令和元年度

第 2 回さいたま市健康づくり推進協議会
日時 令和２年１月２３日（木）
１０時００分から１１時３０分
場所 さいたま市役所 議会棟 第７委員会室
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令和元年度 第２回さいたま市健康づくり推進協議会 座席表

日時：令和２年１月２３日（木）１０時〜１１時３０分
場所：さいたま市役所 議会棟 第７委員会室

資料１
さいたま市ヘルスプラン２１（第２次）影響評価票
目標値
（令和４年度）

ベースライン値
（平成24年度）

平成28年度（市民調査）

65%

56.5%

50.9%

男性（成人）

18%

24.8%

23.2%

女性（成人）

5%

9.3%

5.9%

目標指標
主食・主菜・副菜を組み合わせた食事が1日2回以上の日が
ほぼ毎日の人の割合

ベースライン値（平
成24年度）との比較

平成30年度

平成31年度(令和元年度）

成人の喫煙率（喫煙をやめたい人がやめる）

生活習慣病のリスクを高める量の飲酒をしている人の割合（1
日当たりの純アルコール摂取量）
2.8%以下

4.9%

6.3%

6.4%以下

19.7%

18.7%

4.6%以下

8.8%

7.9%

5.8%以下

10.0%

7.8%

0.2%以下

4.6%

2.2%

41%

31.0%

31.9%

35%

25.6%

24.8%

32%

21.8%

24.5%

30%

19.9%

18.8%

48%

38.1%

31.0%

43%

32.9%

31.1%

44%

34.0%

35.1%

38%

29.0%

29.3%

14%以下

24.1%

25.0%

13%以下

15.2%

16.4%

60%(H29)

34.3%(H23)

36.5％（H27)

37.1%(H29)

36.9%(H30)

肺がん検診

40%(H28)

26.5%(H23)

34.3%(H27)

34.6%(H29)

34.0%(H30)

大腸がん検診

40%(H28)

23.7%(H23)

32.0%(H27)

30.7%(H29)

30.2%(H30)

胃がん検診

40%(H28)

20.4%(H23)

24.5%(H27)

24.7%(H29)

24.2%(H30)

乳がん検診

50%(H28)

17.3%(H23)

25.8%(H27)

24.4%(H29)

22.2%(H30)

子宮がん検診

50%(H28)

21.9%(H23)

30.7%(H27)

29.9%(H29)

28.4%(H30)

成人男性（60ｇ/3合以上）
Ⅰ
若
成人女性(20g/１合以上）
い
40歳代男性（60ｇ/3合以上）
世
代
50歳代男性（60ｇ/3合以上）
か
20〜30歳代女性（60ｇ/3合以上）
ら
健 運動習慣のある人の割合
康
男性
づ
く
女性
り
20〜64歳代男性
を
意
20〜64歳代女性
識
65歳以上男性
し
65歳以上女性
た
生 1日1時間以上歩く人の割合
活
男性
ス
タ
女性
イ
ル 適正体重を維持している人の割合
の
20〜60歳代男性の肥満者の割合
獲
40〜60歳代女性の肥満者の割合
得
特定健康診査の受診率

各種がん検診受診率

・ＰＴＡ等と協働して事業を行うことで、幅広い世代に向けた啓発をする
ことができ、地域の社会資源と健康づくりの協働にもつながった。
・働き盛り世代の生活習慣病に目を向けてもらうためのきっかけとし
て、子育て中の父親と子どもを対象にする事業を通し、父親自身の健
康について考えるきっかけとなった。

主な成果

前年度比

・親子支援活動を通し、孤立しがちな子育て中の保護者
が悩みを相談し、解決できるとともに地域の人々とつな
がる機会にもなっている。
・中間評価で明らかになった区ごとの健康課題に沿った
・区役所内等に健康増進に関する啓発・体験コーナーを イベントが継続して行われている。今後も各区ごとの特
常設し、テーマを毎月更新することで、来庁者が飽きる 徴を踏まえた啓発を続けることで、市民の目に留まる機
会を増やすことが重要である。
ことなく、定期的に立ち寄れる場が提供できている。

・一酸化炭素濃度や体組成等を測定する機会を市民に提供すること
・中間評価で明らかになった課題を取り上げた区民健康 ・不特定多数の市民の目に触れる区役所の立地条件や
で、市民が生活習慣を改善するための一助となっており、その測定の
新聞などを作成し、健康イベントに来場する市民に配布 イベントを活用することで、幅広い世代に向けた健康づ
機会が継続してあることで市民にその後の成果を評価できる仕組みと
することで、幅広い世代に向けた情報提供の機会となっ くりを啓発する機会となっている。
なっている。
ている。
・健康経営に取り組む企業・団体が加入する「さいたま
・市全体の組織が協働し、全年代層にとって取り組みやすいウォーキ
健幸ネットワーク」の加入企業・団体数や、さいたま市健
ングを、市民が継続して取り組むことができるためのシステムを維持し
康経営の企業認定数が増加しており、市は働き盛り世
ていくことが必要である。
代の健康づくりを推進するために、今後、さらに民間企
業と協働していくことが求められる。

・偏った生活習慣の連鎖により〝糖尿病が強く疑われる人″が増加している。そのため、バランスのとれた食事、禁煙など一人ひとりが生活の中で取
り組みやすい方法を習得する機会が必要である。
・成人男性の多量飲酒者が増加しているため、市民が多量飲酒が引き起こす様々な健康障害について啓発し、多量飲酒を続けないためのアプロー
チが必要である。

平成29年度の中間評価における課題

運動習慣のある人の割合
31.9%

男性

41%

31.0%

女性

35%

25.6%

24.8%

20〜64歳代男性

32%

21.8%

24.5%

20〜64歳代女性

30%

19.9%

18.8%

65歳以上男性

48%

38.1%

31.0%

65歳以上女性

43%

32.9%

31.1%

男性

44%

34.0%

35.1%

女性

38%

29.0%

29.3%

60%

42.3%

39.8%

1日1時間以上歩く人の割合

Ⅱ
地 居住地域でお互いに助け合っていると思う市民の割合の増
域 加(地域のつながりの強化)
の
環
境
や
社
会
資
源
を
活
用
し
主な成果
た
健
康
づ
く
り

・高齢者や独居の方に対し、声掛けや体操や会食など
の集う会を実施することで、地域全体の見守り活動が行
・シルバーポイント（長寿応援ポイント）事業や市内の公園等で開 われている。
催される運動教室等は、参加者の運動習慣の維持に加え、地域
の仲間と交流の場としての役割も担っており、高齢者の介護予 ・高齢者の介護予防教室(ますます元気教室）の受講者
・自治会や生活と密着した施設で幅広い世代の市民が健康づくりに関 防につながる取組となっている。
数は約3,000人である。その教室で行われている「いき

心を持つ機会が増えている。

・公民館で開催されている高齢者を対象にした教室では、高齢 いき百歳体操」が役に立ったとの感想が多く寄せられて
いる。また、その教室の参加者で「いきいき百歳体操」の
・子育て中の母親が多く集う場所と共催事業を行うことで、母親同士の 期の生活全般にわたる必要な知識を習得するとともに、自主グ
ループ化も目指しており、地域のコミュニティ形成の一助となって 自主グループの支援を行うボランティア講座を受講する
交流の機会を提供することができた。
人が増えており、高齢者の活躍の場の提供や社会との
いる。
つながりを担っている。
・高齢者の健康維持のため、地域のボランティアに協力してもらうこと ・区保健センターにおいて65歳以上の利用者向けに、高齢介護
で市民の生きがいや介護予防につながることに加え、地域のコミュニ 課で主催している教室のチラシを設置することで、自主的な行動
・すこやか運動教室受講後に、自主的に運動を続けて
ティ促進の役割も担っている。
につながる機会を逃さないようにしている。
いる高齢者は7,000人を超えており、身近な場所で自分
・さいたま健幸ネットワークのセミナー等において健康経営に取 のペースで運動する習慣が形成されている。
・他機関と協働することはノウハウを蓄積する機会にもなっている。
り組む民間企業・団体が集う機会が定期的に開催されている。
その中で参加企業のグループセッションも行われることで、企業 ・健康川柳の募集など、市民が誘い合って参加できる啓
間の情報交換の場にもなっている。
発の種類が増えており、地域の人々の交流にもつな

がっている。

平成29年度の中間評価における課題

・運動習慣のある男性の６５歳以上および女性全体で減少している。そのため、一人でも目標を持ちながら、運動を継続できるシステムの一つとして、
ウォーキングを取り入れた健康マイレージの利用を促進していく。
・「地域でお互いに助け合っている」と思う市民の割合は減少している。そのため、地域コミュニティの活用を意識した健康づくりの取組を増やしていくこ
とが必要である。

1

さいたま市ヘルスプラン２１（第２次）影響評価票
目標値
（令和４年度）

ベースライン値
（平成24年度）

平成28年度（市民調査）

男性（成人）

18%

24.8%

23.2%

女性（成人）

5%

9.3%

5.9%

目標指標

ベースライン値（平
成24年度）との比較

平成30年度

平成31年度(令和元年度）

成人の喫煙率（喫煙をやめたい人がやめる）

生活習慣病のリスクを高める量の飲酒をしている人の割合（1
日当たりの純アルコール摂取量）
成人男性（60ｇ/3合以上）

2.8%以下

4.9%

6.3%

成人女性(20g/１合以上）

6.4%以下

19.7%

18.7%

40歳代男性（60ｇ/3合以上）

4.6%以下

8.8%

7.9%

50歳代男性（60ｇ/3合以上）

5.8%以下

10.0%

7.8%

20〜30歳代女性（60ｇ/3合以上）

0.2%以下

4.6%

2.2%

65%

56.5%

50.9%

肺がん検診

40%(H28)

26.5%(H23)

34.3%(H27)

34.6%(H29)

34.0%(H30)

大腸がん検診

40%(H28)

23.7%(H23)

32.0%(H27)

30.7%(H29)

30.2%(H30)

胃がん検診

40%(H28)

20.4%(H23)

24.5%(H27)

24.7%(H29)

24.2%(H30)

乳がん検診

50%(H28)

17.3%(H23)

25.8%(H27)

24.4%(H29)

22.2%(H30)

子宮がん検診

50%(H28)

21.9%(H23)

30.7%(H27)

29.9%(H29)

28.4%(H30)

肺がん検診

90%(H28)

74.3%(H22)

78.0%(H26)

76.6%(H28)

77.2%(H29)

大腸がん検診

90%(H28)

64.5%(H22)

68.6%(H26)

65.3%(H28)

65.8%(H29)

胃がん検診

90%(H28)

75.2%（H22)

79.9%(H26)

73.3%(H28)

91.3%(H29)

乳がん検診

90%(H28)

91.4%(H22)

91.8%(H26)

91.0%(H28)

89.7%(H29)

子宮がん検診 *維持

90%(H28)

72.0%(H22)

79.1%(H26)

79.1%(H28)

74.2%(H29)

全年齢 男性

下げる

165.2(H22)

152.3（H27)

全年齢 女性

下げる

88.8(H22)

79.7（H27)

主食・主菜・副菜を組み合わせた食事が1日2回以上の日が
ほぼ毎日の人の割合
各種がん検診受診率

前年度比

各種がん検診精密検査受診者の割合
１
が
ん
の
予
防

前年度比

前年度比

がんの年齢調整死亡率（人口10万対）

ＳＭＲ（標準比死亡比 全国を1としたとき）
ＳＭＲ（男性）

下げる

0.96(H22)

0.95（H26)

ＳＭＲ（女性）

下げる

0.97(H22)

1.00（H26)
・がん患者会と協働し、生活習慣病予防の講座の中でがんに関
する体験談を聞く機会を設けることで、市民ががん検診や自己
・がん患者会やPTA等と協働し、子育て世代ががんについ
触診を身近に感じ、受診行動をとるきっかけ作りにもなってい
て学ぶ機会が増えている。その結果、家族全員のがんの
る。

・がんの罹患率等の具体的なデータを示すと共に、がん検診の必要性
予防や正しい知識を身に付けることにつながっている。
について啓発を行うことで受診の動機づけをすることにつながってい
・人が多く集まるショッピングモールやイベントの中で、がん検診
の啓発を行い、子育て中の若い世代を含めた幅広い世代に啓 ・がんになっても安心して暮らすための情報を提供するた
る。
発する機会となっている。
め「さいたま市がん対策推進講演会」を開催している。今年
・さいたま市がん対策推進計画の具体的な取組が開始した。
度は課題となっていた「アピアランスケア」に関する研修会
・ピンクリボン運動が毎年開催されており、市内では疑似乳房の を開催し、医療関係者と美容業関係者が集い、現状や今後
触診体験、ライトアップ点灯式、ミニウォークなどの取組が行わ
の課題について異職種間で意見交換をすることができた。
れている。この運動が毎年継続されることで、この活動の認知度

主な成果

が高まり、今年度は過去最高の来場者となった

・健康診断や検査を受けない理由として、「忘れた」「忙しい」という理由が多く挙げられている。そのため、職域との連携等により健康診断や検査を受
けられない人を減らし、受診率を向上させる取組が必要。

平成29年度の中間評価における課題
適正体重を維持している人の割合
20〜60歳代男性の肥満者の割合 全体

24.1%

40歳代

14%以下

50歳代
60歳代
40〜60歳代女性の肥満者の割合 全体
40歳代

13%以下

50歳代
60歳代

25.0%

22.7%

27.9%

28.9%

32.2%

22.5%

25.9%

15.2%

16.4%

16.9%

12.8%

14.1%

14.6%

14.8%

20.7%

15%以下

25.2%

20.1%

全出生中の低体重児の割合

減少傾向へ

9.6%(H22)

9.4％（H26)

9.6％（H28)

9.2(H29)

前年度比

小学4年生の肥満度35%以上の割合

減少傾向へ

2.21%(H23)

1.5%(H28)

1.9%(H30)

2.2%(R1)

前年度比

16%以下

22.6%

18.9%

―

30.4%(H22)

37.1%(H29)

36.9%(H30)

前年度比

20歳代の女性のやせの人の割合

定期的に健康診査を受けていない人の割合
全体
（モニタリング）国民生活基礎調査
20〜40歳代女性
（モニタリング）国民生活基礎調査
特定健康診査の受診率
特定保健指導の実施率
介護保険サービスの利用者数

20%以下

32.8%

―

41.5%(H22)

60%(H29)

34.3%(H23)

23.6%
36.5％（H27)

60%(H29)

33.,6%(H23)

27.4％（H27)

28.1%(H29)

36.4%(H30)

前年度比

抑制する(H37)

29,322人(H22)

40,600人（H28.5)

42,620人（H30.5)

43,828人（R1.5）

前年度比

41.6

48.0(H22)

２ 脳血管疾患・虚血性心疾患の年齢調整死亡率（人口10万対）
脳血管疾患
男性
循
女性
環
器
虚血性心疾患 男性
疾
女性
患
・ 収縮期血圧の平均値（高血圧症の状況）
糖
男性
尿
病
女性
の 脂質異常症の人の割合（LDLコレステロール160mg/dl以上の
予 人の割合）
防
男性

24.7

27.4(H22)

31.8

54.8(H22)

13.7

21.4(H22)

現状維持

131mmHg(H23)

130ｍｍHg（H27)

130mmHg(H29)

130mmHg(H30)

現状維持

128mmHg(H23)

127ｍｍHg（H28)

127mmHg(H29)

127mmHg(H30)

6.2%

10.5%(H23)

9.1％（H27)

9.1％（H29)

9.4%(H30)

8.8%

14.8%(H23)

13.1％（H27)

13.1％（H29)

13.8%(H30)

血糖コントロール指標におけるコントロール不良者の割合
（HbA1cがJDS値8.0%(NGSP値8.4%)以上の人の減少）

1.0%

1.2%(H23)

1.0％（H27)

1.0％（H29)

1.0％（H30)

前年度比

糖尿病治療継続者の割合

70%

58.3%

―

41.3%(H23)

43.2％（H27)

47.7%(H29)

50.5%(H30)

前年度比

女性

（モニタリング）特定健康診査

・体組成測定者に対しメンバーズカードを発行するなど、新たな仕組み
を取り入れることにより、計測をきっかけにした継続性のある運動習慣
の形成に役立っている。

主な成果

前年度比

前年度比

・さいたま市健康マイレージ参加者向けの体組成測定会を全区で
20回開催する中で、市内スポーツクラブの協力を得て、運動指導
・昨年度からさいたま市健康マイレージ参加者向けの体 や体力測定を開催する回数を昨年度よりも増やした。その結果、
組成測定会を市内随所で20回開催し、参加者の運動継 測定会来場者のほとんどが測定を希望し、市民に新たなモチベー
ション維持のための情報を提供することができた。

続のためのモチベーション維持にもつながっており、区
保健センターで開催されている体組成測定会を知る機会 ・民間企業と共催で出展したイベントブースでは体組成測定に加
ともなっている。
え、血管年齢測定器や握力計等を使った健康に関する様々な測定

・埼玉県及び埼玉県国民健康保険団体連合会、さいたま市医師会と協
働し、糖尿病の重症化予防に向けた取組を進めている。
※市内にある6台の体組成計による測定人数は、11月末
現在で延5,453人（H28比：157％増）である。
・市民調査の結果によると、健（検）診の機会を有する市民は増えてい
るが、特定健康診査においては４０歳代の受診率や初回受診者が増え ・埼玉県及び埼玉県国民健康保険団体連合会、さいたま
ないことが課題である。
市医師会と協働し、糖尿病の重症化予防に向けた取組
を継続し進めている。

体験は家族連れに人気を博している。その結果、手軽に健康に関
する指標を計測できるツールを対象者に合わせて選択することで、
幅広い世代向けの啓発につながっている。
・埼玉県及び埼玉県国民健康保険団体連合会、市内の各医師会
と協働し、糖尿病の重症化予防に向けた取組を継続し進めてい
る。
※市内にある6台の体組成計による測定人数は、4,436人である。
(R1.12.10現在）

平成29年度の中間評価における課題

本市は糖尿病の有病者及び予備群の割合が県内でも特に高く喫緊の課題となっている。また、男女ともに働き盛り世代以降において、肥満者の割合
が高い。そのため、糖尿病予防につながる食生活や運動習慣などについて、動機付けや効果を得られる取組を関係課で連携して行うこと必要であ
る。
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さいたま市ヘルスプラン２１（第２次）影響評価票
目標指標
3歳児歯科健康診査でむし歯のない幼児の割合

目標値
（令和４年度）

ベースライン値
（平成24年度）

平成28年度（市民調査）

90%

82.4%(H23)

増やす

ベースライン値（平
成24年度）との比較

平成30年度

平成31年度(令和元年度）

86.4%(H27)

87.6%(H29)

88.5%(H30)

52.3%(H23)

57.7%(H27)

57.9%(H29)

59.2%(H30)

―

1.0本(H23)

0.59本（H28）

0.44本（H30）

0.42本（R1）

前年度比

55%

23.6%

28.0%

減らす

33.0%(H23)

36.6%(H27)

43.4%(H29)

44.9%(H30)

前年度比

―

18.2%

19.2％（H28)

増やす

83.1%(H23)

87.8%(H27)

90.8%(H29)

91.6%(H30)

前年度比

―

54.1%

73.0％（H28)

減らす

48.5%(H23)

48.4%(H27)

54.7%(H29)

50.6%(H30)

前年度比

―

16.8%

17.1％（H28）

増やす

75.6%(H23)

87.2%(H27)

89.8%(H29)

88.7%(H30)

前年度比

―

53.0%

71.9％（H28）

増やす

59.2%(H23)

75.1%(H27)

75.3%(H29)

78.4%(H30)

前年度比

―

31.9%

26.9％（H28）

80%

69.8%(H23)

69.6%

前年度比

3歳児で2回以上のフッ化物塗布を受けている幼児の割合
（モニタリング）中学1年生1人平均DMF歯数
過去1年間に歯科健康診査を受診した人の割合(20歳以上)
40歳代における進行した歯周炎を有する人の割合(成人歯科
健康診査CPI3以上)

（モニタリング）市民調査
40歳で喪失歯のない人の割合

（モニタリング）市民調査
60歳代における進行した歯周炎を有する人の割合(成人歯科
健康診査CPI3以上)

（モニタリング）市民調査

３

60歳で24歯以上自分の歯を有する人の割合

歯
（モニタリング）市民調査
・
口
腔 80歳で20歯以上自分の歯を有する人の割合
の
健
（モニタリング）市民調査
康
60歳代における咀しゃく良好者の割合（口腔機能の維持・向
上）

・子どもだけでなく親の歯科保健指導も同時に行うこと
・中間評価で明らかになった課題を意識した事業を開催 で、親子で生活習慣を見直し、家庭で実践する一助と
なっている。ひいては家族全体の口腔ケアを見直すこと
することで、歯科受診の無関心層に働きかける機会と
につながっている。
なった。

・運動教室の中に歯科保健に関する講義や実技を取り入れ、参加者の
口腔ケアの意欲が高まるなど全身的な健康づくりの意識付けもできて
・歯科の教室の開催後に、参加者の口腔の状態や生活
いる。
習慣の判定結果や、歯科衛生士のアドバイス書を送付
し、市民のセルフケアの支援につなげる仕組みができて
・妊婦とそのパートナーを対象とした歯周病予防事業を実施し、妊婦だ
いる。
けではなく家族全員の口腔衛生の重要性について学ぶ機会となってい
る。
・昨年度作成した「障害者歯科相談ガイドブック」を設置
している情報公開コーナーなどから、追加配布の要請が
入っており、市民の障害者への歯科治療の関心の高さ
と、その情報を求める声か多く寄せられている。

主な成果

・10区合同で高齢者の歯科口腔の教室受講者が集まっ
て交流会を行っており、社会交流の機会にもなってい
る。
・市の歯科口腔保健の課題解決のため、歯科口腔保健
に関する情報の提供や研修を実施する口腔保健支援セ
ンターを設置し、障害者（児）や要介護高齢者福祉施設
職員向け口腔ケア研修の実施や歯科口腔保健に関する
啓発等、市民や事業所に対して歯科保健に関する取組
を開始した。

全体的に歯・口腔の健康への意識が向上している。一方で成人男性の口腔のセルフケアの実施率は低調である。そのため、男性をターゲットとした
歯・口腔のセルフケアの意識や実践が高まるような取組が必要である。

平成29年度の中間評価における課題

朝食を食べている人の割合

20歳代男性
75%以上

30歳代男性
20歳代女性

53.7%

48.2%

60.7%

48.8%

66.3%

52.2%

毎日3食野菜を食べている人の割合

16歳未満

増える

29.1%

壮年期（40〜60歳） 男性

30%以上

21.7%

18.9%

女性

30%以上

28.2%

28.4%

65%

56.5%

50.9%（15歳以上）

増える

79.9%

増える

87.5%

120店

12店

29店（H28.11月時点）

30店（H30.10月時点）

64店(R1.11月時点）

87%

81.9%

83.8%（平成27年度末）

83.9%（平成29年度末）

86.1%(平成30年度末）

主食・主菜・副菜を組み合わせた食事が1日2回以上の日が
ほぼ毎日の人の割合
４

ほとんど毎日家族と食べる子どもの割合 朝食

栄
夕食
養
・
食 健康づくり協力店の指定店舗数
生
活
特定給食施設で栄養成分表示をしている割合

前年度比

・減塩対策で使用する「ナト・カリ調味料」など開発した商
品がメディアで取り上げられたことで、減塩・適塩の普及
につながっている。また、それを使用した料理を提供す
・中間評価で明らかになった区の課題を踏まえ、市民の目を引きやす る店舗は新たな来店者の獲得にもなっている。ひいて
いキャッチフレーズを使った啓発物を作成し、市民が多く集まるイベン は、食環境の整備にもつながっている。
トで配布することで、来場している幅広い年代の市民の関心に関心を

主な成果

・調理実習は生活習慣病の予防に役立つ実践方法について学ぶ機会 持ってもらうきかっけになった。
・親子で地元農家から野菜を収穫するまでの講話の後
となることに加え、その地域の特産物について学ぶ機会となり、幅広い
に、その野菜を使用した調理実習を行うことで、家庭で
・地元農家と協働した事業を開催することで、参加者が地産地消を身
世代の食育の機会となっている。
の食生活を見直す機会となり、実践につながりやすく
近に感じ、食育に関する理解を深めることにつながっている。
なっている。
・会食を通して高齢者の介護予防や地域とのつながりを作るための役 ・「第３次さいたま市食育推進計画」策定について市長記者会見でPR、
割も担っている。
野菜摂取について市報と広報番組「のびのびシティさいたま市」で啓 ・中間評価の結果、肥満が多い区ではカロリーが低いお
発、朝食摂取についてさいたま商工会議所会報誌に掲載など、多様な
やつの試食や、野菜を使った調理実習などの体験を通
・市民調査の結果によると、すべての年代・性別において朝食を食べて 広報媒体を活用し、周知・啓発の機会を増やすことができた。
し、市民が買い物や調理で食材の組み合わせの基準を
いない人の割合が増加したため、朝食を食べることの大切さをより一層
・「第３次さいたま市食育推進計画」冊子と概要版を小・中・特別支援 意識するきっかけが提供できている。
啓発することが必要である。
学校の栄養士へ情報提供を行った。また、保健センター栄養士と学校
栄養職員・栄養教諭との情報交換の場を設けるなど、庁内の連携強
化につながった。

平成29年度の中間評価における課題

・野菜の摂取量を増やすために市報に啓発用の記事を
掲載したり、保健センターの教室「1歳児向けのむし歯予
防教室」で保育園の給食レシピが検索できる「食育・健
康なび」をPRすることにより、レシピ検索数が増加してい
る。

働き盛り世代の朝食の欠食者が増加しているため、関係団体、各種団体、食品関連事業者等と多様な連携・協働を図る必要がある。
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さいたま市ヘルスプラン２１（第２次）影響評価票
目標値
（令和４年度）

ベースライン値
（平成24年度）

平成28年度（市民調査）

男性

44%

34.0%

35.1%

女性

38%

29.0%

29.3%

80%

16.4%

36.4%

93%(H32)

86.8%(H22)

85.7%

男性

41%

31.0%

31.9%

女性

35%

25.6%

24.8%

20〜64歳代男性

32%

21.8%

24.5%

20〜64歳代女性

30%

19.9%

18.8%

48%

38.1%

31.0%

43%

32.9%

31.1%

大幅な減少

55.4%

（モニタリング）さいたま市のスポーツに関する公共施設（体育
館、プールなど）の利用時の評価で、悪いと感じた人の割合

減少

5.1%

（モニタリング）運動をしていない理由
安全にウォーキングやジョギングなどのできる歩道かや公園
が整備されていないから

―

5.3%

6.2%

（モニタリング）運動をしていない理由
誰でも気軽に利用できる運動施設が近くにないから

―

11.7%

13.1%

目標指標

ベースライン値（平
成24年度）との比較

平成30年度

平成31年度(令和元年度）

84.6%（H30)

R2.02に集計

1日1時間以上歩く人の割合

ロコモティブシンドローム（運動器症候群）を認知している市民
の割合
週1回以上のスポーツ実施率（小学5年生）

運動習慣のある人の割合

５

65歳以上男性
身
体
活
65歳以上女性
動
・
運
（モニタリング）さいたま市のスポーツに関する公共施設（体育
動
館、プールなど）をこの1年間利用したことはない人の割合

・すこやか運動教室では日常的に公園に通うことで、高
・運動教室を開催する際に、区内で活動する運動の自主
齢者自身が身体を動かす習慣にもつながるとともに、地
・市民調査の結果によると、運動習慣がある女性の割合は男性より低
グループと協働することで、教室の参加者が教室終了後
域の仲間との交流の機会にもなり、介護予防につながっ
いため、今後も幅広い年代の女性を対象とした運動習慣に関する事業
に運動を続けていくための環境作りにつながっている。
ている。
を継続して実施することが必要である。

主な成果

・さいたま市健康マイレージにおいて、賛同していただく
・さいたま市健康マイレージの新規参加者数は5,893人
・継続した運動習慣を身に付けるため、教室終了後の市民が運動習慣
民間企業による協力が増え、事業のPRや事業補助、市
（11月末時点）、累計参加者数は 22,739人（11月末時
を継続するためのシステムとして、「さいたま市健康マイレージ」を活用
及び民間企業のイベントへの共同出展など協働する内
点）人になり、18歳以上の市民や在勤者が身近な運動
していくことが必要である。
容も拡大してきている。
であるウォーキングに取り組む機会が広がっている。

・男女全体で肥満者が増加している。そのため、体重計に乗る習慣を身につけ、体重を健康状態のバロメーターとする啓発が必要。また、自身の健
康に目を向けるためのきっかけとして体組成測定の機会をより身近な場所で継続していく必要がある。

平成29年度の中間評価における課題

・健康を維持し自立した生活を送るために、市民が身近で取り組みやすいウォーキングを中心とした運動習慣の定着を図ることが重要

睡眠により休養を十分とれない人の割合

６
休
養
・
こ
こ
ろ
の
健
康

全体

18%以下

23.9%

27.1%

10〜40歳代男性

28%以下

31.6%

36.6%

10〜40歳代女性

28%以下

32.7%

32.9%

睡眠の確保のためにアルコールを使用する人の割合

15%以下

25.4%

24.9%

ストレスが解消できていない人の割合

25%以下

30.8%

29.3%

身近に相談相手のいない人の割合

10%以下

14.1%

14.4%

生きがいを持っている人の割合

85%以上

66.6%

63.2%

何らかの地域活動をしている高齢者の割合

増やす

48.5%

60%

42.3%

39.8%

減らす

21.7人(H23)

16.4人（H27)

居住地域でお互いに助け合っていると思う市民の割合の増
加(地域のつながりの強化)
自殺者数（人口10万対）

13.7人（H29)

13.3人（H30)

前年度比

・企業におけるメンタルヘルスに関する検定試験の受講
者が前年よりも増加しており、働き盛り世代のメンタルヘ
ルスの重要性についての認識が浸透してきている。

主な成果

平成29年度の中間評価における課題

・ストレス対処に関する市民向け講演会は参加者が100
・産業保健や中学校と連携した講演会のテーマに「睡
・市民調査の結果によると、睡眠により休養を十分に取れていない人の
人を超えている。こころの健康について、市民が関心を
眠」を題材にしたものが増えてきており、こころの健康を
割合が増加しており、睡眠に関する正しい普及啓発が必要である。
持ちやすい健康問題のテーマを毎年変えながら継続す
維持するために「睡眠」の役割が重要であることが市民
ることで、幅広い年齢層への啓発につながっている。
の中にも認識されてきていることがうかがえる。
・地域で助け合っていると感じている市民の割合が減少しており、地域
の人々とのつながりが意識できる機会を提供することも重要である。
・健康情報のメルマガ「スマートウェルネスさいたま
・「現代の思春期との関わり方」に関する講演会の申込
NEWS」の中で、メンタルヘルスについて取り上げ、その
では、定員を大幅に超える申し込みがあり、多くの市民
・昨年から事業所にストレスチェックが義務化されたことにより、メンタル
ニュースをさいたま健幸ネットワークに加入する６７団体
が関心を寄せるテーマを題材にすることで、今まではア
ヘルスに対し、個人の関心も高くなってきており、ストレス対策に関する
に配信し、働き盛り世代に向けた啓発を行っている。
プローチできなかった人々にこころの健康を啓発する機
情報発信が求められている。
会が広がっている。
・本市は30〜40歳代の働き盛り世代、女性の10歳代お
よび50歳代で睡眠時間が短い傾向であるため、睡眠不
足が健康に及ぼす影響について、学齢期から高齢期ま
で各ライフサイクルの特徴に合わせた情報提供が必要
である。

睡眠による休養が「とれていない」人の増加が課題となったため、若者、働き盛り世代、壮年期女性に向け、睡眠の重要性について啓発する必要が
ある。

4

さいたま市ヘルスプラン２１（第２次）影響評価票
目標値
（令和４年度）

ベースライン値
（平成24年度）

平成28年度（市民調査）

80%

41.7%

44.7%

行政機関

0%

2.3%

1.5%

医療機関

0%

1.2%

1.4%

職場

受動喫煙のない
職場の実現

20.5%

18.7%

家庭

3%

17.6%

13.9%

飲食店

15%

36.8%

34.6%

小学校・中学校・
高校は0%
それ以外は受動
喫煙のない環境

2.7%

2.0%

減らす

11.5%

9.6%

成人男性

18%

24.8%

23.2%

成人女性

5%

9.3%

5.9%

未成年者の喫煙率

なくす

1.5%

1.0%

目標指標
COPDを知っている人の割合

ベースライン値（平
成24年度）との比較

平成30年度

平成31年度(令和元年度）

受動喫煙の機会を有する人の割合

学校

遊技場
７
喫
成人の喫煙率（喫煙をやめたい人がやめる）
煙

・健康増進法の改正を受け、大型商業施設や各飲食業組合に
対し直接訪問し、望まない受動喫煙を防止するための啓発を
行っている。その結果、各施設における喫煙環境の見直しが進
・中間評価で明らかになった区の課題を意識した事業を められている。

開催し、幅広い世代が参加する体組成測定会や区民ま
・市民調査の結果によると、成人全体の喫煙率は低下しているが、引き つりにおいて、禁煙に関する啓発媒体を新たに作成する ・健康情報のメルマガ「スマートウェルネスさいたまNEWS」の中
で、受動喫煙対策について取り上げ、さいたま健幸ネットワーク
続き３０〜５０代の喫煙率は他の世代に比べて高いため、働き盛り世代 ことで、啓発の機会を増やすことができた。
に加入する６７団体に配信した。また、受動喫煙に関する「健康
に向けた禁煙に関する情報発信を続けていくことが必要である。
・保健センターで禁煙相談を受けられることを市民に周 経営セミナー」を民間企業や団体と協働にて開催し、３３企業・団
・受動喫煙防止対策が強化される予定であるため、禁煙をしたい人が 知するために公用車や公用自転車に掲示物を作成した 体、計４６人が受講した。
禁煙に関する情報を得るために、禁煙外来に関する情報のホームペー り、禁煙相談の回数を定期から随時に変更することで、 ・体組成測定会や区民まつりにおいて、幅広い世代に向けた禁
禁煙したい人が禁煙する機会を逃さないための取組が 煙に関する情報発信が継続して行われているが、呼気中の一酸
ジおよびパンフレットを作成した。
広がっている。
化炭素濃度測定を希望する市民は少ない。今後は加熱式たばこ
の健康影響にも着目した啓発が必要である。
・受動喫煙に関する意識が市民にも広がっており、生活と密着した施設
・2年前に作成した禁煙外来リスト（10,000部）を配り切っ
（病院、郵便局等）でも全面禁煙の動きが広がっている。
たため、近年の受動喫煙対策の広がりを受けて第2版を ・禁煙外来リスト(第2版）を作成したところ、医療機関や教育部門
から設置の希望があり、同リストの初版に続き、禁煙したい人向
10,000部作成。

主な成果

けに情報提供が継続して行われている。また、健康増進法の改
定を受け、望まない受動喫煙を防止するための環境整備の一助
となることが期待される。

飲食店における受動喫煙の機会は減少しているものの、減少幅は鈍化しているため、受動喫煙の機会が多い飲食店や職場、遊技場での対策が必
要。

平成29年度の中間評価における課題
生活習慣病のリスクを高める量の飲酒をしている人の割合（1
日当たりの純アルコール摂取量）

成人男性（60ｇ/3合以上）

2.8%以下

4.9%

6.3%

成人女性(20g/１合以上）

6.4%以下

19.7%

18.7%

40歳代男性（60ｇ/3合以上）

4.6%以下

8.8%

7.9%

50歳代男性（60ｇ/3合以上）

5.8%以下

10.0%

7.8%

20〜30歳代女性（60ｇ/3合以上）

0.2%以下

4.6%

2.2%

なくす

12.3%

8.0%

８
飲
酒

未成年者の飲酒の割合

・中間評価で明らかになった区の課題を意識した事業を開催し、
幅広い世代が参加する体組成測定会や区民まつりにおいて、適
正飲酒に関する啓発媒体を新たに作成することで、啓発の機会
を増やすことができた。
・父、母、子を対象にした運動教室において、家族の健康をテー
マとした講話の中で、ライフサイクルに合わせたお酒との付き合
い方について取り上げることで、父母向けに適正飲酒の啓発を ・中間評価の結果、飲酒量が多い区では健康課題として
・市民調査の結果によると、２０〜３０歳代、６０歳〜７０歳代の男性の飲 行うことができた。
イベントや区役所の健康情報コーナーで適正飲酒につ

主な成果

酒量が増加しているため、成人になった早期から飲酒と健康に関する
情報を提供していく必要がある。

いて啓発しており、市民の目につきやすい場所で情報提

供が持続的に行うことができた。
・厚生労働省、埼玉県、さいたま市の共催で「平成30年度アル
コール関連問題啓発フォーラム in 埼玉」を開催し、お酒との付
き合い方についての啓発をさいたま市民含む、県民全体に行う
・男性限定や親子対象の事業において、自分の飲酒量について振り返
・依存症治療拠点機関による「依存症治療拠点機関主
ことができた。
る機会を設けることで、適正飲酒の啓発につながっている。
催研修会」を実施し、関係機関に対して、アルコール等
・アルコール等の依存症の医療体制の強化を図るため、「さいた
ま市依存症専門医療機関及び依存症治療拠点機関設置運営事
業要綱」により医療機関の選定を行った。

の依存症の医療や支援の強化を図った。

・アルコール等の依存症関連問題で困っている方やその家族か
らの相談を受けるため、さいたま市こころの健康センターに「依
存症相談拠点機関」を設置した。

平成29年度の中間評価における課題

「毎日飲酒する人」や「未成年者の飲酒」は減少したが、女性の飲酒者が増加傾向にあるため、女性・高齢者など、ライフサイクルにあわせた飲酒に
よる問題に関する情報提供が必要である。

5

さいたま市ヘルスプラン２１（第２次）目標指標となる数値の推移

目標指標

１
が
ん
の
予
防

目標値

ベースライン値

(令和4年度） （平成24年度）

平成25年度

平成26年度

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

令和元年度

回答担当課

肺がん検診

40%(H28)

26.5%(H23)

34.3%(H24)

33.6%(H25)

33.8%(H26)

34.3%(H27)

32.9%(H28)

34.6%(H29)

34.0%(H30)

大腸がん検診

40%(H28)

23.7%(H23)

31.5%(H24)

30.9%(H25)

31.1%(H26)

32.0%(H27)

29.6%(H28)

30.7%(H29)

30.2%(H30)

各種がん検診
胃がん検診
受診率

40%(H28)

20.4%(H23)

24.2%(H24)

23.8%(H25)

23.9%(H26)

24.5%(H27)

23.4%(H28)

24.7%(H29)

24.2%(H30)

乳がん検診

50%(H28)

17.3%(H23)

22.2%(H24)

22.3%(H25)

23.6%(H26)

25.8%(H27)

23.6%(H28)

24.4%(H29)

22.2%(H30)

子宮がん検診

50%(H28)

21.9%(H23)

30.4%(H24)

30.4%(H25)

30.3%(H26)

30.7%(H27)

30.6%(H28)

29.9%(H29)

28.4%(H30)

肺がん検診

90%(H28)

74.3%(H22)

72.9%(H23)

77.1%(H24)

77.5%(H25)

78.0%(H26)

79.6%(H27)

76.6%(H28)

77.2%(H29)

大腸がん検診
90%(H28)
各種がん検診
精密検査受診 胃がん検診
90%(H28)
者の割合
乳がん検診(国の目標値90％をベース
90%(H28)
ライン値（H24年度)がすでに超えているため、

64.5%(H22)

62.6%(H23)

67.8%(H24)

68.4%(H25)

68.6%(H26)

69.2%(H27)

65.3%(H28)

65.8%(H29)

75.2%（H22)

75.7%(H23)

81.0%(H24)

76.8%(H25)

79.9%(H26)

80.2%(H27)

73.3%(H28)

91.3%(H29)＊

91.4%(H22)

84.3%(H23)

92.2%(H24)

89.4%(H25)

91.8%(H26)

90.9%(H27)

91.0%(H28)

89.7%(H29)

90%(H28)

72.0%(H22)

56.1%(H23)

78.3%(H24)

73.2%(H25)

79.1%(H26)

81.5%(H27)

79.1%(H28)

74.2%(H29)

全出生中の低体重児の割合

減少傾向へ

9.6%(H22)

9.9%(H23)

10.2%(H24)

10.1%(H25)

9.4%(H26)

9.6(H27)

9.6%(H28)

9.2(H29)

健康増進課

小学4年生の肥満度35%以上の割合

減少傾向へ

2.21%(H23)

2.3%(H24)

1.8%(H25)

1.6%(H27)

1.5%(H28)

1.7%(H29)

1.9%(H30)

2.2%(R1)

健康教育課

特定健康診査の受診率

60%(H29)

34.3%(H23)

33.4%(H24)

34.2%(H25)

35.1%(H26)

36.5％（H27)

36.5%（H28）※

37.1%(H29)

36.9%(H30)

特定保健指導の実施率

60%(H29)

33.,6%(H23)

32.9%(H24)

31.6%(H25)

31.1%(H26)

27.4％（H27)

31.0%（H28）※

28.1%(H29)

36.4%(H30)

国民健
康保険
課

地
域
保
健
支
援
課

90％以上を維持することが目標）

子宮がん検診

２
循
環
器
疾
患
・
糖
尿
病
の
予
防

介護保険サービスの利用者数
収縮期血圧の 男性
平均値（高血
圧症の状況） 女性
脂質異常症の
人の割合（LDL 男性
コレステロール
160mg/dl以上
女性
の人の割合）
血糖コントロール指標におけるコントロール
不良者の割合（HbA1cがJDS値8.0%(NGSP
値8.4%)以上の人の減少）

３
歯
・
口
腔
の
健
康

抑制する(H37)

29,322人(H22.5) 33,789人(H25.5) 36,138人(H26.5) 38,729人(H27.5) 40,600人（H28.5） 45,227人（H29.5） 42,620人（H30.5) 43,828人（R1.5）

現状維持 131mmHg(H23) 130mmHg(H24)

130mmHg(H25)

130mmHg(H26)

130mmHg(H27) 130mmHg(H28)※ 130mmHg(H29)

130mmHg(H30)

現状維持 128,mmHg(H23) 127mmHg(H24)

128mmHg(H25)

127mmHg(H26)

127mmHg(H27) 127mmHg(H28)※ 127mmHg(H29)

127mmHg(H30)

6.2%

10.5%(H23)

9.7%(H24)

10.7%(H25)

9.3%(H26)

9.1％（H27)

9.1％（H28) ※

9.1％（H29)

9.4%(H30)

8.8%

14.8%(H23)

13.6%(H24)

15.2%(H25)

12.9%(H26)

13.1％（H27)

12.7％（H28)※

13.1％（H29)

13.8%(H30)

1.0%

1.2%(H23)

1.1%(H24)

1.1%(H25)

1.1%(H26)

1.0％（H27)

1.0％（H28) ※

1.0％（H29)

1.0％（H30)

糖尿病治療継
（モニタリング）特定健康診査
続者の割合
3歳児歯科健康診査でむし歯のない幼児の
割合

―

41.3%(H23)

44%(H24)

45.8%(H25)

43.3%(H26)

43.2%(H27)

45.6%(H28)※

47.7%(H29)

50.5%(H30)

90%

82.4%(H23)

83.4%(H24)

84.5%(H25)

84.4%(H26)

86.4%(H27)

87.1%(H28)

87.6%(H29)

88.5%(H30)

3歳児で2回以上のフッ化物塗布を受けてい
る幼児の割合

増やす

52.3%(H23)

53.9%(H24)

56.8%(H25)

56.1%(H26)

57.7%(H27)

56.8%(H28)

57.9%(H29)

59.2%(H30)

（モニタリング）中学1年生1人平均DMF歯数

―

1.0本(H23)

0.81本(H24)

0.68本（H26）

0.54本（H27）

0.59本(H28)

0.50本（H29）

0.44本（H30）

0.42本(R1)

40歳代における進行した歯周炎を有する人
の割合(成人歯科健康診査CPI3以上)

減らす

33.0%(H23)

32.4%(H24)

34.8%(H25)

37.7%(H26)

36.6%(H27)

44.2%(H28)

43.4%(H29)

44.9%(H30)

40歳で喪失歯のない人の割合

増やす

83.1%(H23)

88.2%(H24)

86.5%(H25)

88.1%(H26)

87.8%(H27)

89.6%(H28)

90.8%(H29)

91.6%(H30)

60歳代における進行した歯周炎を有する人
の割合(成人歯科健康診査CPI3以上)

減らす

48.5%(H23)

48.1%(H24)

49.8%(H25)

49.6%(H26)

48.4%(H27)

55.5%(H28)

54.7%(H29)

50.6%(H30)

60歳で24歯以上自分の歯を有する人の割
合

増やす

75.6%(H23)

87.6%(H24)

81.0%(H25)

87.5%(H26)

87.2%(H27)

85.5%(H28)

89.8%(H29)

88.7%(H30)

80歳で20歯以上自分の歯を有する人の割
合

増やす

59.2%(H23)

68.6%(H24)

69.8%(H25)

70.1%(H26)

75.1%(H27)

73.8%(H28)

75.3%(H29)

78.4%(H30)

健康づくり協力店の指定店舗数

120店

12店

21店
(H26.2月時点)

87%

81.9%

83.8%
（平成25年度
末）

83.8%
（平成25年度
末）

83.4%
(平成26年度末)

83.8%
（平成27年度
末）

84.5%
（平成28年度
末）

83.9%
（平成29年度
末）

86.8%(H22)

84.1%

88.5%

85.50%

85.70%

85.30%

84.60%

４栄養・
食生活 特定給食施設で栄養成分表示をしている割
合

週1回以上のスポーツ実施率（小学5年生）
5
※平成22年度〜平成25年度「全国体力・運動能力、運
身体活 動習慣等調査」設問より算出。平成26年度〜「さいたま 93%(H32)
動・運動 市学習状況調査『生活や学習に関する調査』」設問より

減らす

21.7人(H23)

20.6人(H24)

国
民
健
康
保
険
課

地
支
域
援
保
課
健
健康教育課

地
域
保
健
支
援
課

27店
32店
29店
29店
60店
64店
(H26.10月時点) (H27.11月時点) （H28.11月時点） （H29.10月時点） （H30.10月時点） (R1.11月時点）

地
支
域
援
保
86.1%
(平成30年度末） 課 健

R2年2月中旬
に集計

指
導
1
課

13.3人（H30)

健
康
増
進
課

算出。

６
休養・こ 自殺者数（人口10万対）
ころの健
康

介護保険課

20.7人(H25)

※出典：特定健診データ管理システムの法定報告対象者データ
＊平成29年度受診者から、胃内視鏡検査時に生検を受診したものも精密検査受診者に計上
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17.2人(H26)

16.4人（H27)

16.5人（H28)

13.7人（H29)

資料２

令和元年度
ヘルスプラン２１（第２次）に関する事業の取組事例目次
【さいたま市健康づくり推進協議会】
１ さいたま市食生活改善推進員協議会

・・・

1

Ｐ

２ さいたま商工会議所

・・・

2

Ｐ

３ 全国健康保険協会 埼玉支部

・・・

3

Ｐ

４ さいたま市薬剤師会

・・・

4

Ｐ

５ さいたま市レクリエーション協会

・・・

5

Ｐ

６

・・・

6

Ｐ

７ さいたま市農業協同組合

・・・

7

Ｐ

８ さいたま市保健愛育会

・・・

8

Ｐ

９ さいたま市自治会連合会

・・・

9

Ｐ

10 さいたま市４医師会連絡協議会

・・・

10

Ｐ

11

・・・

11

Ｐ

12 スポーツ振興課

・・・

12

Ｐ

13 健康増進課

・・・

13

Ｐ

14 こころの健康センター

・・・

17

Ｐ

15

・・・

21

Ｐ

16 高齢福祉課

・・・

25

Ｐ

17

・・・

26

Ｐ

18 地域保健支援課

・・・

29

Ｐ

19

・・・

30

Ｐ

20 北区保健センター

・・・

33

Ｐ

21 大宮区保健センター

・・・

35

Ｐ

22 見沼区保健センター

・・・

37

Ｐ

23 中央区保健センター

・・・

45

Ｐ

24 桜区保健センター

・・・

47

Ｐ

25 浦和区保健センター

・・・

48

Ｐ

26 南区保健センター

・・・

52

Ｐ

27 緑区保健センター

・・・

54

Ｐ

28 岩槻区保健センター

・・・

55

Ｐ

29 健康教育課

・・・

58

Ｐ

30

・・・

59

Ｐ

【庁内関係部署】

令和元年度 ヘルスプラン２１（第２次）に関する事業の取組事例（さいたま市食生活改善推進員協議会）

事業名

重点目標

さいたま市食生活改善推進員協議会
事業の目標

様式１

２ 循環器疾患・糖尿病の予防と早期発
見・早期治療の推進
４ １日３食バランスのとれた食生活の推

分 進
野
別
の
Ⅱ 地域の環境や社会 目
資源を活用した健康づ 標
Ⅰ 若い世代から、健
康づくりを意識した生
活スタイルの獲得

くり

「私達の健康は私たちの手で」をスローガンに健康
づくりの学習をし、食を通して地域において幼児か
ら高齢者まで、幅広い年齢層に対して食育活動を
推進する
事業の対象者

単年度事業・継続事業

食生活改善推進員（ヘルスメイト）及び年齢を問わない市民

継続事業

事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

埼玉県・さいたま市保健所・各区保健センター・日本食生活協会・公民館・小学校
取組の内容

１. 10区合同研修会、各支部リーダー研修会、各区会員研修会
・フレイルについての講演会
・栄養士による生活習慣病予防講義指導、調理実習
・「始めよう我が家の防災対策」講演会
２. 埼玉県委託事業・・・米料理教室
３. 日本食生活協会委託事業・・・やさしい介護食（2ヶ所）
４. 保健センター事業等への協力・・・ 親子食育講座 「野菜パクパク元気教室」等 （11ヶ所）
５. 食育推進事業・・・10区すべてで実施 （19ヶ所）
内容は、各区の状況に応じて生活習慣病予防教室、親子料理教室、高齢者の食事等の健康づくり教室
６. 各地域では、文化祭の協力、健康イベント開催協力、高齢者ふれあい会食、夏休み子供クッキング
小学校チャレンジスクール、親子食育教室、男性料理教室、若手向け料理教室など各種健康教室を実施

取組の成果

食べ物は満ち溢れていますが、社会の変化や様々の事情から日々の食生活がおろそかになりがちの人が多
い中、各種事業に参加したことで食生活の見直しにつながったという感想を頂いた。
親子や子供向けの事業に参加した若い人たちが、食べることへの興味、関心を持つことに繋がった。また高
齢者においては、低栄養など食に対する意識を高めることができ、幅広い年齢層に食育活動を行うことができ
た。
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令和元年度 ヘルスプラン２１（第２次）に関する事業の取組事例（さいたま商工会議所）
事業名

（１）生活習慣改善・定着プロジェクト
（２）会員事業所向け健康診断等の実施
（３）ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ検定試験の実施
事業の目標

重点目標

様式１

２ 循環器疾患・糖尿病の予防と早期発
見・早期治療の推進
４ １日３食バランスのとれた食生活の推

分 進
野
別 ５ 積極的な身体活動と運動習慣の形成
の
目 ６ 睡眠と休養の確保、ストレスの解消
Ⅱ 地域の環境や社
会資源を活用した健康 標
Ⅰ 若い世代から、健
康づくりを意識した生
活スタイルの獲得

（１）①減塩・適塩の重要性を周知する、②最適な づくり
踵高に自動調整できる義足を実現する
（２）会員事業所従業員等の健康増進に寄与する
（３）働く人たちの心の不調の未然防止と活力ある
職場づくりへの貢献を目指す
事業の対象者

単年度事業・継続事業

市民、会員事業所および従業員

継続事業

事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

（１）①さいたま市保健福祉局、（一社）適塩・血圧対策推進協会、①および②人間総合科学大学、会員事業所
（２）浦和医師会、大宮シティクリニック、レインボークリニック、川口総合病院
（３）大阪商工会議所、日本商工会議所
取組の内容

（１）生活習慣改善・定着プロジェクト
①「ナト・カリ調味料」を使用した共同商品開発
・会員事業所５店舗が、人間総合科学大学と実施した
・各事業所でナト・カリ調味料を使用した商品等を期間限定で販売した
②義肢足部の開発 ※写真右上
・会員事業所と人間総合科学大学をチームした製品開発事業である
・厚生労働省などの補助金を獲得しながら開発中である
③その他 ※写真右下
・「１日8,000歩、塩分摂取８ｇ」を普及啓発する筆記具を制作、配布している
（２）会員事業所向け健康診断等の実施
・経営者、従業員等向けに健康診断事業を実施している
・一般定期健康診断、生活習慣病検診、人間ドック、PET検診が当会議所指定機関で受診できる
（３）ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ検定試験の実施
・本試験は職場内での役割に応じて必要なメンタルヘルスケアに関する知識や対処方法を習得していただく
ものである。当会議所では試験のＰＲ、実施を通じ、メンタルヘルスの重要性を発信している
・人事労務管理スタッフ経営幹部向け、管理職向け、一般社員向けの３種に分かれる
・毎年度、３月と１１月に試験を実施（人事労務管理スタッフ経営幹部向けは１１月のみ）
取組の成果
（１）生活習慣改善・定着プロジェクト
・開発した商品がメディアで取り上げられたことで減塩・適塩の普及啓発につながった
（埼玉新聞※写真右、毎日新聞、ショッパー他）
・本事業の実施により会員事業所に新たな来店動機を創出できた
・店舗によっては期間限定終了後もナト・カリ調味料を商品に活用いただいている
（２）会員向け健康診断等の実施（数値は30年度事業のもの）
・健康診断は282事業所、1,770名が、PET検診は22事業所、35名がそれぞれ受診した。
これらを通じ会員事業所の「がんの予防」「健康増進」に貢献できた
（３）ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ検定試験の実施
・令和元年11月実施試験は全体申込者数が1,660名と前年比120％以上の増加であった
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令和元年度 ヘルスプラン２１（第２次）に関する事業の取組事例（全国健康保険協会埼玉支部） 様式１
事業名

糖尿病重症化予防プログラム（埼玉県方式）
の実施

２ 循環器疾患・糖尿病の予防と早期発
見・早期治療の推進

重点目標
Ⅰ 若い世代から、健
康づくりを意識した生
活スタイルの獲得

事業の目標

分
野
別
の
目
標

生活習慣病（糖尿病）の重症化予防
（人工透析移行者の減少）

事業の対象者

単年度事業・継続事業

協会けんぽ加入者のうち、健診結果およびレセプトデータを基に抽出した
糖尿病未治療者・ハイリスク者

継続事業

事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

埼玉県、埼玉県医師会、郡市医師会
取組の内容

■未治療者への受診勧奨
・健診結果から、糖尿病リスクが高く医療機関を受診していない者に対して、文書による受診勧奨を実施。
・糖尿病リスクがより重症域にある者については、２次勧奨（文書及び電話）を実施。なお、2次勧奨文書には、
ＧＩＳ（地理情報システム）を活用し、対象者の近隣受診可能医療機関を掲載したチラシを同封。
■糖尿病治療中断者への受診勧奨
・レセプトデータから、過去1年以内に糖尿病の治療を中断したと思われる者を抽出し、文書による受診勧奨を
実施。（令和元年7月）
■ハイリスク者への糖尿病重症化予防プログラム参加勧奨
・健診結果及びレセプトデータから糖尿病Ⅱ〜Ⅳ期に属しかかりつけ医からの同意を得られた者を対象に、重
症化予防プログラム（６か月間の保健指導）を実施。
・プログラム実施にあたり、埼玉県医師会および郡市医師会に対して事業説明を行う等、協力依頼に努めた。
（埼玉県全体として取り組む事業として理解を共有）

取組の成果

■未治療者・治療中断者の受診率向上
・文書健診の結果、受診に結びついたのは10.6％（令和元年9月現在）
・今年度は電話による勧奨も実施しているが、当協会では加入者個人の電話番号を保有していないことから、
加入事業所の協力を得ながら進める必要がある。
■糖尿病重症化予防プログラムへの参加者数の向上
・参加者は、今年度52名（令和元年9月現在）
・今年度は100名の参加を目標としている。達成のためには、かかりつけ医とのさらなる連携強化及び、対象者
の1割は事業主本人であることから事業主の理解を深める必要がある。
■今後について
・本事業の推進には事業主の理解や協力が大きく影響することから、健康経営の推進との一体的な取組みを
検討している。
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令和元年度 ヘルスプラン２１（第２次）に関する事業の取組事例（さいたま市薬剤師会）
事業名
（Ⅰ）第８回薬物乱用防止キャンペーン
（Ⅱ）第９回市民公開講座
（Ⅲ）第７回政令市薬剤師会統一薬物乱用防止キャンペーン
（Ⅳ）各区区民まつりブース参加

事業の目標

重点目標
Ⅰ 若い世代から、健
康づくりを意識した生
活スタイルの獲得
Ⅱ 地域の環境や社
会資源を活用した健康
づくり

様式１

１ がんの予防と早期発見の推進
２ 循環器疾患・糖尿病の予防と早期発

分 見・早期治療の推進
野
別 ８ 節度ある飲酒と未成年者の飲酒防止
の
目
標

健康に関するさまざまな情報を整理して、正しい
知識を持って頂くこと

事業の対象者

単年度事業・継続事業

一般市民、応募市民

継続事業

事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

さいたま市保健福祉局、埼玉県警、ＪＲ、浦和歯科医師会
取組の内容

（Ⅰ）薬物乱用防止キャンペーン
・日時 令和元年５月２６日
・場所 浦和駅東口駅前市民広場
・内容 薬事相談、アルコールパッチテスト、各種健康測定、キッズ調剤体験、違法薬物見本展示、ポスター
掲示、薬物乱用防止啓発ＤＶＤ放映、啓発うちわ他配付
（Ⅱ）市民公開講座
・日時 令和元年７月１４日
・場所 ロイヤルパインズホテル
・内容 「高齢社会を幸齢社会へ」ライオン㈱元研究員 石川 正夫 先生
「歯周病について」青木歯科 青木 護 院長
（Ⅲ）全国政令市薬剤師会同日開催 薬物乱用防止キャンペーン
・日時 令和元年７月２０日
・場所 さいたま新都心東西通路
・内容 市薬剤師会員２７名、薬学性１５名、計４２名参加により啓蒙チラシ・パッケージうちわ１，５００枚配布
（Ⅳ）各区区民まつりブース参加 ※岩槻区・桜区は台風のため中止
・日時 令和元年１０月５日 南区より
・内容 健康相談、血圧測定、アルコールパッチテスト、健康測定、キッズ調剤体験（屋内開催）

取組の成果

（Ⅰ）（Ⅲ）大勢の市民の方に薬物乱用の恐さを知っていただく事で正しい知識を持つきっかけになっていると思
います。
（Ⅱ）それぞれの分野で活躍されている方の話で新しい発見ができたと思います。口腔の健康を保つことは自分
の体全体の健康につながると思います。
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令和元年度 ヘルスプラン２１（第２次）に関する事業の取組事例（さいたま市レクリエーション協会）様式１
事業名

レクリエーションを通じた健康・体力づくりの普
及
事業の目標

重点目標

５ 積極的な身体活動と運動習慣の形成

分 ６ 睡眠と休養の確保、ストレスの解消
野
別
の
目
Ⅱ 地域の環境や社
会資源を活用した健康 標
Ⅰ 若い世代から、健
康づくりを意識した生
活スタイルの獲得

づくり

健康的な生活が送れるよう仲間と共にクラブ
活動を行う

事業の対象者

単年度事業・継続事業

一般市民、加盟団体、会員、家族

継続事業

事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

各地域の公民館、小学校等のチャレンジスクール、各自治会の親睦事業
取組の内容

〇誰でもできるドッジボール
（１）各自説明・打ち合わせ会の開催
（２）用具の確保（ボールの大きさや硬さをチェック）
（３）会場・人集めなど役割分担を行う
（４）ドッジボール大会の開催

仲間と楽しみながら
健康に

取組の成果

１ 愛好者が増加している
２ 会場が確保しやすくなった
３ 空地など外遊びもできる
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令和元年度 ヘルスプラン２１（第２次）に関する事業の取組事例（埼玉県国民健康保険団体連合会）

事業名

重点目標

在宅保健師等による支援事業

Ⅰ 若い世代から、健
康づくりを意識した生
活スタイルの獲得

事業の目標

様式１

２ 循環器疾患・糖尿病の予防と早期発
見・早期治療の推進
３ 生涯を通じた歯と口腔の健康の維持・

分 向上
野
別 ４ １日３食バランスのとれた食生活の推
進
の
目
標

・特定保健指導の利用率向上・食生活の改善や運
動の習慣化による生活習慣病予防

事業の対象者

単年度事業・継続事業

さいたま市民

単年度事業

事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

埼玉県在宅保健活動者の会「青空会」
取組の内容

埼玉県在宅保健活動者の会「青空会」の会員（保健師）を派遣し、さいたま市が行う保健事業の円滑な実施を
支援した。 具体的な支援内容は、以下のとおりである。
１ 特定健診・特定保健指導に関する事業
２ 健康教室等での助言及び指導に関する事業
３ 健康まつり等での健康啓発に関する事業

取組の成果

・経験豊富な会員が電話による特定保健指導の利用勧奨を行うことにより、対象者の意識の向上へと繋がっ
た。
・マンパワーの提供により、スムーズな健康教室等の運営ができた。
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令和元年度 ヘルスプラン２１（第２次）に関する事業の取組事例（さいたま農業協同組合）

事業名

重点目標

JAの総合事業機能を活かした健康づくり
事業の目標

様式１

１ がんの予防と早期発見の推進
２ 循環器疾患・糖尿病の予防と早期発見・早期治

分 療の推進
野
別 ５ 積極的な身体活動と運動習慣の形成
の
目
Ⅱ 地域の環境や社
会資源を活用した健康 標
Ⅰ 若い世代から、健
康づくりを意識した生
活スタイルの獲得

づくり

健康づくりに係るイベントを実施し
地元住民・役職員等の健康の保持増進を図る

事業の対象者

単年度事業・継続事業

組合員、女性部員、共済友の会会員、年金友の会会員、地域住民、JAさいたま役職員 継続事業

事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

埼玉県農協健康保険組合、JA埼玉県中央会、新久喜総合病院、熊谷総合病院 等
取組の内容

少年野球大会

対象者

定期健康診断

役職員・パート

被扶養者特定健診

40歳以上の被扶養者

産業医による個別健康教育

定期健診によりハイリスク者と診断された役職員

インフルエンザ予防接種

希望者（役職員）

農業従事者検診

正組合員・女性部員

生活習慣病検診

共済友の会会員

女性部歩け歩け運動

女性部

JAさいたま旗争奪少年野球大会

さいたま市ｽﾎﾟｰﾂ少年団小学生軟式野球部

年金友の会グラウンドゴルフ大会

年金友の会会員

年金友の会ゲートボール大会

年金友の会会員

女性部グラウンドゴルフ大会

女性部

ミニデイサービス

組合員等

女性のための健康講座

女性部

人間ドック受診費用の助成

40歳以上の健保加入者と、35歳・38歳の被保険者

親子サッカー教室

JAさいたま管内在住の方（年中〜小2）

体育の日健康イベント

親子サッカー教室

グラウンドゴルフ大会

体育の日 健康イベント

JAさいたま管内在住の少年少女（高校生まで）

取組の成果

・体育の日にちなんだ健康イベントを初開催し、地元の女子プロ野球チーム（埼玉アストライア）の試合観戦や
筋力・柔軟性等の測定を行い、スポーツの楽しさにふれ合いました。
・地域住民とのイベント（歩け歩け運動、ミニデイサービス、野球大会、サッカー教室等）を
開催し、健康の保持増進を図ると共に、地域の活性化に貢献しました。
・インフルエンザ予防接種を組合の支店で実施することにより、受診率の向上に
繋がりました。
・健康診断結果を基に役職員に対し産業医面談を行い、健診結果の説明を行い
自身の健康状態を認識することにより、早期の疾病対策を図ることが出来ました。
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歩け歩け運動

令和元年度 ヘルスプラン２１（第２次）に関する事業の取組事例（さいたま市保健愛育会）
事業名
・母子の健康と育児に関する事業（子育て支援事業）
・高齢社会に対する声掛け・見守り事業
・さいたま市への保健事業協力
事業の目標

スローガン

重点目標

様式１

２ 循環器疾患・糖尿病の予防と早期発
見・早期治療の推進

分 ４ １日３食バランスのとれた食生活の推進
野 ５ 積極的な身体活動と運動習慣の形成
別
の ７ 受動喫煙の防止と禁煙
目
Ⅱ 地域の環境や社
会資源を活用した健康 標
Ⅰ 若い世代から、健
康づくりを意識した生
活スタイルの獲得

づくり

１．愛の一声、健康づくりを広めましょう
２．健やかな子を育て、明るい家庭づくりを広めましょう
３．住みよいふるさと、長寿社会づくりを広めましょう
事業の対象者

単年度事業・継続事業

各区の母子・高齢者・地域住民

継続事業

事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

保健所・各区保健センター・健康づくり事情団・社会福祉協議会・自治協力会
取組の内容

地域の母子保健と高齢者福祉の向上、地域住民の健康推進活動を目的に、4区5地区で活動している。
全体研修
１．講演 「認知症の最近の状況について」と「寸劇：ある日のおばあちゃん」上演
講師 地域包括支援センター ハートランド浦和 岩男久仁子氏
２．実技講習 「おしゃれハンガー」作り
講師 さいたま市保健愛育会岩槻地区班員
地区自主事業
・子育て支援事業 三世代交流 訪問活動
赤ちゃんの健全な発育のための検診の推奨と親子の孤立防止等の教室の開催
・高齢者や独り暮らしのかたへの支援
声掛け ふれあい会食 介護予防体操 健康体操 おしゃべりサロン 歌ごえ喫茶
・結核予防パンフレットの配布
・禁煙の推奨
周辺での喫煙に対し、身体への悪影響などを説明して、禁煙協力を呼び掛ける。
行政協力・協働事業
・各区の保健事業への協力
育児相談 ふたごの集い 親子教室 育児学級 生活習慣病予防教室

取組の成果
子育て支援について、親子支援活動や三世代交流事業を行うことで、孤立しがちな子育ての中で、母親や父親が悩みを
解決できたり、地域との繋がりのきっかけになったと思われる。

健康づくりについて、各地区の課題を少しでも解消でいるよう、研修で得た知識を活用して班員たちが自主
的に取り組む活動の中で、参加者の健康意識が高まり、明るい家庭づくりに貢献出来たと思う。
参加者からの感謝の言葉が次の活動の原動力となるとともに、班員自身の健康増進にも繋がっている。

8

令和元年度 ヘルスプラン２１（第２次）に関する事業の取組事例（さいたま市自治会連合会）
事業名

重点目標

受動喫煙対策の推進

Ⅱ 地域の環境や社
会資源を活用した健康
づくり

事業の目標

様式１

７ 受動喫煙の防止と禁煙

分
野
別
の
目
標

区役所における受動喫煙対策の推進

事業の対象者

単年度事業・継続事業

市民

継続事業

事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

さいたま市保健福祉局、大宮区役所
取組の内容

大宮区自治会連合会では、大宮区役所が庁舎移転時より敷地内全面禁煙となったことを契機に、受動喫煙対
策を推進するため、下記の取組を行いました。
１．大宮区自治会連合会主催の大宮区内の自治会長が参加するリーダー視察研修会のバス移動の際に、大
宮区自治会連合会長から改正健康増進法の説明を実施。
２．令和元年９月１３日に実施した大宮区自治会連合会理事会にて、健康増進課の職員より改正健康増進法
の説明を受け、大宮区自治会連合会として、大宮区役所敷地内の受動喫煙対策に協力していくことを確認。
３．大宮区内の自治会長や大宮区の幹部職員が出席する１１月８日開催の「大宮区勉強会」において、大宮区
自治会連合会として、大宮区役所敷地内の受動喫煙対策に協力していくことを説明。
４．１２月発行の「大宮区自治連だより」に、大宮区自治会連合会として、大宮区役所敷地内禁煙を推進していく
旨を掲載。

取組の成果

上記取組により、地域のリーダー等への受動喫煙対策への理解が深まりました。また、大宮区役所において
は、敷地内禁煙の案内表示が増加し、利用者への周知が促進されました。
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令和元年度 ヘルスプラン２１（第２次）に関する事業の取組事例（さいたま市４医師会連絡協議会）
事業名

２０１９年度さいたま市成人保健事業
事業の目標

重点目標

１ がんの予防と早期発見の推進
２ 循環器疾患・糖尿病の予防と早期発

分 見・早期治療の推進
野
別
の
目
Ⅱ 地域の環境や社
会資源を活用した健康 標
Ⅰ 若い世代から、健
康づくりを意識した生
活スタイルの獲得

づくり

各種がん検診・特定健診を通して、疾病の早期
発見・治療に努め、メタボリックシンドローム該当
者に特定保健指導を実施し、疾病の重症化を減ら
す。
事業の対象者

単年度事業・継続事業

さいたま市民（各検診・健診ごとに対象者の年齢・性別の違いあり。）

継続事業

事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

さいたま市４医師会、さいたま市国民健康保険課、年金医療課、さいたま市保健所地域保健支援課
取組の内容
１．女性のヘルスチェック（２０２０年３月３１日時点で１８歳〜３９歳の女性）
２．前立腺がん検診（２０２０年３月３１日時点で５０歳〜８０歳の男性。前年度未受診の方）
３．肝炎ウイルス検診（２０２０年３月３１日時点で４０歳以上で、前年度以前に検診を受けたことのない方）
４．骨粗しょう症健診（２０２０年３月３１日時点で４０歳、４５歳及び５０歳〜８０歳の女性で、50歳以上は前年度未受診の
方）
５．胃がん検診（２０２０年３月３１日時点で４０歳以上の方）
６．大腸がん検診（２０２０年３月３１日時点で４０歳以上の方）
７．肺がん・結核検診（２０２０年３月３１日時点で４０歳以上の方）
８．乳がん検診（２０２０年３月３１日時点で４０歳以上の女性で前年度未受診の方）
９．子宮がん検診（２０２０年３月３１日時点で２０歳以上の女性、４０歳以上は前年度未受診の方、
子宮体がん検診は４０歳以上の方）
１０．特定健診
１）さいたま市国保特定健診（さいたま市国民健康保険に加入している本人、家族で
２０２０年３月末現在で４０歳〜７４歳の方）
２）後期高齢者健診（さいたま市在住で７５歳以上の者および心身障害者で６５〜７４歳で
後期高齢者医療制度に加入している方）
３）さいたま市国保健診（さいたま市国民健康保険に加入している本人、家族で２０２０年３月末現在で
３５歳〜３９歳の男性）
１１．特定保健指導（動機付け支援） メタボリックシンドローム該当者 健診結果説明時に実施。

取組の成果

・上記２、５、６、７では早期発見により、早期治療につながり、延命に貢献した。11では、保健指導を実施するこ
とにより、対象者の体重、BMIに改善を認め、服薬開始時期の遅延に繋がった。
・検診・健診の未受診者への受診勧奨などをすすめた結果、受診率の向上の傾向がある。
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令和元年度 ヘルスプラン２１（第２次）に関する事業の取組事例（さいたま市歯科医師会）
事業名

重点目標

①市民フォーラム
②口腔がん検診
③市民公開講座
事業の目標

１ がんの予防と早期発見の推進
３ 生涯を通じた歯と口腔の健康の維持・

分 向上
野
別
の
目
Ⅱ 地域の環境や社
会資源を活用した健康 標
Ⅰ 若い世代から、健
康づくりを意識した生
活スタイルの獲得

①③さいたま市民が口腔の健康について学ぶこと づくり
ができる。
②市民に検診を受け、早期発見を図ることで早期
に治療をうながす。
事業の対象者

単年度事業・継続事業

さいたま市民

継続事業

事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

与野歯科医師会、東京歯科大学口腔外科、大宮歯科医師会、明海大学歯学部口腔外科
取組の内容

１：市民フォーラム（与野歯科医師会）
令和元年7月7日（日）
「これって、、、がんなの？」 ―口腔がんー
２：口腔がん検診（大宮歯科医師会）
３：市民公開講座（大宮歯科医師会）

取組の成果

毎年継続している事業であり、今後も市民に口腔の健康について啓発を行っていくことが重要だと考えており
ます。
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令和元年度 ヘルスプラン２１（第２次）に関する事業の取組事例（スポーツ振興課）
事業名

重点目標

様式１

５ 積極的な身体活動と運動習慣の形成
６ 睡眠と休養の確保、ストレスの解消

さいたま市レクリエーション協会支援事業

Ⅰ 若い世代から、健
康づくりを意識した生
活スタイルの獲得

事業の目標
Ⅱ 地域の環境や社
会資源を活用した健康
づくり

さいたま市レクリエーション協会加盟団体の種目を紹介
及び体験させることで、スポーツ・レクリエーションの楽し
さを伝え、市民のスポーツ・レクリエーションへの取組み
や種目団体への加入を促すよう支援する。

分
野
別
の
目
標

区の健康づくりの目標

事業の対象者

単年度事業・継続事業

市民（幼児から高齢者まで）

継続事業

事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

さいたま市レクリエーション協会、さいたま市レクリエーション協会加盟団体（18団体）、NPO法人埼玉県レクリ
エーション協会、大宮体育館（取組（１）のみ）
取組の内容

(1)さいたま市レクリエーション協会によるレクリエーションフェスティバル（加盟団体の種目や団体等の紹介及
び体験コーナーの設置）
(2）レクリエーション協会加盟団体によるレクリエーションの教室／講習会
＜さいたま市レクリエーション協会加盟団体＞
・インディアカ協会 ・ウォークラリー協会 ・ソフトバレーボール連盟 ･家庭婦人バレーボール愛好会
・親子体操協会 ・サイクリング連盟 ・３B体操同好会 ・ターゲット・バードゴルフ協会
・日本民踊連盟 ・レクリエーション指導者協議会 ・フォークダンス連絡協議会
・グラウンド・ゴルフ協会 ・ミニテニス連盟
・ビーチボール協会 ・社交ダンス連盟
・ペタンク連盟 ・埼玉県ディスコン協会さいたま支部 ・ファミリーバドミントン協会

取組の成果

長年スポーツをしていなかった人も、気軽にもう一度始められることや、レクリエーションは家族で楽しめること
を市民に普及啓発することができた。
課題

市民が継続してスポーツに取り組むとは限らな
い。

今後の方向性

より多くの市民にレクリエーションの体験機会を提供し、継
続してスポーツに取り組めるように促す。
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令和元年度 ヘルスプラン２１（第２次）に関する事業の取組事例（健康増進課）
事業名

重点目標

スマートウエルネスさいたま
事業の目標

様式１

２ 循環器疾患・糖尿病の予防と早期発
見・早期治療の推進

分 ５ 積極的な身体活動と運動習慣の形成
野
別 ７ 受動喫煙の防止と禁煙
の
目
Ⅱ 地域の環境や社
会資源を活用した健康 標
Ⅰ 若い世代から、健
康づくりを意識した生
活スタイルの獲得

生活習慣病や寝たきり予防に向けて、部局を超えた連携に づくり
より、保健福祉分野だけでなく、都市・交通を始め、様々な行
政分野において、「歩く」を基本に、「体を動かす、体を動かし
区の健康づくりの目標
てしまう」まちづくりに取り組む。
また、健康無関心層の多い働き盛り世代の健康づくりを目的
に、健康情報の発信や各種セミナーの開催を通じ健康経営を
推進する。

事業の対象者

単年度事業・継続事業

市民

継続事業

事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

さいたま健幸ネットワーク加入６７企業・団体（Ｒ１．１１月末現在）

取組の内容

①メルマガ「スマートウエルネスさいたまＮＥＷＳ」配信開始！
令和元年６月から、さいたま健幸ネットワーク加入企業の健康経営推進を目的に健康情報のメルマガ配信を
開始。これまでに「歯科口腔」、「熱中症対策」、「健康マイレージ」、「受動喫煙対策」、「朝ごはん」、「メンタルヘ
ルス対策」、「がん対策」をテーマにネットワーク加入企業・団体に配信しました。

②健幸セミナー開催！
令和元年７月３１日に、市内企業・団体の総務・人事担当者を対象に
令和元年第１回健幸セミナーを開催しました。
「たばこ対策」をテーマに、禁煙治療の第一人者である京都大学
大学院特任教授の高橋裕子氏に禁煙対策に関する最新の知見や、
職場における禁煙対策の重要性についてご講演いただきました！
また、禁煙対策に取り組む企業の事例発表や、参加者がグループに
分かれ、禁煙対策の課題・悩み、取組実践について、情報共有や意見
交換を行いました！
取組の成果

・さいたま健幸せネットワーク加入企業・団体 １６団体増加
５１団体（Ｈ３１．３月末）⇒６７団体（Ｒ１．１１月末）
・さいたま市健康経営企業認定 １１企業増加
１０企業（Ｈ３１．３月末）⇒２１企業（Ｒ１．１１月末）
課題

市内企業・団体のさいたま健幸ネットワーク加入促進

今後の方向性

引き続き、様々な企業・団体と連携しながら事業を継続して
いく。
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令和元年度 ヘルスプラン２１（第２次）に関する事業の取組事例（健康増進課）
事業名

重点目標

さいたま市健康マイレージ
事業の目標

様式１

１ がんの予防と早期発見の推進
２ 循環器疾患・糖尿病の予防と早期発

分 見・早期治療の推進
野
別 ５ 積極的な身体活動と運動習慣の形成
の
目
Ⅱ 地域の環境や社
会資源を活用した健康 標
Ⅰ 若い世代から、健
康づくりを意識した生
活スタイルの獲得

市民の健康への関心を高め、生活習慣病予防 づくり
のみならず、介護予防の推進を図る。特に働き盛
り世代において健康への意識はあっても 時間の 区の健康づくりの目標
ゆとりがなく日常的な運動習慣が少ない市民や在
勤者に対し、ウォーキングを通じて〝継続した 健
康づくりに取り組んでもらう。
事業の対象者

単年度事業・継続事業

１８歳以上のさいたま市民、市内事業所

継続事業

事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

ウエルシア薬局、セントラルスポーツ、スポーツクラブNAS、株式会社ツクイ、住友生命保険相互会社、大宮マ
ルイ、さいたま市レクリエーション協会、さいたま商工会議所、全国健康保険協会埼玉支部、一般社団法人さい
たま市薬剤師会、さいたま市４医師会連絡協議会、埼玉県国民健康保険団体連合会、市と包括連携協定を結
ぶ関係団体、スポーツ団体、保育施設ほか
取組の内容

取組の成果

事業開始から３年が経過し、参加者数は約22,000人に増加。各区保健センターや市役所で定期的に開催され
る体組成測定会に加え、健康マイレージ参加者向けの測定会を市内各地で計20回開催。その中で、スポーツ
クラブのインストラクターによる運動指導や体力測定も開始し、参加者のモチベーション維持に努めている。
課題

多くの市民の参加促進と継続参加
市内事業所の登録促進

今後の方向性

継続して実施していく。
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令和元年度 ヘルスプラン２１（第２次）に関する事業の取組事例（健康増進課）
事業名

重点目標

様式１

１ がんの予防と早期発見の推進

分
野
別
の
目
Ⅱ 地域の環境や社
会資源を活用した健康 標
Ⅰ 若い世代から、健
康づくりを意識した生
活スタイルの獲得

ピンクリボン運動
事業の目標

づくり

・市民が乳がんの早期発見のために、月に1回の
自己検診を実施することや定期的な乳がん検診を
受診することの重要性を学ぶ。

区の健康づくりの目標

事業の対象者

単年度事業・継続事業

市民

継続事業

事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

埼玉県、埼玉県立がんセンター、大宮西ロータリークラブ、戸田中央医科グループ
大宮ソニックシティ、埼玉県産業文化センター、埼玉乳がん臨床研究グループ、埼玉Brest Care Nursing研究
会、埼玉りそな銀行、日本生命保険、パレスホテル大宮ほか
取組の内容

10月の乳がん月間に合わせ、令和元年10月26日（土）大宮区民ふれあいフェアにて、乳房モデル模型を使用
した自己検診の啓発を大宮ソニックシティ第１展示場で行い、大宮ソニックシティイベント広場にて、ピンクリボ
ンライトアップ点灯式を行いました。また、令和元年11月9日（土）さいたま新都心けやきひろばで開催されたピ
ンクリボンミニウォークに参加しました。
＊ピンクリボン運動…乳がんを早期発見・早期診断・早期治療のための運動
①大宮区民ふれあいフェア

10:00〜15:00
・疑似乳房触診体験
・乳がん相談コーナー
・乳がんパネル展示

乳がんを早期発見し、早期治療につ
なげることで、乳がんによって命を落と
す方を減らしたいという想いを普及啓
発しました。来場者数：237人

②ピンクリボンライトアップ点灯式
18:00〜ライトアップ点灯式
ピンクリボントークショー
ゲスト：生稲晃子さん

ピンクリボンがソニックシティビルに点
灯されました。
来場者数：564人

③ピンクリボンミニウォーク
16:00〜ミニウォーク
17:00〜ピンクリボンショー
ゲスト：松本伊代さん

さいたま新都心けやきひろばで行われ
たミニウォークの様子です。
来場者数：約1,000人（うちミニウォーク
参加者数：905人）

取組の成果
大宮区民ふれあいフェアでは、237人が触診体験し、比較的若い独身・子育て世代の女性から中高年の女性が積極的に参加しており、
乳房のしこり体験や自己検診について、多くの方に普及啓発ができた。また、点灯式には約564人と過去最大の参加者数となり、多くの
方々に乳がんの早期発見と検診の大切さを啓発できた。ミニウォークでも、来場者数約1,000人と過去最大の参加者数となり、乳がん検
診コーナーやピンクリボンショーを通じて大きく普及活動が行えた。

課題

・設営業者との連携がうまく取れず、急遽会場が
変更となった。（ライトアップ点灯式）

今後の方向性

引き続き、それぞれの団体と連携をしながら乳がんの早
期発見・早期診断・早期治療の重要性を発信していく。
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令和元年度 ヘルスプラン２１（第２次）に関する事業の取組事例（健康増進課）
事業名

さいたま市がん対策講演会
がんと共に生きる
〜治療と仕事の両立支援を知ろう！〜
事業の目標

重点目標

１ がんの予防と早期発見の推進

分
野
別
の
目
Ⅱ 地域の環境や社
会資源を活用した健康 標
づくり

仕事と治療の両立支援に関する基本的な知識・情報や、就労
相談の窓口や、支援制度について伝える。

区の健康づくりの目標

事業の対象者

単年度事業・継続事業

さいたま市民、地域がん診療連携拠点病院、埼玉県がん診療指定病院、
市内事業所 等

継続事業

事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

埼玉産業保健総合支援センター、順天堂大学、がんと暮らしを考える会、ハローワーク大宮

取組の内容

日時：令和２年３月１４日（土） １４：００〜１６：００
会場：浦和コミュニティセンター 第１５集会室
内容講演：
①順天堂大学 准教授 医学博士 北村 文彦 氏
②社会保険労務士
③ファイナンシャルプランナー

取組の成果

開催後、記載します。

課題

開催後、記載します。

今後の方向性

開催後、記載します。
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様式１

令和元年度 ヘルスプラン２１（第２次）に関する事業の取組事例（こころの健康センター）
事業名

重点目標

こころの健康セミナー
「こころのスキルアップ
〜ストレスとうまくつきあう方法〜」

Ⅰ 若い世代から、健
康づくりを意識した生
活スタイルの獲得

事業の目標

様式１

６ 睡眠と休養の確保、ストレスの解消

分
野
別
の
目
標

さいたま市の精神保健福祉の普及・啓発活動の一
環として講演会を開催し、専門家による講演を行う
ことで、市民のメンタルヘルスの向上を図る。
区の健康づくりの目標

事業の対象者

単年度事業・継続事業

市内在住、在勤または在学の方

継続事業

事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

取組の内容

令和元年度については、認知行動療法をもとにしたストレス対処に関する講演会を行い、市民1人ひとりがスト
レスに柔軟に対処し、心身ともに健康な生活を送ることができるような知識の普及啓発を図った。
１．内容
２．講師

テーマ「こころのスキルアップ〜ストレスとうまく付き合う方法」に関する医師による講演と質疑応答
一般社団法人 認知行動療法研修開発センター理事長
大野 裕 氏（精神科医）

３．日時

令和元年９月２８日（土）

１３時３０分〜１６時１０分

４．場所

子ども家庭総合センター 多目的ホール

取組の成果

申込者130名、参加者105名の方が参加した。アンケートは94名から回収し、回収率は89％であった。アンケー
トについては、満足度が100％、理解度が98％と高い結果であった。
課題

今後の方向性

今後も市民ニーズに合ったテーマの選定と、ＰＲの
同様に継続予定
工夫を続けていく。
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令和元年度 ヘルスプラン２１（第２次）に関する事業の取組事例（こころの健康センター）
事業名

重点目標

産業保健と連携した講演会
「子育て世代のワークライフバランス
〜男の家事が社会を救う！〜」

Ⅰ 若い世代から、健
康づくりを意識した生
活スタイルの獲得

事業の目標
さいたま市における自殺者数は、40歳代までの世代の
割合で全国平均よりやや高く、30歳代が増加傾向にあ
り、働く世代の自殺を防止することが課題である。現代
の働く世代の抱えている課題として、仕事と家庭や生活
との両立が挙げられる。また、夫が多忙であるために、
育児や家事をひとりで抱える女性が産後うつ病を発症
することがある。そこで今回、自殺対策推進事業の一環
として、子育て世代のワークライフバランスをテーマに産
業保健と連携した講演会を実施する。

６ 睡眠と休養の確保、ストレスの解消

分
野
別
の
目
標

区の健康づくりの目標

事業の対象者

単年度事業・継続事業

市内在住、在勤の方

継続事業

事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

埼玉県産業保健総合支援センター
取組の内容

１．内 容

・講演と質疑応答
テーマ「子育て世代のワークライフバランス」男の家事が社会を救う！
・産業保健に関する案内

２．講 師

東京大学大学院教授
総合文化研究科 国際社会科学専攻
瀬地山 角 氏

３．日 時

令和元年１月１８日（土）午後１時３０分〜４時

４．場 所

子ども家庭総合センター １階 多目的ホール

５．その他

子連れ参加可能とし、会場内にキッズスペー
スを設け、保育ボランティアを配置

取組の成果

実施後、入力します
課題

実施後、入力します

今後の方向性

同様に継続予定
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様式１

令和元年度 ヘルスプラン２１（第２次）に関する事業の取組事例（こころの健康センター）
事業名

重点目標
アルコール関連問題等特定相談事業
「アルコール・薬物・ギャンブルなどの
依存に関する個別相談会」

Ⅰ 若い世代から、健
康づくりを意識した生
活スタイルの獲得

事業の目標

アルコール関連問題に加え、薬物、ギャンブル問題へも
対象を拡大し、アルコール健康問題等へ早期に対応す
るため、市民への直接的な支援として、相談日を設け、
特定相談を実施する。

様式１

８ 節度ある飲酒と未成年者の飲酒防止

分
野
別
の
目
標

区の健康づくりの目標

事業の対象者

単年度事業・継続事業

アルコール関連問題、薬物問題、ギャンブル問題等の依存について相談希
継続事業
望のある市民（家族・当事者）
事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

取組の内容

依存症専門の相談員（こころの健康センター職員等）による個別相談

取組の成果

今年度から専門相談員を2名に増員し、相談枠の拡充を図ったこともあり、昨年度より多くの相談に対応するこ
とができた。
課題

今後の方向性

・継続して実施する。
・周知の方法について、多くの市民に周知できるよう検討し てい
ギャンブル依存やゲーム依存等、幅広い依存対象 く
の相談が増えている。
・依存対象が多様化していることから、幅広い相談に対応できる
よう、職員のスキルアップを図っていく。
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令和元年度 ヘルスプラン２１（第２次）に関する事業の取組事例（こころの健康センター）
事業名

重点目標

様式１

８ 節度ある飲酒と未成年者の飲酒防止

Ⅰ 若い世代から、健

依存症対策地域支援事業「図書館キャンペーン」 康づくりを意識した生
活スタイルの獲得

事業の目標
Ⅱ 地域の環境や社
会資源を活用した健康
づくり

依存症対策地域支援事業の一環として、図書館でのパ
ネル展示、パンフレット等の情報提供を行うことで、市民
に幅広くアルコール関連問題の現状やその予防につい
て啓発することを目的とする。

分
野
別
の
目
標

区の健康づくりの目標

事業の対象者

単年度事業・継続事業

市在住・在勤・在学の方

継続事業

事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

さいたま市立中央図書館
取組の内容

令和元年１１月７日（木）から１１月２０日（水）に展示
国では例年、１１月１０日から１６日をアルコール関連問題啓発週間と定め、重点的にアルコール関連問題に関
する啓発キャンペーンを行っているため。
＜内容＞
・アルコール関連問題に関連したパネルの展示
・アルコール関連問題に関連したパンフレットの配布

取組の成果

図書館は、子育て中の主婦や学生、仕事を退職した中高年の男性など、多くの市民が利用している。利用者の
通路にパネル等を展示することで、足を止めてパネルを見たり、パンフレットを手に取り持って帰る方もおり、目
標とした普及啓発活動ができたと思われる。
課題

現在は1か所の図書館での展示・情報提供のた
め、遠方の市民に情報が届きにくい可能性があ
る。

今後の方向性

・継続して実施する。
・アルコール関連問題の現状や予防について多くの市民に
普及啓発するため、他の図書館での展示や啓発の方法に
ついて検討していく。
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令和元年度 ヘルスプラン２１（第２次）に関する事業の取組事例（国民健康保険課）
事業名

２ 循環器疾患・糖尿病の予防と早期発見・
早期治療の推進

重点目標

生活習慣病重症化予防対策事業

Ⅰ 若い世代から、健康
づくりを意識した生活ス
タイルの獲得

事業の目標
糖尿病が重症化するリスクの高い未受診者・受診中断
者が医療に結びつくとともに、糖尿病性腎症で通院する
患者のうち、重症化するリスクの高い者（以下、「ハイリ
スク者」という）が保健指導を受け、人工透析への移行
を防止すべく生活習慣を見直すことができる。

様式１

分
野
別
の
目
標

区の健康づくりの目標

事業の対象者

単年度事業・継続事業

さいたま市国保加入者の内、①・②に該当する者
①受診勧奨：糖尿病の未受診者・受診中断者②保健指導：糖尿病性腎症ステージ２〜４期

継続事業

事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

埼玉県、埼玉県医師会、埼玉県国民健康保険団体連合会、さいたま市４医師会、さいたま市内60協力医療機関、
各区保健センター
取組の内容

（１） 未受診者、受診中断者への受診勧奨
特定健康診査等の結果より糖尿病の疑いがあるが、医療機関を受診していない未受診者と、診療報酬明細書（レ
セプト）をもとに、糖尿病に係る医療機関の受診を中断していると思われる受診中断者に対して、個別に1回目の受
診勧奨通知書を送付する。また、結果値が悪い者には、電話で強めの受診勧奨を行う。1回目の勧奨から3か月以
内に、受診をしていない者に対し、2回目の受診勧奨（電話勧奨）を行う。また、その後も受診していない者に対し
て、3回目の受診勧奨（文書勧奨と電話勧奨）を行う。
（２） ハイリスク者への生活指導
糖尿病性腎症の病期が第2期、第3期及び第4期とハイリスクだと思われる者を抽出する。かかりつけ医による対象
者の選定後、本人からの同意を得た者に対し、4回※１または6回程度※２、複数回の電話・面談での生活指導を実
施する。
※１…糖尿病性腎症病期第2期の対象者
※２…糖尿病性腎症病期第3期及び第4期の対象者

取組の成果
（１）未受診、受診中断者の受診勧奨：1回目：未受診者552人、治療中断者142人に文書勧奨実施し、そのうち未受診者505人、
治療中断者128人に電話勧奨を実施した。2回目：勧奨後3か月以内に、1回目勧奨後の未受診者294人、治療中断者65人に電
話勧奨を実施した。3回目の勧奨は、1月以降に予定している。
（２）ハイリスク者：市で抽出した対象者885名のうち、60協力医療機関のかかりつけ医に対象者の推薦を依頼し、推薦された
436名に通知を送付。うち、同意のとれた107人(昨年度96人）に対し生活指導を実施中。

課題

今後の方向性

令和2年度も本事業を引き続き実施する。糖尿病性腎症発症前の若
い世代からの生活改善が必要であり、健診や特定保健指導につなげ
保健指導参加者は高齢者が多く、生活習慣改善のため
ていく必要がある。また、糖尿病や合併症に対する知識の普及・啓発
の保健指導が難しい。糖尿病性腎症発症前の若い世代
が必要である。本事業の候補者数を増やすため、来年度は対象者の
からの取組が重要となる。
選定方式の変更を行い、新規協力医療機関を大幅に増やして実施す
る方向で医師会・医療機関との調整を行っている。
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令和元年度 ヘルスプラン２１（第２次）に関する事業の取組事例（国民健康保険課）
事業名

２ 循環器疾患・糖尿病の予防と早期発見・早
期治療の推進

重点目標

のびのび健診早期受診キャンペーン

Ⅰ 若い世代から、健康
づくりを意識した生活ス
タイルの獲得

事業の目標

さいたま市国民健康保険加入者が特定健康診査を受
診し、生活習慣病予防に努めることができる。

様式１

分
野
別
の
目
標

区の健康づくりの目標

事業の対象者

単年度事業・継続事業

４０〜７４歳のさいたま市国民健康保険加入者

継続事業

事業を展開する上で協働した課所、機関、団体
浦和レッドダイヤモンズ、ロイヤルパインズホテル浦和、大塚製薬、大宮アルディージャ、埼玉東部ヤクルト販売、埼玉ヤクルト販売、大正製
薬、タニタ、ホテルラフレさいたま、六日町山の家、明治アイスクリーム販売、さいたま市大宮盆栽美術館

取組の内容

●特典１ 特定健診早期受診キャンペーン
２０１９年４月２７日〜８月末までの早期受診者
に対し、抽選で宿泊券やスポーツ観戦チケット
などの企業の協賛品をプレゼントし、比較的受診
率が低い早期の時期の受診率の向上を目指す。

●特典２ 初めての受診者に対するキャンペーン
２０１９年度特定健診を初めて受診した方に
特定保健用食品などの企業の協賛品をプレ
ゼントすることで、更なる生活習慣の改善に
努めていただき、継続受診を目指す。

取組の成果
・平成30年度の早期受診者は23,175人、受診者割合でみると34.2%となり、平成29年度と比較して0.4ポイントの低下となった。
・平成30年度の早期受診期間中の受診割合は前年度同期間よりもやや減少している。若年層の受診割合も平成26年度以降低
下している。
・平成30年度の特定健康診査受診率は、キャンペーン開始前である平成25年度と比較すると上昇している。
（受診率：平成25年度34.2％、平成26年度35.1％、平成27年度36.5％、平成28年度36.5%、平成29年度37.1%、平成30年度36.9%）

課題

今後の方向性

早期受診期間の受診率の増加や若年層の受診者数の増加を
目標に掲げているが、ともに伸び悩んでいる状況である。ま
た、プレゼントを送付しても対象者の希望に沿わず、アンケー
本事業の今後の実施について見直していく方向。
トで苦情のコメントが記載されていることも多い。企業折衝、賞
品の発送手配等にも手間がかかり、事業再考の時期と考え
る。
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令和元年度 ヘルスプラン２１（第２次）に関する事業の取組事例（国民健康保険課）

事業名

２ 循環器疾患・糖尿病の予防と早期発
見・早期治療の推進

重点目標

生活習慣病予防普及啓発事業
（浦和区健康まつりでの取組）

Ⅰ 若い世代から、健
康づくりを意識した生
活スタイルの獲得

事業の目標
Ⅱ 地域の環境や社
会資源を活用した健康
づくり

浦和区健康まつり来場者が生活習慣病に係る講演に参
加し、生活習慣病予防に努めることができる。

様式１

分
野
別
の
目
標

区の健康づくりの目標

事業の対象者

単年度事業・継続事業

浦和区健康まつり参加者

継続事業

事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

日本赤十字社さいたま赤十字病院、浦和区保健センター、NPO法人Arts&Healthさいたま
取組の内容

●令和元年11月3日(日)浦和区健康まつりにおいて国民健康保険課のブースを出展し、医師による生活習慣
病の予防をテーマとした約30分の講話（3回）、作業療法士によるストレッチ指導（3回）を実施した。
●参加者に対し、のびのび健診についてのアンケートを実施した。

取組の成果
医師の講座に合計107名、ストレッチ指導に合計133名が参加し合計240名となり、昨年度より参加者は増加した。参加者
は、熱心に聴講しており、ストレッチ指導とともに減塩・生活習慣病予防・運動の必要性を理解できたと考えられる。アン
ケートは回収率が59.6％、「のびのび健診が無料で受診できることを知っているか」という設問については53.1%が「知ってい
る」と回答した。また「本年度の健診を受診したか」という設問には30.9%が「受診した」とし、「受診していない」は24.8％だっ
た。
課題

今後の方向性

健康まつり参加者は、高齢者の参加が多い。若年
令和２年度も本事業を引き続き実施する。協働しているさ
層への啓発が課題であるが、参加者の大多数を
いたま赤十字病院の医師等と話し合いを踏まえて、より参
占める高齢者に興味を持ってもらえるような講演
加しやすい講座、啓発の工夫に努める。
内容、啓発の工夫が必要となる。
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令和元年度 ヘルスプラン２１（第２次）に関する事業の取組事例（国民健康保険課）
事業名

２ 循環器疾患・糖尿病の予防と早期発
見・早期治療の推進

重点目標
生活習慣病予防普及事業
（世界腎臓デーinさいたま中央）

Ⅰ 若い世代から、健
康づくりを意識した生
活スタイルの獲得

事業の目標

来場者が、各ブースを体験しながらCKD（慢性腎臓病）
の予防に努めることができる。

様式１

分
野
別
の
目
標

区の健康づくりの目標

事業の対象者

単年度事業・継続事業

イオンモール与野来場者（主にさいたま市民)

継続事業

事業を展開する上で協働した課所、機関、団体
さいたま市与野医師会、日本赤十字社さいたま赤十字病院、さいたま市中央区役所保健センター、さいたま市中央消防
署、さいたま市中央区北部圏域地域包括支援センターナーシングヴィラ与野、中外製薬株式会社、協和発酵キリン株式会
社、キッセイ薬品工業株式会社、鳥居薬品株式会社、イオンリテール株式会社イオンモール与野、日本慢性腎臓病対策協
議会
取組の内容
●平成31年3月2日（土）イオンモール与野において、慢性腎臓病（CKD）に関して、医師から「慢性腎臓病（CKD)ってどんな
病気？」というタイトルで、管理栄養士からは「腎臓を守る食生活を考えよう」というタイトルで講演を行った。体験型イベント
コーナーでは応急手当の講習と、医師による健康相談も行われた。国民健康保険課・中央区役所保健センターブースで
は、呼気COモニターによる呼気一酸化炭素濃度測定(参加者８４名）やストレスチェック（参加者９０名）を行い、禁煙とがん
予防・CKD予防の啓発に取り組んだ。

取組の成果
平成30年度は医師の講演を聞いた人に配布される参加証を持って、各ブースの検査や体験コーナーに参加する仕組みに
なっていたが、国民健康保険課のブースは人が途切れることなく並んでいた。喫煙者の肺モデルや掲示物を、啓発品を取
るついでに見ていく来場者も多かった。呼気COモニターの体験者は、喫煙者が1名のみだったが、ストレスチェックと組み合
わせて実施していると、非喫煙者であっても、ほぼ全員がCOモニターの体験を希望した。
課題
当該ブースのイベント参加者は、高齢者が多く、CKDの
予防についてターゲットとなる年齢層に多く来てもらえて
いる一方、40代の若年層の家族連れは素通りしてしまう
ため、その年齢層にも興味を持ってもらえる啓発内容を
検討する必要がある。

今後の方向性
関係各課や関係機関等と話し合いを踏まえ、若年層の参加を促
すことのできる取組を実施する。また若年層に限らず、CKD（慢性
腎臓病）及び生活習慣病の重症化予防は重要な課題であるた
め、引き続き予防啓発に取り組む。
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令和元年度 ヘルスプラン２１（第２次）に関する事業の取組事例（高齢福祉課）
事業名

重点目標

シルバーポイント（長寿応援ポイント）事業

Ⅱ 地域の環境や社
会資源を活用した健康
づくり

事業の目標

様式１

５ 積極的な身体活動と運動習慣の形成

分
野
別
の
目
標

新規登録者数4,800人
区の健康づくりの目標

事業の対象者

単年度事業・継続事業

さいたま市内に住所を有する６５歳以上の方

継続事業

事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

なし
取組の内容

新規登録者数4,800人を達成するため以下のPRを実施
・自治会回覧板の活用
・介護保険被保険者証、後期高齢者医療保険者証の発送時にチラシの同封
・区民まつりでのチラシの配布 など

取組の成果

令和元年１０月３１日時点で新規登録者数３，３１６人
課題

今後の方向性

登録者を増加させるための新たなPR方法が枯渇 より多くの高齢者が本事業に参加していただけるよう引き
続きPRを実施していきます。
してきた。
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令和元年度 ヘルスプラン２１（第２次）に関する事業の取組事例（いきいき長寿推進課）
事業名

重点目標

様式１

５ 積極的な身体活動と運動習慣の形成
６ 睡眠と休養の確保、ストレスの解消

すこやか運動教室

Ⅱ 地域の環境や社
会資源を活用した健康
づくり

事業の目標

高齢者の健康維持・増進、運動の習慣化を図り、生きが
いを保持し、自立した生活を営むことができるように支
援します。

分
野
別
の
目
標

区の健康づくりの目標

事業の対象者

単年度事業・継続事業

概ね65歳以上で比較的健康な高齢者

継続事業

事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

地域運動支援員、教室運営委託事業者、各区高齢介護課
取組の内容

１．すこやか運動教室
運動器具（すこやか遊具）が設置されている、市内３３か所の公園や小学校等において、事業者が講師を務め
る運動教室やボランティアの地域運動支援員による運動や体操などの自主活動を行っています。
西区：プラザ中央公園、滝沼川第２遊水地、植水公民館
北区：領家中央公園、稲荷第二公園、本郷第六公園
大宮区：大平公園、寿能公園、山丸公園
見沼区：東大宮中央公園、青葉南公園、観音寺下公園
中央区：与野公園、与野中央公園、大戸公園、八王子公園
桜区：新開小学校、田島氷川公園、千貫樋水郷公園
浦和区：調公園、針ヶ谷小学校、鹿島台公園
南区：谷田小学校、浦和競馬場、神明丸公園
緑区：三室シルバーワークプラザ、東浦和中央公園、美園臨時グランド、尚和園、松芝公園
岩槻区：槻寿苑、岩槻文化公園、慈恩寺親水公園
２．地域運動支援員派遣事業
高齢者の健康づくりや介護予防のため、自治会や老人クラブ等の依頼に応じて、ボランティアの地域運動支援
員を派遣し、運動や体操の指導を行っています。

取組の成果
すこやか遊具が設置されている市内３３か所の公園や小学校等にて、事業者による教室や地域運動支援員による自主活動を定期的に
開催することで、体力の向上が期待できる。
また自ら日常的に公園等に通うことで、高齢者自身にとって身体を動かす習慣化にもつながることから、地域の仲間との交流も兼ねた
通いの場として、介護予防につながる取組となっている。

課題

今後の方向性

専門知識を有する委託事業者による教室運営を継続す
高齢者の運動習慣の定着を図るため、引き続き地域運動支援員
る一方、ボランティアの地域運動支援員による住民が主
の養成及びフォローアップを行い、地域における自主的な活動を
体となった自主的な教室の運営を展開していく必要があ
推進していきます。
る。

26

令和元年度 ヘルスプラン２１（第２次）に関する事業の取組事例（いきいき長寿推進課）
事業名

２ 循環器疾患・糖尿病の予防と早期発
見・早期治療の推進
４ １日３食バランスのとれた食生活の推
進

重点目標

ますます元気教室

Ⅱ 地域の環境や社
会資源を活用した健康
づくり

事業の目標
高齢者が自立した生活機能を維持し、できる限り要介護
状態等にならないように、各種体操や簡単な運動・栄養
改善・口腔ケア、認知症予防等の講習を行い、高齢期
の生活全般にわたる必要な知識を習得するとともに、自
主グループ化を目指します。さらに介護予防活動を継続
し、社会参加につながるよう支援します。

様式１

分 ５ 積極的な身体活動と運動習慣の形成
野
別
の
目
標

区の健康づくりの目標

事業の対象者

単年度事業・継続事業

市内在住の65歳以上で教室に関心のある方

継続事業

事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

教室運営委託事業者、域包括支援センター（シニアサポートセンター）、各区高齢介護課
取組の内容

市内５９公民館などを会場とし、介護予防に効果のある、おもりを使った「いきいき百歳体操」の運動方法学ぶ
とともに、ロコモ予防、フレイル予防、認知症予防など幅広く、介護予防の知識を学ぶ教室を開催しています。
また、教室終了後は、「いきいき百歳体操」を高齢者が身近な場所で自ら継続して行う自主グループ活動を推
進しています。

取組の成果
アンケートでは、「とても満足」、「満足」との回答や、いきいき百歳体操の体験が役に立ったとの回答が多いことから、概ね
好評をいただいていると考えています。
また、教室終了後に、いきいき百歳体操のボランティア活動に興味を持ち、いきいき百歳体操の自主グループ支援を行う
「いきいきサポーター」の養成講座を受講する方が多くいることから、一定の成果が上がっていると考えています。
課題

今後の方向性

地域の状況ににより、定員に満たない教室もあること、
教室の周知を図るとともに、公民館のほか、住民がより集まりや
全体として、参加者数が減少傾向にあることが課題と考
すい会場での開催を拡充するなどの取組を進めていきます。
えています。
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令和元年度 ヘルスプラン２１（第２次）に関する事業の取組事例（いきいき長寿推進課）
事業名

３ 生涯を通じた歯と口腔の健康の維持・
向上
４ １日３食バランスのとれた食生活の推
進

重点目標

健口教室・健口づくり交流会

Ⅱ 地域の環境や社
会資源を活用した健康
づくり

事業の目標

高齢者の口腔機能向上のための接触・嚥下機能と栄養
に係る介護予防に資するプログラムを実施し、自立支援
を図ります。さらに、公園や参加者同士の学び合いの機
会となる「健口」に関する交流会を開催します。

様式１

分
野
別
の
目
標

区の健康づくりの目標

事業の対象者

単年度事業・継続事業

市内在住の65歳以上の方で教室に関心のある方

継続事業

事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

さいたま市歯科医師会、埼玉県歯科衛生士会、埼玉県栄養士会、各区高齢介護課
取組の内容

・健口教室：4日間1コースとし、1回120分程度、10区それぞれ、2コース実施。歯周病と全身の病気との関係、
口腔ケアの必要性、咀嚼力と認知症の関係、「食べること」の意義、低栄養状態と関連した課題とその解決法、
バランスの良い食事の摂り方、食材選び及び調理法の工夫等に関する講義・演習を行います。
・健口づくり交流会：健口教室終了後に、歯科医師、管栄養士による高齢者向けのフレイル予防と口腔機能向
上をテーマにした講演を行い、さらに「健口」をテーマに参加者と歯科医師、歯科衛生士、管理栄養士との意見
交換を行います。

取組の成果
・健口教室：アンケートでは、「お口のことや食事のことが大切だと改めて感じた。」等の意見をいただくなど、口腔ケアや栄養の知識を学
び、自宅でも実践いただくことで、介護予防の取組に一定程度効果があったものと考えます。。
・健口づくり交流会：10区合同にて講演とグループワークを実施し、アンケートでは、「グループワークで、ほかの人もいろいろな悩みを抱
えていることが分かった、歯科医師、栄養士、歯科衛生士から身近な生の声を聞けて参考になった」などの意見をいただき、1回目の交
流会では満足度が95％となるなど、成果があったと考えます。

課題

今後の方向性

健口教室については、地域により、定員に満たない教室も
あったため、教室の周知とあわせて、より多くの住民が集まり
歯科衛生士と栄養士が連携して、講義を行うことで、参加者が口腔と栄
やすい会場での開催を検討するなどの工夫が必要です。
養の内容を一体的に学ぶことができる内容を検討していきます。
また、歯科と栄養の内容を一体的に伝えていけるよう教室内
容を見直すことが必要です。
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令和元年度 ヘルスプラン２１（第２次）に関する事業の取組事例（地域保健支援課）
事業名

重点目標
Ⅰ 若い世代から、健
康づくりを意識した生
活スタイルの獲得

がん検診未受診者受診勧奨
事業の目標
・受診勧奨により、がんについての知識の普及啓発を図
るとともに、がん検診をより多くの方に受診してもらい、
がんの早期発見を図る。

様式１

１ がんの予防と早期発見の推進

分
野
別
の
目
標

区の健康づくりの目標
事業の対象者

単年度事業・継続事業

①乳がん検診：４１〜６０歳の女性のうち、過去不定期に受診している方。
②子宮頸がん検診：２１〜３９歳の女性のうち、過去不定期に受診している
方。
継続事業
③大腸がん検診：４１〜６０歳で、過去不定期に受診している方。
④４０歳の方で、胃・肺・大腸・乳がん検診のいずれも受診歴が無い方。
※年齢はいずれも令和２年３月３１日時点
事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

国立がん研究センター
取組の内容

●令和元年度における５がん検診
（胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん・子宮がん検診）の
未受診者に対し、対象者別に３種類の受診勧奨はがきを
１０月上旬に送付

①

①乳がん検診受診勧奨はがき
（国立がん研究センター資材提供）

②

②子宮頸がん検診受診勧奨はがき
（国立がん研究センター資材提供）
③大腸がん検診受診勧奨はがき
（国立がん研究センター資材提供）

④

③

③４０歳対象者用（検診対象初年度者用）
受診勧奨はがき

③

取組の成果
令和元年度がん検診等の検診実施期間は令和２年３月１４日までとなっており、最終的な受診者数が確定していないた
め、取組の成果については令和２年度中に調査する予定である。
なお、平成３０年度の乳がん・子宮がん検診については、平成29年度と比較し受診者数は増加したが、受診率は乳がん
は2.2ポイント、子宮がんは1.5ポイント低下した。大腸がん検診についても、受診者数は増加したが受診率は0.5ポイント低
下した。
課題

今後の方向性

各がん検診について、全体的に受診者数は増加した
引き続き受診率の向上につながる勧奨（主に個別勧奨）を
ものの、受診率は低下した。今後もより多くの方に受診
行っていく。
してもらうよう、受診勧奨を工夫していく必要がある。
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令和元年度 ヘルスプラン２１（第２次）に関する事業の取組事例（西区役所保健センター）
事業名

重点目標

「健康！ほっとステーション」での啓発

Ⅰ 若い世代から、健
康づくりを意識した生
活スタイルの獲得

様式１

１ がんの予防と早期発見の推進
２ 循環器疾患・糖尿病の予防と早期発見・
早期治療の推進
３ 生涯を通じた歯と口腔の健康の維持・向
分 上

野 ４ １日３食バランスのとれた食生活の推進
別
の ５ 積極的な身体活動と運動習慣の形成
目
Ⅱ 地域の環境や社会 標 ６ 睡眠と休養の確保、ストレスの解消

事業の目標

資源を活用した健康づ
くり

健康について関心を持ち、健康に関する情報を得るこ
とで、健康増進に向けて取り組むことができる。

７ 受動喫煙の防止と禁煙
８ 節度ある飲酒と未成年者の飲酒防止

区の健康づくりの目標
区民が希望（ゆめ）や生きがいをもって、心身共に健康で豊かに暮
らし続けたい、健康を実感できる「潤いあるまち≪水と緑と花のま
ち≫を目指します。

事業の対象者

単年度事業・継続事業

西区民

継続事業

事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

なし
取組の内容
『健康！ほっとステーション』は、西区役所保健センター前にて健康増進に関する情報を発信するコーナー。
生活習慣病予防、食育、歯科保健などの分野で、新しいテーマを取り入れながら情報を発信している。
実施状況や翌月のテーマについて、ホームページ（西区保健センター・健康なび）にて報告し、広く周知している。
来庁時にいつでも自由に測定できるように、血圧計と体脂肪率測定器を常設している。
希望者にはスモーカライザーの測定ができることや、『いいね！』ボード（内容が良いと思ったらマグネットを付けてもらう）
を、分かりやすく周知するため、ポスターを作成したり掲示方法を工夫した。西区役所内で週２回、放送による本コーナーの
周知を実施している。
65歳以上の利用者に向け、高齢介護課主催の教室のチラシも設置している。
年 間 予 定
来庁者に見に来てもら
えるよう、
館内放送を実施！

4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月

保健センター主催の健康づくり教室
のポスター・チラシも見やすく設置

掲示を見た方に評価い
ただけるように『いい
ね！』ボードを設置

ストレスと上手に付き合う
たばこ、やめてみませんか？
みんなで食べるとおいしいね
飲む前に知っておきたい肝臓と健康
夏の健康管理〜食中毒予防編〜
じつは身近な病気『がん』
元気のスタート朝ごはん
あなたも、たぶん『歯周病』
誰でもできる感染症予防！
誰でもできる感染症予防！
気になるお腹〜まさかメタボ！？〜
災害時に気を付けたいからだのコト

取組の成果
毎月、時宜にかなったテーマの健康情報を発信した。掲示物については、来庁者が足を止め見る姿や、テーマごとのパンフレットを持ち帰
る方も見られた。
「いいね！ボード」では、毎月20〜40件の『いいね！』をいただいた。
血圧測定は例年と同様、毎月約200人位の利用があった。

課題

血圧測定や体脂肪率測定をされる方は多く見られるが、ス
モーカライザーの利用者は少数のため、引き続き周知に努め
る必要があると考える。
情報が容易に手に入る現代において、保健センターならでは
の情報を伝えていく必要があると考える。

今後の方向性
西区役所内で週２回、放送による本コーナーの周知、高齢の利用者向け
の高齢介護課主催の教室のチラシの設置は継続。
西区内の運動施設等、地域の健康づくりに関する情報も発信していきた
い。
その時宜にかなった内容に加え、ヘルスプラン２１から読み取れるさいたま
市及び西区民の特徴を取り入れた健康の話題を発信していく。
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令和元年度 ヘルスプラン２１（第２次）に関する事業の取組事例（西区役所保健センター）
事業名
かがやく女性のためのＨＡＰＰＹエイジング
燃焼編
顔・骨盤ゆがみ改善編

重点目標
Ⅰ 若い世代から、健
康づくりを意識した生
活スタイルの獲得

事業の目標
Ⅱ 地域の環境や社
会資源を活用した健康
づくり

運動習慣の獲得や栄養管理、口腔のセルフケア等、若
い世代から取り組む生活習慣改善の重要性を知ること
ができる。

様式１

１ がんの予防と早期発見の推進
２ 循環器疾患・糖尿病の予防と早期発
見・早期治療の推進
分 ３ 生涯を通じた歯と口腔の健康の維持・
野 向上
別 ４ １日３食バランスのとれた食生活の推
進

の
目 ５ 積極的な身体活動と運動習慣の形成
標
６ 睡眠と休養の確保、ストレスの解消

区の健康づくりの目標
区民が希望（ゆめ）や生きがいをもって、心身共に健康で豊かに
暮らし続けたい、健康を実感できる「潤いあるまち≪水と緑と花の
まち≫を目指します。

事業の対象者

単年度事業・継続事業

西区在住の１８〜４９歳の女性

継続事業

事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

西区自主運動グループ（ＯＳＫ、NHS）
取組の内容
顔・骨盤ゆがみ改善編
日 時 ： ９月２６日（木） ９：３０〜１１：３０
１０月３日（木） ９：３０〜１１：３０
参加者 ： ３２名（延人数）
託児付き
内容 ： 体脂肪・筋肉量測定
骨盤ゆがみチェック・ストレッチ（運動指導員）
口腔チェック（歯科医師）
顔のゆがみチェック、口腔ケアの話（歯科衛生士）
生活習慣病予防の話（保健師）
※ボクシングエクササイズの講師は保健センターで支
朝ごはんのすすめ（栄養学生）
援している運動教室の自主グループの運動指導員であ
り、グループの紹介も行った。
※今年度から、新規申し込みの方を優先とした。
燃焼編
日 時 ： ６月２５日（火） ９：３０〜１１：３０
参加者 ： １２名
内 容 ： 体脂肪・筋肉量測定
ボクシングエクササイズ（運動指導員）
生活習慣病予防の話（保健師）
燃焼しやすい体を作る食事（管理栄養士）

取組の成果
アンケートの結果、「健康習慣を見直すきっかけになった」との回答は平均９６．９％で、教室内容についての満足度も「満
足」「やや満足」の回答は１００％であった。託児付きの「顔・骨盤ゆがみ改善編」では、子育て世代の女性の参加が多く、盛
況であった。
課題
保健センターで支援していた自主運動サークルの一つ
が解散となってしまった。教室OGによる新たな自主グ
ループ作りを支援している段階である。
対象が４９歳までのため、５０代になっても参加できる教
室をとの意見が複数聞かれた。

今後の方向性
教室OGによる新たな自主グループの運営を軌道にのせ、運動習
慣の定着につなげたい。
来年度の教室は、基本的に託児付きとしたい。
対象者（年齢層・性別）について、見直していく。
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令和元年度 ヘルスプラン２１（第２次）に関する事業の取組事例（西区役所保健センター）
事業名
親子でごちそうごはん
①野菜編
②お米編

重点目標
Ⅰ 若い世代から、健
康づくりを意識した生
活スタイルの獲得

事業の目標
Ⅱ 地域の環境や社
会資源を活用した健康
づくり

小学生とその保護者を対象に、親子で調理体験をする
ことで家庭での食生活を見直すきっかけとする。また、
生産者の話を通じ、地産地消を考えるきっかけとする。

様式１

１ がんの予防と早期発見の推進
２ 循環器疾患・糖尿病の予防と早期発
見・早期治療の推進
分 ４ １日３食バランスのとれた食生活の推
野 進

別
の
目
標

区の健康づくりの目標
区民が希望（ゆめ）や生きがいをもって、心身共に健康で豊かに
暮らし続けたい、健康を実感できる「潤いあるまち≪水と緑と花の
まち≫を目指します。

事業の対象者

単年度事業・継続事業

西区在住の小学生とその保護者

継続事業

事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

区内農家 西区食生活改善推進員
取組の内容
①野菜編
日 時 ：令和元年６月２９日（土） ９：３０〜１３：３０
参加者 ：９組 ２０名
内 容 ：区内農家さんより「おいしい野菜ができるまで」についての講話
西区産の野菜を使ってパエリア作り（調理実習）
②お米編
日 時 ：令和元年１０月５日（土） ９：３０〜１３：３０
参加者 ：９組 ２１名
内 容 ： 区内農家さんより「おいしいお米ができるまで」についての講話
西区産の新米をお鍋で炊く（調理実習）

取組の成果
アンケート結果より、食生活を見直すきっかけとなったと回答した人の割合は9割を上回っており、重点目標である『若い世
代から、健康づくりを意識した生活スタイルの獲得』に向けたきっかけ作りとなったと考える。
また、アンケート結果には、「子供と一緒に料理をして、普段苦手な食材もおいしく食べられた」「食育について親子で学べ
て、ありがたかったです」等の感想が多数見られ、満足度は100％と高かった。
課題

今後の方向性

好評だったため次年度も同様に実施の予定。
開催日に、運動会などの行事が重なる学校が多かった
開催時期については、再検討の必要あり。
ためか、参加希望があっても参加できない区民がいた。
今後も、初回参加者を優先していきたい。
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令和元年度 ヘルスプラン２１（第２次）に関する事業の取組事例（北区保健センター）
事業名

重点目標
Ⅰ 若い世代から、健
康づくりを意識した生
活スタイルの獲得

自分でできるエイジングケア
〜口元・首・肩リフレッシュ〜

事業の目標
歯周病予防の知識や技術を学び、歯・口腔の健康の維
持や向上を図り、また、運動の知識・技術を学び、運動
の習慣のきっかけを得ることで、北区区民が生活習慣
病予防に取り組めるようにする。

様式１

１ がんの予防と早期発見の推進
３ 生涯を通じた歯と口腔の健康の維持・
向上
５ 積極的な身体活動と運動習慣の形成

分
野 ６ 睡眠と休養の確保、ストレスの解消
別
の
目
標

区の健康づくりの目標
１．子育て世代から、生活習慣病の予防対策として、禁煙・運動・適正体
重の維持推進、がん検診及び特定健康診査の 受診率向上に努めま
す。
２．地域のコミュニティとの協働を図り、地域の団体・組織等との連携を強
化することにより、区民が健康情報を得る機会を増やします。それによ
り、区民が自主的に健康づくりに取り組んでいけるよう促します。

事業の対象者

単年度事業・継続事業

北区在住の18〜64歳の方

継続事業

事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

さいたま市歯科医師会
取組の内容

2日間1コース
【1日目】
・歯科医師による歯周病についての講話
・歯科医師による口腔チェック
・口臭チェック
・歯周病検査
・口腔ケア実習
・乳がん自己触診体験
【2日目】
・体組成測定
・運動指導員によるタイ式ヨガ
・フェイスストレッチ

タイ式ヨガ

歯科医師による講話

口腔チェック

取組の成果
・託児を設け、定員18名以上の申し込みがあり、20代から60代まで幅広い世代に指導ができた。
・口腔ケアと運動という異なる切り口からの生活習慣病予防のアプローチにより、より多くの予防方法を伝えることができた。
・アンケートでは、「とても勉強になった」「毎日実行したい」「また参加したい」等の感想が多くみられ、参加者の満足度の高さがうかがえ
た。

課題

今後の方向性

口腔チェックにより、歯周疾患の可能性がある参加者は13％
であり、既に歯科に関心の高い人やケアの実践が出来ている
人の参加が多いと考えられる。40歳代における進行した歯周 若い世代に早期からの歯周病予防啓発をするため、離乳食の内容等を
炎を有する人の割合が減っていない（H30年度さいたま市成人 取り入れ、乳児の母親を対象とした教室に内容を変更する。
歯科健康診査より）ことから、より若い世代で、歯科の関心の
低い人も参加するような教室の展開をする必要がある。
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令和元年度 ヘルスプラン２１（第２次）に関する事業の取組事例（北区保健センター）
事業名

重点目標

商業施設での健康啓発事業
（北区発信！なるほど健康クイズラリー）
事業の目標
北区区民が
①がんやがん検診について知り、健診の重要性を理解する。
②たばこの害について知り、禁煙の必要性と具体的な方法に
ついて知る。
③運動の重要性や具体的な方法について知る。
④適切な区生活に関する知識を得る。
⑤歯周疾患と生活習慣及びほかの疾患との関係について知
る。

分
野
別
の
目
Ⅱ 地域の環境や社
会資源を活用した健康 標
Ⅰ 若い世代から、健
康づくりを意識した生
活スタイルの獲得

づくり

様式１

１ がんの予防と早期発見の推進
３ 生涯を通じた歯と口腔の健康の維持・
向上
４ １日３食バランスのとれた食生活の推
進
５ 積極的な身体活動と運動習慣の形成
７ 受動喫煙の防止と禁煙

区の健康づくりの目標
１．子育て世代から、生活習慣病の予防対策として、禁煙・運動・適正体重の維持
推進、がん検診及び特定健康診査の 受診率向上に努めます。
２．地域のコミュニティとの協働を図り、地域の団体・組織等との連携を強化するこ
とにより、区民が健康情報を得る機会を増やします。それにより、区民が自主的に
健康づくりに取り組んでいけるよう促します。

事業の対象者

単年度事業・継続事業

ステラタウン利用者

継続事業

事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

ステラタウン
取組の内容

掲示、リーフレット配布の他、クイズラリーを実施して下記のPRを実施
・がんについて（がん検診の掲示、乳がんの自己触診体験）
・たばこについて（マイクロCOモニターの測定）
・減塩の工夫について（塩モデルの展示）
・歯周病予防について（歯の模型等の展示）
来場者には、風船・ポケットティッシュ（特定健診・がん検診の受診勧奨）、クイズの参加者にはプレゼントを配
布。

取組の成果
・場所がお子さんの遊べるスペースの横であったこと、さいたま市PRキャラクターヌゥを活用したことで、子育て中の若い世代を含めた幅
広い世代に啓発することができた。乳がんの自己触診体験には61名の参加者が得られ、健診・自己触診の重要性を感じてもらうことが
できた。
・約636名の来場者に、普及啓発品を配布し、啓発できた。
・健康クイズラリーでは、わかりやすいヒントの掲示や実用的な景品の配布によって、参加者が楽しく気軽にクイズに参加することができ
た。その結果、がん予防や食塩摂取量の適正量維持の方法、禁煙に対する関心を高めることができた。

課題
・北区のがん検診受診率は市の平均を下回っており、今後も
若い世代からがん検診の勧奨をしていく必要がある、
・健康クイズラリーでは、自らの生活習慣を振り返るきっかけと
なるように、クイズの内容・掲示物を検討していく。

今後の方向性

今回の開催で人通りの多い時間帯を把握出来た為、今年
度2回目の開催については、時間帯を変更しより多くの方
にアプローチが出来るよう実施していく。
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令和元年度 ヘルスプラン２１（第２次）に関する事業の取組事例（大宮区役所保健センター）
事業名

重点目標

親子で♪もぐシャカレッスン

Ⅰ 若い世代から、健
康づくりを意識した生
活スタイルの獲得

事業の目標

さいたま市食育推進計画「三食しっかり」「一緒に楽しく」
食べることができる。参加者が何をどれだけ食べたらよ
いかがわかる。参加者同士で楽しくおいしく食べること
ができる。参加者が歯を大切にして、よく噛んで食べる
ことの重要性がわかる。

Ⅱ 地域の環境や社
会資源を活用した健康
づくり

様式１

１ がんの予防と早期発見の推進
３ 生涯を通じた歯と口腔の健康の維持・
向上
４ １日３食バランスのとれた食生活の推
分 進

野
別
の
目
標

区の健康づくりの目標
子育て世代からの生活習慣病予防を意識した生活スタイルの獲
得
地域のつながりの強化や関係団体との協働

事業の対象者

単年度事業・継続事業

区内在住の４歳から６歳児（未就学児）とその保護者

継続事業

事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

食生活改善推進員
取組の内容

管理栄養士の講話「 バランスよく食べる を実践するために」、調理実習、歯科衛生士の講話「歯を大切にする
ために」、歯みがき実習を実施。

取組の成果
教室名を見直し、教室の内容がタイトルからもわかりやすくした。また開催日程を見直し、土曜日に開催することで、保育園
に通う親子の参加も多かった。
教室後アンケートでは「教室の内容を家庭でも取り組んでみようと思うか」の問いに、参加者全員が「思う」と回答し、「いろ
どりがきれいなお弁当を楽しく調理できた」「子どもがおいしそうに食べていたのでよかった」「歯みがきも楽しくできた」と好
評をいただいた。
課題

今後の方向性

開催日程を夏休み中の平日から9月の土曜日に変更し
親子で「食」と「歯」の健康づくりについて、働きかけられる機会と
て実施したが、近隣小学校の運動会と日程が重なって
なっている。教室の開催日や周知方法を検討しながら引続き実施
しまい、多くの参加には至らなかった。周知方法として、
していく。
市報、HP、ちらし配布以外の方法も検討が必要である。
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令和元年度 ヘルスプラン２１（第２次）に関する事業の取組事例（大宮区役所保健センター）
事業名

キリッと美ボディ☆彡ボディメイク００３８

重点目標
Ⅰ 若い世代から、健
康づくりを意識した生
活スタイルの獲得

事業の目標
Ⅱ 地域の環境や社
会資源を活用した健康
づくり

積極的な身体活動と運動習慣の形成のための教室を
開催し、一年間継続した運動習慣を身につけ、健康づく
りに取り組むことができる。

様式１

１ がんの予防と早期発見の推進
２ 循環器疾患・糖尿病の予防と早期発
見・早期治療の推進
５ 積極的な身体活動と運動習慣の形成

分
野 ６ 睡眠と休養の確保、ストレスの解消
別
の
目
標

区の健康づくりの目標
子育て世代からの生活習慣病予防を意識した生活スタイルの獲
得
地域のつながりの強化や関係団体との協働

事業の対象者

単年度事業・継続事業

区内在住の30歳から64歳までの方

継続事業

事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

取組の内容

体組成測定と、体育トレーナーによる結果の説明・体幹を意識したストレッチ・筋力トレーニング等の運動実技
を実施。第２弾では氷川参道に出てウォーキングを行った。
第１弾：『 ながら でＯＫ！体幹エクササイズ』

第２弾：『いつもの買い物で美尻に！？体幹ウォーキング』

取組の成果
教室の対象者、テーマ、実施内容等の見直しを行い、今年度は体幹トレーニングを題材に年３回の教室とした（回が進むご
とに運動強度をあげていく内容）。
昨年度よりも申し込み人数が増え、３０代〜６０代と幅広い年代の方に参加してもらうことができた。
アンケートでは、「楽しかった」「身体のことを考える良い機会になった」「今後も続けようと思った」等、満足度の高さが伺え
た。また、参加者全員が 教室の内容を家庭でも取り組んでみようと思うか という問いに「思う」または「少し思う」と回答し
ており、運動習慣の形成のきっかけになっていると考えられる。
課題

今後の方向性

より多くの区民に参加してもらえるような教室の周知方 Ｒ１年度中（Ｒ２年３月）に第３弾を実施予定。
Ｒ２年度は実施方法、周知方法等を検討し実施。
法・内容の検討が必要。
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令和元年度 ヘルスプラン２１（第２次）に関する事業の取組事例（見沼区役所保健センター）
事業名

重点目標

体組成測定会

Ⅰ 若い世代から、健
康づくりを意識した生
活スタイルの獲得

事業の目標
Ⅱ 地域の環境や社
会資源を活用した健康
づくり

体組成測定を通して、自身の体と向き合い健康づ
くりに対する意識を高めるとともに、健康づくりの継続化
を促す

様式１

１ がんの予防と早期発見の推進
２ 循環器疾患・糖尿病の予防と早期発
見・早期治療の推進
分 ４ １日３食バランスのとれた食生活の推
野 進

別 ５ 積極的な身体活動と運動習慣の形成
の
目 ６ 睡眠と休養の確保、ストレスの解消
標

区の健康づくりの目標
区の将来像である「みぬまの自然と共生」を目指し、区民との協同により、区民一人ひとりが心身共に健やか
で生き生きとした生活の実現に努めます。
１．若い世代から生活習慣病予防に興味・関心がもてる意識づくり
２．地域環境の活用、組織や団体との連携による地域とのつながりある健康づくり

事業の対象者

単年度事業・継続事業

区内在住の１８歳以上の方（ペースメーカー使用・妊婦を除く）、区役所勤務職員

継続事業

事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

なし
取組の内容

【日程】年間２回
１日目 令和元年５月２０日（月） ９：３０〜１１：３０
２日目 令和２年１月３１日（水） ９：３０〜１１：３０
【会場】
見沼区役所保健センター
【内容】
希望者に対し、体組成測定を実施。測定後、体組成測定用紙の見方について説明し、健康相談に応じる。
【周知】
区役所ロビーにチラシの設置、市報への掲載にて体組成測定会の周知。

―体組成測定会−
体組成計測定の待ち時間にDVD視聴にて健康増進のための啓発をしています。

取組の成果
年2回の体組成測定会を実施。5月実施時は111名（40歳以上64歳以下：27名、65歳以上：84名）が来場した。自身の健康を考える機会
となり、健康行動を促すことができた。

課題
健康づくりへの意識が高い高齢者を中心に利用あり。意識の
低い働き世代等の参加が少なく、働きかけやアプローチが必
要と考えられる。

今後の方向性

来年度も同様に年2回、開催予定。
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令和元年度 ヘルスプラン２１（第２次）に関する事業の取組事例（見沼区役所保健センター）
事業名

重点目標

甘党さんのヘルシーレッスン

Ⅰ 若い世代から、健
康づくりを意識した生
活スタイルの獲得

事業の目標
①対象者が、自分の健康状態について知ることができ
る。
②対象者が、望ましい食生活について知り、行動変容
のきっかけにすることができる。
③対象者が、望ましい運動習慣について知り、行動変
容のきっかけにすることができる。

Ⅱ 地域の環境や社
会資源を活用した健康
づくり

様式１

１ がんの予防と早期発見の推進
２ 循環器疾患・糖尿病の予防と早期発
見・早期治療の推進
分 ３ 生涯を通じた歯と口腔の健康の維持・
野 向上
別 ４ １日３食バランスのとれた食生活の推
進

の
目 ５ 積極的な身体活動と運動習慣の形成
標
６ 睡眠と休養の確保、ストレスの解消

区の健康づくりの目標
区の将来像である「みぬまの自然と共生」を目指し、区民との協同により、区民一人ひとりが心身共に健やか
で生き生きとした生活の実現に努めます。
１．若い世代から生活習慣病予防に興味・関心がもてる意識づくり
２．地域環境の活用、組織や団体との連携による地域とのつながりある健康づくり

事業の対象者

単年度事業・継続事業

３０〜６４歳までの区民で医師から運動制限の指示がない方

継続事業

事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

NPO法人さいたまスポーツクラブ クラブハウスSSCあすも
取組の内容

【日程】
１日目
２日目
【会場】
１日目
２日目
【内容】
１日目

２日間１コース 年間２回
令和元年５月３１日（金） ９：３０〜１１：３０
令和元年６月１７日（月） ９：３０〜１１：４５
見沼区役所保健センター
NPO法人さいたまスポーツクラブ クラブハウスSSCあすも

①甘党さんのヘルシーライフ（体組成測定と保健師による結果の説明、生活習慣病予防の講義）
②甘党さんの食ライフ（管理栄養士による講義、ヘルシーおやつの試食）
③噛んで歯ッピ―ライフ（歯科衛生士による講義）
２日目 メリハリボディエクササイズ（運動実技）
【周知方法】
市報（区版）、市ホームページ、区役所ロビー・保健センターでのちらし設置、配布
女性のヘルスチェック事後指導対象者、特定健康診査積極的支援対象者へのちらし送付
保健センターでのポスター掲示

取組の成果
・申込者は１９名、１日目１６名、２日目１４名と申込みに対する参加率は約９割であった。
・アンケートの結果、「糖尿病予防」について参加者の１００％が「分かった」と回答、「生活習慣病予防のために、今より１０分多く体を動
かそうと思った」について参加者の８５％が「思った」と回答した。また、自分の体の状態がよく分かった、食生活や運動、歯の大切さにつ
いてもよくわかったとの自由記載もあり、参加者の健康増進への意識の向上に繋がった。

課題
生活習慣病、特に糖尿病についての内容も加えたところ、新
規参加者の増加に繋がった。生活習慣病予防教室から病態
別教室として内容を検討しながら、より参加者のニーズに合っ
た教室としていきたい。

今後の方向性

生活習慣病予防教室としては、今年度にて終了。
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令和元年度 ヘルスプラン２１（第２次）に関する事業の取組事例（見沼区役所保健センター）
事業名

重点目標

様式１

１ がんの予防と早期発見の推進
４ １日３食バランスのとれた食生活の推進

きらきら☆おやこキッチン

Ⅰ 若い世代から、健
康づくりを意識した生
活スタイルの獲得

事業の目標
Ⅱ 地域の環境や社
会資源を活用した健康
づくり

親子で自分や家族の健康に関心をもち、自分の健康状
態や望ましい食習慣について知ることができる。

分
野
別
の
目
標

区の健康づくりの目標
区の将来像である「みぬまの自然と共生」を目指し、区民との協同により、区民一人ひとりが心身共に健やか
で生き生きとした生活の実現に努めます。
１．若い世代から生活習慣病予防に興味・関心がもてる意識づくり
２．地域環境の活用、組織や団体との連携による地域とのつながりある健康づくり

事業の対象者

単年度事業・継続事業

継続事業

区内在住の小学３〜６年生の児童と保護者

事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

区内の農家
取組の内容

【日程】
令和元年７月２４日（水） １０時から１３時まで
令和元年８月 １日（木） １０時から１３時まで
【会場】
見沼区役所保健センター（指導講座室・調理実習室）
【内容】
元気が出るごはん作り（調理実習）
【周知方法】
市報（区版）、市ホームページ、区役所・保健センターでのちらし設置、配布
区内近隣小学校にちらし配布
※チャレンジさいたまスタンプ対象事業

取組の成果
・当日は7月は12組26名、8月は12組25名が参加し、保護者の年代は30歳代〜50歳代であった。
・児童のアンケートでは「３つの皿をそろえて、栄養バランスのよい食事を食べる大事さがわかった」が９６％、「1日3食きちんと食べる大切さがわかった」
と全員の児童が回答したことから、望ましい食習慣について学ぶことができたと考えられる。
・保護者のアンケートより「生活習慣病予防のために食生活に気を付ける重要性が分かりましたか」の問いに対し９６％の方が「わかった」と回答があっ
た。アンケートでは「一日で必要な野菜の量が体験できました」「バランスの良い献立を考えて毎日健康に生活していこうと思う」と自由記載があり、参加
者の健康への関心と望ましい食習慣についての意識に繋がった。

課題

調理の工程で時間のかかるものもあったため、メニューや調
理実習の内容について改善していく。

今後の方向性

栄養面による生活習慣病予防、親子食育の推進として、親子同一内容
で継続実施。
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令和元年度ヘルスプラン２１（第２次）に関する事業の取組事例（見沼区役所保健センター）
事業名

重点目標
夏休み親子歯育Labo
（歯周病予防教室）

事業の目標

Ⅰ 若い世代から、健
康づくりを意識した生
活スタイルの獲得

様式１

１ がんの予防と早期発見の推進
３ 生涯を通じた歯と口腔の健康の維持・
向上
分 ４ １日３食バランスのとれた食生活の推
野 進

別 ７ 受動喫煙の防止と禁煙
の
目
Ⅱ 地域の環境や社会 標
資源を活用した健康づ
くり

自分の口腔の健康状態や望ましい生活習慣（歯みがき
習慣・食習慣）について知ることができる。

区の健康づくりの目標
区の将来像である「みぬまの自然と共生」を目指し、区民との協同により、区民一人ひとりが心身共に健やか
で生き生きとした生活の実現に努めます。
１．若い世代から生活習慣病予防に興味・関心がもてる意識づくり
２．地域環境の活用、組織や団体との連携による地域とのつながりある健康づくり

事業の対象者

単年度事業・継続事業

区内在住の小学４〜６年生の児童と保護者

継続事業

事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

さいたま市大宮歯科医師会 さいたま市教育委員会
取組の内容
【日程】
令和元年８月５日（月） ９時３０分から１２時まで
【会場】
見沼区役所保健センター
【内容】
・歯科医師による講義
・歯と口についての実験および実習（ペリオスクリーン、pH測定、位相差顕微鏡、糖度計 等）
・歯科衛生士による講義
・歯垢染色、歯みがき、デンタルフロス実習
【周知方法】
市報（区版）、市ホームページ、区役所・保健センターでのちらし設置および配布
区内小学校にちらし配布
※チャレンジupさいたまスタンプ対象事業
【3か月後支援】
・日本歯科医師会作成の生活歯援プログラムを活用し、個別評価結果と歯科衛生士作成の指導文書
とともに送付し、教室後支援を実施した。

取組の成果
・今年度は20組40名の定員に対し13組30名が参加し、保護者の年代は40歳代が最も多く、成人期における歯周疾患予防の推進がとく
に強く推奨される年代であった。
・デンタルフロス実習では、ホルダータイプのデンタルフロスを用いることにより、デンタルフロス初心者や子どもでもフロッシングを容易に
行うことができた。
・参加した保護者アンケートでは、「教室に参加して、今までの生活習慣（飲み物・食べ物の取り方や歯みがきなど）を見直したいと思っ
た」と回答した割合が100％だった。その他、「染め出しや菌の観察などひとりひとり親もさせてもらえて、充実の内容だった。」、「pHテスト
や細菌を顕微鏡で見るなど、体験できる機会が多く、知識の習得がしやすかった。」など、自身の口腔の健康状態を知り、親子で生活習
慣を見直したり、楽しみながら歯や口について学べる良い機会になったと思われる。

課題
親子を対象としていることから、ターゲットとなる成人に対する
教育や実習の時間が十分に確保することが難しい。
同教室は5年以上実施を続けていることから、事業自体の対
象者や内容等を検討する時期にきていると思われる。

今後の方向性

今年度をもって実施終了。
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令和元年度 ヘルスプラン２１（第２次）に関する事業の取組事例（見沼区役所保健センター）
事業名

重点目標

ストレッチ＆コアエクササイズ

Ⅰ 若い世代から、健
康づくりを意識した生
活スタイルの獲得

事業の目標
①対象者が、自分の健康状態について知ることができ
る。
②対象者が、望ましい食生活について知り、行動変容
のきっかけにすることができる。
③対象者が、望ましい運動習慣について知り、行動変
容のきっかけにすることができる。

Ⅱ 地域の環境や社
会資源を活用した健康
づくり

様式１

１ がんの予防と早期発見の推進
２ 循環器疾患・糖尿病の予防と早期発
見・早期治療の推進

分 ５ 積極的な身体活動と運動習慣の形成
野
別 ６ 睡眠と休養の確保、ストレスの解消
の
目
標

区の健康づくりの目標
区の将来像である「みぬまの自然と共生」を目指し、区民との協同により、区民一人ひとりが心身共に健やか
で生き生きとした生活の実現に努めます。
１．若い世代から生活習慣病予防に興味・関心がもてる意識づくり
２．地域環境の活用、組織や団体との連携による地域とのつながりある健康づくり

事業の対象者

単年度事業・継続事業

３０〜６４歳までの区民で医師から運動制限の指示がない方

継続事業

事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

シンコースポーツ株式会社
取組の内容

【日程】 １０月３日（木）１０：００〜１１：５０
【会場】 見沼区役所保健センター
【内容】
・体組成測定
・ミニ講話さいたま市のがん検診について・体組成測定結果説明」：保健師
・運動実技「体幹トレーニング」「ボクササイズ」：体育トレーナー
【周知方法】
市報（区版）、市ホームページ、区役所ロビー・保健センターでのちらし設置、配布
女性のヘルスチェック事後指導対象者へのちらし送付
保健センターでのポスター掲示

取組の成果
・申込定員（１５名）に対し１７名申込受付し、２名お断りした。参加者は１４名と申込みに対する参加率は約８割であった。
・アンケートの結果、ミニ講話について参加者の１００％が「分かった」と回答、「生活習慣病予防のために、今より１０分多く体を動かそう
と思った」について参加者の約９３％が「思った」と回答した。また、家でも出来そうな内容もあり続けたい、体を動かして楽しさを実感でき
たなどの自由記載もあり、参加者の健康増進への意識の向上に繋がった。

課題
新規の参加者も多く、申し込みも定員を上回る数であった。定
員を超えた理由については定かではないが、時間帯や内容が
興味がわくものだったのではないかと思われる。参加者数が
次年度以降も保てるような工夫は必要と思われる。

今後の方向性

令和２年度も引き続き実施。
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令和元年度 ヘルスプラン２１（第２次）に関する事業の取組事例（見沼区役所保健センター）
事業名

親子でトライ！！らんらん♪ランニング

重点目標
Ⅰ 若い世代から、健
康づくりを意識した生
活スタイルの獲得

事業の目標
Ⅱ 地域の環境や社
会資源を活用した健康
① 体組成測定を通して、自分の体の状態を知ることが づくり

できる（保護者）。
② 親子で健康づくりのための運動を経験し、運動習慣
を見直すきっかけとなる。

様式１

１ がんの予防と早期発見の推進
２ 循環器疾患・糖尿病の予防と早期発
見・早期治療の推進

分 ５ 積極的な身体活動と運動習慣の形成
野
別 ６ 睡眠と休養の確保、ストレスの解消
の
目
標

区の健康づくりの目標
区の将来像である「みぬまの自然と共生」を目指し、区民との協同により、区民一人ひとりが心身共に健やか
で生き生きとした生活の実現に努めます。
１．若い世代から生活習慣病予防に興味・関心がもてる意識づくり
２．地域環境の活用、組織や団体との連携による地域とのつながりある健康づくり

事業の対象者

単年度事業・継続事業

区内在住の小学１〜４年生の児童と保護者、医師から運動制限の指示がない方 継続事業
事業を展開する上で協働した課所、機関、団体
さいたま市教育委員会健康教育課
株式会社東急スポーツオアシス（委託）
さいたま市大宮武道館、さいたま市公園緑地協会（堀崎公園）
取組の内容

【日程】
令和元年１０月２０日（日） ９時から１２時まで
【会場】
さいたま市大宮武道館、堀崎公園
【内容】
体組成測定と結果の説明（保護者）
子ども向けプログラム（児童）
健康運動指導士による講義・運動実技
【周知方法】
市報（区版）、市ホームページ
区役所・保健センターにチラシを設置、配布
区内全小学校にちらし配布
※ちらしにスマートウエルネスさいたまコミュニケーションマークを使用
※「自分発見！」チャレンジupさいたまスタンプ対象事業
※区まちづくり推進事業及び区長マニフェスト事業
・定員40組80名のところ41組86名の申込みがあり、当日は34組72名が参加した。
・保護者の年代は30歳代が12名、40歳代が22名、50代2名であった。ほとんどが30〜40歳代であったことから若い世代から運動習慣を
獲得する取り組みについて推進できた。
・保護者のアンケートでは、満足度は100％と高かった。「自分の体を知る機会になった」「体を動かすことの大切さを改めて感じる機会に
なった」が100％であり、運動習慣や生活習慣病予防に対する意識づくりの場として有効だった。
・児童のアンケートでは「体を動かすことの大切さがわかった」「走るコツがわかった」共に約半数ずつ回答し、感想では「楽しかった」と多
くの記載があったことから、学齢期からの運動習慣への関心を高めることにつながった。

課題
アンケートの結果では、教室に参加することで運動習慣への
動機づけはできたが、参加後の運動習慣の継続について確
認できていない。そのため、参加した3か月後に事後アンケー
トを送付して、運動の継続状況を確認するとともに、運動継続
の意識付けを強化する予定である。

今後の方向性

令和２年度も継続して実施。
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令和元年度 ヘルスプラン２１（第２次）に関する事業の取組事例（見沼区役所保健センター）
事業名

重点目標

見沼区ふれあいフェア

Ⅰ 若い世代から、健
康づくりを意識した生
活スタイルの獲得

事業の目標
Ⅱ 地域の環境や社
会資源を活用した健康
づくり

様式１

１ がんの予防と早期発見の推進
２ 循環器疾患・糖尿病の予防と早期発
見・早期治療の推進
分 ３ 生涯を通じた歯と口腔の健康の維持・
野 向上
別 ４ １日３食バランスのとれた食生活の推
進

の
目 ５ 積極的な身体活動と運動習慣の形成
標
７ 受動喫煙の防止と禁煙

８ 節度ある飲酒と未成年者の飲酒防止

さいたま市ヘルスプラン21（第2次）における区の取組を
もとに、各種健（検）診の受診、禁煙、節度ある適度な飲 区の健康づくりの目標
酒、肥満解消と糖尿病重症化予防などについて周知す
区の将来像である「みぬまの自然と共生」を目指し、区民との協同により、区民一
る。

人ひとりが心身共に健やかで生き生きとした生活の実現に努めます。
１．若い世代から生活習慣病予防に興味・関心がもてる意識づくり
２．地域環境の活用、組織や団体との連携による地域とのつながりある健康づくり

事業の対象者

単年度事業・継続事業

見沼区ふれあいフェア来場者

継続事業

事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

見沼区ふれあいフェア実行委員会
埼玉県国民健康保険団体連合会
取組の内容

【日程】
令和元年１１月９日（土） ９時３０分から１５時３０分まで
【会場】
見沼区役所１階ロビー
【内容】
・健康川柳
・呼気一酸化炭素濃度測定及び禁煙相談
・乳がんモデル自己検診法体験
・がん検診、運動、食生活改善、歯周病予防等啓発
【周知方法】
市報（区版）、見沼区ふれあいフェア案内パンフレット
取組の成果

・健康川柳の募集により、家族や友人で楽しみながら健康について考える良いきっかけになった。
・乳がん自己検診法体験や呼気一酸化炭素濃度測定は、体験が簡便で、実際に触ったり、測定したりすること
ができるため、市民がより体感的にがん予防や禁煙の大切さを知ることができたと思われる。
（健康川柳：172名、乳がん：141名、呼気一酸化炭素濃度測定・禁煙相談：22名）

課題

今後の方向性

・健康川柳は人気があるため、記載用紙を多く用意して
おく必要がある。
会場は同様で継続実施。
・乳がん自己検診法体験と呼気一酸化炭素濃度測定に
内容は変更に向けて検討予定。
ついては、複数年継続実施しているため、見沼区の健
康課題に沿った内容に変更が必要。
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令和元年度 ヘルスプラン２１（第２次）に関する事業の取組事例（見沼区役所保健センター）
事業名

重点目標

姿勢改善ウォーキング

Ⅰ 若い世代から、健
康づくりを意識した生
活スタイルの獲得

事業の目標
①対象者が、自分の健康状態について知ることができ
る。
②対象者が、望ましい食生活について知り、行動変容
のきっかけにすることができる。
③対象者が、望ましい運動習慣について知り、行動変
容のきっかけにすることができる。

Ⅱ 地域の環境や社
会資源を活用した健康
づくり

様式１

１ がんの予防と早期発見の推進
２ 循環器疾患・糖尿病の予防と早期発
見・早期治療の推進

分 ５ 積極的な身体活動と運動習慣の形成
野
別 ６ 睡眠と休養の確保、ストレスの解消
の
目
標

区の健康づくりの目標
区の将来像である「みぬまの自然と共生」を目指し、区民との協同により、区民一人ひとりが心身共に健やか
で生き生きとした生活の実現に努めます。
１．若い世代から生活習慣病予防に興味・関心がもてる意識づくり
２．地域環境の活用、組織や団体との連携による地域とのつながりある健康づくり

事業の対象者

単年度事業・継続事業

１８〜７４歳までの区民で医師から運動制限の指示がない方

継続事業

事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

NPO法人さいたまスポーツクラブ クラブハウスSSCあすも
取組の内容

【日程】 １１月１８日（月）１０：００〜１１：５０
【会場】 見沼区役所保健センター
【内容】
・体組成測定
・ミニ講話「健康寿命について・体組成測定結果説明」：保健師
・運動実技「体幹トレーニング」「ウォーキング」：体育トレーナー

紅葉の中、気持ち
の良いウォーキング
でした。

【周知方法】
市報（区版）、市ホームページ、区役所ロビー・保健センターでのちらし設置、配布
保健センターでのポスター掲示

取組の成果
・申込者は２３名で当日欠席が1名の参加者は２２名であった。男性も３名参加があった。
・アンケートの結果、ミニ講話について参加者の約９５％が「分かった」と回答、「生活習慣病予防のために、今より１０分多く体を動かそう
と思った」について参加者の１００％が「思った」と回答した。また、ウォーキングに対する意識が変わった。もっと日々歩かなくてはいけな
いと思う。体幹が大事であることがわかり、意識して歩きたいなどの自由記載もあり、参加者の健康増進への意識の向上に繋がった。

課題

対象年齢の幅があり、どの年齢にも対応できるようなプログラ
ムを計画していく必要がある。

今後の方向性

令和2年度は形を変えて実施予定。
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令和元年度 ヘルスプラン２１（第２次）に関する事業の取組事例（中央区保健センター）
事業名

重点目標

適切な食習慣に関する普及啓発

Ⅰ 若い世代から、健
康づくりを意識した生
活スタイルの獲得

事業の目標
Ⅱ 地域の環境や社
会資源を活用した健康
づくり

区民全体が規則正しい食習慣についての知識・理解を
深め、意識して生活することができる。

様式１

２ 循環器疾患・糖尿病の予防と早期発
見・早期治療の推進
３ 生涯を通じた歯と口腔の健康の維持・
向上
４ １日３食バランスのとれた食生活の推
分 進

野
別
の
目
標

区の健康づくりの目標
１ 区民自らが健康に関する意識を高め、適切な食習慣を獲得する。
２ 若い世代から日常生活に運動が取り入れられ、主体的に健康づくりに取り組
むことができる。

事業の対象者

単年度事業・継続事業

区内在住の方（教室については①区内在住の小学生とその父親 ②区内在住の３歳〜未就
学児とその父親）

単年度事業

事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

特になし
取組の内容
・区報での啓発
今年度は「朝ごはんを食べよう」という朝食啓発のための記事を4月・8月に掲載、また2月にも掲載予定。
加えて、6月の食育月間や10月の朝ごはんを食べよう強化月間に合わせて、規則正しい食生活に関する記事を掲載した。
・教室での啓発
①「パパにつくろう！カンタン朝ごはん教室」
日時：R元年5月12日（日）
参加者：親子8組19名
内容：朝ごはんに関する講義、調理実習
レシピ：のり巻チーズおにぎり、蒸し豚、こまつなとわかめのサラダ、簡単クラムチャウダー風
②「パパとヘル歯ー朝ごはんクッキング」
日時：R元年9月28日（土）
参加者：親子11組23名
内容：朝ごはんに関する講義、調理実習、父の口腔チェック
レシピ：ロールおにぎり、くるくるきゅうり、おほしさまスープ、ぶどう
・区民まつりでの啓発
朝食・昼食啓発のためのスプラウト栽培キットと、スプラウトを使用した
レシピのセットを300個作成し、配布した。
レシピは保健センター管理栄養士考案。

取組の成果
・区報での啓発：区報に掲載することで、保健センターを利用する方だけでなく、より多くの市民へ周知することができた。
・教室での啓発：①参加した親子8組すべてが「現在の食生活を振り返るきっかけになった」と回答。自由記載欄には「今日作ったレシピ
を家でも作ってみたい」「朝ごはんの必要性を学ぶ事が出来た」などがあった。②参加した親子11組すべてが「現在の食生活を振り返る
きっかけになった」と回答。
・区民まつりでの啓発：スプラウト栽培キットとレシピのセットを150個程度配布した。残りについては、各教室等で随時配布予定。

課題

今後の方向性

昨年度に引き続き、保健センター事業に参加しない方、啓発を 各事業や保健センター・区役所・区報での啓発を継続し、より広い範囲で
の普及ができるように検討していく。
受ける機会の少ない方への普及方法
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令和元年度 ヘルスプラン２１（第２次）に関する事業の取組事例（中央区保健センター）
事業名

重点目標

様式１

１ がんの予防と早期発見の推進
５ 積極的な身体活動と運動習慣の形成

みんなあつまれ！親子deたいそう

Ⅰ 若い世代から、健
康づくりを意識した生
活スタイルの獲得

事業の目標
Ⅱ 地域の環境や社
会資源を活用した健康
づくり

・体組成測定、がん検診受診に関する講義を経て、健康
に関する知識を得る。
・親子で体操を行うことにより、リフレッシュする時間の
確保と、親子の運動習慣形成を促す。

分
野
別
の
目
標

区の健康づくりの目標
・若い世代から健康的な生活習慣を獲得できるよう、引き続き子育て世代・若い世代向けの事業や普及啓発
を行っていく。
・中央区民の朝食欠食率が高かったことを踏まえ、適切な食習慣の普及啓発を重点的に行う。

事業の対象者

単年度事業・継続事業

区内在住の１〜３歳児とその父母

単年度事業

事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

特になし
取組の内容

日時：R元年１０月１９日（土） 10：00〜11：45
内容：ミニ講話「さいたま市がん検診について」
実技「親子ストレッチ」
体組成測定
参加者：２３名
（児：９名）（父：２０〜３９歳 ５名、４０〜６４歳 １名）（母：２０〜３９歳 ７名、４０〜６４歳 １名）
市報さいたまや中央区保健センターホームページ、健康づくり事業の案内で周知。
中央区保健センター3階ホールで保健師によるがん検診に関するミニ講話を実施し、その後講師による親子で
出来るストレッチを行った。

取組の成果
教室終了後に父母にアンケートを実施し、１２名から回答が得られた。１２名中１１名が運動習慣なしとの回答だったが、
「今回の教室を通じて、ご自身の運動習慣を振り返るきっかけになりそうですか。」との質問に対し、全員が「はい」との回答
をしていた。よって本事業が運動意識形成へのきっかけになったと考えられる。また、今までの事業は女性の参加が多かっ
たが、今回は父の参加も多数みられた。子どもと一緒に参加できる事業であったことが集客につながったと考えられる。
課題

今後の方向性

対象とした児の年齢が１歳〜３歳と運動発達に差があっ
今後も親子で出来る体操教室を実施を検討して、若い世代の男
たため、ストレッチの内容や対象者を検討する必要が
性の参加を促したい。
あった。

46

令和元年度 ヘルスプラン２１（第２次）に関する事業の取組事例（桜区役所保健センター）
事業名

重点目標

健康情報の発信

Ⅰ 若い世代から、健
康づくりを意識した生
活スタイルの獲得

事業の目標

来場者が自身の健康に対する意識を高めることが
出来る。

様式１

８ 節度ある飲酒と未成年者の飲酒防止

分
野
別
の
目
標

区の健康づくりの目標

1.健康を実感できる住民の増加
2.若い世代からの健康的な生活習慣の獲得
事業の対象者

単年度事業・継続事業

桜区ロビーコンサート来庁者

単年度事業

事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

桜区役所（保険年金課・コミュニティ課）
取組の内容

R1年8月19日プラザウェストで開催されたロビーコンサートで熱中症予防に関する啓発を行いました。
上：熱中症啓発チラシ
下：熱中症啓発うちわ
第52回桜区ロビーコンサー

第53回桜区ロビーコン
サート（R1年12月開催予
定）にて適正飲酒の啓

取組の成果

普段保健センターを利用される機会がない方、幅広い年齢層の方々に対して健康に関する情報を発信できま
した。
課題

今後の方向性

今後は区の健康課題に合わせた健康づくり情報を 保健センターへの来庁者だけではなく、より幅広い世代に
健康情報を効果的に伝えられるよう実施していく。
発信していく必要がある。
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令和元年度 ヘルスプラン２１（第２次）に関する事業の取組事例（浦和区保健センター）
事業名

重点目標

歯周病予防教室
「私のための口元からアンチエイジング」

Ⅰ 若い世代から、健
康づくりを意識した生
活スタイルの獲得

様式１

１ がんの予防と早期発見の推進
２ 循環器疾患・糖尿病の予防と早期発
見・早期治療の推進
３ 生涯を通じた歯と口腔の健康の維持・
分 向上
野 ５ 積極的な身体活動と運動習慣の形成

別
の ７ 受動喫煙の防止と禁煙
目
標

事業の目標

区民が歯や口腔の健康に関する意識を高めるために、
知識の習得や実践できる環境を整え、歯周病予防に継
続的に取り組むことができるようにする。

区の健康づくりの目標
１．若い世代からの健康的な生活習慣の獲得
２．健康診査・がん検診の受診率向上
３．関係機関・地域団体と協働した健康づくりの推進

事業の対象者

単年度事業・継続事業

区内在住の２０歳以上の方

継続事業

事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

さいたま市歯科医師会（浦和歯科医師会）
取組の内容

（１）日時
（２）会場
（３）内容

令和元年９月５日（木） １０時〜１２時
さいたま市浦和区役所保健センター ５階 大会議室
歯科医師による講義 「アンチエイジングの秘訣はお口の健康管理から」
ヨガインストラクターによる実技 「アンチエイジングを中心とした顔ヨガ」
（４）周知方法 市報・ホームページ・ポスター・チラシ

チラシ・ポスターの
写真

取組の成果
定員30人に対し申込み27人、参加者26人であった。男性の参加を促すために、広告媒体のイラストや色などを工夫した結果、男性2名
が参加。アンチエイジング、ヨガという言葉により、歯周病予防事業を推進する上で適切な30歳代〜50歳代（12人）に対して効果的なPR
であったと思われる。アンケートの結果から、教室の内容について、ほぼ全員が満足したとの結果となり、教室に参加したことで、歯・口
の健康を見直す機会となったことも伺えた。

課題
歯周病予防に適切な年代や男性の参加をさらに促すような工
夫が必要。アンケートの結果から、正しいブラッシングの方法
を知りたい、ヨガは毎日実践するためのテキストが欲しいなど
の要望があったので、日常生活の中で継続する意欲を失わな
い内容や資料について検討が必要。

今後の方向性

継続実施予定
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令和元年度 ヘルスプラン２１（第２次）に関する事業の取組事例（浦和区保健センター）
事業名

10年後も元気に！私の健康習慣in 幼稚園
事業の目標

重点目標
Ⅰ 若い世代から、健
康づくりを意識した生
活スタイルの獲得

様式１

１ がんの予防と早期発見の推進
２ 循環器疾患・糖尿病の予防と早期発見・早
期治療の推進
３ 生涯を通じた歯と口腔の健康の維持・向上

分
野 ４ １日３食バランスのとれた食生活の推進
別
の ５ 積極的な身体活動と運動習慣の形成
Ⅱ 地域の環境や社
目
会資源を活用した健康 標 ６ 睡眠と休養の確保、ストレスの解消
づくり

７ 受動喫煙の防止と禁煙

幼稚園の保護者が、講義や実習を通して生活習
慣病予防について積極的に考え、今後の生活に
活かすことができる

８ 節度ある飲酒と未成年者の飲酒防止

区の健康づくりの目標
１．若い世代からの健康的な生活習慣の獲得
２．健康診査・がん検診の受診率向上
３．関係機関・地域団体と協働した健康づくりの推進
事業の対象者

単年度事業・継続事業

区内私立幼稚園の保護者

継続事業

事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

さいたま市私立幼稚園協会浦和区支部、認定こども園母の会、麗和幼稚園
取組の内容
【日時】
①令和元年１０月２３日（水）１０時〜１１時３０分
②令和元年１１月２０日（水）９時３０分〜１１時３０分
【会場】
①認定こども園母の会
②麗和幼稚園
【参加者数】
①７名
②１１名
【従事者】
①歯科衛生士１名＋保健師２名
②管理栄養士１名＋歯科衛生士１名＋保健師２名
【内容】
①保健師「こころと体の健康の話」歯科衛生士「アンチエイジングの話」
②管理栄養士「バランスのよい食事」歯科衛生士「リップトレーニングと咀嚼力テスト」保健師「乳がんの自己触診」
取組の成果
さいたま市私立幼稚園協会浦和区支部にご協力いただき、毎年２園ずつ教育を実施している。今年で７年目となり、区内
すべての幼稚園で教育を実施した。会場は、幼稚園保護者の希望に合わせ、幼稚園又は保健センターに設定し、参加者
の利便性を図っている。幼稚園が参加者を募るという形にしたことで、効率的に教室実施が可能となった。
参加者は全員女性であり、年齢層は３０〜５０代であった。家族の健康の担い手である年齢層に対し、管理栄養士の講義
を中心に、歯科衛生士、保健師の３職種による健康習慣についての内容をベースとし、園の要望にそって内容を変更して
いる。教室の内容に対し、「実践しようと思った」「実践している」で100％で、参加者の意識変化を促すことができていると考
える。このように家族の健康も担う年齢層に働きかけることで、家族への波及効果も期待している。

課題

今後の方向性

次年度以降も、参加者が生活習慣病予防について、これ
区内の幼稚園を一巡したところで、今後の実施
について、さいたま市私立幼稚園協会浦和区支部 からの生活に活かし、望ましい生活習慣を獲得する支援の
ために、教室を継続していきたい。
と相談していく必要がある。
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令和元年度 ヘルスプラン２１（第２次）に関する事業の取組事例（浦和区保健センター）
事業名

重点目標

うらわメタ防クラブ with PTA

Ⅰ 若い世代から、健
康づくりを意識した生
活スタイルの獲得

様式１

１ がんの予防と早期発見の推進
２ 循環器疾患・糖尿病の予防と早期発見・早
期治療の推進
３ 生涯を通じた歯と口腔の健康の維持・向上

分
野 ４ １日３食バランスのとれた食生活の推進
別
の ５ 積極的な身体活動と運動習慣の形成
Ⅱ 地域の環境や社
目
会資源を活用した健康 標 ６ 睡眠と休養の確保、ストレスの解消

事業の目標

づくり

７ 受動喫煙の防止と禁煙

小・中学生の保護者が、講義や実習を通して生活
習慣病予防について積極的に考え、今後の生活
に活かすことができる

８ 節度ある飲酒と未成年者の飲酒防止

区の健康づくりの目標
１．若い世代からの健康的な生活習慣の獲得
２．健康診査・がん検診の受診率向上
３．関係機関・地域団体と協働した健康づくりの推進

事業の対象者

単年度事業・継続事業

さいたま市PTA協議会浦和区連合会(以下区P連とする）加入の区内国公
立小・中学校（計１８校）のPTA

継続事業

事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

①区P連・常盤北小学校

②区P連・あけぼの会あけぼの埼玉

取組の内容
【日時】
①令和元年６月１７日（月）１０時〜１２時
②令和元年１１月１０日（日）１０時〜１２時
【会場】
①常盤北小学校
②浦和区役所保健センター
【参加者数】
①１８名
②４１名
【従事者】
①保健師２名＋体育トレーナー１名
②保健師３名＋あけぼの会あけぼの埼玉２名
【内容】
①保健師「生活習慣病予防」体育トレーナー「ヨガ」
②保健師の「がん検診の話」・あけぼの埼玉によるがん体験談
取組の成果
区P連と共催で実施している。PTAが参加者を募ることで、生活習慣病予防が大切な若い世代に、効率的に教室実施が可
能となっている。参加者は、９８％が女性であり、年齢構成は３０〜５０歳代で、４０代が最も多い。教室の内容は４つのコー
スを設定し、体験・実習中心に、事前に学校の要望を聞いたうえで決定している。
また、今年度はがん患者会の方を講師に招いて講演会を行った。男性の参加もあった。検診を受ける必要性について、１０
０％の方が「わかった」と回答した。また自由記載の感想欄をみても、意識変化を促すことができたと考える。
家族の健康も担う年齢層に働きかけることで、家族への波及効果も期待している。
課題

今後の方向性

参加者が生活習慣病予防について知り、これからの生活に 課題を工夫・検討していきながら、区P連と相談し、次年度以降も
活かし、望ましい生活習慣を継続できるように今後も講義内容 実施していく。
を工夫していく必要がある。PTAの総会でPTAの要望をきいた
ところ、非常に参加者の興味の幅は広く、提供する教室内容
についても幅を広げていく必要があることが分かった。また、
PTA役員が年度ごとに替わっても継続的に共催できるよう、仕
組みを検討していく必要がある。
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令和元年度 ヘルスプラン２１（第２次）に関する事業の取組事例（浦和区保健センター）
事業名

重点目標

浦和区健康まつり2019
事業の目標

Ⅰ 若い世代から、健
康づくりを意識した生
活スタイルの獲得

様式１

１ がんの予防と早期発見の推進
２

循環器疾患・糖尿病の予防と早期発見・早期治療の推進

３ 生涯を通じた歯と口腔の健康の維持・向上

分
野 ４ １日３食バランスのとれた食生活の推進
別
の ５ 積極的な身体活動と運動習慣の形成
Ⅱ 地域の環境や社
目
会資源を活用した健康 標 ６ 睡眠と休養の確保、ストレスの解消
づくり

・区民が、心と体の健康に関する情報を得られ、健
康への意識を高める機会となる。
・保健センター等の行政や市民活動団体の活動を
ＰＲする。
区の健康づくりの目標

７ 受動喫煙の防止と禁煙
８ 節度ある飲酒と未成年者の飲酒防止

１．若い世代からの健康的な生活習慣の獲得
２．健康診査・がん検診の受診率向上
３．関係機関・地域団体と協働した健康づくりの推進
事業の対象者

単年度事業・継続事業

浦和区民

継続事業

事業を展開する上で協働した課所、機関、団体
協働団体：Arts＆Healthさいたま（浦和区市民活動ネットワーク登録団体）
出展団体：①生きがい彩の会 ②一般社団法人浦和歯科医師会 ③一般社団法人さいたま市薬剤師会 ④浦和区シニアサポートセンター・さいたま市浦和区役所高齢介護課 ⑤浦和レッドダイヤモンズ
⑥笑顔屋（日本赤十字社さいたま市浦和区地区） ⑦NPO法人Arts&Healthさいたま ⑧上木崎地区保健愛育会 ⑨傾聴みみの会 ⑩公益社団法人埼玉県鍼灸師会浦和地区 ⑪公益社団法人埼玉県診
療放射線技師会第1支部 ⑫さいたま浦和地区更生保護女性会 ⑬さいたま市浦和区役所支援課 ⑭さいたま市浦和区役所保健センター ⑮さいたま市国民健康保険課 ⑯さいたま市消費生活総合セン
埼玉ヤク
ター ⑰さいたま市食生活改善推進員協議会浦和区ヘルスメイト ⑱さいたま市地区助産師会 ⑲さいたま市立病院 ⑳さいたま市老人福祉センター仲本荘・さいたま市立仲本児童センター
生活協同組合パルシステム埼玉
認定NPO法人ケア・ハンズ
森永乳業株式会社埼玉支社
領家介護を考える会
ルト販売株式会社

取組の内容
市民活動団体であるArts＆Healthさいたまと協働で開催。今年で９回目。
日時：１１月３日（日）１０:００〜１５:００ 会場：コムナーレ１０階 浦和コミュニティセンター
下記の内容で各出展団体がテーマに応じた内容を実施。①〜 は上記出展団体と同じ
①背中に優しく手を押し当てて癒すハンドセラピー
②歯の健康相談、口臭測定、口腔内細菌測定、ストレスチェック測定
③薬事相談、健康相談、キッズ調剤体験、各種測定
④楽しく運動「百歳体操を一緒にやってみませんか？」
⑤浦和レッズと一緒にReds健康チェック！
⑥小さな子どもたちのための遊びスペース
⑦測って健康！（脂肪量・筋肉量・推定骨量など）
⑧思い出手形で家族のきずなをはぐくむ 高齢の方も歓迎します！
⑨お話を聴いてほしい方、傾聴に関心のある方、お声をかけてください
⑩子どもにも安心・安全で痛みのない、はり灸を体験してみませんか？
⑪あなたの骨は大丈夫？骨密度測定
⑫非行の防止や立ち直り、子育て支援の活動の展示
⑬浦和区内保育所・子育て情報の案内
⑭乳がん自己触診体験、健康クイズ、健康に関する展示
⑮医師講話、ストレッチ
⑯消費者被害防止啓発パネルの展示
⑰食べることは生きること、三食しっかり食べよう
⑱沐浴実演・ベビーマッサージ・赤ちゃん抱っこ、助産師講義、子育て相談、乳児計測、展示
⑲新病院のご紹介、医師講座、看護師による相談
⑳プラバン工作 指先を使い心も体も健康に
お肌測定とおなか元気教室、おなかのクイズ
簡単脳トレ！今年もやります折り紙教室
高齢者疑似体験
大人のための粉ミルクの紹介・試飲
介護や年金問題についての悩みや質問に対応

取組の成果
参加延人数は７７３１人。平成２３年度に始まって以来、過去最高の延参加者が来場し、盛況であった。浦和レッドダイヤ
モンズやさいたま市立病院など、新たな出展団体も加わり、地域の繋がりを大事に、子どもから大人まで幅広い年代の人
が楽しめる内容となった。体験型のブースが多く、実際に血圧・体組成等の計測を行うことで、自らの健康や生活習慣の振
り返りをしている様子がみられた。複数のブースに参加する人が多く、ブースや時間帯によっては、待ち時間が生じていた
が、事故やトラブルなく終了した。
課題

今後の方向性

集客・会場確保・広報に関しては、同日開催している 左記の課題について取り組区むとともに、次年度以降、出展団体
区民まつりと一体化できると、更に集客が見込まれ、よ との連絡会議を設けて、実施内容について検討していく。
り効率的に開催できると考えられるため、検討していく
必要がある。
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令和元年度 ヘルスプラン２１（第２次）に関する事業の取組事例（南区保健センター）
事業名

重点目標
Ⅰ 若い世代から、健
康づくりを意識した生
活スタイルの獲得

健康づくりに関するスローガンの掲出

事業の目標
健康づくりや健康管理に興味がない層にも、健康増進
の意識を啓発する

Ⅱ 地域の環境や社
会資源を活用した健康
づくり

様式１

１ がんの予防と早期発見の推進

分
野
別
の
目
標

区の健康づくりの目標

区民が主体的に健康づくりに取組むための知識が得られる。
事業の対象者

単年度事業・継続事業

区内在住・在勤・在学の方（主にサウスピア、武蔵浦和駅の利用者）

継続事業

事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

さいたま市老人福祉センター武蔵浦和荘（シニアふれあいセンターサウスピア）
取組の内容

複合公益施設サウスピア７階の窓（武蔵浦和駅側）に、健康づくりに関するスローガンを掲出した。。
保健センターは駅と反対側になるため、同じフロアのさいたま市老人福祉センター武蔵浦和荘（シニアふれあい
センターサウスピア）に協力を依頼した。
初回は、健（検）診をテーマにした内容を１か月間掲出した。今年度中に別のテーマでも掲出予定。

埼京線のホームから
よく見えます

取組の成果
武蔵浦和駅利用者（特に埼京線ホームからよく見える）を中心に、不特定多数の人の目に無意識に入るため、健（検）診を知らない人や
働く世代等に向けての発信ができた。

課題

マンネリ化すると効果が薄れる。文字数に制限がある中で、
目を引く内容となるよう知恵を絞る必要がある。

今後の方向性

定期的に内容を変更し、健康づくりへの関心を高める。
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令和元年度 ヘルスプラン２１（第２次）に関する事業の取組事例（南区保健センター）
事業名

重点目標

家族みんなのエクササイズ

Ⅰ 若い世代から、健
康づくりを意識した生
活スタイルの獲得

事業の目標
・年齢や性別を限定しないレクリエーションを取り入れ、 Ⅱ 地域の環境や社
体を動かす楽しさ、爽快感を体験し、運動への親しみを 会資源を活用した健康
得る
づくり
・「３食しっかり食べる」大切さの周知
・家族単位の健康課題を理解する

様式１

１ がんの予防と早期発見の推進
４ １日３食バランスのとれた食生活の推
進
５ 積極的な身体活動と運動習慣の形成

分
野 ７ 受動喫煙の防止と禁煙
別
の
目
標

区の健康づくりの目標
生活習慣病の改善、重症化予防のため、子育て世代から
健康を意識した生活スタイルが獲得できる
事業の対象者

単年度事業・継続事業

区内在住の小学生とその保護者（２０〜５０歳代）

単年度事業

事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

学校開放運営委員会
取組の内容

（１）運動健康指導士による運動の効果についての講義と実技
（２）保健師によるがんに関する講義
（３）管理栄養士による朝食の必要性についての講義
（４）体組成測定（大人のみ）、結果説明

2チームにわ
かれて、ボー
ル渡し競争を
しています。

取り組みの成果
参加者は、定員３０組に対し、５組１６人（大人９人、子ども７人）だった。大人に体脂肪測定を実施し、個別に運動・食事の
アドバイスができた。子育て世代の家族に対して、がん検診や朝食を食べる大切さについて情報提供し、生活習慣を見直
す機会となった。また、参加者同士が競争しながら体を動かすことで、心理面からも運動に取り組むきっかけづくりができ
た。
課題

今後の方向性

・小学校の体育館を利用するため、学校行事等で、開催
日時の確保が難しい。空調がないため、安全で快適に
実施できる時期が限られる。７月から１０月に変更した 令和２年度も事業継続予定
が、運動会・行楽シーズンと重なったため、申込者数が （課題を踏まえて、広報、内容等の方法等を検討する。）
伸びず、キャンセル・欠席も出た。
・個々の運動能力に差がある。
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令和元年度 ヘルスプラン２１（第２次）に関する事業の取組事例（緑区役所 保健センター）
事業名

重点目標

賢い女性は知っている！自分メンテナンス教室

Ⅰ 若い世代から、健
康づくりを意識した生
活スタイルの獲得

事業の目標

自分自身の健康を振り返る機会が少ない世代に、自分
自身の生活習慣を振り返り、女性特有のがん予防につ
いて学ぶ機会をつくり、自身の生活習慣を改善するきっ
かけとする。

様式１

１ がんの予防と早期発見の推進
３ 生涯を通じた歯と口腔の健康の維持・
向上

分
野
別
の
目
標

５ 積極的な身体活動と運動習慣の形成

区の健康づくりの目標
①子育て世代からの生活習慣病予防を意識した生活スタイルの獲得
②地域のつながりを生かしたコミュニティ間での健康づくりの実施

事業の対象者

単年度事業・継続事業
区内の18〜64歳の女性

単年度事業

事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

取組の内容
開催日：令和元年１０月２９日（火） ９：４５〜１１：４５
会 場：緑区役所３階 保健センター
参加者：１９名（３０代５名、４０代８名、５０代４名、６０代２名） お断り数：２
周知方法：市報さいたま緑区版、緑区役所保健センターホームページにて周知。
１８名が市報さいたま緑区版を見て申込み、２名は知人から誘われて申込み。
内 容：
①保健師による「乳がんを中心としたがん予防と乳がん自己検診法」の講義
②歯科衛生士による「ほうれい線予防」の講義
③ヨガインストラクターによるヨガ実技

取組の成果
アンケートの結果より、参加しようと思ったきっかけは、ヨガを目的にした方が多かった。しかし、参加後の意識の変化について、乳がん
自己検診法を「今日から始めたい」が７８．９％・「今年中に始めたい」が５．２％、「既に行っている」が１５．７％、がん検診を「受けようと
思った」は９４．７％・「受けている」が５．２％と、乳がんについて目的にしていない方にも、乳がん自己検診やがん検診を受けることへの
意識付けができたと考えられる。また、自己検診法を継続できそうと回答した方は８３．３％おり、継続の必要性も理解できたと考えられ
る。

課題

今後の方向性

参加者のほとんどが市報を見て申込みをしている。
今年度新規の事業である。
アンケートで「更年期について知りたい」（更年期対策教室を
左記課題を検討し、来年度も計画予定。
同年１０月に開催していた）との記載もあり、来年度は、より市
報でわかりやすい周知を心掛けたい。

54

令和元年度 ヘルスプラン２１（第２次）に関する事業の取組事例（岩槻区役所保健センター） 様式１
事業名
遊びて体力ＵＰ教室
〜親子で運動不足を解消しませんか〜

重点目標
Ⅰ 若い世代から、健
康づくりを意識した生
活スタイルの獲得

事業の目標
Ⅱ 地域の環境や社
会資源を活用した健康
づくり

親子で健康づくりのための運動を実践し、運動習慣を見
直すきっかけをつくる。

１ がんの予防と早期発見の推進
２ 循環器疾患・糖尿病の予防と早期発
見・早期治療の推進
４ １日３食バランスのとれた食生活の推
分 進
野 ５ 積極的な身体活動と運動習慣の形成

別
の ７ 受動喫煙の防止と禁煙
目
標

区の健康づくりの目標

若い世代からの健康づくりのための意識の向上
健(検)診受診率の向上
事業の対象者

単年度事業・継続事業

継続事業

区内在住の小学１〜４年生の親子

事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

取組の内容

開催日 令和元年６月３０日（日）
会 場 岩槻駅東口コミュニティーセンター 多目的ルーム
内 容 ・ 健康運動指導士による遊びを取り入れた親子で出来る運動実技
（風船、じゃんけん、ボール、親子ヨガ等々）
・保護者の体組成測定
・生活習慣病予防の講話
・がん検診受診勧奨

取組の成果
・10組26名の参加があった。両親での参加が徐々に増えてきている傾向がある。
・参加者の参加満足度は高く、全員の方から教室の内容を今後の日常生活で実践しようと思うと回答を得た。親子で運動
をする習慣のきっかけに繋がったと考える。
課題
・親子で楽しく参加ができ、普段の生活の中にも取り入
れられる教室内容を企画していく。
・実施内容がわかりやすい事業名にする。

今後の方向性

事業継続
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令和元年度 ヘルスプラン２１（第２次）に関する事業の取組事例（岩槻区役所保健センター）
事業名

重点目標

バレエエクササイズ

Ⅰ 若い世代から、健
康づくりを意識した生
活スタイルの獲得

事業の目標
Ⅱ 地域の環境や社
会資源を活用した健康
づくり

健康づくりのための運動を実践し、運動習慣を見直す
きっかけをつくる。
自分や家族の健康について考えるきっかけとなる。

様式１

１ がんの予防と早期発見の推進
２ 循環器疾患・糖尿病の予防と早期発
見・早期治療の推進
４ １日３食バランスのとれた食生活の推
分 進
野 ５ 積極的な身体活動と運動習慣の形成

別
の
目
標

区の健康づくりの目標

若い世代からの健康づくりのための意識の向上
健(検)診受診率の向上
事業の対象者

単年度事業・継続事業

区内在住の20〜64歳方（妊娠中の方を除く）

継続事業

事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

取組の内容

開催日 令和元年５月３０日（木）
令和元年１１月１４日（木）
令和２年２月３日（月）予定
会 場 岩槻区役所保健センター
内 容 体組成測定
バレエエクササイズ
健康講話
がん検診受診勧奨
乳がん自己触診法の体験
地域の運動継続の場の紹介

取組の成果
・定員１８名を超える申し込みがあった。当日参加数は５月開催１５名、１１月開催１７名の出席となる。
・教室参加満足度は高く、教室参加をきっかけに何か体を動かすことを始めてみたいと思った方８８％、思わなかった方
３％、既に運動している方９％というアンケート結果であった。また、教室を通じて自分や家族の健康について考えるきっか
けとなりましたかの問いに対しては１００％の方が「なった」と回答した。
課題

今後の方向性

・運動習慣のない方や運動に苦手意識がある方々が参
事業継続
加したいと思うエクササイズを企画していく。
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令和元年度 ヘルスプラン２１（第２次）に関する事業の取組事例（岩槻区役所保健センター）
事業名

重点目標
きらめき★セルフケア
〜若さを保つヨガと口もとケア〜

Ⅰ 若い世代から、健
康づくりを意識した生
活スタイルの獲得

事業の目標
Ⅱ 地域の環境や社
会資源を活用した健康
づくり

市民が歯周疾患とその予防法を知り、ご自身や家族の
歯と口腔の健康維持や向上に取り組むきっかけとする。
市民がヨガ実習を通し、運動習慣を見直すきっかけとす
る。

様式１

１ がんの予防と早期発見の推進
３ 生涯を通じた歯と口腔の健康の維持・
向上

分
野
別
の
目
標

５ 積極的な身体活動と運動習慣の形成

区の健康づくりの目標

若い世代からの健康づくりのための意識の向上
健(検)診受診率の向上
事業の対象者

単年度事業・継続事業

岩槻区在住の20歳〜64歳の方（運動制限のある方、妊婦を除く）

継続事業

事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

さいたま市歯科医師会
取組の内容

開催日 令和元年10月31日（木）
会場

岩槻区役所保健センター

内容

歯科医師による歯周病についての講話
歯科衛生士によるデンタルフロスの実習
体育トレーナーによるヨガの実習
体組成測定

取組の成果
18名定員、8名託児で募集したところ、30名申込、14名参加、6名託児
歯科医師の講義だけでなく、ヨガ実習と組み合わせることで、口腔に関心の低い方への啓発となる
アンケート結果より、デンタルフロスを使用していなかったが今後デンタルフロスを使用していきたいと回答する方が多く、
歯と口腔の健康維持向上に取り組むきっかけとなった。
課題

託児枠に限りがあり、お断りした件数が多い

今後の方向性
運動と口腔の事業を組み合わせ、口腔に関心の低い方へ啓発し
ていく
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令和元年度 ヘルスプラン２１（第２次）に関する事業の取組事例（健康教育課）
事業名

３ 生涯を通じた歯と口腔の健康の維持・
向上

重点目標

８０２０歯の健康教室

Ⅰ 若い世代から、健
康づくりを意識した生
活スタイルの獲得

事業の目標

様式１

分
野
別
の
目
標

・正しい歯のみがき方を身に付けさせる
・歯・口の健康に関する意識の啓発を図る
区の健康づくりの目標

事業の対象者

単年度事業・継続事業

市立全小学校の第１・２・３学年の児童と保護者

継続事業

事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

さいたま市歯科医師会、埼玉県歯科衛生士会
取組の内容

小学校第１・２・３学年の児童を対象とした歯科衛生士による歯みがき指導と、保護者を対象とした学校歯科
医による講話を実施するものである。
●歯みがき指導
・小学校第１・２・３学年の児童を対象に、学年単位で指導を行う。
・スクリーンに映る絵や写真、動画のスライドを使用して、
口や歯のはたらきや大切さを学ぶ。
・大きな歯の模型や歯ブラシを使用し、歯ブラシの持ち方・動かし方、
みがきやすい歯ブラシについて学ぶ。
・歯みがき体操の音楽に合わせ、みがき残しのないように歯をみがく。
・児童の後ろでは、保護者もこの歯みがき指導を見学し、親子で正しい
歯のみがき方を学ぶ。
●講話
・保護者を対象に、スライドや冊子等を使用し、
児童の歯・口の健康について講話を行う。
・各学校の実態や保護者の要望に合わせ、
むし歯や歯周病、不正咬合、食育などの内容で学ぶ。

取組の成果
本事業を受けた児童からは「歯みがき博士のおかげで歯ブラシの持ち方やみがき方が分かってよかった。弟にも教えてあ
げようと思います。」「これからは、つまさき、かかと、わきを使い丁寧にみがきます」、保護者からは「奥歯のみがき方に不
安があったので、つっこみみがきは子どもにも分かりやすく力を入れてみがけるので良いと思います。子どもと一緒に楽しく
歯みがきをしたいと思います。」「歯ブラシの背にキズがあると、歯ブラシを噛んでいるサインだと知り、子どもにも声をかけ
たいと思った。」などの感想から、自分自身の歯・口の健康に対する意識の高まりや、正しい歯のみがき方を学ぶことがで
きたという成果を確認することができた。
課題
よりスムーズな運営をするため、児童の持ち物や学校
の準備等、実態、形態について見直しを行う必要があ
る。

今後の方向性

さいたま市歯科医師会、埼玉県歯科衛生士会と連携を図り
ながら、継続して事業を進めていく。
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令和元年度 ヘルスプラン２１（第２次）に関する事業の取組事例（生涯学習総合センター（公民館））様式１
事業名

３ 生涯を通じた歯と口腔の健康の維持・
向上
４ １日３食バランスのとれた食生活の推
進

重点目標

公民館介護予防事業

Ⅱ 地域の環境や社
会資源を活用した健康
づくり

事業の目標

いきいき長寿推進課及び各区の高齢介護課、公民館が
連携し、高齢者向け介護予防普及啓発事業を展開す
る。

分 ５ 積極的な身体活動と運動習慣の形成
野
別 ６ 睡眠と休養の確保、ストレスの解消
の
目
標

区の健康づくりの目標

事業の対象者

単年度事業・継続事業

６５歳以上の方

継続事業

事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

各区の高齢介護課、いきいき長寿推進課
取組の内容

本市の地域的課題の一つである高齢者支援に対応する事業を行い、もって市民の教養の向上、健康の増進
等に寄与することを目的として、「介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）」の一環である「介護予
防普及啓発事業」に関する教室を、区高齢介護課、いきいき長寿推進課及び各公民館による主催並びに生涯
学習総合センターの協力により、開催します。
１ 生きがい健康づくり教室
介護保険制度、防犯、防災、健康などさまざまなテーマを、講座、ワークショップ、体験学習、世代間交流など
公民館で従来実施してきた介護予防教室の形式で学び、高齢者の生きがいづくり、健康づくりを目的とした教
室を実施しています。
２ ますます元気教室
各種体操や簡単な運動・栄養改善・口腔ケア、認知症予防等、高齢期の生活全般にわたる必要な知識を複
合的なテーマで学び、自主グループ化を目指し、介護予防活動を継続できるよう支援することで、高齢者が自
立した生活機能を維持し要介護状態等になることをできる限り防止することを目的とした教室を実施していま
す。

取組の成果
平成３０年度実績
生きがい健康づくり教室 参加者数（実人数） 11,967人
ますます元気教室 参加者数（実人数）
3,133人
課題

男性の参加が少ない

今後の方向性

〇男性も参加したくなるようなカリキュラムを検討する。
〇参加者の安全面に配慮しながら講座を運営していく。
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資料３
健康日本２１（第二次）推進専門委員会 中間報告書について
１ 健康日本２１（第二次）とは
２ 健康日本２１(第二次)の５つの基本的な方向
（１）健康寿命の延伸と健康格差の縮小
（２）生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底（NCD（非感染性疾患）の予防）
（３）社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上
（４）健康を支え、守るための社会環境の整備
３ 健康日本２１（第二次）中間報告書からみる国と本市の比較
〇健康日本２１（第二次）中間報告書：平成３０年９月 厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会
国
項目
健康寿命

目標
延伸
（２０２２年）

策定時

直近値

男性：７０．４２年

男性：７２．１４年

女性：７３．６２年

女性：７４．７９年

（２０１０年）

（２０１６年）

男性：２．７９年

男性：２．００年

女性：２．９５年

女性：２．７０年

（２０１０年）

（２０１６年）

健康寿命の

縮小

都道府県差

（２０２２年）

糖尿病コントロール

１．０％

１．２％

０．９６％

不良者の減少

（２０２２年）

（２００９年）

（２０１４年）

自殺者の減少

１９．４

２３．４

１６．８

（２０１０年）

（２０１６年）

（人口１０万人あたり） （２０１６年）

国

本市

十分に改善を認めた主な項目

健康格差対策に取り

４７都道府県

１１都道府県

４０都道府県

組む自治体の増加

（２０２２年）

（２０１２年）

（２０１６年）

傾向
同じ傾向

ー

同じ傾向
同じ傾向
ー

本市

改善が不十分な主な項目
項目

目標

策定時

直近値

メタボリックシンドローム

２５％減少

約１，４００万人

約１，４１２万人

該当者・予備群の数

（２０１５年）

（２００８年）

（２０１５年）

肥満傾向にある子供

減少

男子：４．６０％

男子：４．５５％

の割合

（２０１４年）

女子：３．３９％

女子：３．７５％

（２０１１年）

（２０１６年）

介護サービス利用者

６５７万人

４５２万人

５２１万人

の増加の抑制

（２０２５年）

（２０１２年）

（２０１５年）

健康づくり活動に主

３５％

２７．７％

２７．８％

（２０２２年）

（２０１２年）

（２０１６年）

成人の喫煙率の

１２％

１９．５０％

１８．３０％

減少

（２０２２年）

体的に関わっている

（２０１０年）

（２０１６年）

傾向
ー

同じ傾向

同じ傾向

ー

本市：
成人の喫煙率
１３．５％

同じ傾向

（２０１７年）

※ 表中の「ー」は市に該当のない指標
３について：厚生労働省ホームページ「「健康日本２１（第二次）」中間報告について」から抜粋・改変

-1-

（参考）

*

75

*
*

*
10

*

*

*

60
*
*
*
*

*

*

-2-

出典：「健康日本２１（第二次）」中間報告書（概要）

資料４

次期

ヘルスプラン２１について

「さいたま市ヘルスプラン２１（第２次）」、
「第３次さいたま市食育推進計画」、
「さいたま市歯科口腔
保健推進計画」は、いずれも令和５年３月末で計画期間が終了となることに伴い、これまでの取組をさら
に充実・発展させるとともに、社会環境の変化や新たな課題等に対応するため、各計画の次期計画を策定
します。
健康づくり、食育、歯科口腔保健の各分野は、それぞれが密接に関わることから、計画の取組の相乗効
ゆ

め

果と推進力を高めるため、３つの計画を統合します。「（仮称）さいたま市きらきら健康希望プラン」
ゆ

め

なお、
「
（仮称）さいたま市きらきら健康希望プラン」は、次期「さいたま市ヘルスプラン２１」をベー
スとし、分野別の「歯・口腔の健康」を次期「さいたま市歯科口腔保健推進計画」、分野別の「栄養・食
生活」を次期「さいたま市食育推進計画」に位置付けます。

【参考１】計画期間
年度

R1

総合振興計画

比較
R2

現

R3

R4

R5

策定

第３次

R6

R7

R8

R9

R10

R11

R12

R13

R14

調査
中間評価

調査・評価

策定

調査
中間評価

調査・評価

策定

第５次？

第６次？

調査
中間評価

調査・評価

次期

市 ヘルスプラン 第２次

調査・評価

国 健康日本２１ 第二次

第三次？

市 食育

第３次

調査・評価

国 食育

第３次

第４次

市 歯科口腔

第１次

調査・評価

国 歯科口腔

第１次

策定

策定

第４次

第２次

第２次？

策定
第３次？

ゆ

め

【参考２】
「
（仮称）さいたま市きらきら健康希望プラン」の作成〜計画期間の流れ
R１

R2

R3

R4

R5

作成の

目標指

方向性

標の選

市民
調査

計画
策定

の検討

定

↓
市民調

↓

R6

R7

R8

計画
施行

市民調

(1 年目)

目選定

市民
調査
＋
中間
評価

査の項

報告書
作成

査の項
目選定

評価
↓
骨子案
作成

1

R9

R10

R11

R12

R13

R14

次期計

市民
調査

計画の

画の目
標指標

↓

の選定

↓

↓

市民調

報告書

査の項

作成

目選定

報告書
作成

評価

+
次期計
画の
策定

さいたま市総合振興計画

各種個別計画
※令和元年 11 月 1 日現在の計画を記載しています。
ゆ

め

（仮称）さいたま市きらきら健康希望プラン
第 ３ 次 さ いた ま市食育
推進計画

さ い た ま 市 ヘ ル ス プラ
ン２１（第２次）

さい たま市歯 科口腔 保
健推進計画

健康増進法
食育基本法
第１８条第１項に基づく
市町村食育推進計画

第８条第２項に基づく
市町村健康増進計画

さいたま市歯科口腔保健
の推進に関する条例

誰もが安心して長生き
できるまちづくり条例

【基本理念】

【基本方針】

【基本理念】

・食育を通して、心と身体の

健康寿命の延伸を目指して

市民一人ひとりが、家庭、学

健康を培い、豊かな人間性、

〜地域と共に

校、職場及び地域において

自然への感謝の気持ちを育
む

一人ひとりが健康づくり〜

ともに、社会全体として歯

【分野】

・市民、地域、各種団体など
と行政が協働し、食育に取
り組む

歯科口腔保健に取り組むと

◆ がんの予防
◆ 循環器疾患・糖尿病の予防
◆ 歯・口腔の健康
◆ 栄養・食生活

科口腔保健を総合的かつ計
画的に推進し、生涯にわた
って明るく健康に暮らせる
社会を実現していきます。

◆ 身体活動・運動
◆ 休養・こころの健康
◆ 喫煙
◆ 飲酒

国：歯科口腔保健の推進に
国：第３次食育推進基本計
画

国：健康日本２１（第二次）

関する法律
（歯科口腔保健の推進
に関する基本的事項）

県：埼玉県食育推進計画
（第４次）

県：埼玉県健康長寿計画
（第３次）

2

県：埼玉県歯科口腔保健推
進計画（第３次）

