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令和 4 年度事業計画について 

 

 令和４年度は、当協会の第２次中期事業計画の最終年度であり、これまでの事業を総括して検

証・分析を行うとともに、それらを踏まえ、社会情勢が変化する環境下においても、当協会が安

定した事業運営、財務基盤を維持していくため、今後５年間に取り組むべき事項を第３次中期事

業計画として取りまとめる。 

がん検診事業においては、精度管理の維持向上に努めるとともに、がん検診受診率向上を図る

ため、引き続き受診勧奨事業や啓発事業に注力し、受診率の向上に努める。 

ふくい健康の森管理運営事業においては、安心安全な施設を提供するため、感染症対策に十分

配慮しながら、さらなる利用者数増を目指して、イベントの開催、誘致、営業活動に努める。 

「心をひとつに ふくい応援基金」運用事業においては、引き続き新型コロナ対策の最前線で

働く医療従事者等の勤務環境の改善等のため、福井県と連携して助成に努めていく。 

 

 

１．生活習慣病予防・健康管理に関する事業 

  

がん対策基本法に基づき、県民全体のがん予防を推進するため、検診車の派遣等によるがん検

診、県民健康センターでのがん検診を含めた健康診査事業を行い、一元的管理による効果的なが

ん対策に取り組むとともに、必要な情報の提供等を行う。 

また、新型コロナ感染症患者の治療等に当たる医療従事者等の環境改善等および感染症対策の

充実のため、福井県と連携して、県民等からの寄付からなる基金を造成し、それを原資に医療従

事者等に助成を行う。 

 

事業経費（総額） ６３６，９８４千円 

 

(１)がん検診事業 

① 精度管理の維持・向上 

がん検診の信頼性・実効性を担保する精度管理の重要性を踏まえ、その一層の向上に努め

る。また、がん検診の受診者が集団検診から個別検診へ移行傾向にあることを踏まえ、がん

検診業務全体の業務効率化について検討する。 

・胃がん検診 7 号車の I･I（イメージインテンシファイヤー）交換 

・乳がん検診読影デジタル化に伴う外部読影施設のシステム設定 

・大腸がん症例報告書入力システムの改修 

・検診システムによる業務効率化(次期システム更新に向けて内容検討) 

② 受診者確保事業 

    小規模事業所を対象とする検診受診の啓発や、県・市町等と連携した受診勧奨、啓発イ

ベントでの出展を通じ、受診者確保に努める。また、集団検診の受診者が安心安全に受診

できるよう検診会場での新型コロナ感染対策に努め、受診者確保を図る。 

・広域検診受診者増の渉外活動実施（検診会場近隣の事業所への呼びかけ強化等） 
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・協会けんぽとの連携によるがん検診の実施（プレミアム検診） 

・小規模事業所を対象にした検診の実施（出前検診） 

・大腸がん検診の啓発活動（渉外活動、チラシ配布等）の実施 

・県、市町と協力した女性のための検診実施（休日レディース検診等） 

  

      がん検診受診者数                                     （単位：人） 

  
４年度計画 ３年度見込み 

集団 個別 集団 個別 

胃がん ８，１５０ ９，０００ ７，８８０ ８，３３０ 

子宮がん ８，３００ １６，６５０ ８，３３０ １６，１４０ 

子宮がん(妊婦) - ５，０５０ - ５，１１０ 

乳がん １０，２５０ ９，７５０ ９，８６０ ９，７６０ 

肺がん 
X線 ２３，７００ １９，３００ ２２，７５０ １８，７８０ 

喀痰 ３５０ １５０ ２９０ １００ 

大腸がん ３１，４５０ １９，９００ ２５，４９０ １７，６１０ 

計 ８２，２００ ７９，８００ ７４，６００ ７５，８３０ 

合 計 １６２，０００ １５０，４３０ 

 

(２)がん検診受診勧奨事業 

市町からがん検診受診勧奨業務を受託し、検診未受診者を対象に、勧奨を行い受診率向上

を図る。また、医療機関からの受診報告をもとに、市町と連携し精密検査未受診勧奨も併せ

て行う。 

勧奨人数：１２，０００人（３年度見込み：６，５００人） 

・市町の要望に応じた電話によるがん検診受診勧奨 

・特定健診未受診者を対象とした圧着ハガキでのがん検診受診勧奨 

    ・精密検診未受診者に電話による受診勧奨 

・精密検診対象者（肺がん、大腸がん）にチラシを同封した受診勧奨  

(３)健康情報発信事業 

がんをはじめとする健康に関する正しい情報の発信・普及啓発に努める。また福井県の

健康情報発信の拠点を目指し、発信情報の拡大、充実を行い、協会の認知度向上を図る。 

・がんネットの検診や精検に関する内容充実、統計等の掲載 

・がんネットＱＲコードの活用拡充（結果発送用封筒への掲載） 

 

(４)健康診査事業(県民健康センター) 

健診の精度管理、新型コロナ感染対策を含めた施設運営の安全管理に努め、健康診査を実

施する。受診者意見や要望を積極的に把握し、健診内容の充実、利用者の利便性向上に努め、

利用者増を図る。 
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   ① 受診者確保事業 

従来の大口顧客（地方職員共済組合、公立学校共済組合等）との関係強化や新規事業所 

等への渉外活動の強化を図り、リピーターの確保や新規受診者獲得に努める。また、アン

ケート調査による受診者の意見要望を聴取し、受診環境等の改善を図る。 

       ・退職者を対象とした受診勧奨の実施 

・女性の健康支援を目的とした「女性の日」の周知 

・乳房超音波検査のオプション開始（女性の日限定） 

② 利用者の利便性向上 

受診者の要望に応じ、健診体制の整備に努め利便性の向上を図る。 

・アンケート調査による受診者の意見要望の反映と業務改善 

・WEB予約に向けた取組みの検討 

     

コース別受診者数                                             （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(５)無料健康相談・無料健康講座事業(県民健康センター) 

一般県民を対象に県民健康センターや生きがい交流センターにおいて、健康・ストレス・病

気等に関する講座や相談を実施する。 

利用人数：２００人（３年度見込み：１９０人） 

(６)啓発・キャンペーン事業 

９月の「がん征圧月間」、１０月の「ピンクリボン月間」を、がん検診啓発月間とし、その

期間中、イベントなどを集中的、連続的に展開する。 

① がん征圧月間（９／１～３０） 

他団体や企業と連携協力し、がん征圧月間広告等の掲示依頼、がん征圧月間ポスターや、パ

ネル展開催、マスコミを利用した広告、広報活動等を強化して実施する。 

② 県、市町との連携 

県が開催する健康増進イベントへの協力および広報活動の連携や市町が開催する健康フェア

への参加を通じ、疾病予防と健康づくりの啓発活動に協力する。 

 

コース名 ４年度計画 ３年度見込み 

総合 １，３７０ １，３５０ 

一般健診 ３，７００ ３，６７０ 

特定健診 ２０ ２０ 

特定保健指導 １３０ １３０ 

その他の健診 ３３０ ３３０ 

計 ５，５５０ ５，５００ 
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③ 関係機関、団体等との連携 

医師会やピンクリボンの会などの啓発活動に参画、協力を行う。 

④ 日本対がん協会グループ福井県支部としての活動 

リレー・フォー・ライフ(９月予定)などのイベント活動や、がん検診の啓発活動を行う。 

⑤ 結核予防会福井県支部としての活動       

啓発ブースの設置や結核予防ポスター等の配布、マスコミを利用した広告など啓発活動 

を実施する。結核予防週間（９／２４～３０） 

⑥ 講演会・研修会の開催 

市町が主催する講演会に講師派遣をするほか、従事者を対象に専門的な研修会を開催専門

分野に関する情報提供をする。 

⑦ ふくい SDGｓパートナーとしての活動 

       県民の健康づくりを支援するため、検診に関する啓発活動を実施する。また、子どもたち

に楽しく継続して実践できるスポーツ教室を提供し、運動不足解消を支援する。 

 

(７)「心をひとつに ふくい応援基金」運用事業 

新型コロナ感染症対策の最前線で働く医療従事者等の勤務環境の改善等のため、福井県と連

携して、県民等からの寄付からなる基金を造成し、医療従事者等に対して助成を行う。助成先

は、学識経験者等からなる基金の配分委員会で決定する。 

 

２．健康づくり・体力づくり・生きがいづくり推進事業 

 

「ふくい健康の森」の施設を活かし、県民の健康づくり・体力づくり・生きがいづくりを一

体的に推進するための各種教室の開催や施設の提供を行う。県民健康センターでは他の施設や

イベントを活用した教室を、スポーツセンター・生きがい交流センターでは利便性だけではな

く、個々の状況に応じたサービス提供に努めるとともに、各施設の職員が一体となった広報営

業活動を行うなど、総合的な利用者増を目指す。 

 

事業経費（総額） ３９１，４７９千円 

 

(１)健康増進各種教室・運動障害回復訓練事業（県民健康センター） 

生涯を通じて積極的な健康づくりのために、運動・栄養・休養のバランスのとれた生活習慣

の確立を目指して健康増進各種教室を実施する。また作業療法士による地域リハビリテーショ

ン事業（地域支援事業）の運動障害回復訓練事業を実施する。 

健康増進各種教室利用人数：   １４０人（３年度見込み    ６０人） 

運動障害回復訓練利用人数： ２，８８０人（３年度見込み ２，８００人） 

・コロナ禍においても健康づくりを行えるよう、栄養や休養に関する情報をホームページ

にて発信する。（健康づくりサポート情報の発信） 
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(２)運動プログラム指導事業・体力づくり教室事業(けんこうスポーツセンター) 

個人の健康づくりへの支援として、トレーニングジムおよび温水プールでは利用者個々の運

動目的に応じたプログラム発行や３か月減量講座の内容を明確な達成目標を設定するなど、き

め細かで質の高いアドバイスを行う。また、フレイル予防教室や子供向け教室など対象者を絞

った講座の提供、利用者ニーズの把握による内容更新等に努め類似施設との差別化を図る。 

運動プログラム指導利用人数： ９，８６０人（３年度見込み：   ６，３００人） 

各種教室        利用人数：５８，３００人（３年度見込み： ４７，１００人） 

 

(３)生きがいづくり推進事業(生きがい交流センター) 

世代間の交流や趣味を広げ、楽しみながら生きがいづくりに取り組めるよう各種教室を開催

する。また、関係団体や他業種との連携による催しを行い、広く県民への利用促進に取り組む。 

文化講座ほか利用人数：２，８００人（３年度見込み：１，０００人） 

 

(４)施設の提供事業 

 県民の健康づくりの総合施設として、各施設において健康づくり・体力づくり・生きがいづ

くりの機会と場所を提供する。また、安全安心な施設の管理運営に努める。 

① 各施設運営の改善 

       利用者の意見を反映した環境づくりに努め、利用者に快適な施設環境の提供に努める。ス

ポーツセンター・生きがい交流センターの入館料について、令和元年度から導入した学生

割引の周知拡大に努め、若者層の利用者増を図る。また、利用頻度の低い施設を臨時教室

などで有効に活用し、年間を通した利用者獲得に努める。 

② 施設の提供 

会議室等の施設貸出において、利用モデルプランとともに周知活動に努める。特にスポ

ーツ公園のスケートパークなどオリンピック種目で注目されている競技施設を活かし、健

康の森の認知度向上と利用者増加を目指す。また、障がい者および高齢者の方が施設を使

いやすいように設置物等の変更を実施し、利便性に努める。 

（県民健康センター） 

健康増進を目的とした会議室や研修室等の貸出、がん教育やイベント教室等でのエント

ランスホールや運動指導室の利活用に努める。 

利用者数： ３７０人（３年度見込み：３４０人） 

（けんこうスポーツセンター） 

感染対策を徹底したうえで規制を段階的に緩和し、温水プールやトレーニングジム、テニ

スコート等の屋内外の各種運動施設など、安心して楽しく運動が実践できる場を提供する。 

特に、スケートパークについては、県に施設の安全対策の要請を継続するとともに、イベ

ントや定期的な教室開催などの利用者増策、利用者の温泉への誘導策などを福井県スケート

ボード協会と協議しながら進めていく。夏季繁忙期の日祝日の営業時間延長継続とプール入

場制限の緩和および入館料の学生割引を継続し利用者増加を図る。 
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    施設別利用者数                                        （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

（生きがい交流センター）  

「健康の森温泉」として、コンサート等の催事を通じ温泉としての魅力を高める。あわせ

て、公園来場者の誘客や、地域バスを利用した入浴プランのＰＲ、旅行会社との連携企画、

企業への営業等により利用者確保に努める。 

 

施設別利用者数                                       （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 
３．健康管理・健康づくりに関する広報、調査研究事業 

 

  がん検診を含めた生活習慣病予防・健康管理に関する事業と健康づくり・体力づくり・生き

がいづくり推進事業に関する事業等、協会の事業全体の広報や調査研究を行う。 

 

事業経費（総額） ５，３３２千円 

  

（１）研究・研修事業 

  ① 研究会等への参加および開催 

がん検診に関する読影精度の向上など健康管理・健康づくりの技術の進歩を図るため、各

部位別研究会等へ参加および開催する。また学会等へ参加し研究成果を発表する。 

令和４年度計画：２５回（３年度見込み：２３回） 

② 研究事業への支援・協力 

「福井県の対策型検診に参加した 27 歳～45 歳で細胞診正常であった女性にＨＰＶ4 価ワク

チンを接種することによるＨＰＶ16 型とＨＰＶ18 型の持続感染予防効果を評価する 2 群間

比較試験」（福井大学産科婦人科）における検査とデータ処理の実施 

  

 

 

 

 

  

内  容 ４年度計画 ３年度見込み 

スポーツセンター・温水プール １７６，６００ １４１，７００ 

スポーツ公園 ５１，０００ ４８，７００ 

計 ２２７，６００ １９０，４００ 

内  容 ４年度計画 ３年度見込み 

健康の森温泉 １０５，３００ ８２，１００ 

交流ホール等 ４，２００ ４，９００ 

計 １０９，５００ ８７，０００ 
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(２)広報活動 

 健康管理協会、ふくい健康の森の広報の強化 

営業広報推進チームを主とし、がん検診事業、健康の森管理運営事業を取り纏め、全職員

が一体となって戦略的に進めていく。健康の森通信については、掲載内容を見直し紙面を効

果的に活用する。また、LINE配信などの SNSの活用により若者をはじめとした幅広い顧客へ

効率的な情報発信に努めるなど、各施設の特性に合わせた PR 活動を実施し、効果のある広

報を行う。 

・各種関係、競技団体への会場利用勧誘(スケートボード協会、マレットゴルフ協会等) 

・季刊誌「健康の森通信」の内容刷新 

・LINE などによる定期的な情報配信 

・スケートパークやマレットゴルフ場などを利用した大会等の誘致 

・旅行会社等と連携し、県内外への PR 活動を実施 

・健康の森利用モデルプランを作成し、直接訪問による営業活動を実施 

    ・利用者ニーズに応じたホームページ掲載方法の改善 

 

４．法人管理 

    

健康管理協会の法人全体の管理、運営等を行う。 

 

事業経費（総額） ４，８０４千円 


