
 

 

令和元年度 第 2回三郷市健康推進協議会議事録 

 

  

開催日時 令和 2年 2月 17日（月） 

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、手塚理人委員（代理）、 

      清水サダ子委員、三浦均委員、滝澤隆委員、神谷功一委員、 

      山田加世子委員                    （９名） 

 

≪三郷市≫ 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、 

 渡辺晴美子育て支援ステーション所長 

岡田美奈子地域保健係長、髙橋洋子健康づくり係長、 

大戸彩夏健康づくり係主事、齋藤智子健康づくり係主任  （８名）  

 

≪傍聴者≫ なし 

 

 

【次 第】 

 1．開  会   園田市民生活部副部長 

 

  2．挨  拶  森市民生活部長 

 

 3．議  事  議事進行：青木協議会会長 

 1）令和 2年度三郷市保健事業計画（案）について   ≪資料 1参照≫ 

 

   概要説明： 

①地域医療に関することについて   

平成 31 年度まで本市は、春日部市を含む近隣自治体と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ている。各種会議の開催や医療機関等から

の請求事務の処理、輪番当番表の作成等を行っている。第二次救急医療対策協議会は、

主に大人の二次救急の受け入れをする二次救急医療病院群輪番制の運営と、小児の二

次救急の受け入れをする小児救急医療支援事業の運営の 2種類がある。大人の二次救



 

 

急医療病院は 15 病院、小児の小児救急医療病院は 5 病院で輪番制をひいている。小

児救急医療病院ついては先般１病院から一時退会の申し出があり、令和 2年度以降は

4病院で運営していくことになる。 

②予防接種全般について 

平成 31 年度から成人男性向けの風しん対策が新たに全国で開始されている。これ

は、平成 31 年度は 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、抗体価の低いかたに対し、予防接種を実施するものである。予防接種につい

ては、定期予防接種として対応することになっている。平成 31 年度は 40 歳から 47

歳の男性の方のみにクーポン券を送付しているが、令和 2 年度については、40 歳か

ら 57歳の全対象年齢のかたにクーポン券を送付する予定である。 

他の予防接種では、本年度はワクチンの流通に不具合が発生することが多く、B型

肝炎ワクチンのヘプタバックスやヒブワクチンの流通が滞っている。特にヒブワクチ

ンについては、1製品のみで代替品はないため、現在のところ、接種ができない状況

となっている。再開については、販売元であるサノフィ㈱によると、２月下旬に改め

て見通しを発表するとしており、現在のところ、把握できていない状況となっている。 

  ③健康増進法に基づく健康づくりについて 

朝食レシピ集の周知について、平成 31年度は、朝食レシピ集の周知を市内小学校

11 か所及び市内保育所 2 か所で実施している。また、高齢者向けにフレイル対策を

目的としたレシピも作成している。令和 2 年度も引き続き市内小学校で周知を続け

ていきたいと考えている。また、新たに乳幼児向けのレシピの作成を考えている。 

喫煙対策については、改正健康増進法が令和元年 7 月 1 日に施行され、市内公共

施設では喫煙所を整理している。子どもが多く利用する施設や体育館では、敷地内

禁煙とし、市役所本庁舎に 3か所あった喫煙所を 1か所に整理している。 

 （髙橋健康づくり係長：説明） 

 

   ③健康増進法に基づく健康づくりについて   

地域の健康づくり推進事業・町会健康づくりについて、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や自治組織に、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、筋力が衰え、疲れやすくなると閉じこもりがちとなる、いわゆるフレイルな

どの介護予防教室を対象とし、１年度につき 30,000 円を上限として助成している。 

今年度は、昨年度から 4町会が増え、37町会に委託している。また、令和元年 11月

に開催した研修会においては、現在、委託に至っていない 7町会の参加があった。令

和 2年度も増加の見込みである。 

     

 



 

 

④母子保健に関することについて 

母子健康教育事業のハローベイビー教室については、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

一緒に行けず、参加したいのに参加しづらい」等の意見を受け、平成 31年度から

「ハローベイビー教室」と名称を変更し、実施している。内容については、特段、

変更はない。また、ハローベイビー教室は予約制でなく当日受付としており、離

乳食教室は電話予約制となっていた。しかし、効率的・効果的な事業運営をする

ため、令和 2 年度からは、子育て支援ステーションで行っている面接等相談予約

システムと同様にインターネット予約システムを活用した予約制を取り入れる。

ただし、周知に要する期間やインターネットが利用できないかた等を考慮し、電

話予約にも応じていく予定である。 

養育支援訪問事業は、家庭において安定した養育ができるよう支援する事業で

ある。出生後間もなくから、おおむね 1年程度の乳児を抱える保護者の健康問題

や強い不安・育児ストレスに対して、助産師や保健師等の専門職や、家事援助経

験者等を派遣し、育児相談や家事の援助を行う。助産師や保健師などの専門職が

実施する養育者支援事業は、平成 31 年 12 月末現在 40 件であった。ホームヘル

パーなどの家事援助経験者等が実施する家事援助は 0件である。保護者の状況と

しては、産後のうつ状態や既往歴としてメンタル疾患等があり、虐待ハイリスク

やネグレクト傾向にあるケースも多い。そのため、助産師や保健師等の専門職に

よる定期的な保健指導と見守りを実施している。しかし、家事援助については、

家族の支援が可能であったり、既に障がい者福祉サービスを利用している等、当

事業実施による支援の必要性はなかった。当事業の開始・継続・終了については、

母子保健推進チーム会議において、関係機関が協議のうえ決定をしている。 

また、このほか乳幼児健康診査未受診などを含む養育状況の心配される家庭に

ついては、心理士をアドバイザーとして迎え、係内における支援検討会議を月 2

回行い、必要に応じ、来所や訪問による面談を実施している。 

今後も関係機関と連携し、保護者の困りに寄り添った支援、虐待予防ができる

よう体制づくりを進めていく。 

（岡田地域保健係係長：説明） 

      

 子育て支援ステーションは、子育て世代包括支援センターとして平成 30 年 4

月に開設している。妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行う総合相

談窓口として 2年目を迎えている。 

令和元年 12月現在の母子健康手帳交付数は、新規交付数 866件である。こ 

のうち妊娠届出の際などに子育て支援ステーションで保健師や助産師が妊婦と

面談し、相談に応じながら対応した件数は 765 件である。昨年の妊娠届け出数



 

 

1,150 人から計算すると、66.5％に妊婦面談が実施できている状況である。妊娠

中から家族構成や悩みの状況を把握し、育児不安等の早期対応が行えるようにな

ってきている。令和 2年度は、さらに面談実施率をあげるため、平日の市民課で

の母子健康手帳交付を子育て支援ステーションに引き上げ、より多くのかたに面

談ができるよう体制を整えていく。 

妊婦健康診査事業については、平成 31年度は妊婦健診 14回分の費用助成をし

ていたが、そのうち｢ノンストレステストをはじめとする妊婦健診として必要な

検査｣に係る費用の助成額を 600 円上乗せし、妊娠中の費用負担の軽減を図って

いる。令和 2年度は助成額の変更予定はない。 

乳児家庭全戸訪問事業については、訪問実施率 100％を目標に、委託助産師・ 

    看護師及び子育て支援ステーション職員が訪問を行っている。里帰り先への訪問

依頼などにも対応するなど訪問実施率の向上に努めている。事業内容については、

令和 2年度も変更予定はない。 

令和元年 12 月 6 日付で母子保健法の一部を改正する法律が公布され、母子保

健法第 17 条の 2 に産後ケア事業が市町村の努力義務となる。この事業は、産婦

及び乳児に対し心身の状況に応じた保健指導、療養を伴う世話または育児に関す

る指導、相談その他の援助を行う事業となっており、本市においても次年度導入

について検討しているところである。 

       （渡辺子育て支援ステーション所長：説明） 

 

    ⑤成人健（検）診事業に関することについて 

特定健康診査・がん検診について、平成 30年度から、4月に特定健康診査の案

内を送付する際に「受診券」を同封することで、市内指定医療機関で受診する個

別方式については、市に申し込みすることなく医療機関に直接、予約・受診でき

るよう、受診者の負担の軽減を目的として申込方法の簡略化を図っている。 

集団方式については、6 月から 11 月までの間に 27 回、保健センターを会場と

して実施している。実施人数については、資料にある人数でほぼ確定となってい

る。前年度と比較すると、特定健診では減少しているが、後期高齢者健康診査及

び 30歳代健康診査では、やや増加傾向が見られる。 

また、平成 30 年度と同様にレディースデイを 2 日間実施し、両日共に未就学

児の託児を行っている。利用者は平成 30年度より増加しており、1歳未満の乳児

や兄弟 2人を預けるかたも多く、小さいお子さんを持つ女性に大変好評であった。

令和 2年度についても、平成 31年度同様に 2日間実施する予定である。 

集団方式の健診は、日程後半になると予約の空きが目立ち、また、個別方式の受

診者の増加が見込まれることから、令和 2 年度については、回数を 2 回縮小し、

合計年 25回の実施を予定している。土日については、平成 31年度と同様の土曜



 

 

日 1回、日曜日 4回を含めて実施する予定である。 

個別方式については、12 月 13 日まで健診期間があり、乳・子宮頸がん検診の

無料クーポン券分は 1月末まで、胃がん検診の内視鏡検査は 2月末までが検診期

間となっている。資料は、12月末現在の途中経過の状況であるため、3月末確定

までに数字は増加する。ちなみに、特定健康診査では、この資料作成後 1月分と

しての報告が約 770件あった。  

後期高齢者健康診査については、新たにフレイルなどの高齢者の特性を把握す

るための質問票が国から示され、令和 2年度から質問票が変更となる。健康診査

の内容に変更はないが、受診者が回答する質問内容に、身体機能や食習慣、認知

機能や社会参加等の項目に変更となる。その質問票のデータを国保データシステ

ム等に登録し、高齢者の健康状態を総合的に把握することで、効率的かつ効果的

な保健事業や介護予防事業の実施に繋いでいくものとされている。現在、その質

問票の様式変更及びデータ管理を行うためのシステム改修などの準備を進めて

いる。 

 胃がん検診については、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。さらにピロリ菌検診を導入している。胃がん

検診は隔年実施のため、平成 31 年度は胃部エックス線検査及び胃内視鏡検査受

診者数が減少した年度となった。ピロリ菌検診は、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。 

 がん検診については、全般に受診者数が減少傾向にあり、受診率向上を図るた

め、市で実施しているがん検診についての PR及び受診勧奨をさらに努めていく。 

歯周疾患検診については、集団健診として年１回の実施である旨を、健康のし

おり、健診案内のチラシ、ホームページ等で、平成 30年度と同様に PRに努めた。

予約は約 100名あったが、検診日当日に天皇陛下の即位パレードが行われ、その

影響を受けたのか、受診に来庁したかたは 72 名であった。令和 2 年度は、11 月

8日（日）に歯周疾患検診を実施予定である。「いい歯の日」ということでなお一

層 PRに努めていく。 

（箕輪健康推進課長補佐：説明） 

 

 

 

 

質問：風しん対策について、平成 31年度の予定人数に対して、令和 2年度の予定人数が増

加しているのは何故か。                     （柴田委員） 

 



 

 

回答：平成 31年度の予定人数は抗体検査が 985人としていたが、現状では、資料にあると

おり、足りていないことがお分かりになると思う。令和元年 9月に補正予算を組み、

現在は、約 4,300名位の予算を取っている。ただ、抗体検査を受検した人数が、約 18％

位しかいないため、受検していない方が多くいる。罹患したため、抗体検査を受検し

ないならば良いのだが。                （髙橋健康づくり係長） 

 

→罹患している人もいるのではないか。ただ、本当は風しんではない病気を風しんに罹

患したと思っている場合がある。抗体を持っていない場合がある。自分自身で罹患し

たと思っている場合や、親に罹患していると言われている場合もあるため、難しいと

思う。                              （青木会長） 

 

→この点も踏まえて、周知していくのが良いのではないか。       （柴田委員） 

 

質問：ピロリ菌検診が多くなっている理由は何か。            （三浦委員） 

 

回答：胃がん検診については、ピロリ菌検診の実施が始まったため、ピロリ菌検診の結果、 

     医療機関で毎年その後の確認をする方と、市の健診会場で通常のバリウム検査を受け 

る方とに分かれる。ピロリ菌検診をした方は、医療機関で定期的な経過観察になる方 

    もいるため、実際、市の胃がん検診の人数は減少しているのが現状である。   

                              （箕輪健康推進課長補佐）  

 

質問：大腸がん検診で、便潜血検査で引っかかった場合、きちんと二次健診を受検してい

るのか。                            （青木会長） 

回答：二次健診を受検しない場合は、受検勧奨をしている。  （箕輪健康推進課長補佐） 

 

質問：肝炎ウイルス検診で、引っかかった場合は追跡しているのか。    （青木会長） 

 

回答：精検者については、その後の追跡調査をしている。   （箕輪健康推進課長補佐） 

質問：子宮頸がんワクチンについては、どのようになっているのか。   （青木会長） 

 

回答：厚生労働省では、積極的な接種勧奨を差し控えている。       （手塚委員） 

 

質問：食生活の普及が、令和 2年度の予定が 0回となっているのはなぜか。 （三浦委員） 

 

回答：以前から、栄養士会の協力を得て普及しているが、市内飲食店から店舗の栄養計算

をする要望があれば栄養士会で栄養計算をするが、その実績が、ここ数年は 0 件で



 

 

あり、この事業の予算分を他の事業に予算を振り分けたほうが良いと考え、予定と

しては 0件としている。                （髙橋健康づくり係長） 

 

質問：健康マイレージ事業について、新規申込者の目標が 1,000 人となっているが、どの

ようにして新規申込者を増やすのか。1つ目は、これまで抽選で賞品を出していたが、

今後は抽選をやめて、毎回、必ず何らかの賞品で貰えるようにしてはどうか。2つ目

は、歩数と病気の関係を調べて参加者に伝え、無理なく、楽しみながらウオーキン

グをするようにしてはどうか。3つ目は、運動のやりすぎは不健康の要素を作る。健

康マイレージの参加者に 1 日 1 万歩を歩くという誤解を与えないようにする。最後

に、前回の推進協議会で健康に無関心層に利用していただくようにしたいと言って

いたが、健康に関心の無い方はいないと思われる。         （三浦委員） 

 

回答：一般的に健康無関心層について研修会も開かれることもあり、市民の約 6～7割のか

たは、健康に関心のないかたがいる。          （髙橋健康づくり係長） 

 

質問：成人男性の風しんクーポン券は、対象者へ直接送付されるのか。   （神谷委員） 

 

回答：対象者へ、4月頃に直接送付する。           （髙橋健康づくり係長） 

 

質問：特定健診に、生活習慣改善のための特定保健指導を行うとなっているが、広報 2 月

号に特定保健指導を案内し、該当のかたはご利用くださいとなっていたが、利用で

きるのは、生活習慣の改善が必要な人のみか。それ以外の人は利用できないのか。 

（三浦委員） 

 

回答：糖尿病やコレステロールが高い、高血圧等の病気を持っている人で、メタボリック

シンドロームの人を対象に指導を行っている。医師が行ってよいと判断した人を対

象としており、あまり重症でない人を対象としていると思われる。本人が行きたい

から行くのではない。市で、必要と思われる人に通知し、本人が同意した場合のみ

指導が行われる。 特定健康診査で引っかかった人が対象である。  （青木会長） 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    2）特定健康診査等受診率向上対策について     ≪資料 2参照≫ 

 

   概要説明： 

   １.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 年間の推移である。平成 30 年度は、令和元年 11 月に 34.1％で確定する。受

診者数は、7,849 人で平成 29 年度と比較すると 727 人の減となっている。特定健診

の対象者が 1,409 人減少している状況にある。受診率は、1.0 ポイントの減となる。

受診率が減少した要因としては、平成 30年度から受診者の負担軽減策として実施し

た申込方法の変更の影響があったのではと考えている。毎年 4 月に送付している健

診案内通知に受診券を同封することで、個別方式での受診は、市への申し込みを不

要とし、医療機関に直接予約・受診ができるよう変更している。しかし、前年まで

は、市に申し込み後、6月に受診関係書類が到着してから予約する流れであったため、

その書類到着を待っていて受診時期を逃してしまった、あるいは、集団方式でも申

込不要と勘違いし、受診関係書類の到着を待っていたが届かず、受診日の知らせが

ないからと受診できなかったケース等、申込方法や受診の仕方が変更になったこと

で、混乱が生じたのではないかと推測される 

    変更した申込方法や受診方法が市民のかたに定着するには、数年はかかると思われ       

   るため、より分かりやすい、受診しやすい案内を提供できるよう研究し、受診率向上

に繋がるよう引き続き努めていく。 

 

  ２.令和元年度特定健康診査実施状況の途中経過について 

    令和元年 12月末現在の受診者数は、個別方式については 12月末までに実施報告が

ある件数となり、個別方式と集団方式の合計で 6,112 人のかたが受診している。平

成 29 年度の同時期と比較すると 1,022 人の減少となるが、4 月 1 日時点の国民健康

保険被保険者数と比較すると 1,453人減少している状況がある。先程も説明したが、

個別方式は今後の報告により、人数は増加すると思われる。 

集団方式では、申込に対する受診率は 82.9％であった。集団方式の受診日はランダ

ムに割り振るため、受診日が申し込みから数か月先になることがある。この受診率

を上げるために、受診予定日近くに、検診日のお知らせハガキを送付し、受診日の

確認を促している。 

今後、個別方式の実施報告分、及びみなし健診としての人間ドックの受診者数や

診療情報提供数などを加算すると、最終的な受診率は大きく伸びてくるものと考え

る。 

 

 



 

 

３.令和元年度受診率向上策の主な取り組みについて 

新規取組の 1点目として、未受診者で過去に健診受診歴のあるかたに、健診結果 

    の推移及び結果の分析からひとり一人に対応した個別のアドバイスコメントを記載

した勧奨通知を送付している。その効果が今後 11月に確定される法定報告に反映さ

れることを期待している。 

2点目は、がん検診の未受診者対策として、主ながん検診の受診対象年齢となる 

      40 歳で国民健康保険以外のかたに、市で実施しているがん検診を案内する勧奨ハガ

キを送付している。送付後には協会けんぽ等に加入されているかたからのがん検診

の申し込みに増加が見られた。 

3点目は、退職等で協会けんぽなどから国民健康保険に切り替わったかたが多いと 

      予想される、60歳代の特定健診未受診者を対象とした受診勧奨ハガキを送付してい 

る。拡大した取り組みとしては、前年度早稲田図書館で実施した展示による健診の 

PRを、市内の図書館 3館全館で、同時期に展示 PRを実施している。 

その他、毎年継続して実施している様々な取り組みに加え、メール配信を活用し

た受診勧奨の送信回数を増やしたところ、配信後には、若い年齢層からの問い合わ

せや申し込みの増加が見られた。 

 

４.令和２年度受診率向上策の取り組み（新規・拡大分）について 

新規取組として、近年、自治体での実施が増え,効果が高いとされる手法を取り入 

れる予定である。それは、受診勧奨をする対象者を選定する（絞り込む）のではな

く、より多くの受診勧奨対象者に複数回受診勧奨資材を送付する方法である。実際、

業務委託によりこの手法で実施し、受診率が向上している自治体もあり、本市では、

業務委託ではなく市独自でこの手法による受診勧奨に取り組む予定である。 

後期高齢者健診の受診勧奨は、国民健康保険から後期高齢者医療保険に変更とな 

     る 75歳のかたについて、三郷市国民健康保険からの特定健診の案内送付の対象では

なくなる。そこで、平成 30年度から、75歳になるかたに健康診査・がん検診のお知

らせとして、申込ハガキ同封の健診案内を送付している。令和 2年度については、こ

のお知らせの送付対象年齢を拡大し、75歳のみではなく、75歳から 79歳までのかた

に健診案内を 4月中旬に送付する予定である。 

  がん検診の新規取り組みは、集団乳がん・子宮がん検診の際、託児を実施する。 

現在実施中のレディースデイの託児が大変好評であり、今年度、女性のがん検診の 

申込者から、子供を連れての受診について問い合わせが多く入っていたことなどか 

ら、新規導入することとした。さらに、女性がん検診の受診勧奨通知について、対 

象年齢を拡大し、広く受診勧奨していく。 

今後も、健康寿命の延伸と生活習慣病の早期発見・早期治療を目指して、受診率の 

     向上に取り組んでいくため、ご協力をお願いしたい。（箕輪健康推進課長補佐：説明） 



 

 

質問：自身も 60 歳くらいまで会社の健診を受診していたが、退職後、体力に自信もあり、

健康だから受診しなくても大丈夫と判断していたため、健診を受診していなかった。

他の人達も同様の考えをしている人がいるのではないか。また、今から健診受診を

した場合、何か病気が見つかるのではないかという気持ちもある。何処かで、誰か

が強引に引っ張っていただかないと動けない部分もある。 

    そこを、どうするのかというと、先程の説明にあったとおり、何度も勧奨するこ

とも必要と思うが、その他に、受検票等を送付し、必ず行くよう案内していくこと

も必要ではないかと思うが、そういった面も考えているのか。    （滝沢委員） 

 

   →体を鍛えて健康そうに見えることと、病気になることは全く関係ない話である。が

ん検診でも、例えば、胃がんでも、ピロリ菌を除菌すればある程度防げる。20～30

歳位で胃がんで亡くなるかたもいるが、大体はピロリ菌が原因である。予防できる

病気もあるため、それに関しては検診を行う。ごく一部の人がなる病気ではなく、

多くの人がなると言われる病気を見つけていくことが、集団健診の考え方である。 

   病気になることと体を鍛えることは別物である。高齢になるとフレイルになるため、

体は鍛えた方がいい。健診をするのと、体を鍛えるのでは別であることを理解した

うえで行って欲しい。                      （青木会長） 

 

意見：産後ケアについて、自身は平成 15年～新生児訪問をしている。最近、家族の形態が

変化してきたと思われる。昔は産後の手伝いを家族が行うことが多かったが、最近

では、親は祖父母の介護や、仕事を持っている、趣味で忙しい等の理由で、産後の

手伝いが行えないといったことが、ここ 1～2年の間強く感じている。今回、母子保

健も変わるとのことで、親族だけで産後ケアをしていくのが難しい時代になってき

たのではないかと考える。産後ケアについての具体策については、これからだと思

うが、これから必要なことだと強く感じている。 

    また、ファミリーサポートは、子どものサポートということであるが、実際問題

として、産後の母親が家事サービスを利用できるサービスがあると良いと思われる。 

（山田委員） 

    3）その他 

     次回の推進協議会の日程は、8月 21日（金） 

 

4．閉会  飯箸副会長                                        


