必要に応じ

て保健相談所での専門相談や医療機関

の受診、民間活動団体を案内します。 

健康推進課 

保健相談所 

46 禁煙支援薬局 練馬区薬剤師会と協力して、禁煙支援薬

局の薬剤師による禁煙相談や情報提供

および禁煙補助薬を使った禁煙支援を

行います。 

健康推進課 

47 酒害・家族相談 アルコール依存症などを抱える家族を

対象に、精神科医師・保健師により個別

相談を行います。 

保健相談所 

 

 

（３）フレイル（虚弱）にならないために 

No. 事業名 事業概要 担当課 

48 ★区独自の介護予防事業

の充実 

（街かどケアカフェ） 

交流・相談・介護予防の拠点となる「街

かどケアカフェ」を、出張所の跡施設や

地域サロン等を活用し増設します。 

高齢者支援課 

49 ★区独自の介護予防事業

の充実 

（はつらつシニアクラブ） 

高齢者が身体状況を知るための測定会

を実施し専門的見地からアドバイスを

行うとともに、体操などの健康づくりに

取り組む地域団体と高齢者のマッチン

グを行う「はつらつシニアクラブ」を推

進します。 

高齢社会対策課 

50 ★骨粗しょう症検診と予

防教室の充実 

骨粗しょう症検診を実施し、骨粗しょう

症の早期発見を進めるとともに、治療や

栄養・運動指導につなげ、高齢者の骨折

を減らします。 

健康推進課 

保健相談所 
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No. 事業名 事業概要 担当課 

51 ★食育推進ボランティア

との連携による高齢者へ

の食の提案 

街かどケアカフェなどでフレイルを予

防する食生活について啓発します。また

食育推進ボランティアと連携してフレ

イル予防に役立つ食事を実際に調理し

て味わう「高齢者のためのちゃんとごは

ん」を実施します。 

健康推進課 

保健相談所 

52 ★オーラルフレイル対策

の充実 

口腔機能の維持向上を目的とした「ねり

まお口すっきり体操」を、健康体操普及

員と連携して街かどケアカフェなどで

実践します。高齢者施設の職員向けにオ

ーラルフレイルの研修を行います。 

健康推進課 

53 後期高齢者健康診査 後期高齢者医療保険加入者を対象とし

た健康診査です。 

国保年金課 

健康推進課 

54 長寿すこやか歯科健診 後期高齢者の歯周疾患や口腔機能低下

を早期発見し、健康の維持・増進を図る

ことを目的として、76 歳・80 歳を対象

に実施しています。 

健康推進課 

国保年金課 

55 練馬区オリジナル三体操

の普及拡大 

練馬区オリジナル三体操（健康いきいき

体操・お口すっきり体操・ゆる×らく体

操）を施設・団体に幅広く普及するため

指導員を派遣します。また普及に協力す

るボランティアを育成します。 

健康推進課 

56 口腔機能向上講演会 お口を健康に保ち、いつまでもおいしく

楽しく安全な食生活を続けるために、知

識や方法を学ぶ講演会を行います。 

保健相談所 

57 リハビリ専門職の派遣 介護予防に取り組むサークルへリハビ

リ専門職のアドバイザーを派遣するこ

とにより地域における介護予防活動を

支援します。 

高齢社会対策課 

58 健康長寿はつらつまつり いつまでもいきいきと元気に生活する

ために、医師による健康講座、運動・口

腔・認知機能の低下予防、栄養摂取のポ

イントの講座のほか、各種展示、体験な

どのイベントを実施します。 

高齢社会対策課 

59 はつらつライフ手帳の配

布 

フレイル予防をはじめ、健康づくりや介

護予防事業についてのご案内、健診や健

康状態の記録ができる手帳を区立施設

や医療機関の窓口で配布しています。 

高齢社会対策課 

60 健康長寿はつらつ教室 「わかわか かむかむ元気応援教室」で

は口腔機能の向上や低栄養予防につい

て学び、「ねりま お口すっきり体操」や

調理実習を行います。 

高齢社会対策課 

関連事業 
ロコモ体操事業、はつらつセンター・敬老館・敬老室の活用 

高齢者サークル主催事業経費の助成、老人クラブ等運営費助成 

就業促進支援（シルバー人材センター） 

 
健康推進課 

高齢社会対策課 
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３ 生活習慣病対策の推進 
（１）糖尿病や高血圧症の重症化予防 

No. 事業名 事業概要 担当課 

61 ★糖尿病重症化の予防 国保の特定健診において、血糖値が高め

だった方に対し生活習慣の改善のため

のアドバイスとともに医療機関の受診

を促します。一定期間経過後に、未治療

の場合には再度受診勧奨を行います。治

療を開始した方に対しては治療が継続

できるよう伴走型の支援を行い、中断の

傾向が見られた際は、治療再開を呼びか

けるなどフォローを行います。 

国保年金課 

健康推進課 

62 ★妊婦健康診査を生かし

た生活習慣病の予防 

妊娠中に糖尿病や高血圧症の疑いがあ

った方に対し、産後の乳幼児健康診査の

機会を利用して経過を把握し、保健指導

の実施や医療機関の受診を促します。 

保健相談所 

63 ★糖尿病・高血圧に関する

体験型講座の実施 

血糖値の変動や食事の塩分測定など、自

分の生活と疾病を結び付けられる体験

型の講座を開催し、食事や運動等におけ

る生活習慣改善のきっかけとなるよう

なポイントをお伝えします。 

保健相談所 

64 ★３０歳代健康診査受診

者への支援 

３０歳代健康診査の結果を通知する際

に、区の健康相談の案内や食事・運動等

の生活改善のポイントを掲載したチラ

シを同封し、健康への関心をより高めて

いきます。 

健康推進課 

保健相談所 

65 ★成人歯科（歯周病）健康

診査の充実 

概ね１０年間隔で実施している成人歯

科（歯周病）健康診査を、５年ごとに受

診できるようにします。 

健康推進課 

66 国民健康保険特定健康診

査・特定保健指導 

国民健康保険加入者を対象にした、内臓

脂肪症候群（メタボリックシンドロー

ム）に着目した特定健診です。メタボリ

ックシンドロームの判定基準を超えた

場合は、「特定保健指導」を実施します。 

国保年金課 

健康推進課 

67 生活習慣病予防教室 生活習慣病予防のための健康づくりに

ついて、講習や運動などを通じて学ぶ教

室です。各保健相談所でさまざまなテー

マを設定して実施しています。 

保健相談所 

68 糖尿病医療連携 練馬区医師会と連携し、区民向け講習会

の開催や、糖尿病に関連する医療機関の

連携を図る取組を実施します。 

健康推進課 

69 糖尿病についての 

啓発事業（糖尿病週間） 

11 月の糖尿病週間に、糖尿病予防に関

するパネルを展示、リーフレットを配布

します。 

保健相談所 

70 健康診査 受診機会の少ない区民に対し健康診査

を実施し、生活習慣病の早期発見に努め

ています。 

健康推進課 
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No. 事業名 事業概要 担当課 

71 一般胸部エックス線検査 胸部エックス線検査を行い、呼吸器疾

患・循環器疾患、結核等の早期発見に努

めています。 

健康推進課 

72 肝炎ウイルス検診 Ｂ型肝炎・Ｃ型肝炎のウイルス検査を行

っています。 

健康推進課 

73 歯科健康診査 成人の歯周疾患予防を目的として実施

しています。また、妊娠・産後時の女性

の歯の健康づくりを支援をしています。 

健康推進課 

74 眼科（緑内障等） 

健康診査 

情報機器の普及や生活習慣を原因とす

る目の疾患の早期発見に努めています。   

健康推進課 

75 成人保健対策 区民にとって分かりやすい成人保健対

策を実施するため、区で行なわれる各種

健康診査・がん検診の通知・受診券の発

送から、問い合わせ、苦情対応までの窓

口を一本化して行っています。 

健康推進課 

再掲 後期高齢者健康診査 後期高齢者医療保険加入者を対象とし

た健康診査です。 

国保年金課 

健康推進課 

 

 

（２）受けてみようかなと思える健診（検診）の実現 

No. 事業名 事業概要 担当課 

76 ★健診（検診）環境の充実 一日で複数の健診（検診）を受診できる

体制づくり、受診場所・時間の拡大、イ

ンターネットでの申込みなど、練馬区医

師会や医療機関の協力の下で、仕事や子

育て等で忙しい方でも気軽に受診でき

る環境の整備に向けた検討を進めます。 

健康推進課 

77 ★健診受診時の保育サー

ビスの拡充 

子育て中の方が健康診査を受診しやす

い環境を整えるため、現在保育サービス

を提供しています。今後、実施場所や日

数の拡大を検討します。 

健康推進課 

78 ★「受けてみようかな」と

思わせる案内の工夫 

健診（検診）受診という、いつもと違っ

た行動を取ることによる疲れを回避す

る道を直感的に選択してしまう心理的

バイアスを低減する新しいアプローチ

で行動変容を促す「ナッジ理論」を用い

た受診勧奨策を検討します。 

健康推進課 
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４ 総合的ながん対策（練馬区がん対策推進計画） 
（１）がんを知る 

No. 事業名 事業概要 担当課 

79 ★子どものころからの健

康教育 

がんについて学べるＤＶＤを作成しま

す。ＤＶＤをもとにがん教育の授業内容

をマニュアル化し、保健師等が区立中学

校などでがんの出張講座を実施します。 

健康推進課 

80 ★講演会の開催や各種イ

ベントでの啓発 

がん患者や家族、支援者と一緒に体験談

等を交えたがんに関する講演会を開催

します。講演会の内容や体験談を掲載し

たリーフレットを作成して、各種イベン

トなどで配布します。 

健康推進課 

81 ★がんのガイドブックの

作成 

がんに関する正確な情報や様々な相談

窓口を周知するガイドブックを作成し

て区民に配布します。 

健康推進課 

82 ★がんホームページの充

実等 

がんに関するホームページを充実させ

て、最新情報の掲載など、正しい知識の

普及啓発を図ります。健康管理アプリに

順天堂練馬病院が監修したがんコラム

を掲載します。 

健康推進課 

83 がん征圧月間 ９月のがん征圧月間に、がん検診やがん

予防に関するパネルを展示、リーフレッ

トを配布します。 

健康推進課 

保健相談所 

84 ピンクリボンキャンペー

ン 

10 月の乳がん月間に、乳がん検診の受

診勧奨や自己触診法の啓発のため、パネ

ルを展示、リーフレットを配布します。 

健康推進課 

保健相談所 

85 乳がん予防啓発出張講座 乳がん検診の受診勧奨や自己触診法の

啓発のため、区内小中学校のＰＴＡ等を

対象に乳がん患者会と共に出張講座を

行います。 

保健相談所 

 

 

（２）早期発見・早期治療のために 

No. 事業名 事業概要 担当課 

再掲 ★健診（検診）環境の充実 一日で複数の健診（検診）を受診できる

体制づくり、受診場所・時間の拡大、イ

ンターネットでの申込みなど、練馬区医

師会や医療機関の協力の下で、仕事や子

育て等で忙しい方でも気軽に受診でき

る環境の整備に向けた検討を進めます。 

健康推進課 

再掲 ★「受けてみようかな」と

思わせる案内の工夫 

健診（検診）受診という、いつもと違っ

た行動を取ることによる疲れを回避す

る道を直感的に選択してしまう心理的

バイアスを低減する新しいアプローチ

で行動変容を促す「ナッジ理論」を用い

た受診勧奨策を検討します。 

健康推進課 

国保年金課 
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No. 事業名 事業概要 担当課 

86 ★がん検診の個別案内 受ける検診が一目でわかるように、一人

ひとりに対象の受診券をチケットにし

て送るようにします。 

健康推進課 

87 ★「血液１滴でがん検診」

など新しいがん検診方法

の研究 

血液検査をするだけで１３種類ものが

んをごく初期の段階で診断できる検査

手法の研究が、国立がん研究センターを

中心に進められています。がん検診のあ

り方を大きく変える研究であり、実用化

に向けた動向を注視していきます。 

健康推進課 

88 胃がん検診 死亡率は減少傾向にあるものの、がんの

中では依然として高い死亡率となって

いる胃がんの検診を行い、検診機会を多

くし早期発見・早期治療に努めていま

す。 

健康推進課 

 

89 胃内視鏡検査の実施 胃がん検診において、胃部エックス線検

査との選択制として、５０歳以上偶数年

齢の区民を対象に、胃内視鏡検査を実施

しています。 

健康推進課 

90 子宮がん検診 早期の段階では無症状であり、若年層で

増加傾向にある子宮がんの検診を行い、

早期発見・早期治療に努めています。 

健康推進課 

 

91 乳がん検診 40～50 歳代の世代に特に多く、近年一

貫して増加傾向にある乳がんの検診を

行い、早期発見、早期治療に努めていま

す。 

健康推進課 

 

92 肺がん検診 死亡率は若干減少傾向にあるものの、依

然として日本人のがんによる死亡の中

で最も多い肺がんの検診を行い、早期発

見・早期治療に努めています。 

健康推進課 

 

93 大腸がん検診 50 歳過ぎから増加傾向にあり、高齢に

なるほどかかる割合が高くなる大腸が

んの検診を行い、早期発見・ 早期治療に

努めています。 

健康推進課 

 

94 前立腺がん検診 高齢期に増加する前立腺がんの早期発

見・早期治療に努めています。 

健康推進課 

 

95 がん検診精密検査結果 

把握 

がん検診精密検査の受診率向上を図り、

がん検診の事業評価および精度管理を

行っています。 

健康推進課 

 

 

  



77 

（３）がんとの共生 

No. 事業名 事業概要 担当課 

96 ★がん患者支援連絡会の

設置 

がん患者や家族への支援策を話し合う

ため、患者団体、病院や在宅医療関係者、

就労に携わる関係者等を構成員とする

がん患者支援連絡会を設置します。支援

策の検討に先立ち、がん患者のニーズ調

査を実施します。 

健康推進課 

97 ★がん患者のＱＯＬ向上

に向けた取組 

がん患者のＱＯＬの向上とより良い療

養生活を支援するため、外見の変化等に

対応するための支援策を検討します。 

健康推進課 

98 ★順天堂練馬病院のがん

相談支援センターとの連

携 

がん診療連携拠点病院である順天堂練

馬病院と連携して、緩和ケアやがん相談

支援センター等の周知を行うとともに、

情報交流の場を設けます。 

健康推進課 

99 ★がん患者・家族の支援セ

ンター設置を検討 

「がんになっても安心して自分らしく

暮らせるまち」を実現するため、がん患

者や家族が気軽に足を運び、必要に応じ

て相談もできる居場所づくりの検討を

進めます。医療機関や民間団体との協働

による支援センターの設置を目指しま

す。 

健康推進課 
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５ 精神疾患対策と自殺予防 
（１）精神保健相談・支援の充実 

No. 事業名 事業概要 担当課 

100 ★居場所に関する情報の

発信 

精神障害者の社会参加と地域理解を促

進するため、地域社会とつながることが

できる区内の居場所の情報を集約し、発

信します。 

保健相談所 

101 ★訪問支援体制の強化 精神疾患の未治療者や治療を中断した

精神障害者を、適切な治療やサービスに

つなげられるよう地域精神保健相談員

を増員して訪問支援（アウトリーチ）事

業を充実します。 

保健相談所 

 

102 ★地域移行に向けた支援

の充実 

関係機関と連携して長期入院者の退院

促進を図ります。措置入院患者が退院

後、円滑に地域生活に移行できるよう、

必要に応じて国および都の退院後支援

ガイドラインに基づく支援計画を作成

のうえ、関係機関と連携しながら支援し

ていきます。 

保健相談所 

103 ★ひきこもり・８０５０問

題への支援 

ひきこもり・８０５０問題等に対応する

ため、支援が必要な方に対し、保健相談

所や総合福祉事務所、地域包括支援セン

ター、生活サポートセンター等が、専門

性を活かしながら連携して支援する体

制を整えます。 

生活福祉課 

総合福祉事務所 

高齢者支援課 

保健相談所 

104 精神保健講演会 精神障害者の家族等が心の病や精神障

害などについて正しく理解するため、講

演会を行います。 

保健相談所 

105 思春期・ひきこもり相談 思春期やひきこもりなどの心の問題を

抱える方やその家族を対象に、精神科医

師による個別相談・集団指導やグループ

ミーティングを行います。 

保健相談所 

関連事業 
精神疾患患者の家族への支援、こころの健康相談・うつ相談 

子育てこころの相談、地域精神保健福祉関係者連絡会 

練馬区精神保健医療福祉連絡会 

 
保健予防課 

保健相談所 

 

 

（２）自殺対策の推進 

No. 事業名 事業概要 担当課 

106 ★相談窓口案内の作成と

周知 

個々の状況にあわせた適切な支援につ

なげられるよう、様々な相談窓口を一覧

できるリーフレットを作成します。区の

相談窓口では必要に応じ「橋渡しシー

ト」を活用し、複数の相談先につなぎま

す。 

保健予防課 

保健相談所 
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No. 事業名 事業概要 担当課 

107 ★ゲートキーパー養成講

座の開催 

自殺を考えている人のサインに気づき、

話を聞き、適切な相談機関につなぐこと

のできる方（ゲートキーパー）の育成を

推進します。 

保健予防課 

 

108 ★支援者向け自殺予防の

手引きの作成と周知 

関係機関および支援者向けに、自殺リス

クを抱える人を早期に発見し、気持ちを

受け止め、適切な相談機関につなぐため

の自殺予防の手引きを作成し周知しま

す。 

保健予防課 

109 ★若者への情報提供の強

化 

つらい悩みを抱える若者が相談機関に

つながれるよう、相談機関に関する情報

を集約し提供していきます。 

保健予防課 

110 関係機関等の連携体制の

構築 

保健・医療・福祉・教育等の関係者・関

係団体や学識経験者を構成員とする自

殺対策推進会議を開催し、緊密に連携し

て自殺予防を総合的に推進する体制を

構築します。 

保健予防課 

111 自殺防止キャンペーン等 9 月の自殺予防週間、３月の自殺対策強

化月間に、自殺予防に関する普及啓発活

動を実施します。 

保健予防課 

保健相談所 
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６ 地域と取り組むねりまの食育 
（練馬区食育推進計画） 

（１）日頃の健康的な食生活を応援 

No. 事業名 事業概要 担当課 

再掲 ★食育推進ボランティア

との連携による高齢者へ

の食の提案 

街かどケアカフェなどでフレイルを予

防する食生活について啓発します。また

食育推進ボランティアと連携してフレ

イル予防に役立つ食事を実際に調理し

て味わう「高齢者のためのちゃんとごは

ん」を実施します。 

健康推進課 

保健相談所 

112 ★若い女性のやせ、若い世

代の食の乱れなどへの働

きかけ 

大学等と連携し、若い女性のやせや食の

乱れなどについて、学生ならではの視点

や発想を生かした取組を検討・実施しま

す。 

健康推進課 

113 ★災害時に役立つ日頃の

食事の普及 

家族構成に合わせたローリングストッ

クによる食品の備蓄など、災害に備える

考え方をホームページ、ＳＮＳや地域食

育講座などで普及します。 

健康推進課 

保健相談所 

114 情報紙「ねりまの家族の健

康を応援します」の発行 

若い世代の家族を対象に区立全小学校

との連携・協働で食を通じた健康づくり

の情報紙を作成し配布します。 

保健相談所 

115 栄養相談 個別の生活や身体状況に合わせた食事

診断や電話相談、年代別の栄養相談（予

約制）を行います。 

保健相談所 

再掲 赤ちゃんからの飲む食べ

る相談 

大人の食事から離乳食への調整方法を

知り、大人も含めた家族の健康的な食生

活が実践できるよう、体験型の小グルー

プの相談会を行います。 

保健相談所 

再掲 すこやか親子の食事 

（１歳からの食事講習会） 

家族が一緒に食べる健康的な食事につ

いて、実物の食事例等を活用した講習会

を実施します。 

保健相談所 

再掲 地域食育講座 乳幼児期から高齢期まで「地域の食の課

題」を共有し連携・協働して講座を実施

します。 

保健相談所 

 

 

（２）練馬ならではの食文化の伝承 

No. 事業名 事業概要 担当課 

116 ★ねりまの食育応援店事

業の推進 

練馬産野菜や特産食材を使っているお

店や、ヘルシーごはんのお店を区民に広

く周知し、食を通じた健康づくりを支援

する「ねりまの食育応援店事業」を推進

します。 

健康推進課 
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No. 事業名 事業概要 担当課 

117 ★「野菜とれとれ！１日５

とれとれ！」の普及啓発 

マルシェや農業体験農園で、食育実践ハ

ンドブック「野菜とれとれ！１日５とれ

とれ！」を活用して、新鮮でおいしい練

馬産野菜のＰＲと、不足しがちな野菜の

摂取を呼びかけます。 

健康推進課 

保健相談所 

118 食育推進ネットワーク会

議 

区民、食育関係団体等と連携し「農地が

身近にあるねりまならではの食育」の推

進に取り組んでいます。 

健康推進課 

119 食育実践ハンドブックに

よる「ねりまの食育」の推

進 

区の食生活の課題や、農地が身近にある

ねりまならではの食育を推進するため、

食育実践ハンドブックを作成し食育事

業を展開します。 

健康推進課 

保健相談所 

120 食育キャンペーン 健康フェスティバル、農業祭、盆マルシ

ェ等で、食育実践ハンドブックを活用し

た食育キャンペーンを実施します。 

健康推進課 

保健相談所 

121 伝統野菜を活用した食育

の推進 

練馬大根などを紹介した、食育実践ハン

ドブックを教材に活用し、食の大切さを

伝えます。 

健康推進課 

 

 

（３）食を大切にする心を育てる 

No. 事業名 事業概要 担当課 

122 ★「ちゃんとごはんプロジ

ェクト」の拡充 

「食の自立」を目標に、主に小学生を対

象に実施してきた「ちゃんとごはんプロ

ジェクト」の対象者を、中・高校生や子

育て世代に拡げます。食育推進ボランテ

ィアとともに、天然だしの味と香りや季

節の野菜を味わうなどして、世代間の交

流を図りながら、食文化を伝承していき

ます。 

健康推進課 

保健相談所 

123 ★食品ロス削減の取組 

 

（フードドライブ事業） 

家庭で余っている未利用食品を活用し

た「フードドライブ事業」を地域食育講

座などで伝え、食品ロス削減を進めま

す。 

健康推進課 

清掃リサイクル

課 

124 ★食品ロス削減の取組 

 

（ねりまの食育応援店） 

（おいしく完食協力店） 

食品ロス削減の取組として「ねりまの食

育応援店」事業では食事の量などが調節

できるヘルシーごはんのお店を拡充し

ていきます。食べ残しを減らす取組を行

う飲食店などを登録する「おいしく完食

協力店」との連携を進め、事業者、区民

の食品ロス削減の意識を向上していき

ます。 

健康推進課 

清掃リサイクル

課 

125 食育推進講演会 食の大切さを理解してもらい、食育を広

く普及啓発するため、食育推進講演会を

実施します。 

健康推進課 
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No. 事業名 事業概要 担当課 

126 ねりまの食育推進ボラン

ティア講座 

食育推進ボランティア講座を実施し、食

育活動をする人を増やし、情報交換会を

開催し活動を支援します。 

健康推進課 

保健相談所 

127 ねりマルシェの開催支援 

農業体験農園・ふれあい農

園事業 

野菜ウォークラリー 

練馬果樹あるファーム 

練馬大根育成事業 

練馬でしか体感できない都市農業の魅

力を感じていただくとともに、農に親し

むための様々な取り組みを進めていま

す。 

都市農業課 

保育課 

保健給食課 

128 第３次練馬区立小中学校

における食育推進計画 

国の「第３次食育推進基本計画（平成 28

年 3 月）」の五つの「重点課題」を踏ま

え、小中学校において食育を総合的かつ

計画的に一層推進するための指針です。

本計画に基づき各種取組や練馬区の特

性を生かした食育を進めています。 

保健給食課 

129 練馬区立保育園の食育計

画 

区立保育園では子どもたち一人ひとり

の「食べる力」を豊かに育むために 5つ

の食育目標を掲げて取組を行っていま

す。 

保育課 

 

 


