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令和２年度 第２回さいたま市健康づくり推進協議会（書面会議） 会議録 

◎ 開催期間  令和３年１月２５日（月）から２月５日（金）まで 

◎ 出席者  桃木委員（会長）、渡辺（裕）委員（会長職務代理）、金谷委員、小林委員、 

小森委員、近藤委員、鈴木委員、関委員、田村委員、土田委員、並木（惠美子）

委員、並木（良作）委員、松本委員、渡邊（廣次）委員

◎ 欠席者  なし 

◎ 資料 

・次第 

・さいたま市健康づくり推進協議会設置要綱 

・さいたま市健康づくり推進協議会委員名簿 

・資料１ さいたま市ヘルスプラン２１（第２次）影響評価票

・資料２ 令和２年度ヘルスプラン２１（第２次）に関する事業の取組事例まとめ 

(経過評価) 

・資料３ 「さいたま市健康づくり及び食育についての調査」について

・資料４ タバコをやめたいと考えている方へ(第 3版)

・さいたま市ヘルスプラン２１（第２次）プロセス評価 
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◎ 議事 

（１）さいたま市ヘルスプラン２１（第２次）影響評価票 

・資料１ さいたま市ヘルスプラン２１（第２次）影響評価票

＜説明＞ 

1ページから 3ページ

さいたま市ヘルスプラン２１（第 2次）の目標指標に対する「直近値」を記載したシー

トです。「前年度比 」は前年度より改善
．．

、「前年度比 」は前年度より悪化
．．

を示しており

ます。

4ページ

  ヘルスプラン２１（第 2次）の目標指標の令和 2年度値を更新しました。

各委員からの意見 （名簿順） 

＜金谷委員＞ 

 喫煙の低下やがん検診等の受診率が向上してきているのは各所との連携の成果が現れた結

果のように思います。 

 栄養・食生活面で数値が低下してしまっている現状は、世の中の流れ(共働きの増加、遠距

離通勤、コンビニ等に気軽に入る)が大きく影響しているように思われ、働き方改革の必要性

を強く感じました。 

＜小林委員＞ 

自殺者数について、2020 年の自殺者はリーマンショック以来の増加傾向に転じているそう

です。さいたま市も同様の結果が出るかもしれません。経済も含めその原因は幅広と思われま

す。さいたま市でも自殺対策推進計画を作っていますが、適切な相談窓口や施策について、さ

らなる周知が必要に思います。 

＜小森委員＞ 

目標指標となる各項目について前年度比が示されています。全ての項目が向上するよう取り

組むことは大切ですが、中間評価における課題等を踏まえ、根本的な対応を講ずることがより

重要と考えます。 

＜近藤委員＞ 

若い時から食事バランスに気を付けることや、運動習慣のある人はしっかりと動いているよ

うで運動習慣の全くない人に体を動かす楽しさをどうやって引き出すかが重要だと思います。

また、簡単で手軽にできる運動を紹介することが必要だと考えます。 

＜関委員＞ 

特定健康診査の受診率が向上しているのは、努力の成果だと思います。一方で、特定保健指

導の実施率や飲酒などへの更なるアプローチが必要と感じています。 

さいたま市は若い世代、働き盛り世代の健康意識向上が必要ではありますが、職域との連携

による取組に期待いたします。 
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＜田村委員＞ 

NPO 法人埼玉県健康管理士会の一員として、公民館等における健康講座では①適切な運動、

②質の良い睡眠、③偏りのない食事を勧めています。万病のもとである糖尿病にもこの３点が

関わっていますが、運動不足は特に女性で課題になっているので、健康マイレージの利用促進

を更に進めることにより、効果を期待したいです。 

また、日常の家事を含めて適切に運動ができていることが大切です。体を無理のない範囲で

動かすことが食事をおいしく食べることにつながり、睡眠の質を高められるからです。 

＜土田委員＞ 

新型コロナウイルス感染症により、参集、集合方式による事業実施が困難であり、悪化する

ことが予想される評価値の中でも改善している項目もあり、市民が見た時に、その悪化、改善

の要因が何なのか判断するのに苦慮することが予想されます。そのため、直近値の改善、悪化

の状況について、分析可能な範囲で新型コロナウイルス感染症による影響等を総括的に分析し

た方がよいのではないでしょうか。 

＜並木良作委員＞ 

目標の達成に向かって、各年代、職場、地域住民に啓発の機会を増やしていきたいと考えて

います。 

＜松本委員＞ 

地道な啓発活動を粘り強く続けると共に、各種受診率の向上に向けて市民意識改革が必要と

感じていますが、妙案が浮かばないのが実情です。 

＜桃木委員＞ 

新型コロナウイルス感染症の流行により、健診受診率の低下がある中で、精密検査受診率が

向上したことは良かったと思います。受診率の更なる向上が望まれます。 

＜渡邊廣次委員＞ 

食生活や運動習慣の改善が望まれます。 

＜渡辺裕委員＞ 

歯・口腔の健康はおおむね良好と思われますが、1歳 6か月児から 2回行っていたフッ素塗

布が来年度から 1回になります。3歳児健康診査でむし歯のある幼児が増加しないかと危惧さ

れます。 
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（２）さいたま市ヘルスプラン２１(第２次)に関する事業の取組事例           

・資料２ 令和２年度ヘルスプラン２１（第２次）に関する事業の取組事例まとめ 

(経過評価) 

＜説明＞ 

1ページ

委員の皆様にもご協力いただいて作成した今年度の取組事例は 46事例で、昨年度の 59
事例に比べると 13事例減少しています。

2ページから 3ページ

46事例を分野ごとに今年度の成果や課題をまとめました。文末の（ ）内には主な引用

元を記入しています。

4ページ以降

提出いただいた取組事例のシートです。

事務局より 

・平成 29 年に実施した中間評価で明らかになった課題（①肥満者の増加、②糖尿病の有病

者及び予備群の増加、③働き盛り世代の朝食の欠食者の増加、④睡眠による休養が「とれ

ていない」人の増加）の対策については、平成 30 年度から各区の健康課題を踏まえ保健

センター等で事業展開をしているところです。今後、職域との連携も拡大していくことが

必要と考えています。しかし、新型コロナウイルス感染症拡大抑制のため、事業は縮小せ

ざるを得ない状況となっています。コロナ禍においては、市民が自分に必要な健康づくり

に関する情報を得て、行動することができるような対応が必要と考えています。 

・自殺者については、全国の状況と同様にさいたま市も昨年より増加しています。自殺に至

る原因や動機は様々であり限定は困難ですが、当課に設置している「さいたま市自殺対策

推進センター」では、庁内の関係課と連携を取りながら引き続き、対策を続けていきたい

と考えております。 

・各種健（検）診受診率や特定保健指導率の値は、現在把握できる最新の「令和元年度」の

値であり、新型コロナウイルスの影響は小さいと考えられます。新型コロナウイルス感染

症の影響を受ける「令和 2年度」の値を用いた評価は来年度となります。来年度はその数

値の変化が新型コロナウイルスの影響によるものなのか、統計学的な分析は不可能です

が、推測という形で表記していきたいと思います。 

・新型コロナウイルス感染拡大抑制のため、在宅時間が増え、家庭で食事をとる機会が増え

ているといわれています。それに伴い、家庭での飲酒の機会も増えている可能性があり、

多量飲酒に関する啓発が重要になってくると認識しております。また、手軽にできる運動

として、引き続きウォーキングによる健康づくりを進める「健康マイレージ」の普及を図

りたいと思います。 
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各委員からの意見 （名簿順） 

＜金谷委員＞ 

コロナウイルス感染症のために、多くの事業等が中止や縮小を余儀なくされ、残念であった

と思います。しかし、できる限りの工夫、努力で活動し、啓発ができたのは良かったと思いま

す。 

＜小林委員＞ 

①事例全体を通じて 

 行政、団体等が健康をテーマにこれだけの事業を行い、目標指標の到達に寄与していること

は素晴らしいと思います。目標に向けては短期的に成果が出るものではありませんので、今後

も PDCA を回しながら事業を進めていくのがよいと思います。今後、必要な人に必要な情報、

施策をタイムリーに届けていくことでさらなる成果が期待できるのではないでしょうか。個人

的には神戸市のアプリ「 MY CONDITION KOBE 」の事例が面白いと思いました。 

②当商工会議所の取組事例について 

 他団体も同様と察しますが、感染症の影響で事業推進が難しい年でした。ナト・カリ調味料

を活用した適塩事業は普及に向けて動いていく予定でした。しかし、飲食店も感染症下での経

営の存続を優先せざるを得ない中で適塩・減塩等への取組の優先順位を下げざるを得ない状況

でした。 

 また、３月のメンタルヘルス・マネジメント検定試験は中止し、１１月に開催した際には会

場内のソーシャルディスタンスを保つ観点から受験者が減少しました。 

心身共に健康であるための事業は当然に必要ですので、今後も感染症の動向を見ながら出来

うる範囲での効果を求めていくことになろうかと思います。 

＜小森委員＞ 

今般、当支部の取組として「自治体と連携した特定健診とがん検診の同時実施」について報

告しました。コロナ禍で健診受診に関しては苦戦していますが、本取組事例も参考に、関係機

関と引き続き連携を深めながら受診率の向上に努めたいと思います。 

＜近藤委員＞ 

コロナ禍の中、各保健センターで事業を縮小・工夫しながら行っている報告に感心いたしま

した。 

＜関委員＞ 

コロナ禍で大変な中でも、定着してきた取組に工夫しながら継続されており、今後も続けて

いただきたいと思います。 

＜田村委員＞ 

コロナ禍による運動不足に対し、今後どのような方法で運動を促すのか、かなり難しい問題

です。がん検診については平常時でも受診率が上がらない様々な理由があると思いますが、新

型コロナウイルス感染症が個人のその理由を推し進めているきらいがあります。 

コロナ禍では運動及び特に心の問題が大切です。多岐にわたり、対応は極めて難しいと思い

ますが、尽力してほしいと思います。 
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＜土田委員＞ 

資料２ Ⅱ １．がん予防、６．こころの健康、７．喫煙にそれぞれ「（事務局からの情報提

供のため資料なし）」と、付記した記述があり、やや唐突な印象を否めません。この記述の根拠

となる事例や事象について、様式１に準じた形で添付すべきではないでしょうか。 

＜並木良作委員＞ 

年間計画に沿って活動実施を試みたが、新型コロナウイルス感染症の予防の関係から、大幅

な事業の中止や縮小となってしまい残念でした。 

＜松本委員＞ 

新型コロナウイルス感染症拡大対策を講じながら事業の取組は難しいと思いますので、でき

る範囲で対応していくことになっていくのではないのでしょうか。 

＜桃木委員＞ 

運動療法は健常人のみならず、心不全患者においても良好な予後の改善が認められます。全

市的に運動療法の普及を推進することで、更なる効果が期待できます。 

多くの人に周知するために、指導法や運動方法をパンフレットにして配布する桜区の取組は

非常に有用と考えます。 

＜渡邊廣次委員＞ 

各団体がそれぞれ努力して行っているが、市民全体へのアピール不足が感じられます。メデ

ィアを使った取組を行っていくことが必要です。 

＜渡辺裕委員＞ 

歯科医師関係の事業については、新型コロナウイルス感染拡大防止により、ほぼ中止になっ

ています。 

今後はこのような状況下でも開催できるように、方策を考えていきたいと思っています。 

事務局より 

参画される団体の取組の紹介方法については、来年度から新設する「さいたま市健康づく

り・食育推進協議会」において、検討させていただきます。 

資料２の（事務局からの情報提供のため資料なし）の部分については、本議事録に同封さ

せて頂くとともに、議事録が設置される各区役所にも配架させていただきます。 

※がん対策講演会「みんなどうしてる？ コロナ禍に安心してがん治療を受けるために」

については、緊急事態宣言の延長に伴い、集合型研修を見合わせ、動画配信に変更になりま

した。 

（参考：「 MY CONDITION KOBE 」について 出典：神戸市ホームページ） 

神戸市が市民を対象に運営する健康サービス。市民が受けた健康診断の結果、体重・体脂肪・

血圧といったカラダ情報、歩数や食事などの生活情報をデータベース化。専用のアプリを使っ

て、いつでも正確な健康情報を確認することができる。他にも健康アドバイスを受けられたり、

特典と交換可能な健康ポイントがもらえたりする。
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全体を通しての意見 

各委員からの意見 （名簿順） 

＜金谷委員＞ 

色々な関係団体、各種団体等がそれぞれ啓発、情報発信をしていますが、市民の健康を向上

していくのは簡単にはいかないものと感じました。 

＜小林委員＞ 

感染症の収束が不透明な中、会議は web、ハイブリッド開催を検討してもよいかと思います。 

＜近藤委員＞ 

自分の健康に無関心な人はいないと思いますが、なかなか無関心から少々関心があるという

ステージに持ち上げるのが難しいと考えています。行動変容するきっかけ作りをコツコツと行

っていくしかないと思います。 

＜関委員＞ 

コロナ禍で生活することや労働に目が向いて、健康への関心が後回しになる傾向があります

が、健康を保つことの重要性をアピールし、取組を継続していただけたらと思います。 

＜田村委員＞ 

資料を読んでも理解しにくい点が多いが仕方ないでしょうか。(特にプロセス評価票） 

＜土田委員＞ 

影響評価票についての意見と重複するが、市民は令和２年は、ほぼ１年間にわたる新型コロ

ナウイルス感染症の影響がヘルスプラン２１に全体としてどのような影響を与えたのか関心

が高いと思われるので、これについて何らかの形で整理し、表記したほうが良いのではないで

しょうか。 

＜並木惠美子委員＞ 

新型コロナウイルス感染の影響により、各事業の取組が支障をきたし、中止になることが多

くなっていました。早い終息を願い、通常通り平穏な日が訪れますことを願っております。 

＜並木良作委員＞ 

コロナ禍の中で、健康に関する知識や衛生に対する知識等に考えされる機会となりました。 

＜桃木委員＞ 

非常によくできていると考えます。 

＜松本委員＞ 

令和 2年度中には緊急事態宣言など、コロナ禍における生活様式が大きく変わったことによ

り、様々な点において影響は出ていると思います。特に、自粛の期間が長期にわたり、団体の

活動が制約されていること等を踏まえ、新型コロナウイルス感染症対策及び感染症等を特筆し、

今後の健康づくりに活かすことも必要と思います。

＜渡邊廣次委員＞ 

ヘルスプラン２１の取組はとても素晴らしいものです。健康増進課だけでなく、幅広い庁内

の連携を図ってほしいと思います。 

近年、自転車に乗る人が多くなりました。交通手段としての自転車だけでなく、健康づくり
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を伴う取組も必要です。健康マイレージを自転車にも広げてみてはいかがでしょうか。 

＜渡辺裕委員＞ 

コロナ禍の中でも文書による会議は意見も言えないので、Web 開催等を考えてみてはどうで

しょうか。 

事務局より 

・感染症に関する取組については、今後の健康づくり計画において重要になると思われるた

め、次期計画（令和 5年度策定)に盛り込みたいと考えております。 

・健康マイレージと自転車を用いた健康づくりについては、来年度に連携を試行的に始める

予定になっております。詳細については、次期協議会にて報告させていただきます。 

・プロセス評評価票の指標等については、実施の必要性も含め検討してまいります。 

・web 会議の開催については、次期協議会の委員を務られる皆さまの web 環境の有無等を加

味しながら検討させていただきます。 







女性の自殺者が
昨年より増加

出典：










