
    

 

平成 29 年度 第 1 回三郷市健康推進協議会議事録 
 
  

開催日時 平成 29 年 8 月 1 日（火） 
午後 1 時 15 分～午後 3 時 00 分 

開催場所 健康福祉会館 2 階 視聴覚室 
 
【出席者氏名】  

 ≪委員≫ 青木成夫委員、飯箸真康委員、三浦明則委員、栗林享委員（代理）、 
      清水サダ子委員、山﨑芳子委員、金子政代委員、市原奈奈子委員 
                              （8 名） 
≪三郷市≫ 森好弘市民生活部長、梅澤十三男市民生活部副部長、 
      原山千恵市民生活部健康推進課長、 
      渡辺晴美健康推進課長補佐兼健康づくり係長、 
      箕輪陽子健康推進課主幹兼健診予防係長、 
      岡田美奈子地域保健係長、齋藤智子健康づくり係主任  （7 名） 
 
≪傍聴者≫ なし 
 

【次 第】 
 1  開  会   原山市民生活部健康推進課長 
 

2  挨  拶   森市民生活部長 
               青木協議会会長 

 
3  議    事    議事進行：青木協議会会長 
１)平成２８年度事業報告について 資料 保健年報（平成 28 年度） 

○「乳幼児健康診査」の報告                       （箕輪主幹） 

     ・乳幼児健診については、4 か月・9 か月・1 歳 8 か月・3 歳 6 か月の 4 健診をおこなっ

ている。4健診の合計受診率は 95.0%である。最も高い受診率は、9か月健診の 96.6％

であり、最も低いのは、3 歳 6 か月健診の 92.4％であった。乳幼児健診の受診者数は

年々増加しており、1回の平均受診者数は 50名である。多いときには、60 名以上にな

る場合もある。また、乳幼児健診に来庁出来なかった児については、三郷市母子愛育

会の協力のもと個別訪問をしている。乳幼児健診に受診出来なかった理由として、「仕

事が休めない」「病院に診てもらっている」等があった。個別訪問時に、所在が確認出

来ない等の場合には、地域保健係に繋ぐようになっている。 

 



    

 

・乳幼児健康診査未受診者状況調査実施状況について、乳幼児健診に受診することが出

来なかった乳幼児は、4健診併せて２６５名であった。未受診者に対して母子愛育会に

よる声掛け訪問の実施者数は２６４名で、訪問で面談実施が出来たのは１４４名であ

った。母子愛育会が訪問できなかった児１名については、保健師が所在確認をしてい

る。 

 

○「母子保健事業（乳幼児健康診査を除く）・健康増進事業・地域の健康づくり推進事業等」

の報告                              （岡田係長） 
・発達ふれあい相談事業について、２歳児の発達確認として、ハガキの送付と結果の把握

の実施をしている。ハガキの回収率は、80.4％である。ハガキの回収が出来なかった児

については、保健師が直接電話をしている。個別相談（医師・作業療法士・心理士・保

健師・栄養士相談）は 77.3％で、平成 27 年度は 83.0%あり、前年度より減少している

状況である。要因として挙げられるのは、申し込みから実施までの期間が開くことや、

実施日までに不安が解消されるケース、予約したことを忘れる等が考えられる。今後は、

実施前に連絡を入れる等、工夫が必要と考えている。 
・妊婦健康診査等については、14 回分の助成券を配布。Ｂ型肝炎等 9 種類の検査を実施し

ている。平成 28 年度の助成額の最高額は 10 万 800 円である。 
・母子健康手帳の交付は、平成 28 年度は初妊 547 名、経妊 607 名、合計 1,154 名に交付

している。交付場所は、市民課・団地出張所・健康推進課の 3 か所で交付しており、交

付率は、市民課 71.7%、団地出張所 13.2％、健康推進課 14.1%であった。平成 28 年 4
月から、当課では妊婦に対してアンケート調査を行い、早期からの支援を実施している。

平成 30 年 4 月に子育て世代包括支援センターを設置するのに際して、専門職に対する

アンケート調査全数実施を目標としている。 
・両親学級について、受講者数は妊婦・配偶者等共に年々増加している。医療機関でも実

施しているが、重複する内容は避けている。配偶者や家族等の参加を呼びかけ家族の絆

の講話や、歯科教育、配偶者の沐浴体験等を実施している。 
・離乳食教育についても、申込みは年々増加傾向にある。 
・乳児家庭全戸訪問（こんにちは赤ちゃん）事業については、4 か月児までの子どものい

る家庭を全戸訪問する事業である。対象者は 1,180 名おり、実施者数は 1,165 名であっ

た。実施率は 98.7%である。残りの 1.3%については、長期の里帰り中や入院中などで、

電話連絡や医療機関との連携等をしている。 
・ＥＰＤＳ調査については、平成 27 年度から実施している。ＥＰＤＳとは、エジンバラ

産後うつ病質問紙票を用いて、産後うつ病のリスクを見ているものである。9 点以上の

方がハイリスクであり、高得点の方に対しては、係全体の保健師で、今後の支援の方向

性を検討し、訪問や電話等で継続した支援を行っている状況である。多くの方は回復し

ている。ＥＰＤＳ調査のハイリスク者についての係内検討会議を、平成２８年度は年



    

 

45 回行った。よりきめ細やかな支援が必要な場合は、養育支援訪問を実施している。

平成 28 年度は、対象者が 5 名いた。保健師・助産師が訪問をした。 
・低出生体重児（体重 2,500ｇ未満）も、前年より増加している。背景としては不妊治療

による多胎出産や高齢出産、出産後の体型維持のための低栄養等が考えられる。 
・健康増進事業について健康手帳は、これまでは国の補助金を受けて配付していたが、国

のホームページからダウンロードすることが出来るようになったことから平成 29 年度

から補助金が中止となり、健康手帳の購入はしていない。本市は手帳の在庫があるため、

現在も配付をしている。今後は、ホームページ等で周知していきたいと考えている。 
   

   ○「健康診査・がん検診等」の報告                        （箕輪主幹） 
      ･ 健康診査等については、前年度から比べると増加している傾向にある。理由としては、

①長寿（後期高齢者）の健康診査の受診者が増加 ②受診率向上策として、ＰＲのぼり

旗付きかいちゃん・つぶちゃんのぬいぐるみを医療機関に設置 ③3 月に送付した健診

案内をＡ4 版の封筒で目立つようにしたこと、受診勧奨ハガキを送付したこと等の成果

が得られたと考えられる。 
・ 保健指導については、特定保健指導として「動機づけ支援」と「積極的支援」として

実施しやすい体制を整えること目的に、医師会・民間事業者に委託し、3 機関で実施し

た。平成 29 年度は、選択肢の幅をさらに広げ医療機関 3 機関と民間事業者の計 4 機関

で実施する。 
・ がん検診について、胃がん・肺がん検診ともに、個別方式での医療機関での受診者数

が増加している。胃がん検診については、個別方式の内視鏡検査が増加している。大

腸がん検診については、平成 28 年度は国の補助事業が終了したことにより、大腸がん

無料クーポンの配付を終了したことの影響か、個別方式での受診者数が若干減少して

いる。乳がん・子宮頸がん検診については、無料クーポン券事業を行っている。乳が

んは 40・45・50・55・60 歳、子宮頸がんは 20・25・30・35・40 歳に無料クーポン

券を配付。無料クーポン券を配付した未受診の方には、受診勧奨ハガキを送付したこ

とで、クーポン券の利用者は増加傾向にある。平成 28 年度は、国の指針の変更により

視触診が検診から外れたため、マンモグラフィのみの検査となった。特に市民から問

い合わせ等はなかった。 
平成 29 年度から胃がん検診については、国の指針の改正により、検診間隔を隔年検診

とし、対象年齢を 50 歳以上に変更した。40 歳～69 歳の方を対象としたピロリ菌検診

を新たに導入した。また、60 歳・65 歳の方を対象とした前立腺がん検診を開始。 
6 月から新たな内容での検診を実施している。 

・ 骨粗鬆症検診については、骨粗鬆症予防の強化を目的に乳がん・子宮頸がん検診時に 3
回実施し、平成 27 年度の 3 倍以上の 339 名の受診があった。 

・ 歯周疾患検診については、平成 28 年度から口腔内細菌検査を追加したことで受診者が



    

 

増加し、87 名であった。 
・ 認知症検診については、平成 28 年 8 月 1 日から指定医療機関で実施しており、受診者

は 55 名であった。 
  
    ○「個別予防接種事業」の報告                   （渡辺課長補佐） 
     ・ 三種混合ワクチンは四種混合ワクチンへの切り替えにより、平成 27 年 12 月に三種混  

合ワクチンの販売が終了となった。国内で流通しているワクチンの有効期限が平成 28
年 7 月 15 日に切れたことで、平成 28 年度の接種者数は 0 名であった。 

・ Ｂ型肝炎ワクチンが平成 28 年 10 月 1 日から定期接種化し、接種者数は 1,843 名であ

った。 
・ 子どもの予防接種事業として、平成 28 年 10 月から予防接種自動スケジューラーを導

入した。予防接種のスケジュールを自動で作成することができ、接種前にお知らせメ

ールが届くよう設定することもできるサービスを開始した。保護者の不安の軽減や接

種時期を知ることで、接種誤りを未然に防ぐことができることで有効と考えている。 
登録者数は平成 29 年 6 月時点で、1,485 名が登録しており、毎月 100 名程が登録し

ている。 
・ 高齢者インフルエンザの接種者数は、年々増加傾向にある。例年 12 月 1 日から接種を  

      開始していたが、平成 29 年度からは、近隣自治体と足並みを揃えて 10 月 1 日から接

種を開始する。 
・ 高齢者肺炎球菌については、例年 4 月に接種対象者へ個別通知している。平成 29 年   

       度からは個人名等が入った接種券を対象者へ送付し、接種しやすいようにしている。 
 
     ○「地域の健康づくり事業・救急医療等」の報告            （渡辺課長補佐） 
     ・ 地域の健康づくり推進事業として、平成 28 年度は 1 町会が増えて、28 町会に委託し、   
       推進会議や健康教育等を実施した。 

・ すこやかみさとＩＣウオーク事業について、ＩＣカード発行枚数は、31 件と年々減少

している。この事業は、平成 20 年度から実施しているが、平成 29 年 9 月をもって終

了となる。今後は、後程説明する健康マイレージ事業に移行していくことになる。 
・ すこやかみさと健康体操については、普及スタッフの登録者数は年々増加し、活躍の

幅も広がっている。平成 28 年 9 月に行われた「全国ご当地健康体操甲子園」では準優

勝した。 
 
     ○「救急医療・休日診療／視察研修／その他」の報告         （渡辺課長補佐） 
      ・ 救急医療・休日診療について、平成 28 年 7 月から埼玉県では、大人を対象とした救急

電話相談＃7000 の時間拡大をしていたが、子どもを対象とした＃8000 と併せて平成

29 年 10 月 1 日から 24 時間 365 日対応となる。市でも広報等で周知していく。 



    

 

 
◎質問：ＥＰＤＳについて、もう少し詳しく教えていただきたい。 

質問項目はどのくらいか。                 （市原委員） 
  →自宅に伺って調査をしている。訪問日の 1 週間前後の気持ちの浮き沈みを問診でチェッ

クしていく。内容としては、最近一番重い項目は、自傷（自身を傷つける）する気持ち

になったことがあるか、他は訳もなく悲しくなったりすることがあるか等の質問をして

いる。 
   質問項目は、約 10 項目。                   （岡田係長） 
 
◎質問：母子愛育会では「こんにちは赤ちゃん訪問」を行っているが、実情として、母親の

うつが増加している傾向にある。専門的な内容になると、母子愛育会としては対応

することが困難。                     （清水委員） 
→専門医は決まっているのか。うつの患者がいた場合、対応はどうしているのか。 

（青木協議会会長） 
→まずは、産婦人科へ相談するよう伝える。より、うつに関しての治療が必要な場合には、 
 精神科医を紹介するというような流れが多い。          （岡田係長） 

市から専門の医療機関を紹介している。             （原山課長） 
 
◎質問：健康診査については、受診の働きかけの効果で受診者が増加したと思われるが、子

どもの健診についても、受診者が増加していて 1 回に平均 50 人と以前に比べて増

加している。健診時の事故予防について力を入れてもらいたいと思うが。 
（金子委員） 

→三郷市でも、子どもの健診時に事故はあるのか。      （青木協議会会長） 
→スタッフの目が行き届かない時に、ベッドから落ちる場合などがある。（金子委員） 
→対策は取っているのか。                 （青木協議会会長） 
→市でも、対応は考えている。先日、授乳室でお子さんがベッドから落ちるという事故が

あった。その対応としては、ベッドの下にマットを引いたり、注意書きを貼付して注意

喚起をしたりはしている。また、多目的トイレについては、ベッドを変えて子どもの体

が以前よりしっかり固定できるものにしている。市でも対応は取っているが、最近は、

スマートフォンに気を取られて、少し目を離した隙に起きていることが多いことも聞く。

健診中以外でも、事故が増えていると思われるので、事故予防に力を入れていきたいと

思う。  
                                （原山課長） 
→集団への声掛けだけでなく、一人ひとりに対しての声掛けをしていきたいと思う。       

（金子委員） 
 



    

 

◎質問：骨粗鬆症検診について、女性は閉経後に多いと思われるが、その年齢をターゲッ

トに行わないのか。現在、300 名くらいしか健診を受けていないが。また、40 歳

や 45 歳に行う必要はあるのか。           （青木協議会会長） 
→健康増進法にある検診の対象者としている。        （渡辺課長補佐） 

 
 

２）第 2 期 健康増進・食育推進計画の推進について           資料１         

（渡辺課長補佐） 
  資料１は、重点取組についてのみ掲載している。 
 平成 28 年度に第 2 期健康増進・食育推進計画を策定し、平成 29 年度から実施しているとこ

ろだが、この計画の特徴は、アクションプランとプロモーションプランからなっている。 
 どういうアクションをしていくのか、また、それをするためにどのような段階を踏んでプロモ

ーションプランをクリアし、アクションプランを成功させていくのか。2 段組みになっている。

毎年、進捗状況をチェックし、プランを組み替えながら進捗管理をしていくことになる。 
 アクションプランは【たべる・うごく・まもる・なごむ】の 4 領域で健康づくりを考えてい

る計画である。その中で、最重点取組として【うごく】のウオーキングの推進があり、プロモ

ーションプランとして健康マイレージ事業を今年度から実施している。 
   もう一つは【たべる】のアクションプランに対してプロモーションプランとして健康朝食レシ

ピの推進事業がある。三郷市は、市民アンケートで、朝食の欠食率が高いというアンケート結

果があり、その改善を目的に、「健康朝食レシピ（仮称）」を平成 29 年度に作成することにな

った。食に対しての意識を高めてもらう目的もある。 
 

→質疑なし 
 
 

  ３）早期不妊検査費及び治療費助成の導入等について   資料２     （岡田係長） 
     平成 29 年 4 月 1 日から開始した助成は、不妊検査と不妊治療の 2 種類がある。対象者と

して共通していることは、①夫婦共に妊娠を望み取り組んでいること ②夫婦双方若しく

は片方が三郷市に住民登録があること ③過去に同様の検査を受けていないこと ④1 組

につき 1 回の助成とする 相違点としては、①妻の年齢 ②補助金額である。妻の年齢に

ついては、不妊検査は 43 歳未満、不妊治療は 35 歳未満である。補助金額については不妊

検査は、上限 2 万円で埼玉県補助率は 10 割となっている。不妊治療は、上限 10 万円で埼

玉県補助率は 1/2 となっている。不妊治療については、埼玉県が平成 16 年度から取り組ん

でいる「埼玉県特定不妊治療費助成事業」がある。当初は年齢制限等を設けていなかった

が、平成 29 年度は、初回開始時の妻の年齢が 40 歳以上 43 歳未満への助成は、通算 3 回、

初回開始時の妻の年齢が 40 歳未満で 43 歳になるまで通算 6 回、7 万 5 千円～30 万円の助



    

 

成を行う。埼玉県が初回 30 万円の助成に対して、三郷市は 10 万円の上乗せをして助成す

ることができる。近隣自治体では、吉川市・八潮市・越谷市が平成 29 年度から不妊検査費

の助成を開始している。不妊治療費の助成を行っている近隣自治体はない。埼玉県内では、

不妊検査費は 63 自治体中 56 市町村、不妊治療費は 63 自治体中 47 市町村が平成 29 年度

に実施する予定となっている。 
 
    ◎質問：現在、どのくらいの人が利用しているのか。       （青木協議会会長）  
     →現在のところ、不妊検査・不妊治療ともに正式な申請はない。問合せについては、併

せて 40 件弱ある。市では、共に 80 件ずつの予算を確保している。   （岡田係長） 
 
 
    ４）子育て世代包括支援センターについて   資料３           （岡田係長） 

 健康福祉会館 2 階のリハビリ室の一部を改修して、子育て世代包括支援センターを設置す

る予定である。国・県・市の各負担は 1/3 となっている。子育て包括支援センター内には、

母子健康手帳の交付および相談を受ける窓口と個人情報を保管できる事務所を設置予定。 
 設置するに至った理由は、国がよりいっそうの虐待予防を図ることを目的に要支援児童・

要保護児童の支援の強化として平成 28 年に児童福祉法の一部改正、これに伴い母子保健

法も改正され、第 22 条に妊娠期から子育て期に渡り切れ目のない支援を行う子育て世代

包括支援センター、法律上は「母子健康包括支援センター」が新たに規定された。自治体

は子育て包括支援センターを設置することになり、国は、平成 32 年度末までに設置する

ことを目指している。埼玉県では平成 31 年度末までに設置するよう指導されている。近

隣では、本市と同様に吉川市・松伏町・八潮市・越谷市が平成 30 年度に設置予定。平成

31 年度に草加市が設置を予定している。県内自治体では、63 市町村中平成 28 年度は 23
市町村、平成 29 年度は 36 市町村、平成 30 年度は 53 市町村が設置する。本市の具体的活

動内容は、妊娠期から子育て期に至るまで、ニーズに沿った切れ目のない支援を実施し、

保健師や助産師等の専門職がきめの細かい支援を行っていく母子保健型。他に、身近な場

所で相談を受けニーズを把握し情報提供をする基本型と、保育サービスに関する情報提

供・提供・支援を行う特定型がある。この 3 つの型を立体的に支援を行っていくことが切

れ目のない支援につながると思い、当課では母子保健型を開始することに至った。 
 

     →質疑なし 
 
 

５）健診・がん検診の申込方法の変更について   資料４        （箕輪主幹） 
   平成 30 年度からの健診申込み方法の変更（案）について説明。 
   個別方式の希望者が受診しやすいよう、現行では、市から健診案内の送付後、一旦市へ



    

 

申込みを行い受診券を受け取り、その後医療機関へ受診予約を行っていたが、変更案では、

市から健診案内を送付する際に受診券を同封し、市への申込は行わず、直接、受診予約を

医療機関に行うよう変更するものである。また、受診開始日を 1 か月早めて、5 月初旬か

ら受診可能としたいと考えている。 
 

     →質疑なし 
 
 
  ６）その他 
    事務局から                           （渡辺課長補佐） 
    ・２）で説明した、第２期健康増進・食育推進計画について、今後推進していくのにあた

り、委員の皆様の各団体にご協力依頼をしていくと思われるため、その際はお願いした

い。 
    ・事務局へのお願い                        （栗林委員） 
     不妊治療助成の申請期限について、申請期限が平成30年5月31日までとなっているが、

提出書類に県の書類も必要なものもあるため、県健康長寿課との調整をしていくように

していただきたい。 
    ・乳幼児健診について                      （金子委員） 
     三郷市の健診には他市の健診に協力している保健師もいるが、協力している保健師間で、

三郷市は一人ひとりの情報を把握したうえで健診の対応をしており、がんばっていると

思うという意見があった。 
 
 
   事務局 

・健康推進協議会委員の任期満了について 
 委員の任期満了が 2 年となっているため、今会議が最後となる。 
 次期健康推進協議会委員の推薦等について、各団体等への推薦依頼等を行う旨報告する。 

 
 
 4 閉  会  飯箸副会長 


