
    

 

令和元年度 第 1回三郷市健康推進協議会 議事録 

 

  

日時 令和元年 8月 23日（金） 

13：15～15：00 

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、手塚理人委員（代理）、 

清水サダ子委員、村井義則委員、神谷功一委員 （7名） 

 

≪事務局≫森里美市民生活部長、園田朝清市民生活部副部長兼健康推進課長、 

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、 

齋藤智子健康づくり係主任、大戸彩夏健康づくり係主事 （7名） 

 

≪傍聴人≫なし 

 

【欠席者氏名】 

  ≪委員≫安部順雄委員（1名） 

 

 

１ 開  会   園田市民生活部副部長 

 

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 30年度事業報告について        資料１ 保健年報（平成 30年度） 

○第 2章 母子保健事業について                  箕輪補佐 

乳幼児健康診査は、4 か月健診、9 か月健診、1 歳 8 か月健診、3 歳 6 か月健

診の各健診をそれぞれ月 2回、年間 96回実施した。診察を医師会、歯科検診を

歯科医師会、栄養指導を地域活動栄養士会に委託し実施した。4健診の合計受診

率は、94.7％となっており、最も高い受診率は 4か月健診の 97.7%である。月齢

が高くなるに従い、受診率は低くなる傾向がみられる。人口増加とともに、乳

幼児健診の受診者数も増加していることから、引き続き環境整備が課題である。



    

 

健診の制度を維持したうえで、受診者の負担を軽減できるよう、効率的な健診

の実施について検討していく。 

 

                              須永主査 

妊婦健康診査については、対象妊婦の減少により、受診者数はやや減少して

いる。妊婦相談実施状況については、平成 29年度に比べ、妊婦訪問件数は減少

しているが、来所相談については、子育て支援ステーションが開設したことか

ら、相談件数は 2倍以上に増加している。 

母子健康手帳交付については、平成 30年度の妊娠届出数は、1,150人であり、

その内訳は、初妊婦が 500人おり、前年度より 56人減少し、経産婦は過去 5年

間で最も多い 650 人となっている。母子手帳は、子育て支援ステーション・市

民課・みさと団地出張所の 3 箇所で交付を行っている。子育て支援ステーショ

ンで交付する際には、保健師や助産師が妊婦と面談をし、状況把握及びアセス

メントを行っている。妊婦相談・面談は、転入された妊婦にも実施している。

平成 30 年度に面談・アセスメントをした妊婦は、467 人であり、全体の 36.4%

となっている。今年度は市民課等で母子手帳を交付したかたにも子育て支援ス

テーションに立ち寄ってもらえるよう、ほほえみリストを作り、受取時に面談

ができるようにしたところ、342人となっており、昨年度の 8 割を超えている。 

      乳児家庭全戸訪問（こんにちは赤ちゃん）事業は、助産師による訪問が増加し

ている。助産師・保健師・看護師が実施しているが、平成 30 年度から産後うつ

の早期発見のため、訪問した産婦全員に EPDS を聴取することにしており、助産

師の訪問を最大2か月までとしていたところを4か月までに延長したためと考え

られる。平成 29年度は対象者 1,198人に対し、実施できたのは 1,160人にとど

まった。実施出来なかった 28人は、児の疾病や産婦の長期的な里帰り等がその

理由だが、電話連絡や関係機関との情報共有を密に行っている。 

EPDS 調査結果については、1,119 人に EPDS を実施し、産後うつが疑われる 9

点以下の妊婦は 121人であった。産後うつは、産婦の 10%に発症するといわれる

が、当市においても産後のメンタル不調がみられている。妊婦面談を行うことで、

妊娠期から妊婦のメンタル継続支援や、出産後は産後うつの予防・早期発見に努

めている。 

保健師等による相談事業等、利用者支援事業（母子保健型）相談実施状況につ

いては、助産師・保健師が対応している。今年度からスマートフォンで母子手帳

交付時面談と個別相談の予約ができる「かいちゃんとつぶちゃんの予約サポート」

を導入したことから、多い日で 4件予約が入るなどしているため、今後も周知に

努めていきたい。 

 



    

 

                                 岡田係長 

   発達ふれあい相談事業の各項目の実施率については、平成 29年度から平成 30

年度への大きな変化はない。しかし、個別相談事業の延実施者数は 559人であり、

平成 29年度から 67人増加、平成 28年度から 182人増加している。 

   また、相談内訳は、保健師・栄養士の延実施者数が 341人であり、平成 29年

度から 53人増加、平成 28年度から 145人増加している。 

   来所予定日に合わせて電話連絡を入れたり、来所が無い場合は再度電話連絡を

し、状況を確認するなど、細やかな切れ目のない支援を実施している。 

    両親学級について実施状況に変化はない。しかし、「両親学級」という名称に

対して、シングルのため参加しづらい、夫が仕事のため一緒に行けないため行き

づらいなどの意見があり、平成 31年 4月から「ハローベイビー教室」と名称変

更している。 

   母子健康教育については、実施回数・実施者数ともに、近年減少傾向にある。

乳幼児が安心して遊ぶことのできる「つどいの広場」「子育て支援センター」な

どが普及したことにより、各団体から市への委託も減少しているものと考えられ

る。 

   養育支援訪問事業については、子育てに不安や孤立感などを抱えていたり、虐

待の恐れやリスクが高く、支援を必要としたかたに家庭訪問を行っている事業で

ある。実施者数は、17 人であり、内訳は 1 歳を目途に終了する中期支援型が 4

人、延訪問回数は保健師 18回、助産師 17回であった。 

   また、乳児家庭全戸訪問（こんにちは赤ちゃん）事業において、再度の訪問が

必要となった方には、短期集中型の訪問を実施しており、実人数は 13 人、延訪

問回数は保健師・助産師ともに 13回であった。 

   訪問の必要性については、子育て支援ステーションと地域保健係が開催する支

援検討会議や健康推進課における母子保健推進チーム会議において、検討・報告

を定期的に実施している。 

   乳幼児健康診査未受診者については、居住実態が確認できるまで家庭訪問を行

ったり、保育所などの集団参加状況や小児科などの医療機関受診状況、予防接種

状況、出入国状況などの確認を子ども支援課と協力しながら実施している。 

保健師等による相談事業等については、訪問指導の子ども（乳児）は 80人と

なり、平成 29年度から 106人減少となった。減少の要因としては 3つ考えられ

る。1つ目は乳児家庭全戸訪問（こんにちは赤ちゃん）事業の訪問数増加、2つ

目は発達ふれあい相談、個別相談事業、保健師の延実施者数の増加、3つ目は同

項目の電話相談数が増加したことにより、当事業は減少したものと思われる。 

歯科健康教育・相談事業については、三郷市歯科医師会、三郷市母子愛育会の

協力を得て、平成 29年度から 2会場で実施している。平成 30年度実施者数は、



    

 

130人であった。幼児期から、かかりつけ医にて定期受診ができているため減少

傾向にあるが、令和元年度は、広報による周知方法の変更（イベント欄での周知

など）やデジタルサイネージ（本庁舎 1階・健康福祉会館等に設置の電子掲示板）

にも力を入れたところ、現在のところ 2会場で実施者数 204人となっており、次

年度も同様に行っていく予定である。母子愛育会や町会等の協力を得ながら、歯

科衛生士による地域における歯科健康教育も推し進め、引き続き歯の健康に関す

る知識の普及活動に力を入れていきたいと考えている。 

 

 

○第 3章 健康増進事業について                  岡田係長 

健康教育について、すこやかみさと出前講座は、市内在住の 10名以上の団体で、 

初めて講座を希望されるところを対象に、出張型の健康教育を行うものである。

平成 27年度に 3講座から開始し、平成 30年度は新たに 1講座（自殺対策として

心の健康づくりゲートキーパー養成講座）を追加し、4 講座とした。しかし新規

団体としては、2 団体の依頼しかなかったため、今年度は、広報での周知等に加

え、町会長等連絡協議会での勧奨や図書館における企画展示、メール配信や窓口

での PR、ホームページでのわかりやすい掲示等を活用し、広く周知できるよう推

し進めていく。 

訪問指導については、健診後フォローとして、集団特定健康診査におけるヘモ 

グロビン A1c が高値のかたを対象に家庭訪問している事業である。平成 29 年度

までは 8.5以上のかたを対象としていたが、糖尿病重症化予防に力を入れるため、

平成 30年度から 8.0以上のかたを対象に家庭訪問をしている。 

 

  

○第 4章 健康診査・がん検診等について                 箕輪補佐   

各種健康診査の合計受診者数は、前年度と比べ若干減少している。これは協

会健保・社会保険に加入者が増加したため、職場等での健康診断の受診者が増

加した影響があると考えられる。平成 30年度から健康診査対象年齢のかたに受

診券を送付するよう変更したこともあり、特定健康診査では、集団方式での受

診者が減少し、市への申し込みが不要となった個別方式での受診者が増加した

と考えられる。男女比は、75歳健康診査を除き、女性の割合が高くなっている。 

保健指導の支援終了率は、11.4%であり、前年度より 7.1 ポイント増加した。

平成 30年度から国の基準の一部改正により、保健指導実施期間が 6か月間から

3か月間に短縮されたことの影響があると考えられる。 

がん検診について、胃がん検診は平成 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に変更し、昨年からピロリ菌検診を実施して



    

 

いる。胃部Ｘ線、胃内視鏡検査は隔年実施となったため、平成 29年度に受診対

象でなかったかたが、平成 30年度の受診対象となったことで、受診者数が大幅

に増加している。 

ピロリ菌検診は、生涯 1 回の受診であり、胃部Ｘ線・胃内視鏡検査との併用

受診ができないため、平成 30年度の受診者数は減少した。 

乳がん検診と子宮頸がん検診は、乳がん検診は 41歳のかた、子宮頸がん検診

は 21歳のかたに無料クーポン券を送付している。送付後、未受診のかたに対し

ては、受診勧奨ハガキを送付している。クーポン券の利用率は、乳がん検診が

29.6％、子宮がん検診が 9.3%と受診者数が減少傾向にあるため、更に受診勧奨

に努めていきたい。 

前立腺がん検診は、60 歳、65 歳のかたを対象として平成 29 年度から個別方

式として新規導入し、受診者は 84名となった。 

歯周疾患検診では、歯周疾患検診の認知度を上げるため平成 30年度は周知に

力を入れており、広報誌などで目立つように掲載した。受診者は 87名と、前年

度より 60名増加した。現在の予約者は、約 70名となっている。 

認知症検診については、平成 28年度から個別方式として実施しており、受診

者は 139名である。 

 

 

   ○第 5章 個別予防接種事業について                髙橋係長 

三種混合ワクチンについては、平成 30 年 1 月から三種混合ワクチンの販売が

再開されたことに伴い、定期予防接種が再開されている。麻しん・風しんワクチ

ンの接種数は増加し 2,433人である。子宮頸がんワクチンは、積極的接種勧奨の

差し控えが続いており、5 人の接種数であった。日本脳炎ワクチンの接種数は乳

幼児と 9 歳から 20 歳までの特例対象者を含め合計で 5,212 人となっている。高

齢者肺炎球菌は、65歳以上の 5歳刻みの年齢のかたに 1回限りで費用助成を行っ

ており、平成 26年度から開始し、平成 30年度で対象年齢がすべて接種を終了す

る 5年目を迎えた。平成 30年度は合計 3,575人が接種している。 

大人の風しんについては、妊娠を希望する 19歳以上 49歳以下の女性と妊婦の

夫を対象に接種費用の助成を行っており、平成 30 年度については当該年度当初

のはしかの流行の影響で、接種者が大幅に増加し 343 名への助成を行っている。 

 

                               

○第 6章 地域の健康づくり事業について               髙橋係長 

健康教育等職員出動状況は、町会や自治会の健康づくり推進事業、食生活改善

推進員の育成、母子愛育班員の育成など、会議や育成研修等で保健師や管理栄養



    

 

士が出動した件数である。 

地域の健康づくり推進事業は、町会や自治会に委託し健康づくり推進委員を中

心に、健康教育等を展開していくものであるが、平成 30年度は３町会増え、33町

会に委託し、推進会議や健康教育等を実施した。 

母子愛育会とは、赤ちゃんからお年寄りまで地域の人全ての人を対象とした健

康づくりのお手伝いをしている自主的なボランティア組織である。乳児家庭全戸

訪問事業、乳幼児健診の未受診者の訪問、子どもや成人を対象とした地域の健康

教育の企画・運営など、市と共に多数の会議を行いながら地域の状況や健康課題

にあった健康づくりを行っている。 

食生活改善推進員協議会は、食を基本とした地域の健康づくりや、食育を推進

しているボランティア団体である。平成 30 年度も集団健診に合わせて、年 10 回

の「みさとの朝ごはん」推進事業を実施した。そのほか、平成 29年度に作成した

「ぱぱっと簡単！しあわせ朝ごはん」のレシピ集を周知するために市内小学校で

朝食レシピ授業補助を 3クラスで実施している。その他、陸上競技場で行った「お

笑い健康フェスタ 2018」でのスムージーの提供なども行った。 

健康づくりをすすめる会 in みさと（通称 MHP）では、毎月行っている全体会で

協議し、健康づくり協力店の調査や健康情報パンフレット等の設置依頼、健康情

報誌の発行や健康づくりイベントの企画・運営等を行っている。 

埼玉県コバトン健康マイレージ事業については、すこやかみさとＩＣウオーク

を引き継ぐ形で平成 29年度より事業を開始しており、メールやツイッター、イベ

ントなどを通して周知をはかり、歩数計、スマートフォン等により 2,707 名の参

加があった。 

すこやかみさと健康体操普及事業は、体操の普及講習会を定期的に開催すると

ともに、団体等へ直接出向いたり、イベントを通じて普及活動を行っている。 

その他、健康長寿サポーター養成事業、自殺対策、たばこ対策、熱中症予防対策

を行っている。 

 

 

○第 7章「救急医療等」について                   髙橋係長 

小児救急医療支援事業は、6市 1町が協定を結び、手術や入院が必要と思われる

小児を支援する事業で、6 医療機関が輪番制で行っている。平成 30 年度から当市

が代表幹事市となっており、医師会の青木先生に会長、草加保健所の長棟所長に副

会長をお願いし、病院群輪番制病院運営事業とともに東部南地区第二次救急医療対

策協議会の事務を令和元年度まで担っている。 

     休日診療所は日曜および祝日に診療を行っており、平成 29年度より 102名増と

なっている。 



    

 

実習については、全 5校の受け入れを行っている。 

不妊治療費等助成金交付事業は、平成 29年度に開始し、不妊検査と不妊治療の

2種類であった。平成 30年度から、不育症検査助成も追加開始したところである。

検査開始時の妻の年齢が 43 歳未満の夫婦で、2 回以上の流産、死産、あるいは早

期新生児（生後 7 日未満）死亡の既往があるかた、又は医師が不育症と判断した

かたを対象に、不妊検査費助成と同様に 2万円を上限に助成するものである。 

 

＜質疑＞ 

柴田委員  死因順位で 7位に自殺とあるが、理由はあるのか。 

      何か理由があって、ゲートキーパー対策をするようになったのか。 

＜事務局＞ 

髙橋係長  はっきりした理由は把握していない。昨年、自殺対策計画を策定したが、

高齢者や生活困窮のかたを対象にした自殺対策を行ったほうが良いという方

針になった。 

＜質疑＞ 

青木会長  生活困窮で自殺するかたは、生活保護を受けていたのか。 

      生活困窮者への対策はあるのか。 

＜事務局＞ 

髙橋係長  生活保護を受けているかどうかは調査できていない。 

      対策としては、自殺対策計画の重点施策でもあるゲートキーパーの養成を

行うことで、広い視野でメンタルヘルスに関する予防的な意識を持っていた

だきたく、たくさんの団体のかたに受講していただきたいと考えている。 

 

 

２) 第 2期三郷市健康増進・食育推進計画「すこやかみさと」の推進について 

資料 2 第 2期三郷市健康増進・食育推進計画「すこやかみさと」の推進について  

                                   髙橋係長 

健康増進計画は計画推進のための取組みを「うごく」「たべる」「なごむ」「まも

る」4つの領域に分けている。 

 

○「うごく」領域について ＜埼玉県コバトン健康マイレージ事業＞ 

参加対象者は、三郷市在住の 18歳以上のかた、開始時期は平成 29年 4月 14日

であり、参加方法は歩数計、ムーブバンド、スマートフォンのいずれかとなってい

る。 

今年度の参加見込み数は、歩数計、ムーブバンド、スマートフォンの3種をあわ

せ約4,000名を見込んでおり、現時点（7/20時点）では、昨年度末の申込者2,707人



    

 

に新規申込者745人を足し、合計3,452名となっている。今年度の参加見込みは歩数

計の予算を1,000名分確保しており、その他ムーブバンドやスマートフォンの参加

をそれぞれ約10名と約300名を見込み、4,010名の参加見込みとしている。 

参加者割合は、男性は70代、女性は60～70代が多く、おおむね女性の登録者数が

多い。 

歩数データ送信のためのリーダーの設置数については、現時点で市内31か所あり、

今年度、新規にりそな銀行三郷支店およびメガ ドン・キホーテ 三郷店にも設置を

進めている。平成30年度は、5つのイベントを行い、そのうち国保加入者向けに歩数

計を直接市民の方へお渡しする申込会を3回行った。今年度については、主に後期高

齢者を対象に、各地区センター等において歩数計を直接市民のかたへお渡しする申

込会を計8か所で実施する予定としている。 

 

○「たべる」領域について ＜健康朝食レシピの推進事業＞ 

「ぱぱっと簡単！しあわせ朝ごはん」を女子栄養大学に委託し作成した。平成 29 

年 12月に完成し、2万部印刷し、本年度に 2万部さらに増刷している。 

事業としては、平成30年度は小学校における朝食レシピ集を用いた調理実習の授

業および集団健診の際に朝食の試食提供や朝食に関する講話、また、すこやか課と

合同で朝食レシピの周知教室を実施した。 

今年度は、簡単レシピ集の第 2 弾として、フレイル対策を目的としたレシピを作

成中であり、完成したレシピを利用した調理教室を長寿いきがい課等と連携して実

施していく予定である。また、引き続き、小学校での授業や集団健診時の朝ごはん

推進事業、朝食レシピの周知教室等を行っていく予定である。 

 

○「なごむ」領域について ＜自殺対策推進事業＞ 

自殺対策推進事業については、昨年度に三郷市自殺対策計画を策定した。 

本年度は計画の最重点取組となっているゲートキーパーの養成を行いたいと考えて

いる。地域で市民を見守るための人材育成として、関係団体に働きかけを行い、ゲー

トキーパーの養成を実施することで、市民のかたにメンタルヘルスについて理解を深

める機会をより多く持っていただきたいと考えている。 

 

＜質疑＞ 

柴田委員  レシピ集は薬局でも人気があるが、スマートフォンからレシピを見ること

ができると良いのではないか。 

＜事務局＞ 

髙橋係長  スマートフォンであれば、市ホームページからすべてのレシピではないが、

動画が見られるようになっている。しかし、周知が足りていないと感じる。 



    

 

＜質疑＞ 

村井委員  小学校へ周知に訪問した際、子どもたちが積極的に取り組んでくれていた。

苦手な食材がある子どもも最後には、親にも作ってあげたいというような声

を聞く機会があり感動した。愛情をもって行うことが大切であると感じた。

子どもに食育をしていくことは大事である。 

 

手塚委員  朝食の欠食率はどのくらいか。 

＜事務局＞ 

髙橋係長  朝食の欠食率の明確な数字はわからない。概要は、健康増進計画策定時の

調査になるが、男性の若い世代の欠食率が高い。小学校ごとの欠食率は偏り

があるが、5年間かけて市内全域の小学校を回り、朝食の周知を行っていきた

いと考えている。 

＜質疑＞  

柴田委員  欠食率が高い学校に行うわけではないのか。 

 

村井委員  健康推進課の方から積極的にＰＴＡと接触して、様々な声を拾い上げてい

ただきたい。 

＜事務局＞ 

髙橋係長  ＰＴＡとの連携に関しては、現在のところ、市から積極的に働きかけを行

っているわけではないが、今後も連携していきたいと考えている。 

＜質疑＞ 

飯箸副会長  朝食レシピをＱＲコードからリンクできるようなものがあると、もっと

周知されるのではないか。市内医療機関の待合室やスペース等にＱＲコー

ドを配布すると良いのではないか。 

＜事務局＞ 

髙橋係長  朝食レシピのＱＲコードに関しては、すでに作成しているが、レシピに関

するポスターがなかったため、ＱＲコードを加えて、今後作成する方向で考

えたい。 

 

３）健康診査・がん検診の受診率の向上について 

              資料 3 健康診査・がん検診の受診率の向上について  

                                     箕輪補佐 

  １ 特定健康診査の受診率 

       国民健康保険の保険者として加入している 40歳～74歳のかたを対象とした

特定健康診査の受診率の推移である。平成 30年度の数値に関しては、11月に

確定する予定となっている。微増ではあるが、年々受診率が増加しており、



    

 

平成 30年度においても前年度を上回ることが期待できる。 

      

  ２ 各種健（検）診の受診率向上策＜令和元年度の主な取り組み＞ 

       特定健康診査以外に、後期高齢者健康診査や 30歳代健康診査など年齢など

により対象が異なる健康診査、そのほか各種のがん検診等を実施している。

それぞれの健診の受診率向上を目指して、様々な取り組みを実施している。

過去の健診結果に基づく個別アドバイスコメント記載の受診勧奨通知を 8月1

日に約 3,400 通を送付している。生活習慣改善のアドバイスとして、状況に

応じたアドバイスをすることで、未受診者の心に響き、受診につながるよう

期待している。2つ目は、国保年金課の窓口において、国民健康保険の加入手

続きをされた方に健診の案内ちらしと申込書を配布している。3つ目は、国民

健康保険加入者以外を対象としたがん検診の受診勧奨である。40 歳のかたに

受診勧奨はがきを送付している。4つ目は、健康マイレージ事業で行っている

タブレット端末の近くに健診案内ちらしを設置し、今後は、公共施設以外の

施設にも、設置をしていく予定である。 

      

＜質疑＞ 

神谷委員  健康マイレージのタブレット端末を商工会等とも連携し、市内の事務所で

も設置協力をしていきたい。   

 

４）その他 

＜質疑＞ 

清水委員  自殺対策について、愛育会でもゲートキーパー養成の話はあったが、一般

の市民のかたも同様に、ゲートキーパー養成講座は、一度聞いただけで行動で

きないため、期間をおいて何回か続けて受けられるようにし、理解を深めてい

くことも大事なのではないか。 

＜事務局＞ 

髙橋係長  検討していきたい。全体的にみると、自殺人数は減少傾向である。 

 

＜事務局＞ 

髙橋係長  今回の会議において、委員の任期は終了となる。次回の開催日程について 

は、10月 28日（月）13時 15分からを予定している。 

＜質疑＞ 

村井委員  2年間ありがとうございました。全体を通して感じたことは、この委員会は、

健康や医療などの面から検討を行っていることは承知しているが、子どもた

ちの安全を守るという意味で考えると、多面的に考えていく必要があると考



    

 

える。安心安全という言葉でくくられることもあると思うが、子どもの一日

の生活をどうやって守るのかについて軸を立てるといいのではないか。きめ

細かい対応で子どもたちを守っていく必要があるのではないかと思う。 

       健康な子どもでも通学途中に交通事故などでなくなる子がいる。健康な子

どもを育てても、意味がなくなってしまうので、多面的な安全安心を考えて

いただきたいと思う。ガードレールなどの整備はどうなっているのか。 

＜事務局＞ 

森部長     交通事故防止教室などの具体的なものは行っている。 

    市で、ガードレールなどの整備は行っている。 

 

４ 閉  会  飯箸副会長 


