
 

 

平成２９年度 第 2 回三郷市健康推進協議会議事録 
 
  

開催日時 平成３０年２月６日（火） 
   午後１時１５分～午後２時３０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、柴田千晶委員、中村里美委員（代理）、 
      清水サダ子委員、村井義則委員、神谷功一委員 
                              （７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係長、 

高橋洋子健診予防係主査、清水厚子健診予防係主査、 
八塚雅幸健康づくり係主任管理栄養士、 
齋藤智子健康づくり係主任  （１０名）  

 
≪傍聴者≫ なし 
 
 

【次 第】 
 1  開  会   原山課長 
 

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 30 年度三郷市保健事業計画（案）について 資料１ 
   ①地域医療に関すること                 （渡辺課長補佐説明） 
    東部南地区第二次救急医療対策協議会について、この協議会は東部南地区の 6 市

1 町（三郷市・吉川市・八潮市・草加市・越谷市・春日部市・松伏町）が、共同

で地区の救急医療体制を執っているものである。二次救急医療病院群輪番制運営

については、地区内の 16 救急病院で 365 日、二次救急医療に対応している。12
月末時点で、25,475 人が受診している。また、小児救急医療支援事業については、



 

 

地区内の６救急病院で 365日対応し、12月末時点では、1,846人が受診している。

平成 30 年度・31 年度については、東部南地区救急医療対策協議会の事務局を当

番市として、三郷市が行うことになっている。 
    三郷市医師会長が協議会会長となり、三郷市は事務局となる。 
     変更点については、小児時間外（初期救急）診療に関して、次年度も今年度と

同様に 13 医療機関で行う予定ではあるが、平成 30 年度は診療時間と診療体制の

変更を行う予定である。＃7000 や＃8000 を埼玉県では導入していたが、平成 29
年 10 月 1 日から救急電話相談＃7119 を新たに埼玉県では導入している。24 時間

365 日、受診等の助言を看護師等が電話相談で対応している。このことから、小

児科医の不足もあり、診療時間を平成 29 年度までは 19：00～22：00 までを、

平成 30 年度からは 19：00～21：00 までに変更し、診療体制の維持を図ってい

きたいと考えている。また、土曜日の診療に関しては、当番医療機関ではなく三

愛会総合病院の施設を使用し、三郷市医師会の医師が出向いて診療を行っていく

体制に変更する予定である。 
 
   ②予防接種全般に関すること               （渡辺課長補佐説明） 
     高齢者インフルエンザについて、今年度は 10 月 1 日～平成 30 年 1 月 31 日ま

での接種期間となっている。次年度も同様に実施していく予定である。11 月末時

点で、9,795 人が接種しているが、前年の同時期では 11,367 人が接種していた。

今年度はワクチンの供給が全国的に遅れていたこともあり、昨年同時期に比べて、

1,500 人程接種者数が少なくなっている。高齢者肺炎球菌については、接種者数

は前年と比べて差異は無く、平成 30 年度までは今年度と同様の対象年齢である

が、平成 31 年度からは、65 歳のみが対象となる。 
     子どもの予防接種については、平成 30 年度も同様に実施し、ワクチンの種類

等の変更もない。予防接種自動スケジューラーの周知を今後も行っていきたいと

考えている。1 月末時点の予防接種スケジューラーの登録者数は、2,303 人とな

っている。 
  
   ③健康増進法に基づく健康づくりに関すること       （渡辺課長補佐説明） 
     地域の健康づくりについては、今年度、目玉事業として健康マイレージの推進

及び、健康朝食レシピの推進に取り組んできた。健康マイレージについては、昨

年 12 月に、テレビ朝日のスーパーＪチャンネルで放映されており、三郷市での

様子が取り上げられた。また、健康朝食レシピについては、レシピ集が完成し、

朝食を食べる習慣のない若い世代が、手軽に簡単にできるようにすることで、朝

食を食べる習慣を付けてもらいたいという意図がある。調理動画を視聴できるよ

うになっている。 



 

 

     平成 30 年度は、健康マイレージの推進のため、戸ヶ崎から栄にかけてのニ郷

半用水緑道や、平成 30 年度に完成予定の陸上競技場でのウオーキングイベント

を実施し、さらに多くの人がウオーキングに取組むよう事業の周知を図っていき

たい。特に、日頃、運動習慣のない人が楽しくウオーキングに取組めるよう働き

かけていきたいと考えている。朝食レシピについては、食生活改善推進員の協力

のもとレシピ集に掲載している内容の料理教室を開催したり、また、レシピ集に

掲載しているメニューを市内 2 カ所の飲食店で提供し、食事した人が興味を持つ

ことでレシピ集の活用に繋ぐことが出来ればと考えている。 
     自殺予防対策について、若い人向けにチラシの配布や、講演会の開催等を行っ

ている。若年者やオーバーワークによる勤務問題等で自殺に至るなどの事例があ

り、近年、社会問題になっている。平成 28 年に自殺対策基本法が改正され、県

や市町村は地区の特性を踏まえた、自殺対策計画を策定することが義務付けられ

ている。これに伴い、三郷市でも平成 30 年度中に自殺対策計画を策定していく。

平成 29 年度は、三郷市では 23 名の方が自殺により亡くなられている。三郷市で

は、自殺対策について、重要なものになってきている。 
 
    →健康マイレージ等に三郷市は率先して取り組んでいるが、草加保健所管内では

取り組んでいない自治体もある。目標を立て、県庁内でも職員が率先して行なわ

なければならないとしている。今後共、推進をお願いしたい。（中村委員） 
 
    →現時点で、三郷市は健康マイレージの登録者数は、第 1 位である。 

                             （森市民生活部長） 
 
    →朝食レシピの事業については、三郷市から委託を受け、食生活改善推進委員協

議会では協力して 2,3 月に料理教室を行うことになっている。先月の定例会で、

調理をしてみたが、調理が非常に簡単で残材が出なく、このレシピは優れている

感じがした。広く普及出来ると良いのではないかと現在のところ思っている。 
（村井委員） 

 
   ④母子保健に関すること               （岡田地域保健係長説明） 
     妊婦支援事業について、妊娠の届出及び母子健康手帳の交付が昨年から比べて、

約 100 件弱増加している。次年度も同様の件数を予定している。また、歯科健康

教育について、今年度 2 回実施し、地域で歯みがき指導及びフッ素塗布を行って

おり、次年度も 2 回実施を予定している。また、今年度より開始した事業に、不

妊治療費等助成事業があり、不妊検査費助成及び不妊治療費助成を行っている。

当初、双方とも 80 件の申請を予定していたが、現時点で、不妊検査費助成は 27



 

 

件、不妊治療費助成は 6 件となっている。来年度、新たに不育症検査の助成を 5
件程見込んでいる。前回の第 1 回推進協議会で説明したが、三郷市子育て世代包

括支援センターは、来年度の新規事業として予定しているため報告する。平成 29
年 11 月に福祉会館２階のリハビリ室を一部改修し、平成 30 年 4 月開設に向けて

準備を行っている。このセンターは、3 つの型に分かれており、（1）地域子育て

支援拠点を統括する基本型 （2）保育コンシェルジュの特定型 （3）健康推進

課が実施予定の母子保健型がある。母子保健型の業務内容は 4 点あり、1 つ目は、

妊産婦・乳幼児の実情を把握。2 つ目は、妊娠・出産・子育てに関する各種相談

に応じ、必要な情報提供及び助言、保健指導を行う。3 つ目は、支援プランの作

成。 4 つ目は、保健医療及び福祉の関係機関との連携・調整を行うこととして

いる。本市は、基本型・特定型・母子保健型を併せ持つ複合型として、健康推進

課のみでなく、子ども支援課、すこやか課と共に、協力・実施することとしてい

る。名称は、「子育て支援ステーション ほほえみ」を予定している。昨今、子育

てする家庭を支える社会の繋がりが希薄になっており、妊娠・出産・育児期の家

庭の不安感が増している。妊娠期から子育て期に切れ目のない支援のサポートの

拠点としていきたいと考えている。 
 
    →組織については、現時点で担当者レベルで協議を行っている状況であるが、子

ども支援という観点から、主管課は子ども未来部子ども支援課が担当することに

なる。ただ、先程の説明通り、3 つの型に分かれており、母子保健型については、

健康推進課がバックアップしていくことになる。健康推進課が行う母子保健型の

内容は、妊娠届出の受理・母子健康手帳の発行を行っていく。その際、面接を行

い、ハイリスクの方を抽出し、必要な支援プランの作成していくことになる。ハ

イリスク者を早めに把握し虐待予防に繋げていく。 
     組織の内容については、年明けに決定したばかりであるため、まだ流動的な所 
    があるため、細かい所はこれから詰めていく状況である。また、詳しいことは今

後説明できるようになると思われる。                          （原山課長） 
 
      ⑤成人健（検）診事業に関すること              （箕輪主幹説明） 
     健（検）診内容については、次年度も今年度と同様変更なし。特定健診・がん

検診については、平成 30 年度から申込み方法の一部を変更する予定である。現

行では、毎年 3 月中旬に 40 歳～74 歳の国民健康保険被保険者を対象に健診の案

内（オレンジ封筒）を送付している。その後、申込みをしたかたに対して、6 月

初旬に受診券を送付。受診券の到着後に、健診を受診するという流れになってい

る。平成 30 年度からは、個別方式の受診方法を簡略化する。変更点は、健診案

内を送付する際、対象者全員に受診券を同封して 4 月に発送する。受診券を同封



 

 

することで、個別方式については、市への申込みをせず、直接、医療機関へ申込

みをすることができ、健診希望者の利便性の向上を図ることができる。また、医

師会の協力のもと、健（検）診開始時期を例年より約 1 か月早めることになった。

5 月 7 日（月）からの健（検）診実施となるため、健（検）診期間の拡大になる。

集団健（検）診については、平成 29 年度と同様の方法である。レディースデイ

については、回数を拡大し、平成 29 年度は 1 回の実施であったが、平成 30 年度

は 8 月・10 月の 2 回実施する。両日とも託児室を設置する。平成 30 年度に後期

高齢者医療制度に変更となる平成 31 年 3 月 31 日時点に 75 歳になるかたについ

ては、今年度から特定健診の対象から外れるため、毎年送付していたオレンジ封

筒の送付がされなくなる。そのため、送付がないと疑問に思うかたがいると想定

され危惧されていた。今年度は、保険が国民健康保険から後期高齢者医療制度へ

の変更となり、国民健康保険の健診案内の対象から外れることを説明し、健診の

申込みハガキを併せて送付することとした。胃がん検診については、平成 29 年

度から厚生労働省からの指針改正により、50 歳以上で隔年実施に変更し、また、

ピロリ菌検診を新規導入した胃がん検診は、隔年実施のため平成 28 年に胃部エ

ックス線検査及び内視鏡検査を受診したかたは、平成 29 年度は受診対象外であ

るため、検診状況数は前年より減少している。ピロリ菌検診は、12 月末時点で、

集団健診を受診したかたの希望者が多い。ピロリ菌検診を受診し、精密検査を受

診したかたのうち胃がんが発見されたかたが 5 名いた。 
     受診率の向上に向けて、健診案内チラシ及び申込みハガキの周知媒体を例年、

医師会・歯科医師会・薬剤師会の協力のもと設置していただいている。また、今

年度好評だったミニカレンダーも、次年度版を作成する。3 月中旬頃に設置依頼

させていただく予定である。 
 
    →前立腺がんについて、60 歳・65 歳の２回しかチャンスがないが、自身のまわ

りにも前立腺がんの手術をしたりと、この年齢になると男性の場合、問題を抱え

る人も多くなってきていると思われる。女性の場合、骨祖鬆症健診が５歳間隔で

あるため、男性においても、同様に５歳間隔であってもよいのではないかと思う。

少なくとも、70 歳位まで受診のチャンスを与えてもよいのではないか。予算的問

題があるのならば、オプションで受診できるようにする等、男性の目からみても、

増やしてもよいのではないかと思われるがいかがか。健診の際、採血時に併せて

検査するのでもよいのではないか。2 回では少ないのではないか。                   

（村井委員） 
    →前立腺がんは、他のがんに比べて進行が遅いがんと言われている。前立腺がん

が発見されたとしても、天寿を全うするかたも多い。      （原山課長） 
 



 

 

    →この年齢で行うのは、上手くいっていると聞く。専門外の為、70 歳まで広げる

必要があるかは、確認をする。             （青木協議会会長） 
     
    →認知症検診と歯周疾患検診の実施状況が、予定人数から見ると少ないように 

思われるが、周知方法は、健康増進法に基づく検診等事業は他のがん検診事業と 
比べて違うのか。                      （柴田委員） 
 
→歯周疾患検診については、平成 29 年度は他の健診と比べて、市民の目に触れ 
る機会が少なかったため、27 人という実施数となっている。平成 30 年度は、他 
の健診と同様に、3 月中旬に全戸配布する平成 30 年度健康のしおりには大きく取 
り上げるよう準備を進めている。             （箕輪主幹説明） 
 
→認知症検診については、県の補助金の関係で 70 歳となっている。 

                               （青木協議会会長） 
 
→やり方を考えたほうが良い。年齢だけではないと思われる。 （柴田委員） 
 
→75 歳健康診査と表示するようにしたのは良いと思う。この表示がされたことで、 
対象年齢の人は、通知が送付されてこないことが判るようなり、自分自身で検査 
をするようになる。 
 認知症検診については、当事者は認知症検診に行くことは難しい。対象年齢が 
あることで、周りの人へも勧めやすくなり、受診しやすくなると思われる。 
                             （清水委員） 

 
    →最近、若年者のがん死亡のニュースが取り上げられているが、検診を受診する

機会を与えたり、オプション等で受診する機会を設ける等を検討していただける

と良いのではないか。                   （神谷委員） 
 
    →検診も難しいところがあり、市が行っている集団検診では、集団での死亡率を

下げる意味もあり、好発年齢を考慮して検診対象年齢を決定しているところもあ

る。一概に検診対象年齢を若くするから良いということではない。また、若い人

の場合、遺伝が関係することもあり、兼ね合いが難しい。市の集団検診は、集団

全体の死亡率を下げることを一つの目的としている。     （原山課長） 
 
    →現在、全国的にはピロリ菌検診を行い、高校生で除菌する動きがある。 

 （青木協議会会長） 



 

 

   2）第 2 期 三郷市国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス計画） 
     第 3 期 特定健康診査等実施計画について  資料 2 

 

     この計画については、「三郷市国民健康保険保健事業実施計画」と「三郷市特定 

    健康診査等実施計画」を一体的に策定し、計画期間は、平成 30年度から平成 35 

年度までの 6か年となる。計画の目的は、国保データシステムのデータを活用し、 

医療費の増大につながる課題を明確にし、ＰＤＣＡサイクルに沿った効果的・効 

率的な保健事業を実施する。特定健康診査や特定保健指導を効果的に実施し、生 

活習慣病の発病や重症化を抑制し、健康寿命の延伸や医療費の更なる適正化を目 

指している。 

 計画（案）について、パブリック・コメント手続きを実施している。平成 29 

年 11 月 28 日～12月 27 日までを期間とし、三郷市市民パブリック・コメン 

ト手続条例に基づき、市政情報コーナーや文化会館、市内公共施設等でパブリッ 

ク・コメント手続きを実施したところ、市民から 7件の意見があった。意見内容 

及び講評については、市長決裁がおり、2月 21 日に開催される国保運営協議会で 

報告し、2月下旬以降に市ホームページで公表を予定している。 

 

→№7の意見について、「医療機関に定期的に通院している人は、特定健診の項目

をいくつか受けている。不足分を、特定健診を受診したとみることはできないか」

となっているが、歯科だとかなり多いと思われる。歯周病健診の受診に至らない

理由としては、ほとんどは歯科医院に定期的に通院しており、歯周病に対しては、

定期的にメンテナンスを受けている。実際に、№7 の意見が実施されれば、歯周

疾患検診も達成されてくるのではないか。            （飯箸委員） 

 

→歯周病健診は、国の補助金に関係してくるのか。     （青木協議会会長） 
 

→歯科については、節目検診については、健康増進法の補助金に関係してくる。

飯箸委員の言われたとおり、歯科医院に通院している人が多く、歯周病疾患検診

の受診者は少ないが、実際には、検診を受診している人数は多くなるのではない

か。№7 については、特定健診と限定されているものであるため、歯科は含まな

い。                            （原山課長） 

 

3）その他 

  特になし     
  
4 閉会  飯箸副会長                                


