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平成 30 年度 第 2回三郷市健康推進協議会 議事録 

 

  

日時 平成 31年 2月 26 日（火） 

                             午後 1時 15 分～ 

                                             会場 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、中山由紀委員、 

清水サダ子委員、村井義則委員、神谷功一委員 （7名） 

 

≪事務局≫森好弘市民生活部長、梅澤十三男市民生活部副部長、 

原山千恵健康推進課長、箕輪陽子健康推進課長補佐兼健診予防係長、 

岡田美奈子地域保健係長、髙橋洋子健康づくり係長、 

須永奈々子子ども支援課主査、 

岩瀬佳代健康づくり係主任保健師、岩城絢子健康づくり係主事 （9名） 

 

≪傍聴人≫なし 

 

【欠席者氏名】 

≪委員≫ 安部順雄委員 （1名） 

 

 

 

１ 開  会   原山健康推進課長 

 

２ 挨  拶   森市民生活部長 

               青木協議会会長 

 

３ 議    事    青木協議会会長（議事進行） 

１) 平成 31 年度事業計画（案）について  

・資料 1 平成 31年度三郷市保健事業計画（案） 

○地域医療・予防接種事業                   （髙橋係長） 

資料に沿って、主要なもののみご説明させていただく。 

地域医療に関することでは、平成 30年度から三郷市が春日部を含む近隣自治

体で行っている「東部南地区第二次救急医療対策協議会」の代表幹事市となっ
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ている。各種会議の開催や請求事務の処理、当番表の作成等を行っており、平

成 32年 4月まで幹事市として対応させていただく。第二次救急医療対策協議会

は、主に二次救急医療病院群輪番制の運営として、大人のかたへの第二次救急

の受け入れと、小児救急医療支援事業の運営として小児の第二次救急の受け入

れの 2種類があり、それぞれ大人のかた向けのものは 16 病院、小児向けのもの

は 6病院で輪番制を敷いている。大人のかた向けのものについては、先般、1病

院から退会の申し出があったため、平成 31 年度以降は 15 病院で運営していく

ことになった。 

予防接種全般に関することでは、まず、高齢者肺炎球菌ワクチンの予防接種

について、今までは 65 歳から 100 歳までの 5歳刻みの年齢のかたに対象者を区

切り、平成 30 年度までの 5年間の経過措置として実施していた定期予防接種が

終了し、平成 31 年度以降の対象者は 65歳のかたのみと予定されていたものが、

先般、経過措置を 5年間延長することが決定した。そのため、未接種者に対し、

平成 31 年度以降も引き続き、65 歳から 100 歳まで 5歳刻みの年齢のかたへ接種

の機会を設けることとなった。 

次に、平成 31 年度から成人男性を対象とした風しん対策が新たに全国で開始

されることとなり、現在準備を進めているところである。これは、平成 31年度

40 歳から 57 歳になる男性に対し、風しんの抗体検査を実施したのちに、抗体価

が低いと判明したかたに対し、定期予防接種を実施するというものである。平

成 31年度については、対象者のなかでも抗体価が低いとされる、若い世代であ

る 40 歳から 47 歳の男性に対しクーポン券を送付し、まずは抗体検査の勧奨を

行うこととなる。 

また、任意予防接種については、今年度、はしかや風しんが各地で流行して

いることもあり、風しん予防接種の実施数は予定人数を上回る状況となってい

る。これを受け、平成 31年度は今年度の約 3.5 倍の予算を計上し、対象者を埼

玉県で行っている抗体検査事業に合わせ、抗体検査を受けたうえで医師が必要

と判断したかたについて、予防接種費用の一部を助成していく予定となってい

る。 

 

○健康づくり事業                         

健康マイレージ推進事業については、平成 30 年度は 12 月末時点で 642 人の

新規登録があり、登録者数は合計 2,639 人となった。これは県下 2 位の数字で

ある。11月 25 日には三郷市陸上競技場を利用して「お笑い健康フェスタ 2018」

を開催し、延べ約 1,000 名のご来場をいただいた。このイベントで、マイレー

ジの周知を行ったものの、新規参加は 66 人にとどまった。平成 31 年度以降は、

高齢者や国保加入者向けの申込み会等を各地区センター等で行い、歩数計の利
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用を勧奨し、参加者の増加に努めていきたいと考えている。 

簡単健康レシピの普及については、平成 30 年度は食生活改善推進員の協力を

得て、市内小学校において授業の時間をいただき、普及事業を行った。高州東

小学校 6 年生 2 クラスと八木郷小学校 5 年生 1 クラスの合計 3 クラスで行い、

平成 31 年度以降も小学校でのレシピ集の普及事業を行っていく予定であり、現

在日程等の調整を進めているところである。また、1 月 10 日には健康朝食レシ

ピを監修していただいた女子栄養大学との包括協定を締結した。平成 31 年度に

ついては、高齢者向けにフレイル対策を目的としたレシピを作成したいと考え

ている。 

また、喫煙対策については平成 30年 7月 25 日に改正健康増進法が公布され、

施設等の類型に応じた対策をとることが法律上の義務となった。これらの施行

期日は平成 31 年 7 月 1 日とされており、先日 2 月 22 日に政省令が公布された

ところであるが、まだ詳細なガイドラインは提示されていない。市役所等の公

共施設について、敷地内での喫煙は煙に対する配慮が求められることになるが、

詳細が分かり次第、庁内での連携を進めていく。 

                       （岡田係長） 

地域の健康づくり推進事業の中の、町会健康づくりについて、これは、住民

の健康の保持及び増進を図ることを目的として、健康づくりを推進する町会そ

の他の自治組織に、健康づくり推進事業を委託するものである。高血圧や糖尿

病、肥満などの生活習慣病の予防教室や、そして筋力が衰え、疲れやすくなる

と閉じこもりがちとなる、いわゆるフレイルを予防する介護予防教室等を対象

とし、１年度につき 30,000 円を上限として助成しており、今年度は 34 町会か

らの申請があった。また、平成 30年 11 月 29 日に開催した災害時高齢者生活支

援講習（講話と実技演習を行ったもの）においては、新規 11 町会の参加があっ

たため、平成 31 年度は、これを含め、45 町会分の予算を確保している。 

 

○母子保健事業 

母子健康教育事業における両親学級（ハローベイビー教室）について、平成

30 年度までは「両親学級」として開催していたが、「シングルなので参加しづら

い」「夫は仕事のため一緒に行けない、行きたいのに行きづらい」等の意見が多

くあった。これを受け、平成 31 年 4 月から「ハローベイビー教室」と名称を変

更し、実施することとなった。内容については、特段の変更はない。 

また、先日、埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科 関美雪准教授から「父

親を対象とした育児支援プログラムの開発」をテーマとしたアンケート調査の

協力依頼があった。核家族化が進行している近年、子育ては夫婦のみで行う家

庭が増加しているため、父親の育児協力が重要と言われ推進されている一方で、
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父親を対象とした育児支援プログラムが確立されていないという現状に対し、

これを開発するものである。三郷市としても、今回のアンケート調査協力が、

最終的には父親の育児支援体制の強化から、より良い夫婦関係、そして母子支

援につながると考えており、平成 31 年度から 1年間、ハローベイビー教室 1回

目に来所した父親になられるかたに、アンケートを依頼する形で協力を予定し

ている。 

今後も関係機関と連携し、妊娠・出産・子育て期の切れ目のない支援をすす

めていく。周知のとおり、平成 30年 4月から「子育て支援ステーション ほほ

えみ」を開設しているが、その現状と平成 31 年度の予定については次のとおり

である。 

（須永主査） 

相談訪問事業における子育て支援ステーションでの実施数は、家庭訪問 63件、

来所相談 211 件、電話相談 327 件である。引き続き切れ目のない支援が提供で

きるよう、体制強化と各課との連携を図っていく。 

子育て支援ステーション事業について、母子健康手帳の交付（ステーション、

市民課、出張所分）については平成 30 年度 12 月末現在の実施状況で 880 件、

妊娠期面談については同様に 388 件となっている。平成 31年度予定数は、母子

健康手帳の交付件数を 1,500 件、妊娠期面談件数を 1,200 件と見込んでいる。 

妊婦健康診査事業については、平成 30 年度 12 月末現在の実施状況で 14,858

件、妊婦相談は同様に 197 件となっており、平成 31 年度予定数は妊婦健康診査

を 23,795 件、妊婦相談を 300 件と見込んでいる。 

また、乳児家庭全戸訪問事業とは、4か月までの乳児のいる家庭に対し、全世

帯訪問するものであるが、平成 30 年度 12 月末現在の実施状況が 861 件、平成

31 年度は 1,250 件を見込んでいる。 

なお、平成 31年 4月から「妊娠期面談等相談予約システム」の運用開始を予

定しており、現在準備中である。これにより、妊娠届出時の面談予約がスムー

ズにできるようになり、効率的な面談を実施することができると考える。妊婦

の全数面談が実施できるよう、体制づくりを進めていく。 

 

    ○成人健（検）診事業                  （箕輪課長補佐） 

      成人健（検）診事業に関し、平成 30年度の 12月末現在の実施状況、及び平

成 31年度の予定について、主要なもののみご説明させていただく。 

特定健康診査・がん検診につきましては、平成 30年度から、受診希望者の負

担を軽減するため、個別方式での受診方法を一部変更した。特定健康診査の案

内を送付する際に、対象者全員に受診券を同封することで、個別方式について

は、市に申込手続きをすることなく直接医療機関に予約し、受診できるように
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なっている。また、医師会の協力をいただき、個別健診開始日を一か月早め、

健診期間を拡大した。集団健診については、保健センターを会場としており、

健診日程の割り振りをするため、市への申込手続きが必要となる。平成 31年度

については、現在個別健診を選択する受診者が増えていることから、集団健診

の回数を 2回縮小し、土曜日 1回、日曜日 4回を含めた、合計 27 回の実施とな

る。また、平成 30年度同様に、レディースデイを 2回実施し、両日共に未就学

児の託児を行い、子育て世代の母親が受診しやすいよう環境を整えていく。  

後期高齢者医療保険制度に変更となる 75 歳のかたについては、平成 30 年度

から 75 歳健康診査・がん検診のお知らせとして、申込ハガキを同封した案内を

送付した。平成 31年度も、同様に 4月中旬に送付する予定である。  

胃がん検診について、平成 29年度から国の指針の改正に基づき、対象年齢を

50 歳以上での隔年実施と変更し、ピロリ菌検診を新規導入した。平成 29 年度

は、このピロリ菌検診の受診者が多く、胃部エックス線検査及び胃内視鏡検査

受診者は、隔年実施のため受診者数は減少しているが、反対に平成 30 年度は、

胃部エックス線検査及び胃内視鏡検査受診者が多い年となった。ピロリ菌検診

について、胃がんに対するリスクを把握すると共に、その後リスクに応じて検

診を受診することで、胃がんの早期発見・早期治療に繋げる検診であることを

引き続き周知していく。 

歯周疾患検診については、健康のしおり、健診案内チラシ、ホームページ等

でのＰＲに力を入れた結果、平成 29 年度より 60名増加し、受診者数は 87名と

なった。 

認知症検診については、高齢者肺炎球菌ワクチン定期予防接種の案内送付の

際、認知症検診の対象年齢である 70 歳のかたへ、検診の受診勧奨チラシを同封

したことと、受診者への医療機関からの声掛けをしていただいたこともあり、

実施人数は平成 29年度より 90名増の 138 人となった。 

平成 31 年度につきましては、健康診査・がん検診の内容に変更はないが、平

成 30年度からの申込方法の変更について定着するよう、分かりやすい周知に努

めていく。 

医師会、歯科医師会、薬剤師会におかれては、引き続きのご協力をお願いし

たい。 

 

＜質疑＞ 

青木会長  小児の第二次救急の圏域はどこまでか。 

 

＜事務局＞ 

髙橋係長  東部南地区は、三郷市、八潮市、草加市、越谷市、吉川市、春日部市、松



    

6 
 

伏町が範囲である。ただし、春日部市まで搬送する例はあまりないようだ。

草加市の初期救急は草加八潮医師会が持ち回りで行っているようだ。 

 

 

２) 三郷市自殺対策計画（案）について 

・資料 2－1 三郷市自殺対策計画（案）概要版 

・資料 2－2 三郷市自殺対策計画（案）  

・資料 2－3 「三郷市自殺対策計画（案）」に対するパブリック・コメント手続き

の結果について 

                                （髙橋係長） 

三郷市自殺対策計画の計画書本編に沿ってご説明させていただく。 

三郷市での自殺の実態について、国から「地域の自殺の特徴」として示され

たものがある。これによると、1位は「女性/60歳以上/無職/同居人あり」のか

たで、背景にある主な自殺の危機経路は「身体疾患→病苦→うつ状態→自殺」

というものである。背景にある主な自殺の危機経路とは、あくまでも該当する

性別・年代等の特性に応じ、「自殺実態白書2013」を参考に全国的に見て代表的

と考えられる自殺の危機経路を示すものであり、提示された経路が唯一のもの

ではない点にご留意いただきたい。2位は「男性/60歳以上/無職/同居人あり」、 

3位は「男性/60歳以上/無職/独居」となっている。 

計画の目標値としては、厚生労働省の示す自殺総合対策大綱において、自殺

死亡率を10年間で30％以上減少させることとされており、具体的には平成27年

比で平成38年までに達成することとなっている。これを当市では、本計画の終

了年まで、すなわち平成35年度までに割り戻し、平成34年の自殺死亡率を16.6

とすることとして、目標値を設定した。なお、平成35年度までに達成するとい

う意味は、平成34年度の自殺死亡率を減らすということであり、厚生労働省か

らそのように指導があったため、指導に沿って目標値を設定している。 

三郷市の自殺対策における取組については、前回の健康推進協議会において

説明したため、今回は割愛するが、４つの基本施策と５つの重点施策から組み

立てていることに変更はない。 

   なお、平成30年度第1回三郷市健康推進協議会において、策定側に精神科医を

入れるべきとご指摘をいただいた件については、アドバイザーとして市内の精

神科の医師2名に参加していただいた。みさと協立病院の矢花医師からは、主に

未遂者への支援やゲートキーパー、こども食堂についてもご意見をいただき、

施策に反映した。草彅医師からは、早期発見・早期治療の重要性についてご意

見をいただいた。これらを踏まえ、平成31年度は、まずゲートキーパーの養成

や相談機関の周知などを行っていきたいと考えている。 
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また、同じく第1回三郷市健康推進協議会において、精神科医以外の専門職に

も計画策定に参加してもらうべきとご意見をいただいた点については、精神保

健福祉士の安藤氏や草加保健所精神保健福祉士の助川氏などから、自殺対策計

画策定懇話会を通じていただいた意見を、計画に反映させている。 

パブリック・コメントについては、平成30年11月27日～平成30年12月27日に

実施し、合計9件の意見をいただいている。その中に、失恋問題や引きこもり問

題についても、計画の重点課題や統計に載せてほしいとの要望があった。これ

について、計画本編に自殺の危機経路を示した図があり、自殺は平均すると４

つの要因が複合的に連鎖して起きているとされているが、その要因の中に、失

恋や引きこもりも示されており、パブリック・コメントの指摘を含んでいると

考える。計画書においては、自殺の要因ひとつひとつの統計を示してはいない

が、自殺の危機経路に示された要因を把握したうえで、計画を推進していく。

ほかにも、計画周知に力を入れるべきことや、声掛け合うまちづくり、親の教

育についてなど意見をいただいた。これら全てを計画書内に反映させるわけで

はないが、基本施策と重点施策の内容で対応できるものも多くあり、また反映

させていなくとも、いただいた意見をふまえ、関係機関等と連携し、計画を推

進していきたいと考えている。 

今後は、庁内の「自殺予防対策推進会議」や、市民団体等により構成され、

計画の進捗状況を評価すると共に、新たな取組を提案する「すこやかみさと健

康づくりネットワーク会議」にて、PDCAサイクルによる評価を行い、最終年度

の目標である自殺死亡率の減少を達成できるよう評価・修正を行っていく。   

健康推進課としては、計画の周知とともに、最重点取組として「さまざまな

職種・市民・学校教育に関わる人へのゲートキーパー養成講座の実施」を掲げ

ており、平成31年度は推進に力を入れていきたいと考えている。 

 

 

＜質疑＞ 

村井委員  基本施策の、近所同士の声掛け、あいさつキャンペーンについて、ぜひ推

進していただきたい。先日、マンションの住民同士で話していて、なかなか

声掛けがないと話題になった。海外では気軽に挨拶をする姿をよく見るが、

日本人は気質もあってか、そういったものが上手くない。みんなが気を付け、

積極的にキャンペーンをすることで、地域の安心がつくれるのではないか。

未着手のままにせず、ぜひ推進してほしい。 

 

柴田委員  基本施策、重点施策の各アクションプランは素晴らしい内容だと思うが、

数も多く、全て完璧に行うことは難しいと思うので、この中でも特に的を絞



    

8 
 

って行ったほうが効率的ではないか。 

 

＜事務局＞ 

髙橋係長  ご指摘のとおり、各重点施策のアクションプランのなかに、1つずつ最重点

取組を設けており、それを優先に取り組んでいくことを想定している。また、

健康推進課だけで推進していくのではなく、市民団体のかたがたや関係機関

と連携し、効率的に進めていきたいと思っている。 

 

＜質疑＞ 

青木会長  最重点取組とは、対象者の的を絞るというわけではないのか。子どもから

高齢者まですべて同一に取り組むという意味か。 

 

＜事務局＞ 

原山課長  例えばゲートキーパーの養成を最重点取組の1つとして挙げているが、これ

について、市民全てに対し一律に推し進めるということではない。これにつ

いて、アドバイザーの矢花医師から、医療機関のスタッフに対しての周知が

必要という意見もいただいている。来院するかたのなかには、精神科以外で

も、例えば内科の患者さんにも精神的な疾患のあるかたが多く、医療機関の

スタッフにゲートキーパー養成講座を受けていただくことが、自殺対策に効

果的に働くということである。医療関係者のほかにも市職員、教育関係者な

ど、ある程度対象を絞って推進していきたい。また、すでに母子愛育会のか

たがたには講座を受けていただいている。 

 

＜質疑＞ 

青木会長  子どもの自殺はどのくらいいるのか。独居の高齢者であれば、この計画の

ように市民全員で取り組めると思うが、子どもについては教育委員会が取り

組むべき問題ではないか。 

また、40代にも自殺者が多いとあるが、働き世代の自殺は経済的な理由に

よるものではないのか。 

 

＜事務局＞ 

原山課長  まず、近年の統計では、20歳未満の自殺者数は三郷市では年間1人ほどであ

る。ご指摘のとおり、この世代への対策としては、学校教育部指導課に当計

画の策定部会員として参加してもらっている。市としては、教育委員会には

子どもの自殺対策にご協力いただき、自殺者の多い60歳以上のかたの対策も、

力を入れていこうと思っている。 
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また、一例だが、生保受給中のかたに自殺者はそう多くない。ケースワー

カーが定期的に訪問することで孤立を防いでいる面があるのではないか。 

自殺は複合的な要因で発生するものであり、特効薬はない。この計画は、

村井委員が仰るように、挨拶をして声掛けをして、孤独孤立を防ごうという

趣旨のものである。 

 

 

３) 特定健康診査等受診率向上対策について          

・資料３ 特定健康診査等受診率向上対策について 

                                 （箕輪課長補佐） 

     特定健康診査の受診率の推移について、国民健康保険加入者の 40 歳から 74

歳までのかたを対象とした特定健康診査の受診率の 5年間の推移を示している。

平成 29 年度の数値は、平成 30 年 11 月に 35.1 パーセントで確定した。受診者

数は 8,576 人である。平成 28年度と比較すると 200 人の減となるが、特定健診

の対象者自体が 1,444 人減少しているので、受診率としては、1.2 ポイントの増

となった。 

     次に、平成 30年度特定健康診査実施状況の途中経過については、平成 31年 1

月末現在の申込者数に対しての受診者数である。個別健診については、12 月請

求分として実施報告があがった件数となる。合計で 7,134 人のかたが受診して

おり、平成 29 年度の同時期と比較すると、768 人の減少となるが、4 月 1 日時

点の国民健康保険被保険者数を 29年度と 30年度で比較すると、1,415 人の減と

なるため、みなし健診としての人間ドックの受診者数、診療情報提供数なども

加算すると、受診率としては伸びてくるものと思われる。 

     次に、平成 30年度受診率向上策の主な取組について、市民の皆様の健康を守

るためにも、さらなる受診率の向上を目指して様々な取組をしているところで

ある。平成 30年度の取組については、前述のとおりであるが、他にも、新たに

市内健康づくり協力店 33店舗に健診案内チラシと健診日程入りミニカレンダー

を設置したこと、乳幼児健診時に保護者への健診案内チラシを配付したこと、

民営も含めた市内保育施設等全 26施設においての保護者へ約 2,000 枚の健診案

内チラシを配布したこと、さらに早稲田図書館の展示コーナーにおいて 9 月に

健康・健診のＰＲを実施したことが挙げられる。 

以上のように、平成 30年度は、市民が健診の案内を目にする・耳にする機会

を少しでも多く作ることに努めた。平成 30年度の特定健診の受診率は、平成 31

年 11 月頃の確定となるが、前年度より向上するものと考えている。 

     最後に平成 31年度の主な取組について、目玉事業は、業者委託による効果的

な勧奨通知の送付を行う点である。具体的には、定型的な内容ではなく、健診
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結果の経年変化や分析結果を、一人ひとりに対応した個人あての勧奨通知に落

とし込み、生活習慣に対する個別のアドバイスコメントを加えたものを送付す

るというものである。また、がん検診（肺・大腸・乳がん）の対象年齢となる

40 歳のかたに、三郷市の実施しているがん検診を案内する受診勧奨ハガキを新

たに送付する予定であり、がん検診を受けられる年齢になったことを案内する

ことで、がん検診について知っていただくと共に、がん検診と併せて健康診査

の受診に繋がる効果があると考えている。 

     その他、継続した取組としては、前述のとおり、昨年の 4 月から開始した、

特定健診の案内通知に受診券を同封することで個別方式での健診申込方法を簡

略化したことや、個別方式での受診開始日を１か月早め、受診期間の拡大を図

ったこと、託児も併せたレディースデイ等がある。 

     医師会、歯科医師会、薬剤師会においては、健診案内ポスターの掲示や健診

案内チラシ及び申込ハガキなどの設置につき、例年同様にご協力をいただきた

い。さらに、受診者と接する機会に、健康診査・がん検診の受診をするよう、

お声掛けいただくことをあわせてお願いしたい。先生がたからのお声掛けが市

民に一番響くものと思っている。 

今後も、健康寿命の延伸をめざし、受診率の向上に取り組んでいくので、是

非ともご協力をお願いしたい。 

 

＜質疑＞ 

なし   

 

４) その他 
＜質疑＞ 

青木会長  昨今問題となっている子どもの虐待について、母子愛育会にうかがいたい。

乳幼児健診等を受けていない市民へは全戸訪問しているということだが、近年

は集合住宅が増えたこともあり、不在の場合が多いのではないか。虐待等につ

ながらないか。 
 

清水委員  母子愛育会の訪問で面会できない案件は増えているが、その場合は健康推

進課の保健師が引き継いでいる。 

 

＜事務局＞ 

岡田係長  たとえば海外に出国したかたであれば出入国記録を確認するほか、子ども

支援課・すこやか課のこども医療費や児童施設等への集団入所の情報の確認を

する等、連携して状況を把握できるよう努めている。 
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＜質疑＞ 

青木会長  小児時間外診療の輪番制については、薬剤師会の協力のもと、土曜日の休

日診療所を開くことができているものであり、謝辞を申し上げる。ただ、診

察室や駐車場に十分な広さがないと、混雑はもちろん、新型インフルエンザ

等の発生時に対応できないという問題もある。 
 
飯箸副会長 医師会立休日診療所については場所の問題もある。現在の診療所は手狭で

駐車場が少なく、敷地外に路上駐車している状況である。 
       
神谷委員  休日診療所の混雑はかなりのものであり、医師側も多忙に見える。 

 
村井委員  使わなくなった小中学校などを利用できないものか。新規に建てるのでは

なく、現在ある建物を再利用する方向で検討してほしい。 

 
青木会長  既存の施設は診療に適した構造になっていないので、簡単に利用すること

はできない。 
三郷市の救急車の市内収容率は高いようだ。重症患者は市外に搬送されるこ

ともあるが、殆ど三郷市内の病院で患者を収容できていると聞く。 
 

＜事務局＞ 

 原山課長  事務局からの連絡事項をお伝えさせていただく。次回の開催日程について

は、8月 23 日（金）13時 15 分からを予定している。 

 

 

４ 閉  会  飯箸副会長 


