第3章

住む人が健康になるまちづくり

～ソーシャルキャピタルを活かした健康づくり～
従来、健康づくりは個人の価値観に基づき進められてきましたが、国は「健康日本 21（第２
次）」の中で、国民一人一人が社会参加し、支え合い、つながりを深め、企業や民間団体等の
多様な主体が健康づくりに取り組むソーシャル・キャピタルを活かした健康を支える環境整備
の重要性を示しています。
本市においては、各地域において、健康づくり活動を通じ、人と人とのつながりや地域の組
織や団体間のつながりを築き、深めているボランティア活動等を積極的に推進していきます。
また、行政内部・官民の連携を深め、幅広い社会資源を活かした取り組みを推進すること
で、健康への関心が低い人や、関心があっても仕事や家事などで忙しく健康づくりに取り組め
ない人も、住んでいるだけで健康づくりが実践でき、豊かな生活を送ることができる「健康なま
ち高岡」を目指します。
その取り組みの一環として、市民が日常生活で実践することが望ましい項目を健康づくり市
民行動目標としてわかりやすくまとめた「健康たかおか☺10 か条」を市各課、関係機関・団体
と連携・協力し、あらゆる機会に普及・啓発を図り、広く市民に健康的な生活習慣の実践を促
します。
１

地域で取り組む健康づくり
健康づくりは一人で実践し継続することは難しく、家族や友人、地域や職場の仲間が互い
に声をかけ合い協力し合うことで、健康づくりは実践しやすくなります。
地域ぐるみで声をかけ合い、関係機関や各種団体と連携をとりながら活動を進めている健
康づくりのボランティア団体の活動や高岡市薬剤師会における取り組みを紹介します。
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「地域ぐるみで取り組む健康づくり」
28 地域健康づくり推進懇話会

～これまでの取り組み～
・ 健康教室や歩こう会の実施
・ 健康情報や健康づくりについての普及活動
 各地域の特色を生かした健康だより等の
機関紙発行、パネルの作成・展示
 歩数の増加を目指し「国道踏破マップ」の普及
 「たかおか健康づくりの日」のポスター掲示
 健康づくり啓発のぼり旗やパネル設置
 各地域公民館祭、住民運動会、小学校行
事等での健康づくりコーナーの設置
 機関紙健康づくり推進だより「すこやか」や
健康づくりに関する市民行動調査における
啓発リーフレットの配付
・ 健康づくり推進員数の
任
期
変遷
第８期
平成 24 年 4 月 1 日～平成 26 年 3 月 31 日

人数
1,490

第 8 期から 68 人

第９期

平成 26 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日

1,497

(4.6％)増

第 10 期

平成 28 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日

1,558

第 10 期における地域内の単位自治会全てに健康づくり推進員
を配置している地域：17 地域/28 地域（充足率 60.7％）
～今後の取り組み～
学習会での学びを家族
や近所に声かけしよう。
健康づくり推進員同士が
お互い声をかけ合い、推
進員自らが検診などを受
け健康づくりに取り組も
う。

平成 29 年 2 月～6 月
「高岡市民の健康状況と健康づ
くりに関する市民行動調査結果
を踏まえた意見交換」
28 地域健康づくり推進懇話会で
高岡市民の健康状況を踏まえ、活
動を振り返り、今後の活動の展開
について意見交換を行った。
（延 22 回、591 人参加）

各種団体と連携し、
様々な機会を通して
健康づくりに関する
周知を行おう。

全ての単位自治会
に健康づくり推進員
を配置できるように
しよう。

・ 公民館から地域内のス
ーパーや学校などの主
要施設までの距離を測
定して、普段歩く距離や
歩数の目安がわかるよ
うにしてはどうか。

地域健康づくり推進懇話会で、推進員個人や各団体の活動につい
て情報交換を行ったり、地区担当保健師から情報提供してもらい、
一人一人が健康づくりに関する知識を身につけ健康づくりを実践
できるよう工夫しよう。
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「目指せ！！がん検診受診率向上」
28 地域健康づくり推進懇話会

～これまでの取り組み～
・ がん検診受診率向上対策重点地区の取り組み
平成 24 年度から毎年５地区を重点地区とし、積極的にがん検診の受診勧奨やがん予防の普
及啓発に努めました。

地域住民対象 がん予防講演会

小学校運動会でのがん検診受診の啓発

（その他の取り組み）
・公民館祭りでがん検診啓発ティッシュの配布
・自治会の総会や地域行事に合わせがん検診の受診勧奨やがん予防普及啓発
・乳がんのセルフチェックシートの配布
・広報車による巡回広報
・がん検診の日程チラシの全戸配布

・のぼり旗の設置

受診率がアップ
しています

～今後の取り組み～
がん検診受診率の低い 40 歳代、50 歳代に
受診してもらうため、PTA に働きかけチラシを

自治会の会合の時等 健康づく

配布する等の取り組みを行おう。

りに関する情報提供をしよう。

平成 29 年２月～６月
「高岡市民の健康状況と健康づくりに関する
市民行動調査結果」を踏まえた意見交換
地域懇話会において、高岡市民
の健康状況を踏まえて、活動を振り
返るとともに、今後の活動の展開に
ついて意見交換を行った。
多世代の地域住民が集まる

がん検診受診者数を増やすために、

住民運動会や小学校の運動会で

今後も推進員による身近な人への

がん検診受診の声かけを行おう。

声かけ活動をしっかりと継続しよう。
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「筋力アップで広げる元気高齢者の輪」
28 地域健康づくり推進懇話会

～これまでの取り組み～
・ 筋力アップ教室の取り組み
介護を要する状態の予防をより一層効果的に行う観点から、「げんき高岡はつらつ体操」、「お
たっしゃ健康体操」等を盛り込んだ年間 10 回以上の教室を地域において開催している。また、
体操以外にレクリエーションや座談会等の時間を設け、仲間づくりや健康情報の提供等を行
い、楽しく無理なく続けられるよう工夫している。
年度

実施
地区数

実施会場数

実施回数
（回）

参加者数（延）

協力推進員数
（延）

25

16

25

375

7,165

1,668

26

18

27

403

8,242

2,015

27

19

28

442

8,888

2,182

28

21

31

505

10,177

2,519

ストレッチ体操「げんき高岡はつらつ体操」

筋力アップ体操「おたっしゃ健康体操」

～今後の取り組み～
参加者が増えるよう声か

健康づくりの輪・話・

協力者と参加者が一体となって自身

けをしていきたい。

和・環を広めたい。

の健康づくりや、はつらつとした笑顔
で顔の見える安心・安全な地域づく
りをすすめていきたい。

体操だけでなく、指先を
使ったレクリエーションを
取り入れて、脳トレにもな

PR 方法を検討し、新規の

るよう工夫したい。

参加者を増やしたい。

体を動かす大切さを参

家でも体操を行うよう勧

加者以外にも伝えたい。

めたい。
平成 28 年度地域応援隊事業（筋力アップ教室）年間実施報告書より
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～私達の健康は私達の手で 元気で長生き～
若い世代へ「食」のアプローチ

高岡市食生活改善推進協議会

～これまでの取り組み～
◇スーパーや学校、公民館で食生活改善推進員が正しい食生活の知識を啓発

食事バランスガイド
を活用しよう！

公民館等での健康教室開催

スーパーでの食育活動

◇各地区で味噌汁の塩分濃度測定調査を実施

◇毎年 2,000 件の「食生活に関するアンケート調査」を実施
平成 29 年５月 22 日 意見交換会を実施
「高岡市の健康課題に沿った新プラン策定に向けて」
若い人達にも声かけ
していかんなん！
(％)

若い世代の野菜
不足が気になるね～

若い世代で朝食の
欠食が多く
みられています

～今後の取り組み～
今後も地域で望ましい食生活について正しい知識の啓発活動を行う。併せて、若い世代
を中心にみられる朝食の欠食、外食依存の高まり、野菜摂取量の不足など、食生活をめぐ
る様々な問題解決にも力をいれて取り組んでいく。

保育園や幼稚園、小中学

朝食欠食率の減少

生活習慣病予防

齢者まで一緒に調理

校、高校、大学など若い
時からの食習慣の確立

地域の子どもから高

減塩

がん予防

し、食事をとる「共食」
の場を提供しよう

を目指そう！

野菜摂取量の増加

バランスのとれた食事をする人の増加
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健康づくりになかなか取り組むことができない人も
みんなで一緒に歩数アップ
高岡市ヘルスボランティア協議会

～これまでの取り組み～
・ 地域の歴史的景観や文化施設、自然等を活かし
た「楽しく気軽にウォーキングマップ」を活用した歩
こう会の開催とスタンプラリーの実施。
開催回数

参加延人数

平成 27 年度

10

795

平成 28 年度

10

1,063

・ 「げんき高岡はつらつ体操」「高岡名所めぐり体操」などを、様々な機会に周知・普及
ｳｫｰｷﾝｸﾞ教室に参加しない人できない人に

歩きましょう

どんな働きかけをしたらいい？

の呼びか け
をしよう

平成 29 年２月 24 日
「高岡市の健康事情と
ヘルスボランティア活動」
平成 28 年度ヘルスボランティア協議会活動
報告会において、高岡市民の健康状況を
踏まえて、活動を振り返る
とともに、今後の活動の展
開について意見交換を行
った。
ヘルス自身が
まず歩こう

一人で取り組むのは大変。

～今後の取り組み～
仲間で楽しくできないかな？
『チャレンジ！仲間で楽しく歩数アップ』
グループで取り組むことで交流を図り、歩くことや身体活動の楽しみを共有する。
① 歩くきっかけづくり
各地区において４～５
人のグループで目標歩

② 運動の定着
３か月間各グループメンバーで
日常の歩数や生活状況を確認

③ 本活動を地域住
民に広め、歩数の
増加を図る。

数を掲げ身体活動の向
上にチャレンジする。

しあいながら、各自やグループ
の目標歩数の達成を目指す。

（平成 30 年度～）
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「子どもたちを地域の子として育てよう」
～親子で健康づくり～
高岡市母子保健推進員協議会

～これまでの取り組み～
７か月児の訪問連絡活動

赤ちゃんにこにこ教室

地域の身近な相談役として、保護者の育児
の不安や悩みを聞き、子育てや健康管理に
関する情報を提供するとともに、むし歯予
防、事故予防、健康的な生活習慣づくり等
について普及啓発を行う。

乳児の母親等が気軽に身近な地域で集う
場を設けることで、育児不安の軽減を図る。
また、親子のふれあいや乳幼児の事故予防
と応急手当についての普及啓発を行う。

赤ちゃんにこにこ教室に参加されたママの声
・手遊び歌や読み聞かせなど、親子で楽しめたり、他の方と交流できて楽しかった。
・同じ地区の同じような子どもたちとふれあい、また来たいと思った。
・家で 1 人で子どもと過ごすのは大変ですが、母子保健推進員さんにたくさん抱っこして
もらい、気分転換にもなってよかった。
・みんな同じようなことで困っている・悩んでいるようでちょっと安心した。
・安全面で注意することを改めて考えさせられた。
等
平成 29 年 6 月 27 日 母子保健推進員協議会前期研修会
テーマ「親世代と子どもが元気に過ごすための取り組みについて考える」
研修会において、高岡市民の健康状況等を踏まえ、今後の母子保健推進員
活動の展開について意見交換を行った。

～今後の取り組み～
親子の健康づくりについて
・親世代の欠食を減らすために大人の食事を
利用して離乳食を作り、親子が一緒に食事を
摂る環境づくりを啓発していこう
・親子で楽しめる運動、赤ちゃんと一緒に
できる運動を普及していこう
・家族の健康も大切なので、
検診を勧めよう
・たばこの害について
啓発していこう
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育児支援について
・ママの話を聞こう
・外に出る機会や居場所
づくりの提供をしよう
・元気に“おはよう”の
声かけ、あいさつを大切に
していこう
・ママのストレスを
発散できるような
ことを提案しよう

「環境と健康を考えたまちづくり」
高岡市環境保健衛生協会

～これまでの取り組み～
・ 各地区・校下において、道路側溝や排水路の清掃、河川・海浜・山野等公共地の美化活動を
地域ぐるみで行っています。
・ ごみのポイ捨て・不法投棄の防止に努め、美しく住みよい環境づくり活動を実施しています。
・ 健康づくりボランティアや関係団体等と連携しながら各種健康教室や健康づくり推進懇話会
活動に参加し、協力を行っています。
・ 地域においてがん検診・健康診査等の受診勧奨を行い、がんを予防する生活習慣に関する
正しい知識の普及を図っています。
・ 「健康たかおか輝きプラン」の推進に協力し、地域住民の自主的な活動を支援しています。
平成 29 年５月 11 日
環境保健衛生協会における今後のがん検
診への協力に向けての意見交換
協会の理事会で、市のがん検診の取り組み
状況について保健師による説明を受けて、受
診することの重要性を再認識した。今後も協会
として活動協力を行い、受診を積極的に呼び
平成 29 年 5 月 11 日（木）
かけようという前向きな意見が出された。

平成 29 年 10 月３日～４日
視察研修の実施
住民が健やかで幸せに暮らせるまち
づくりを目指す、「健幸都市」である新
潟県見附市の先進的な取り組みを視察
した。地域住民が積極的に参画してい
るまちづくりの手法を学び、協会員とし
て地域に果たしていく役割について考
える機会となった。

見附市職員の説明を聞く様子

みつけイングリッシュガーデン視察の様子

～今後の取り組み～
・身近なごみ拾いからはじめ、まちを汚さない環境づくりを実現しよう。
・自然とまちに出かけたくなる景観づくりに努め、地域全体で健康づくりを進めよう。
・がん検診受診を呼びかける声かけを継続して行い、受診への意識向上を働きかけよう。
・行政機関や各種団体の取り組みに積極的に参画しよう。
・住民同士のつながりを大切にして、地域活動の輪を広げよう。
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まちの健康ステーション
高岡市健康づくり支援薬局

高岡市薬剤師会

～これまでの取り組み～
◇平成 24 年 5 月 高岡市と高岡市薬剤師会が健康づくり事業に関する協定を締結
・薬剤師会に登録している薬局を「高岡市健康づくり支援薬局」とし
窓口にステッカーを貼付
・市の保健事業等のチラシを綴ったファイルを待合スペースに配置
・特定健康診査、がん検診等を受診勧奨
・保健センターや公民館等で薬と健康に関する講座を実施
・各地域の公民館祭りや鍋祭り等で薬の相談を実施
ステッカー

がん検診ポスター掲示、大腸がん検査キット配付

公民館祭での薬の相談コーナー

平成 29 年８月 30 日
市健康増進課と薬剤師会の事業連携に
ついて意見交換会を実施

重点取り組みや 働きか
ける年代のターゲットを
しぼってはどうか。

薬と健康に関する講座

禁煙や糖尿病予防に向けて
取り組んではどうか。

地域の行事やショッピン
グセンターなど人の集ま
る場所に出向いて、普及・
啓発することが大切では。

～今後の取り組み～
〔特定健康診査・がん検診等の受診勧奨〕
引き続き、特定健康診査やがん検診等の受診勧奨を行います。市の健診・がん検診受
診状況などについて併せて周知します。
〔かかりつけ薬剤師・薬局によるお薬・健康相談〕
地域のイベントなどに出向き、多職種と連携し、お薬・健康相談を実施します。その
際、「肺年齢チェック」を行い、慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）について普及・啓発し、
必要な人に禁煙支援もしくは受診勧奨を行います。
〔糖尿病予防の普及・啓発〕
市の健康課題として、糖尿病の有所見者が多い状況を踏まえ、市と連携し薬剤師・薬
局ができる取り組みを検討します。
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2

健康を支え、守るための環境づくり
市民一人一人が主体的に取り組む健康づくりを支援するためには、家庭や学校、地域や職
場など、様々な場において市民の健康意識を高め、健康なまちづくりを推進することが重要で
す。
高岡市では、健康づくりに関心のある人だけではなく、健康への関心が低い人や、関心があ
っても仕事や家事などで忙しく健康づくりに取り組めない人も、誰もが住んでいるだけで知らな
いうちに健康づくりが実践できる環境をめざし、住む人の健康を支えるまちづくりに取り組みま
す。

（１）安心安全で質のよい栄養バランスのとれた食事がとれる環境づくり
安心安全な地場の生鮮食品を身近な小売店で購入できるほか、スーパーや飲食店等で各
ライフステージや健康状態に合わせた食事ができる、惣菜やメニューを選択できるような取り
組みを推進します。

取り組み
・ 外食を含めた食生活管理をすすめるため、栄養成分の表示や野菜たっぷり、塩分控えめ、
県内産食材使用等の健康メニューを提供する「健康寿命日本一応援店」の登録を推進しま
す。（富山県、健康増進課）
・ 生産者と消費者との「顔がみえる」関係をつくり、食べ物に対する感謝の気持ちや地場産食
材への愛着を醸成します。（農業水産課）

目標
項目
健康寿命日本一応援店登録数（高岡市分）の増加
農産物直売所及びインショップの設置数
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現状値
(平成 28 年)

目標
(平成 33 年)

今後調査

増加

21 カ所

維持

（２）運動しやすい環境づくり
普段から元気に身体を動かすことで、糖尿病、心臓病、脳卒中、がん、うつ、認知症などに
なるリスクを下げることができます。健康を支える環境づくりは、社会の幅広い分野の連携と協
力による、総合的な取り組みが重要です。
生涯スポーツ活動の推進や誰もが健康づくりができ快適に過ごせる環境づくりの整備を推
進するなど、身体を動かしやすい・動かしたくなるまちづくりに取り組みます。

取り組み
・ 健康づくりボランティア等と協働し、ウォーキングマップを作成するなど、各地区のウォーキ
ングコースを紹介するとともに、ウォーキング教室や歩こう会等の実践の機会を作ります。
(健康増進課)
・ 学校体育施設開放事業や総合型地域スポーツクラブ設立育成事業を通して、生涯スポー
ツ活動の充実を図ります。(体育保健課)
・ 中心市街地において、商店街やまちづくり機関などとの連携や協働により、定期的なイベ
ントの開催や商店街の魅力を高め、歩いて楽しいまちづくりを推進します。(商業雇用課)
・ あいの風とやま鉄道、城端線・氷見線の利用促進の取り組みや万葉線 IC 導入事業等、都
心交通軸や周辺地域との連携軸を強化する公共交通の整備並びに、交通不便地域など
の改善を図り、市内を円滑に移動できる交通体制の構築を目指します。(総合交通課)
・ 施設修繕や河川の整備など、誰もが健康づくりができ、快適に利用できる公園づくりを目指
します。(花と緑の課)
・ 富山県「元気とやまかがやきウォーク」などの取り組みを推進し、地域住民の運動習慣の定
着を図ります。(富山県、健康増進課)

目標
項目
地域健康づくり推進懇話会歩こう会の参加延人数の増加
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現状値
(平成 28 年)

目標
(平成 33 年)

2,750 人

増加

（３）受動喫煙のない環境づくり
タバコの煙はニコチンやタールなどの有害物質を多く含んでおり、がん・動脈硬化・呼吸器
系の病気・COPD（慢性閉塞性肺疾患）・歯周病・胃潰瘍・十二指腸潰瘍の危険因子となって
います。また、副流煙（タバコの先端から立ち上がる煙）は、主流煙（喫煙者が吸い込む煙）よ
り多くの有害物質が含まれているため、受動喫煙ではさらにその危険性が高くなります。健康
増進法の制定（平成 15 年）及び労働安全衛生法の一部改正（平成 27 年）により、受動喫煙
を防止することが努力義務とされ、学校や病院、官公庁等の禁煙化が進んできましたが、未
だ十分な状況と言えず、さらなる対策が必要です。

取り組み
・ 施設や職場等での禁煙・分煙を推進し、受動喫煙の防止に努めます。（管財契約課、健康
増進課）
・ 医療施設、飲食店、文化・運動施設、教育機関など多数の者が利用する施設における「と
やま受動喫煙防止ステッカー」の利用を促進し、禁煙や分煙など受動喫煙防止に対する意
識を醸成します。（高岡厚生センター、健康増進課）
・ 小中学校の保健教育において喫煙の害や分煙に関する指導を実施します。（学校）

目標
項目
「とやま受動喫煙防止ステッカー」申請施設数（高岡市分）の
増加
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現状値
(平成 28 年)
37 施設

目標
(平成 33 年)
増加

（４）職場におけるこころと身体の健康づくりの推進
生活習慣病は、日々の生活習慣の積み重ねがその発症に大きく関与することが明らかにな
っており、これを予防するためには、個人の主体的な健康づくりの取り組みと、生涯を通じた
継続的な健康管理支援が必要となります。このため、地域保健と職域保健が連携し、市民全
体の健康課題を明らかにし、それぞれの保健事業の共有化を図り、個人のニーズに対応し
たサービス提供を行うことに加え、気軽に健康づくりに取り組める環境づくりに努める必要が
あります。
また、近年、職場において強い不安やストレスを感じる労働者が５割を超え、さらに、業務に
よる心理的負担を原因として精神障害を発症する人が増加している状況を踏まえ、平成 26
年に労働安全衛生法が改正され、50 人以上の従業員をもつ事業者に対し、ストレスチェック
を実施することが義務化される等、メンタルヘルス対策の向上が重要視されています。
国においては、平成 28 年に働き方の抜本的な改革を行い、長時間労働の抑制等を行い
多様な働き方を可能とする社会を目指し、企業文化や社会風土も含めての改革を進めること
としています。
このような中、本市においても仕事と生活の調和がとれた働き方ができるよう、ワーク・ライ
フ・バランス（仕事と生活の調和） ※１を推進したり、職場全体が協力して子育てを応援するム
ードを高め、仕事と子育てを両立しやすい企業風土づくりを推進したりし、働く世代が心身とも
に健康で、かつ多様な生き方を選択できる社会の実現に向けた取り組みが必要です。

取り組み
・ 健康経営※２の必要性を理解し、健康経営に取り組む事業所を増やします。（全国健康保
険協会富山支部、高岡商工会議所）
・ 健康に害を及ぼす労働環境の整備や仕事の仕方の改善・過重労働防止をはじめ、メンタ
ルヘルス対策の推進等働く人々の健康管理の推進に努めます（各職場）
・ 生活習慣病を予防・早期発見するために健康的な生活習慣の普及・啓発、健康診査・が
ん検診等の受診勧奨を行います。（健康増進課、保険年金課、全国健康保険協会富山支
部）

※１

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）：仕事や家庭・地域活動、自己啓発など様々な活
動において、自らが希望するバランスで生活を展開できる状態にあることです。

※２

健康経営：従業員の健康の維持・増進が企業の生産性や収益性の向上につながるという考え

方に立って、経営的な視点から、従業員の健康管理を戦略的に実践することです。
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・ ワーク・ライフ・バランスの推進や「粋メンプロジェクト事業」 ※１を通じた、男性の育児・家事・
介護への参加促進、「イクボス宣言」 ※２により、職員をあげて子育てを応援するムードを高
め仕事と子育てを両立しやすい組織風土を醸成していきます。（男女平等・共同参画課、
人事課）

目標
項目
健康経営に取り組むことを宣言する「健康企業宣言」
を行う企業の増加
ワーク・ライフ・バランス推進事業所認定数の増加
ワーク・ライフ・バランスの実現度（就学前）の向上

現状値
(平成 28 年)
26 事業所

目標
(平成 33 年)
増加

33 事業所

増加

56.7％

60％

※１ 粋メンプロジェクト事業：厚生労働省の「イクメンプロジェクト」に対して、市では、男女平等・共同参画
に積極的な男性は「粋」で「かっこいい」ものであり、好ましいモデルとして育成していく必要があると
考え、子育て世代期から中高年期以降の幅広い男性を対象に、家事、育児、介護、仕事と生活の調
和などをテーマとした講座等を開催しています。
※２ イクボス宣言：高岡市では、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」の施行を受け、「高
岡市職員女性活躍プログラム」を策定し、職員をあげて子育てを応援するムードを高め、仕事と子育
てを両立しやすい組織風土の醸成を目指して、市長が先頭に立ち、全所属長が「イクボス宣言」を行
いました。
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（５）健康情報の提供体制の整備
健康情報を必要とする人にとって、分かりやすく正確な情報を入手しやすい環境を整備する
ことが重要になってきています。自分の健康状況を客観的に捉え、主体的に健康増進に取り
組むことができる情報の提供体制を整える必要があります。

取り組み
・ 子ども、高齢者、障害者、外国人など誰もがいつでも、どこでも容易に情報を取得できるよ
う、アクセシビリティに配慮した市公式ホームページの作成を推進します。（情報政策課）
・ Web ページやスマートフォン用アプリ、パンフレットによる子育てサービス等の情報提供に
努めます。（子ども・子育て課、健康増進課）
・ 広報「市民と市政」、記者会見、ケーブルテレビの放送による情報発信に努めます。（広報
統計課）
・ 市内薬局を高岡市健康づくり支援薬局とし、保健事業や健康づくりに関する情報発信を行
います。（健康増進課）

目標
項目
スマートフォン用子育て情報提供アプリ(ねねットたか
おか)の登録者数の増加
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現状値
(平成 28 年)
854 人

目標
(平成 33 年)
9,000 人

