
令和２年度 第２回さいたま市健康づくり推進協議会

日時 令和３年１月２５日（月）～２月５日（金） 

書面会議 

次  第

１議 事 

さいたま市ヘルスプラン２１（第２次）の進行管理について 

（1）さいたま市ヘルスプラン２１（第２次）影響評価票 

（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 

２報 告 

（1）「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

（2）禁煙外来リスト（第 3版）の進捗状況について

３その他

（1）令和 2年度 さいたま市ヘルスプラン２１（第２次）プロセス評価のお願い
について



さいたま市健康づくり推進協議会委員名簿 

（２０１９年４月１日から２０２１年３月３１日まで） 

令和３年１月２０日現在 

氏名 所属 備考 

１ 金谷
か な や

 美智子
み ち こ

さいたま市食生活改善推進員協議会 理事  

２ 小林
こばやし

 敦
あつし さいたま商工会議所 

中小企業振興部 ものづくり支援課 課長 

３ 小森
こ も り

 大成
たいせい 全国健康保険協会 埼玉支部 

企画総務部 部長 

４ 近藤
こんどう

 正直
まさなお 一般社団法人 さいたま市薬剤師会 

副会長 

５ 鈴木
す ず き

 正美
ま さ み さいたま農業協同組合  

代表理事専務 

６ 関
せき

 美雪
み ゆ き 埼玉県立大学 保健医療福祉学部  

看護学科 教授 

７ 田村
た む ら

 欣也
き ん や

市民公募委員  

８ 土田
つ ち だ

 保
やす

浩
ひろ 埼玉県国民健康保険団体連合会 

常務理事 

９ 並木
な み き

 惠
え

美子
み こ さいたま市民生委員児童委員協議会 

理事 

１０ 並木
な み き

 良作
りょうさく

さいたま市保健愛育会 理事  

１１ 松本
まつもと

 敏雄
と し お

さいたま市自治会連合会 会長  

１２ 桃木
も も き

 茂
しげる さいたま市４医師会連絡協議会 

大宮医師会 副会長 
会長

１３ 渡邊
わたなべ

 廣
こう

次
じ

さいたま市レクリエーション協会 会長  

１４ 渡辺
わたなべ

 裕
ゆたか

さいたま市歯科医師会 会長 職務代理 

          （敬称略、五十音順） 



さいたま市健康づくり推進協議会設置要綱 

（設置） 

第１条 本市の健康増進計画を市民、関係団体、事業者及び行政が一体となって 

推進するため、推進母体となるさいたま市健康づくり推進協議会（以下「協議

会」という。）を設置する。 

（組織） 

第２条 協議会は、委員１５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（１）学識経験を有する者 

（２）保健医療福祉関係者 

（３）市民団体関係者 

（４）職域団体関係者 

（５）市民代表者 

（任期） 

第３条 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、任期途中に新に追加

した委員の任期終了は、他の委員のそれに合わせるものとする。 

２ 委員が欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長） 

第４条 協議会に会長を置く。 

２ 会長は委員の互選により定める。 

３ 会長は会務を総理し、協議会を代表する。 

４ 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委

員が職務を代理する。 

（会議） 

第５条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。 

２ 会長は、特に必要があるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意

見を聴くことができる。 

（部会） 

第６条 協議会は、必要に応じて、部会を置くことができる。 

（庶務） 

第７条 協議会の庶務は、保健福祉局保健部健康増進課において処理する。 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会

長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 



附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２５年３月３１日から施行する。 



令和２年度第２回 さいたま市健康づくり推進協議会 要旨 

※ご意見は「ご意見等記入用紙」にご記載ください。 

委員の変更について 

本協議会の委員名簿 ５番目のさいたま農業協同組合 代表理事専務 中村
なかむら

 正法
まさのり

様から 

鈴木
すずき

 正美
まさみ

様に変更になりました。よろしくお願いいたします。 

１議事 さいたま市ヘルスプラン２１（第２次）の進行管理について 

（1）さいたま市ヘルスプラン２１（第２次）影響評価票 

資料１をご覧ください。

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。 

(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をご覧ください。 

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。 

※裏面をご覧ください 



２報告 

（1）「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３をご覧ください。 

来年度、さいたま市ヘルスプラン２１（第２次）等の目標の達成状況を把握するため、市民計 6,400

人を対象にした郵送調査を実施します。なお、前回の調査は平成 28 年度に実施しています。 

（2）禁煙外来リスト（第 3版）の進捗状況について 

資料４をご覧ください。 

前回の書面会議において、委員の皆さまからたくさんのご意見を頂き、ありがとうございました。

現在、いただいた意見等を元に校正作業を重ねており、3月中には市内の医療機関や、関係機関に

配架する予定です。 

３その他 

（1）令和 2年度 さいたま市ヘルスプラン２１（第２次）プロセス評価のお願いについて 

この度、本協議会の任期終了に伴い、2年ごとに最終目標である健康寿命の延伸に向けた取り組

みが行われていたか評価するため、「プロセス評価」を実施させていただきます。ご協力をお願い

いたします。 

なお、記入後の「プロセス評価表」は「ご意見記入用紙」とともに 2月 5日(金)までにご返信を

お願いいたします。 



 令和３年２月５日（金）までにプロセス評価票と一緒に、ご返送をお願いいたします  

令和 2 年度第２回さいたま市健康づくり推進協議会

〇議事録の作成及び公開について 

「さいたま市附属機関等の会議の公開に関する要綱」に基づき、いただいたご意見を事務局で

集約し、会長にご承認いただいた後、公開させていただきます。なお、このご意見の集約を議事

録に代えさせていただきます。また、会議資料や議事録は、各区役所情報公開コーナーに設置す

るほか、市ホームページに掲載いたします。 

このことついて  異議なし ・ 異議あり   どちらかに〇をお願いします

１議事 さいたま市ヘルスプラン２１（第２次）の進行管理について 

（1）資料１さいたま市ヘルスプラン２１（第２次）影響評価票についてのご意見

（2）資料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についての 

ご意見

全体を通してご意見がありましたらお書きください 

ご意見等記入用紙

お名前： 



さいたま市ヘルスプラン２１（第２次）影響評価票

※令和３年１月時点

目標値
（令和４年度）

ベースライン値
（平成24年度）

ベースライン値（平
成24年度）との比較 令和2年度

65% 56.5%

男性（成人） 18% 24.8%

女性（成人） 5% 9.3%

成人男性（60ｇ/3合以上） 2.8%以下 4.9%

成人女性(20g/１合以上） 6.4%以下 19.7%

40歳代男性（60ｇ/3合以上） 4.6%以下 8.8%

50歳代男性（60ｇ/3合以上） 5.8%以下 10.0%

20～30歳代女性（60ｇ/3合以上） 0.2%以下 4.6%

男性 41% 31.0%

女性 35% 25.6%

20～64歳代男性 32% 21.8%

20～64歳代女性 30% 19.9%

65歳以上男性 48% 38.1%

65歳以上女性 43% 32.9%

男性 44% 34.0%

女性 38% 29.0%

20～60歳代男性の肥満者の割合 14%以下 24.1%

40～60歳代女性の肥満者の割合 13%以下 15.2%

60%(H29) 34.3%(H23) 38.0%(R1)

肺がん検診 40%(H28) 26.5%(H23) 33.2%（R1）

大腸がん検診 40%(H28) 23.7%(H23) 29.4%（R1）

胃がん検診 40%(H28) 20.4%(H23) 24.1%（R1）

乳がん検診 50%(H28) 17.3%(H23) 22.5%（R1）

子宮がん検診 50%(H28) 21.9%(H23) 28.0%（R1）

男性 41% 31.0%

女性 35% 25.6%

20～64歳代男性 32% 21.8%

20～64歳代女性 30% 19.9%

65歳以上男性 48% 38.1%

65歳以上女性 43% 32.9%

男性 44% 34.0%

女性 38% 29.0%

60% 42.3%

36.9%(H30)

31.9%

29.3%

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)

39.8%

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。

35.1%

31.0%

31.1%

24.5%

18.8%

平成29年度の中間評価における課題

・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。

31.9%

24.8%
Ⅱ
地
域
の
環
境
や
社
会
資
源
を
活
用
し
た
健
康
づ
く
り

運動習慣のある人の割合

1日1時間以上歩く人の割合

25.8%(H27) 22.2%(H30)

30.7%(H27) 28.4%(H30)

24.5%(H27) 24.2%(H30)

32.0%(H27) 30.2%(H30)

各種がん検診受診率

34.3%(H27) 34.0%(H30)

特定健康診査の受診率 36.5％（H27)

25.0%

16.4%

29.3%

24.5%

18.8%

適正体重を維持している人の割合

1日1時間以上歩く人の割合

35.1%

31.0%

31.1%

24.8%

運動習慣のある人の割合

7.9%

7.8%

18.7%

2.2%

23.2%

6.3%

平成31年度(令和元年度）

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

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

50.9%

成人の喫煙率（喫煙をやめたい人がやめる）

目標指標 平成28年度（市民調査）

5.9%

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）

前年度比

前年度比

前年度比

前年度比

-1-

資料１



さいたま市ヘルスプラン２１（第２次）影響評価票

※令和３年１月時点
目標値

（令和４年度）
ベースライン値
（平成24年度）

ベースライン値（平
成24年度）との比較 令和2年度

男性（成人） 18% 24.8%

女性（成人） 5% 9.3%

成人男性（60ｇ/3合以上） 2.8%以下 4.9%

成人女性(20g/１合以上） 6.4%以下 19.7%

40歳代男性（60ｇ/3合以上） 4.6%以下 8.8%

50歳代男性（60ｇ/3合以上） 5.8%以下 10.0%

20～30歳代女性（60ｇ/3合以上） 0.2%以下 4.6%

65% 56.5%

肺がん検診 40%(H28) 26.5%(H23) 33.2%（R1）

大腸がん検診 40%(H28) 23.7%(H23) 29.4%（R1）

胃がん検診 40%(H28) 20.4%(H23) 24.1%（R1）

乳がん検診 50%(H28) 17.3%(H23) 22.5%（R1）

子宮がん検診 50%(H28) 21.9%(H23) 28.0%（R1）

肺がん検診 90%(H28) 74.3%(H22) 80.0%（H30）

大腸がん検診 90%(H28) 64.5%(H22) 65.9%（H30）

胃がん検診 90%(H28) 75.2%（H22) 95.1%（H30）

乳がん検診 90%(H28) 91.4%(H22) 88.8%（H30）

子宮がん検診 *維持 90%(H28) 72.0%(H22) 79.0%（H30）

全年齢　男性 下げる 165.2(H22)

全年齢　女性 下げる 88.8(H22)

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)

ＳＭＲ（女性） 下げる 0.97(H22)

20～60歳代男性の肥満者の割合　全体 24.1%

　40歳代 22.7%

　50歳代 28.9%

　60歳代 22.5%

40～60歳代女性の肥満者の割合　全体 15.2%

　40歳代 16.9%

　50歳代 14.1%

　60歳代 14.8%

20歳代の女性のやせの人の割合 15%以下 25.2%

減少傾向へ 9.6%(H22) 10.1％(H30)

減少傾向へ 2.21%(H23) 令和2年度末に入力予定

全体 16%以下 22.6%

（モニタリング）国民生活基礎調査 ― 30.4%(H22)

20～40歳代女性 20%以下 32.8%

（モニタリング）国民生活基礎調査 ― 41.5%(H22)

60%(H29) 34.3%(H23) 38.0%(R1)

60%(H29) 33.,6%(H23) 31.1%(R1)

抑制する(H37) 29,322人(H22) 45,468人（R2.5)

脳血管疾患　　　男性 41.6 48.0(H22)

　　　　　　　　　 　女性 24.7 27.4(H22)

虚血性心疾患　 男性 31.8 54.8(H22)

　　　　　　　　　 　女性 13.7 21.4(H22)

男性 現状維持 131mmHg(H23) 130mmHg(R1)

女性 現状維持 128mmHg(H23) 127mmHg(R1)

男性 6.2% 10.5%(H23) 9.8%(R1)

女性 8.8% 14.8%(H23) 13.7%(R1)

1.0% 1.2%(H23) 1.0％（H30)

70% 58.3%

（モニタリング）特定健康診査 ― 41.3%(H23) 51.3%(R1)

90% 82.4%(H23) 90.5%（R1）

増やす 52.3%(H23) 60.6%（R1）

― 1.0本(H23) 令和2年度末に入力予定

55% 23.6%

減らす 33.0%(H23) 40.8%（R1）

（モニタリング）市民調査 ― 18.2% ―
増やす 83.1%(H23) 92.1%（R1）

（モニタリング）市民調査 ― 54.1% ―

減らす 48.5%(H23) 45.8%（R1）

（モニタリング）市民調査 ― 16.8% ―
増やす 75.6%(H23) 91.2%（R1）

（モニタリング）市民調査 ― 53.0% ―
増やす 59.2%(H23) 74.8%（R1）

（モニタリング）市民調査 ― 31.9% ―

80% 69.8%(H23)

7.9%

平成31年度(令和元年度）目標指標 平成28年度（市民調査）

5.9%

7.8%

各種がん検診受診率

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

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）

１

が
ん
の
予
防

成人の喫煙率（喫煙をやめたい人がやめる）

23.2%

6.3%

18.7%

34.3%(H27) 34.0%(H30)

2.2%

50.9%

32.0%(H27) 30.2%(H30)

24.5%(H27) 24.2%(H30)

各種がん検診精密検査受診者の割合

78.0%(H26) 77.2%(H29)

25.8%(H27) 22.2%(H30)

30.7%(H27) 28.4%(H30)

68.6%(H26) 65.8%(H29)

79.9%(H26) 91.3%(H29)

がんの年齢調整死亡率（人口10万対）

152.3（H27)

91.8%(H26) 89.7%(H29)

79.1%(H26) 74.2%(H29)

0.95（H26)

1.00（H26)

79.7（H27)

２

循
環
器
疾
患
・
糖
尿
病
の
予
防

適正体重を維持している人の割合

14%以下

25.0%

27.9%

14.6%
13%以下

32.2%

25.9%

平成29年度の中間評価における課題 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。

20.7%

20.1%

16.4%

12.8%

9.2(H29)

小学4年生の肥満度35%以上の割合 1.5%(H28) 2.2%(R1)

全出生中の低体重児の割合 9.4％（H26)

23.6%

定期的に健康診査を受けていない人の割合

18.9%

特定健康診査の受診率 36.5％（H27)

介護保険サービスの利用者数 40,600人（H28.5) 43,828人（R1.5）

36.9%(H30)

特定保健指導の実施率 27.4％（H27) 36.4%(H30)

収縮期血圧の平均値（高血圧症の状況）

脳血管疾患・虚血性心疾患の年齢調整死亡率（人口10万
対）

130ｍｍHg（H27) 130mmHg(H30)

9.1％（H27) 9.4%(H30)

127ｍｍHg（H28) 127mmHg(H30)

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。

43.2％（H27) 50.5%(H30)

1.0％（H30)

糖尿病治療継続者の割合

0.59本（H28）　 0.42本（R1）

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)

13.1％（H27) 13.1%(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％（H27) 

脂質異常症の人の割合（LDLコレステロール160mg/dl以上の
人の割合）

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)

36.6%(H27) 44.9%(H30)

３

歯
・
口
腔
の
健
康

3歳児歯科健康診査でむし歯のない幼児の割合 86.4%(H27) 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 57.7%(H27) 59.2%(H30)

（モニタリング）中学1年生1人平均DMF歯数

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)

48.4%(H27) 50.6%(H30)

19.2％（H28)

40歳で喪失歯のない人の割合 87.8%(H27) 91.6%(H30)

80歳で20歯以上自分の歯を有する人の割合 75.1%(H27) 78.4%(H30)

17.1％（H28）

60歳で24歯以上自分の歯を有する人の割合 87.2%(H27) 88.7%(H30)

平成29年度の中間評価における課題 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。

26.9％（H28）

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）

69.6%

71.9％（H28）

73.0％（H28)

28.0%

前年度比

前年度比

前年度比

前年度比

前年度比

前年度比

前年度比

前年度比

前年度比

前年度比

前年度比

前年度比

前年度比
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さいたま市ヘルスプラン２１（第２次）影響評価票

※令和３年１月時点
目標値

（令和４年度）
ベースライン値
（平成24年度）

ベースライン値（平
成24年度）との比較 令和2年度

　20歳代男性 53.7%

　30歳代男性 60.7%

　20歳代女性 66.3%

　16歳未満 増える 29.1%

　壮年期（40～60歳）　男性 30%以上 21.7%

　　　　　　　　　　　　　　女性 30%以上 28.2%

65% 56.5%

増える 79.9%

増える 87.5%

120店 12店 71店（R2.11月時点）

87% 81.9% 82.2%（令和元年度末）

男性 44% 34.0%

女性 38% 29.0%

80% 16.4%

93%(H32) 86.8%(H22) 令和3年4月入力予定

男性 41% 31.0%

女性 35% 25.6%

20～64歳代男性 32% 21.8%

20～64歳代女性 30% 19.9%

65歳以上男性 48% 38.1%

65歳以上女性 43% 32.9%

大幅な減少 55.4%

減少 5.1%

― 5.3%

― 11.7%

全体 18%以下 23.9%

10～40歳代男性 28%以下 31.6%

10～40歳代女性 28%以下 32.7%

15%以下 25.4%

25%以下 30.8%

10%以下 14.1%

85%以上 66.6%

増やす 48.5%

60% 42.3%

減らす 21.7人(H23) 13.0人（R1)

80% 41.7%

行政機関 0% 2.3%

医療機関 0% 1.2%

職場 受動喫煙のない
職場の実現

20.5%

家庭 3% 17.6%

飲食店 15% 36.8%

学校

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%

遊技場 減らす 11.5%

成人男性 18% 24.8%

成人女性 5% 9.3%

なくす 1.5%

成人男性（60ｇ/3合以上） 2.8%以下 4.9%

成人女性(20g/１合以上） 6.4%以下 19.7%

40歳代男性（60ｇ/3合以上） 4.6%以下 8.8%

50歳代男性（60ｇ/3合以上） 5.8%以下 10.0%

20～30歳代女性（60ｇ/3合以上） 0.2%以下 4.6%

なくす 12.3%

平成31年度(令和元年度）目標指標 平成28年度（市民調査）

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

36.4%

35.1%

29.3%

64店(R1.11月時点）

（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）をこの1年間利用したことはない人の割合

平成29年度の中間評価における課題 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。

18.8%

31.0%

24.8%

86.1%(平成30年度末）

（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

31.1%

24.5%

84.4%(令和元年度）

運動習慣のある人の割合

31.9%

週1回以上のスポーツ実施率（小学5年生）

６

休
養
・
こ
こ
ろ
の
健
康

睡眠により休養を十分とれない人の割合

５

身
体
活
動
・
運
動

1日1時間以上歩く人の割合

（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

（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

平成29年度の中間評価における課題

・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。

・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

ストレスが解消できていない人の割合 29.3%

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 24.9%

27.1%

36.6%

生きがいを持っている人の割合 63.2%

身近に相談相手のいない人の割合 14.4%

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)

39.8%

何らかの地域活動をしている高齢者の割合

自殺者数（人口10万対） 16.4人（H27) 

７

喫
煙

COPDを知っている人の割合 44.7%

受動喫煙の機会を有する人の割合

1.5%

平成29年度の中間評価における課題 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。

13.3人（H30)

18.7%

13.9%

13.1%

6.2%

34.6%

2.0%

9.6%

成人の喫煙率（喫煙をやめたい人がやめる）

23.2%

5.9%

未成年者の喫煙率 1.0%

平成29年度の中間評価における課題 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。

８

飲
酒

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）

6.3%

18.7%

7.9%

7.8%

2.2%

未成年者の飲酒の割合 8.0%

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。

48.2%

48.8%

52.2%

18.9%

50.9%（15歳以上）

４

栄
養
・
食
生
活

朝食を食べている人の割合

毎日3食野菜を食べている人の割合

75%以上

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

ほとんど毎日家族と食べる子どもの割合　朝食

　　　　　　　　　　　　　　　　夕食

健康づくり協力店の指定店舗数 29店（H28.11月時点）

特定給食施設で栄養成分表示をしている割合 83.8%（平成27年度末）

28.4%

1.4%

85.7%

前年度比

前年度比

前年度比
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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

*平成34年度の本市の目標値

目標値
＊ ベースライン値

（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 令和２年度

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) 33.2%（R1）

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) 29.4%（R1）

胃がん検診 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) 24.1%（R1）

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) 22.5%（R1）

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) 28.0%（R1）

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) 80.0%（H30）

大腸がん検診 90%(H28) 64.5%(H22) 62.6%(H23) 67.8%(H24) 68.4%(H25) 68.6%(H26) 69.2%(H27) 65.3%(H28) 65.8%(H29) 65.9%（H30）

胃がん検診 90%(H28) 75.2%（H22) 75.7%(H23) 81.0%(H24) 76.8%(H25) 79.9%(H26) 80.2%(H27) 73.3%(H28) 91.3%(H29)＊ 95.1%（H30）

乳がん検診(国の目標値90％をベースライン値（H22年度)がす
でに超えているため、90％以上を維持することが目標）

90%(H28) 91.4%(H22) 84.3%(H23) 92.2%(H24) 89.4%(H25) 91.8%(H26) 90.9%(H27) 91.0%(H28) 89.7%(H29) 88.8%（H30）

子宮がん検診 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) 79.0%（H30）

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) 10.1％(H30)

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)
令和2年度末
判明予定

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) 38.0%(R1)

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) 31.1%(R1)

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）45,468人（R2.5)

男性 現状維持 131mmHg(H23) 130mmHg(H24) 130mmHg(H25) 130mmHg(H26) 130mmHg(H27) 130mmHg(H28) 130mmHg(H29) 130mmHg(H30) 130mmHg(R1)

女性 現状維持 128,mmHg(H23) 127mmHg(H24) 128mmHg(H25) 127mmHg(H26) 127mmHg(H27) 127mmHg(H28) 127mmHg(H29) 127mmHg(H30) 127mmHg(R1)

男性 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) 9.8%(R1)

女性 8.8% 14.8%(H23) 13.6%(H24) 15.2%(H25) 12.9%(H26) 13.1％（H27) 12.7％（H28) 13.1％（H29)
13.1%(H30)
※R2.12月修正

13.7%(R1)

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) 1.0%(R1)

糖尿病治療継続者
の割合

（モニタリング）特定健康診査 ― 41.3%(H23) 44%(H24) 45.8%(H25) 43.3%(H26) 43.2%(H27) 45.6%(H28) 47.7%(H29) 50.5%(H30) 51.3%(R1)

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) 90.5%（R1）

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) 60.6%（R1）

― 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)
令和2年度末
判明予定

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) 40.8%（R1）

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) 92.1%（R1）

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) 45.8%（R1）

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) 91.2%（R1）

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) 74.8%（R1）

120店 12店
21店

(H26.2月時点)
27店

(H26.10月時点)
32店

(H27.11月時点)
29店

（H28.11月時点）
29店

（H29.10月時点）
60店

（H30.10月時点）
64店

(R1.11月時点）
71店

（R2.11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）

86.1%
(平成30年度末）

82.2%
（令和元年度末）

5
身体活
動・運動

93%(H32) 86.8%(H22) 84.1% 88.5% 85.50% 85.70% 85.30% 84.60% 84.4%
令和3年4月
入力予定

６
休養・ここ
ろの健康

減らす 21.7人(H23) 20.6人(H24) 20.7人(H25) 17.2人(H26) 16.4人（H27) 16.5人（H28) 13.7人（H29) 13.3人（H30) 13.0人（R1)

目標指標

２
循環器疾
患・糖尿
病の予防

４
栄養・食
生活

全出生中の低出生体重児（2,500g未満）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）

特定健康診査の受診率

特定保健指導の実施率

80歳で20歯以上自分の歯を有する人の割合

３
歯・口腔
の健康

3歳児歯科健康診査でむし歯のない幼児の割合

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指数

特定給食施設で栄養成分表示をしている割合

各種がん検診受診
率

１
がんの
予防

小学4年生の肥満度35%以上の割合

各種がん検診精密
検査受診者の割合

収縮期血圧の平均
値（高血圧症の状
況）

脂質異常症の人の
割合（LDLコレステ
ロール160mg/dl以
上の人の割合）

介護保険サービスの利用者数

自殺者数（人口10万対）

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)

40歳で喪失歯のない人の割合

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)

60歳で24歯以上自分の歯を有する人の割合

健康づくり協力店の指定店舗数

週1回以上のスポーツ実施率（小学5年生）
※平成22年度～平成25年度「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」設問より
算出。平成26年度～「さいたま市学習状況調査『生活や学習に関する調査』」設
問より算出。
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令和２年度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

まとめ（経過評価） 

〇全体を通して〇 

・新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う緊急事態宣言発令や、解除後はソーシャルディ

スタンスを保持する等の影響により、関係団体や市、区が大幅な事業の中止や縮小を行っ

た。（全ページ） 

・各種健(検)診の受診率が向上している関係団体もあった（P.2、3、4、11）が、新型コロ

ナウイルス感染症の影響による受健(検)控え等の影響により、今年度の受診率の低迷が予

想されるため、次年度に実施する市民調査の結果を注視する必要がある。 

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 

・予定していた事業を中止した代わりに区役所休日窓口来庁する市民に対し、年代や性別

に応じた啓発を行い、幅広い世代に向けた新たな啓発の機会となっている。（P.38） 

Ⅱ地域の環境や社会資源を活用した健康づくり 

・「いきいき百歳体操」は高齢者の身体的活動量の減少を予防する観点から、新型コロナウ

イルス感染症予防の対策に留意しつつ、教室を継続して実施することで身体的、社会的フ

レイルを予防することにつながっている。（P.20～21） 

１ がんの予防 

・県内、市内のがん診療連携拠点病院や教育委員会と協働し、市内の小中高等学校の生徒、

教員、保護者向けの「がん教育出前講座」の講師派遣事業を開始した。若い世代からがん

についての正しい理解とがん患者家族や家族に対する共感的な理解を深めるための一助と

なっていくことが期待される。（P.16） 

・R3.3 月の「さいたま市がん対策推進講演会」においてコロナ禍で通院や受診に不安を抱

える中、がん診療に関わる医療機関の感染予防対策やかかりつけ薬局の利活用等の情報の

周知を図る予定である。(事務局からの情報提供のため、資料なし) 

２ 循環器疾患・糖尿病の予防 

・糖尿病の市民を対象にした教室において、外出自粛期間でも室内で一人で取り組みやす

い運動を学ぶことで、自分に合ったタイミングで自主的に運動するための一助となってい

る。（P.27、29） 

（裏面に続きます） 

資料２



３ 歯・口腔の健康 

・新型コロナウイルス感染症の影響により、集団や実習を伴う事業は中止されたものの、

口腔ケアは様々な感染症の予防につながるため、対象者や実施方法について工夫しながら

継続していくことが必要である。（P.22、46） 

４ 栄養・食生活 

・新型コロナウイルス感染症の予防のため、調理実習の代わりに教材を野菜の切り口のス

タンプ体験にすることで、新たな食育の啓発の機会になっており、保護者が家でも実践し

やすい方法の周知にもつながっている。（P.30） 

・高齢者においてはコロナ禍が終息した後は、専門職が連携し口腔の健康と栄養を一体的

に学ぶことで、より低栄養を予防することが期待される。（P.22） 

５ 身体活動・運動 

・新型コロナウイルス感染症予防のため、運動実技のある教室では定員減や運動強度を低

く設定することで、感染予防を図りながら集団で行う教室としての効果も得られている。

（P.27、29、31、32、37、40、42、44） 

・外出自粛を踏まえ、インフルエンザ予診票を取りに来る市民等に対し、家でできる筋ト

レやのも忘れ健診などを取り上げた資料を配布することで、身体的、心理的フレイル予防

の方法を知る機会になっている。（P.36) 

６ 休養・こころの健康 

・新型コロナウイルス感染症の影響で、失職による経済的不安や、家庭で過ごす時間が増

えたことによる DV の深刻化等が背景にある自殺者が今年に比べ増えている。その傾向は特

に女性で増えているため、身近に相談できる場所があることを発信し続ける必要がある。 

(事務局からの提言であるため、資料なし) 

７ 喫煙 

・保健センターだけに限らず、総務課所有の公用自転車のかごにも保健センターで禁煙相

談ができる事を知らせる看板を付けたり、妊娠届を出す市民に対して同相談を PR する啓発

物を渡すことで、より多くの市民の目に留まる機会となっている。（P.41） 

・喫煙が新型コロナウイルス感染症を重症化させる一つの要因になっているため、禁煙の

相談を積極的に進めていくことが必要である。(事務局からの提言であるため、資料無し) 

・禁煙外来リスト（第 3版）を 30,000 部作製し、庁内関係課や市内医療機関に設置する予

定である。(事務局からの情報提供のため、資料なし) 

８ 飲酒 

・コロナ禍でもアルコール等の依存症に関する個別相談会を継続することで、市民が必要

な時に相談ができている。（P.17） 
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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（さいたま市食生活改善推進員協議会） 様式１

　事業名 重点目標 ４　１日３食バランスのとれた食生活の推進

　事業の目標

単年度事業・継続事業

継続事業

コロナ禍において、調理実習ができないという大きな不都合はあったが、密を避け二部制にするなど
して感染予防を徹底し、会員への伝達や、地域の人々とのふれあい、健康づくりに役立つ情報を提
供することができた。一ヶ所に集まっての調理実習ができなくとも、各自が家で実習したものを写真に
撮り持ち寄っての意見交換などは新しい発見で、今後に生かしていけることと感じた。

１、１０区合同研修会、支部リーダー研修会、各区会員研修会
　　・アレルギーについての講演会（１月）
　　・「始めよう！わが家の防災対策」講演会（７月予定を分散して９月から１１月実施）
    ・栄養士による「生活習慣病予防の食事」についての講義指導（１０月）
   リーダーからの伝達により、各区会員はレシピの提供を受け、各自自宅で実習しそれを友人や地
域の人々に広めた。また、写真による記録をデーターとして残したところもある

２、埼玉県委託事業・・・米利用推進事業（各家庭で実習したものを持ち寄り、盛り付けて講評するな
ど工夫して行った）

３、保健センター事業への協力・・・親子食育講座　（８月４区で実施予定　）中止、親子クッキング「め
ざせ朝食マスター」（１月）及び北区発信！健康クイズラリー（２月）は実施

４、食育推進事業・・・３か所（１月）のみ実施、内容は生活習慣病予防の食事について

５、各地域・・・１月から２月にかけては高齢者ふれあい会食、男性料理教室、味噌作りなどが実施で
きた

分
野
別
の
目
標

さいたま市食生活改善推進員協議会

「私たち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

Ⅱ　地域の環
境や社会資源
を活用した健康

づくり

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

　事業の対象者

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

　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・さいたま市防災課・日本食生活協会・各公民館

　取組の内容

　新型コロナウイルス感染症の影響

３月から７月までの計画は、中止または限られた人数での実施となり、例年行っている多くの活動が
中止となった。調理実習ができず、講義のみで終わりにしなければならなことが大きな影響であった。

　取組の成果
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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（さいたま商工会議所） 様式１

　事業名 重点目標
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

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

　事業の目標

単年度事業・継続事業

継続事業

　新型コロナウイルス感染症の影響

（１）当初実施計画からの遅延、共同商品開発に伴う対面会議の中止、会議のオンライン化への移行
（２）（３）３密回避策の実施（例：試験会場の定員縮小など）、感染症対策をした上での事業実施
（４）菌に敏感になる方を配慮して冊子にSIAAマーク付抗菌加工を実施

　取組の成果

（１）生活習慣改善・定着プロジェクト
　　・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
　　・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店舗もある

（２）会員向け健康診断等の実施（数値は元年度事業のもの、カッコ内は30年度数値との比較）
　　・健康診断は288事業所（+6事業所）、1,549名（▲221名）、PET検診は27（+5事業所）、54名（+19名）が受診した

（３）メンタルヘルス・マネジメント検定試験の実施（カッコ内は元年度数値との比較）
　　・令和２年３月試験は感染症の影響で中止、同年11月実施試験は全体申込者数が1,414名（▲246名）であった

(４）小冊子「新型コロナウイルスへの備え」の作成・配布
　　・会員事業所からは概ね好評である。この冊子の作り方について県外会議所より作成方法について問合せが入った。

　事業の対象者

市民、会員事業所および従業員

　事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

（１）さいたま市保健福祉局、（一社）適塩・血圧対策推進協会、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４店舗と人間総合科学大学の共同により、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
　　　・あわせて「１日8,000歩、塩分摂取８ｇ」を普及啓発する筆記具を作成、配布した（写真上）
②その他
　　　・義肢足部の開発：会員事業所と人間総合科学大学をチームとした製品開発事業で、
　　　　継続中である

（２）会員事業所向け健康診断等の実施
　　・一般定期健康診断、生活習慣病検診、人間ドック、PET検診を当会議所指定機関で受診できる

（３）メンタルヘルス・マネジメント検定試験の実施
　　・本試験は職場内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等を習得していただく
　　　ものである
　　・毎年度、３月と１１月に試験を実施している

（４）冊子「新型コロナウイルスへの備え」の作成・配布（写真下：単年度事業の見込）
　　・各事業所のコロナウイルス感染症対策になる業種別のマニュアルを作成、配布した

分
野
別
の
目
標

（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
（４）冊子「新型コロナウイルスへの備え」の作成・配布

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

（１）①減塩・適塩の重要性を周知する、②最適な踵高
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
（４）事業者の感染症対策に貢献する
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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 （全国健康保険協会埼玉支部） 様式１

　事業名 　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
見・早期治療の推進

　事業の目標

単年度事業・継続事業

継続事業

　事業の対象者

協会けんぽ加入者のうち、特定健診対象の被扶養者（40歳以上）

　事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

・埼玉県（特定健診との連携に関する自治体の情報提供）
・埼玉県医師会、郡市医師会
・4市2町（がん検診主管課）

　取組の内容

■事前調整
・埼玉県と連携し特定健診とがん検診の連携に前向きな自治体に対し、事業の実施調整を行った。併せて埼玉
県医師会、郡市医師会との事業調整も行っている。
・平成30年度は各種がん検診との同時実施を2市2町、婦人科を含めたがん検診との同時実施を1市と行い、令
和元年度は、婦人科がん検診との同時実施が1市増加した。その他、特定健診のみ受診できる集団健診を県
内全域で開催した。（下図参照）
・令和2年度は同時実施は8市町に拡大し11会場、特定健診会場は県内全域で110会場で実施予定。

■対象者への受診勧奨
・協会けんぽ加入の特定健診未受診被扶養者（40歳以上）に対し、ダイレクトメールを送付し申し込みを受け付
け。市町と協会けんぽ埼玉支部で覚書を締結し、申し込み者情報を共有のうえ（双方から）受診申込者に対し
て健（検）診当日の案内を行っている。
・令和2年の申し込みは15,000人を超える状況であり、ニーズは拡大している。

協会けんぽ埼玉支部と自治体の合同集団健（検）
診

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

特定健診と各種がん検診を同時に実施し、各健
（検）診受診率を向上させる。

分
野
別
の
目
標

期間・実施回数 実施地域
平成30年度 93回
令和元年度 62回

特定健診 平成30年度 8回 A市・B町
   +がん検診 令和元年度 8回 C市・D町
特定健診
 +がん検診
 +婦人がん検診
特定健診
 +婦人がん検診

特定健診のみ 埼玉県全域

令和元年度 1回 F市

E市
平成30年度 5回
令和元年度 5回
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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 （全国健康保険協会埼玉支部） 様式１

コロナウイルスの影響

取組の成果

・令和元年度は、16会場で健診の実施を中止とした。申込者1,799人に影響があった。
・令和2年度は、感染予防対策を徹底し、実施する予定。

・平成30年度から継続して合同集団健診を実施した5自治体では、前立腺がん検診件数を除く全ての検診で令
和元年度に受診者数が増加した。4自治体では、受診率が4.0ポイント以上、上昇した。（下図参照）

H30 R1 H30 R1 H30 R1 H30 R1 H30 R1 H30 R1 H30 R1
A市 4.76% 10.31% 94 205 32 71 76 247 3 7  
B町 6.50% 10.94% 45 74 35 44 46 82 3 1  
C市 3.62% 8.90% 40 77 27 60 41 86 0 0  
D町 6.75% 13.16% 38 84 35 50 37 72  

特定健診
+がん検診
+婦人がん検診

E市 13.20% 9.97% 148 161  127 180  194 241 175 205

特定健
診+婦人がん検診

F市  11.87%  77  55

乳がん
検診件数

子宮頸がん
検診件数

特定健診
+がん検診

胃がん
検診件数

大腸がん
検診件数

前立腺がん
検診件数地域

受診率 肺がん
検診件数
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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（一般社団法人　さいたま市薬剤師会） 様式１

　事業名 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見・早期
治療の推進

８　節度ある飲酒と未成年者の飲酒防止

　事業の目標

単年度事業・継続事業

継続事業

分
野
別
の
目
標

（Ⅰ）第９回薬物乱用防止キャンペーン
（Ⅱ）第１０回市民公開講座
（Ⅲ）第８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

健康に関するさまざまな情報を整理し、正しい知識を
持って頂くこと

Ⅱ　地域の環
境や社会資源
を活用した健康

づくり

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

　事業の対象者

一般市民、応募市民

　事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

　取組の内容

　新型コロナウイルス感染症の影響

単年度・継続事業共に中止、延期となりました。
各店頭による健康づくりの啓蒙活動のみ実施しました。

　取組の成果
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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（さいたま市レクリエーション協会） 様式１

　事業名 重点目標 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

　事業の目標

単年度事業・継続事業

継続事業

　コロナ禍のストレス解消には体を動かすことが一番です。活動のできない団体は個々のトレーニングや役員研修等を行
い、コロナ解禁に向けて準備を進めています。一方、野外活動団体は細々ながら活動を開始し、今まで以上に笑顔に満ち
溢れていました。

　加盟団体がそれぞれ事業展開を行っていますが、コロナの影響で実施できない状況が続き活動がストップしている団体
がかなりあります。ソーシャルディスタンスを維持しながらレクリエーション活動を続けるのはかなり難しいことです。今後、
室内活動団体はどのように事業を進めていくかが課題となります。
　10月過ぎからは野外活動団体はそれなりに活動を再開するところも出てきています。サイクリングは個人で活動するの
でコロナ禍の影響を受けにくい種目で自分の体力に挑戦するハーフセンチュリーラン（８０ｋｍ）は好評でした。また、さいた
ま市内の名所・旧跡を地図を頼りに走りクイズに答えるマップリーディングは地域資源の再発見につながります。コースを
自分で決めて走るので脳の活性化にもつながるサイクリングです。年１回の乗れない人の自転車教室、今回は人数制限
して実施しました。この子達が自転車に乗る楽しみを味わい、交通ルールの遵守を実践してくれることを期待します。

協会全体事業として「レクリエーションフェスティバル」を毎年開催していますが、今年度は中止となりました。年2回発行の
広報誌は団体間の連携を深めています。今後はSNS等の活用も視野に入れ広報活動に力を入れていきます。

分
野
別
の
目
標

レクリエーション活動を通じた健康・体力・仲間づくり

加盟１８団体がそれぞれの活動を通して健康増進を図
るとともに仲間との絆を深める。

Ⅱ　地域の環
境や社会資源
を活用した健康

づくり

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

　事業の対象者

子ども～高齢者

　事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

　取組の内容

　新型コロナウイルス感染症の影響

　室内競技団体は施設利用が多く、コロナ禍で使用禁止の施設が続出し活動できない状況が続いています。

　取組の成果
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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（埼玉県国民健康保険団体連合会） 様式１

　事業名 重点目標
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進

　事業の目標

単年度事業・継続事業

単年度事業

・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及び健康啓発の支援ができた。

　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。
　具体的な内容は下記のとおりである。

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

分
野
別
の
目
標

在宅保健師等による支援事業

・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

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

　事業の対象者

　さいたま市民

　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

　新型コロナウイルス感染症の影響

・令和２年度は９区から支援希望があったが、大宮区・中央区・浦和区・緑区・岩槻区について事業自体が中
止となり、支援中止の申し出があったため支援中止とした。
・北区について、健康教室等の支援を予定していたが、参加者が少ないことが見込まれるため、健康啓発等
の支援へ内容を変更した。
・南区について、特定保健指導の受講勧奨を予定していたが、対象者の減少が見込まれることから、支援日
数を減らした。

　取組の成果
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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（さいたま市保健愛育会） 様式１

　事業名 　重点目標
２　循環器疾患・糖尿病の予防と早期発
見・早期治療の推進

・母子の健康と育児に関する事業（子育て支援事業）
４　１日３食バランスのとれた食生活の推
進

・高齢社会に対する声掛け・見守り事業 ５　積極的な身体活動と運動習慣の形成

・さいたま市への保健事業協力 ７　受動喫煙の防止と禁煙

　事業の目標

スローガン

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

単年度事業・継続事業

継続事業

全体研修

　　　　　　　　　指導　　小島　眞理子氏

地区自主事業

　・高齢者や独り暮らしのかたへの支援

　・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。

　・各区の保健事業への協力

新型コロナウイルス感染症の影響

各地区で例年実施していた行事・イベント等の殆どが中止となってしまった。
公民館等の利用制限により、規模の縮小を余儀なくしたり、企画しても開催できない状態が見られた。

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

分
野
別
の
目
標

　事業の対象者

　各区の母子・高齢者・地域住民

　取組の成果

　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

　・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子育て支援教室の開催

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。

　　　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　

　・結核予防パンフレットの配布

行政協力・協働事業

　　　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

　１．実技講習会　「椅子を使てのストレッチー動きやすい体作りー」

　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る成果は得られなかった。
　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なかった。
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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（さいたま市民生委員児童委員協議会） 様式１

　事業名 重点目標 ６　睡眠と休養の確保、ストレスの解消

　事業の目標

単年度事業・継続事業

継続事業

徐々に参加者も増えつつある中、コロナで中止が続き残念です。また、提供場所がソナーレ浦和の施
設なので、今後継続も心配です。
活動が再開されれば、声を出したり、体を動かしたり、頭を使うこと、また手品の披露があったりと楽し
みの場となります。

地域内の一人暮らしの高齢者や自発的に参加される方々を募り、「おしゃべり広場」と称し、思いのま
まに話したり、聞いたり、簡単な体操を音楽にのせ体を動かします。また、脳トレで記憶力等の頭を使
うことを心掛けて、楽しくも笑いのある癒しの場としています。

分
野
別
の
目
標

サロンはな

地域住民及び高齢者の憩いの場と健康維持の場
所

Ⅱ　地域の環
境や社会資源
を活用した健康

づくり

　事業の対象者

一人暮らし高齢者や地域内の住民

　事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

介護付き有料老人ホームソナーレ浦和、シニアサポートセンター尚和園、東部地区民生委員

　取組の内容

　新型コロナウイルス感染症の影響

平成30年9月からスタートし、平成2年2月まで活動しましたが、新型コロナウイルス感染症の影響で
令和2年3月から中止しています。

　取組の成果
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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（さいたま市4医師会連絡協議会） 様式１

　事業名 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見・早期
治療の推進

　事業の目標

単年度事業・継続事業

継続事業

上記2,5,6,7では早期発見から早期治療に繋がり、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、腹囲役会時期の遅延に繋がった。健診・検診未受診者への受診勧奨によ
り受診率がやや向上した。

１．女性のヘルスチェック（２０２1年３月３１日時点で１８歳～３９歳の女性）
２．前立腺がん検診（２０２1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（２０２1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（２０２1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（２０２1年３月３１日時点で４０歳以上の方）
６．大腸がん検診（２０２1年３月３１日時点で４０歳以上の方）
７．肺がん・結核検診（２０２1年３月３１日時点で４０歳以上の方）
８．乳がん検診（２０２1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（２０２1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２０２1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２０２1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。
１２.　生活習慣病重症化予防プログラムにより、糖尿病未受診者・受診中断者に対する受診勧奨により受診率の向上に
つながり、また、保健指導の実施により腎機能低下速度の遅延に繋がった。

分
野
別
の
目
標

2020年度さいたま市成人保健事業

各種がん検診・特定健診を通して、疾病の早期発見と
治療開始に努め、メタボリックシンドローム該当者に対し
て特定保健指導を実施し、疾病の重症化予防を推進す
る

Ⅱ　地域の環
境や社会資源
を活用した健康

づくり

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

　事業の対象者

さいたま市民

　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

　新型コロナウイルス感染症の影響

新型コロナウイルス感染症の拡大による非常事態宣言が発せられ、特定健診がん検診等の開始が遅れ、受
診に影響が出ている

　取組の成果
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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（さいたま市歯科医師会） 様式１

　事業名 重点目標 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・向上

　事業の目標

単年度事業・継続事業

継続事業

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。

１：市民フォーラム（与野歯科医師会）・・・中止

２：口腔がん検診（大宮歯科医師会）　・・・令和3年3月実施予定

３：市民公開講座（大宮歯科医師会）・・・中止1回、令和3年3月実施予定

分
野
別
の
目
標

①市民フォーラム
②口腔がん検診
③市民公開講座

①③さいたま市民が口腔の健康について学ぶこと
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。

Ⅱ　地域の環
境や社会資源
を活用した健康

づくり

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

　事業の対象者

　さいたま市民

　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

　新型コロナウイルス感染症の影響

市民フォーラムや講座が中止になっている。

　取組の成果
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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（スポーツ振興課） 様式１

　事業名 重点目標 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

　事業の目標

単年度事業・継続事業

継続事業

　課題

分
野
別
の
目
標

さいたま市レクリエーション協会支援事業

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や

種目団体への加入を促すよう支援する。

Ⅱ　地域の環
境や社会資源
を活用した健康

づくり

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

区の健康づくりの目標

市民が継続してスポーツに取り組むとは限らない。

コロナ禍が終息した場合の今後の方向性

コロナ禍が終息しない場合の今後の方向性

　事業の対象者

市民（幼児から高齢者まで）

　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。

スポーツが身近でない方々への啓発方法として、レクリエーショ
ンフェスティバルや小規模の普及事業は有効な手段であると考
えるため、終息後は事業を再開する。

感染拡大状況を注視しながら、適切な予防策を講じることにより
実施が可能と判断した場合は実施するが、状況的に実施が難し
い場合は、中止とする。

(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）　※新型コロナウイルスの影響により中止

(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　※新型コロナウイルスの影響によ
り一部中止

 　＜さいたま市レクリエーション協会加盟団体＞　全１７団体
　　・インディアカ協会　・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　　・ディスコン協会　  ・ファミリーバドミントン協会

　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（１７団体）、ＮＰＯ法人埼玉県レク
リエーション協会、岩槻文化公園体育館（取組（１）のみ）

　取組の内容

新型コロナウイルス感染症の影響

多くの人が集まるレクリエーションフェスティバルについて、感染拡大のリスクがあるため中止の判断をした。
また、各加盟団体における事業についても、団体判断で中止となった事業が発生している。
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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（健康増進課） 様式１

　事業名 重点目標
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

　事業の目標

単年度事業・継続事業

継続事業

　課題

・市民参加促進と継続率の向上
・市内事業所の参加促進

適宜見直しを行いながら継続して実施していく。

コロナ禍が終息しない場合の今後の方向性

適宜見直しを行いながら継続して実施していく。

　事業の対象者

１８歳以上の市民、市内事業所在勤者

　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、さいたま観光国際協会、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

参加者数は約27,000人に増加。景品の見直しやバーチャルイベントの開催など参加者のモチベーション維持に努めてい
る。

新型コロナウイルス感染症の影響

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、体組成測定会やポイント交換会の開催を見送った。また、歩くことは比較的コ
ロナの影響を受けにくいことから、市内店舗等における引換による景品交換を行うことで市内を楽しみながら歩いてもらう
取組を行う予定。

コロナ禍が終息した場合の今後の方向性

分
野
別
の
目
標

さいたま市健康マイレージ

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　市民の健康への関心を高め、生活習慣病や介護予防

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楽し
みながら継続的に健康づくりに取り組んでもらう。

区の健康づくりの目標

-
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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（健康増進課） 様式１

　事業名 重点目標
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

　事業の目標

単年度事業・継続事業

継続事業

　課題

コロナ禍における市内企業・団体のさいたま健幸ネットワーク
加入促進

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。

コロナ禍が終息しない場合の今後の方向性

引き続き、ＷＥＢセミナーを支援するなど、コロナに対応した形で
事業を継続していく。

　事業の対象者

市民

　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７９企業・団体（Ｒ２．１２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！
　令和元年度から、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。令和２年度は、「改正健康増進法がスタート！」、「ＣＯＰＤについて」、「働き世代の歯の健康につい
て」、「声かけあって防ごう！熱中症」、「朝ごはんと野菜」、「お酒と健康」をテーマにメール配信しました。

②健康経営に関する民間企業主催のＷＥＢセミナー開催を支援！
　コロナ禍において集合形式のセミナー開催が困難となる中、ネットワーク加入企業主催のＷＥＢセミナーの
開催を支援しました。

　取組の成果

・さいたま健幸せネットワーク加入企業・団体　２団体増加
　７７団体（Ｒ２．３月末）⇒７９団体（Ｒ２．１２月末）
・さいたま市健康経営企業認定　９企業増加
　２０企業（Ｒ２．３月末）⇒２９企業（Ｒ２．１２月末）

新型コロナウイルス感染症の影響

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、健幸セミナーの開催や企業訪問を見送った。

コロナ禍が終息した場合の今後の方向性

分
野
別
の
目
標

スマートウエルネスさいたま

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

　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。

区の健康づくりの目標

-
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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（健康増進課） 様式１

　事業名 重点目標 １　がんの予防と早期発見の推進

　事業の目標

単年度事業・継続事業

継続事業

　課題

分
野
別
の
目
標

がん教育出前講座

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

若い世代ががんに対する正しい知識や検診の重要性を
学ぶことで、がんに対する関心を高め、予防行動や将来
のがん検診の受診を促す。 区の健康づくりの目標

実施回数が少なかったため、健康教育課を通して、繰り
返し周知を行い、学校におけるがん教育への関心を高
めていく必要がある。

引き続き、研修会や健康教育課を通して、周知していく。

コロナ禍が終息しない場合の今後の方向性

新型コロナウイルス感染防止対策を行いながら、研修会や健康
教育課を通して、周知していく。

　事業の対象者

市立各学校の児童・生徒、保護者、教員

　事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

自治医科大学附属さいたま医療センター、さいたま赤十字病院、埼玉県立がんセンター、埼玉医科大学総合
医療センター、さいたま市立病院、サヴァ　さいたまBEC、あけぼの会　あけぼの埼玉

　取組の内容

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①開催日時：令和２年１１月１６日（月）　１５：１５～１６：２０
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 会場：浦和大里小学校
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   参加者：教員、保護者（４２名）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   講師：あけぼの会　あけぼの埼玉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   講演内容：がんに関する基本的な情報や健診などの予防方法や、身
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 近な人や児童ががんに罹患した場合の具体的な行動、言葉掛けの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仕方。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②開催日時：令和３年１月１９日（火）　１４：３５～１５：２５
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 会場：八王子中学校
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   参加者：１、２学年生徒
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   講師：さいたま赤十字病院　看護師
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   講演内容：がんに対する基礎知識や生涯にわたり健康に生活していく
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ための心掛け、がんの予防方法。

　取組の成果

２校から実施の申込があった。浦和大里小学校にて、アンケート回収率は７３．８％であり、講座受講後、「がんは怖い病
気であると思う」人の割合が２２．６％減少し、「がんは予防できると思う」人の割合が１９．４％増加した。講座受講後、が
ん検診の大切さや子どもへの伝え方、周りの人への声掛けの仕方について勉強になったという意見が多かった。

新型コロナウイルス感染症の影響

新型コロナウイルス感染拡大状況により、指扇中学校で予定されていた出前講座が中止となった。

コロナ禍が終息した場合の今後の方向性
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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（こころの健康センター） 様式１

　事業名 重点目標 ８　節度ある飲酒と未成年者の飲酒防止

　事業の目標

単年度事業・継続事業

継続事業

　課題

事業の把握経路が市報に偏っているため、より広い層への事業
の周知方法を検討していく必要がある。

コロナ禍が終息した場合の今後の方向性

・

　事業の対象者

アルコール・薬物・ギャンブル問題等の依存症について相談希望のある市
民（当事者及び家族）

　取組の成果

コロナ禍においても、相談会を中止せず、相談を実施することができた。

・継続して実施する。
・より広い層へ事業の周知を図るため、周知方法の再検討を行う。
・多様な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。
・感染拡大状況に合わせて、感染対策の実施範囲を検討。

・継続して実施する。
・多様な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。
・現状と同様の感染対策を実施した上で相談を行い、感染状況に合わせて相談媒体の
検討をする。

依存症専門相談員（こころの健康センター職員等）による個別相談

　事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

　取組の内容

新型コロナウイルス感染症の影響

緊急事態宣言期間中（4月、5月）の相談については、面接相談ではなく電話相談に切り替えた。緊急事態宣言解除後について
は、検温や手指消毒、マスク着用での来所の協力をお願いし、相談室の消毒及びアクリル板の設置をした上で換気しながら面接
相談を実施している。予約件数については、9月頃まで例年の半数程度減少した。

分
野
別
の
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症に

関する個別相談会」

アルコール関連問題に加え、薬物、ギャンブル問題など
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。

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

区の健康づくりの目標
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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（国民健康保険課） 様式１

　事業名 重点目標
２　循環器疾患・糖尿病の予防と早期発見・早期治療の推
進

　事業の目標

単年度事業・継続事業

継続事業

　課題

分
野
別
の
目
標

糖尿病性腎症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

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）が生活指導を受けることで、人工透析への移行を
防止する。

区の健康づくりの目標

保健指導参加者は高齢者が多く、生活習慣改善の
ための保健指導が難しい。
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・啓発が必要である。

令和3年度も本事業を引き続き実施する。

コロナ禍が終息しない場合の今後の方向性

令和3年度も引き続き、事業のスケジュールや実施方法等につい
て、関係機関と調整しながら実施する。
令和3年度も新型コロナウイルス感染症の状況を確認しながら、
事業を実施していく。

　事業の対象者

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

　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137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、文書及び電話による受診
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で、本人が参加を希望し、かかりつけ医が
推薦した者に対して、電話及び面談による生活指導を実施する。

　取組の成果

（１）未受診、受診中断者への受診勧奨：未受診者699人、治療中断者122人に対して文書勧奨を実施し、その後、電話
番号が判明している対象者に電話勧奨を実施した。
（２）ハイリスク者への生活指導：1,634人の対象者に通知を送付し、通知をみて事業への参加を希望した対象者のうち、
137協力医療機関のかかりつけ医が推薦した238人(昨年度107人）に対し生活指導を実施中。

新型コロナウイルス感染症の影響

令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業の開始が2か月遅れた。
内容についても、プログラムでは6回となっている保健指導を4回とし、面接も3回から1～2回とした。また、初回に行って
いた面談を後半に実施とし、主に電話での保健指導とした。

コロナ禍が終息した場合の今後の方向性
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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（高齢福祉課） 様式１

　事業名 重点目標 ５　積極的な身体活動と運動習慣の形成

　事業の目標

単年度事業・継続事業

　課題

事業をPRする方法が枯渇してきている。

コロナ禍が終息した場合の今後の方向性

コロナ禍が終息しない場合の今後の方向性

　事業の対象者

さいたま市内に住所を有する６５歳以上の方

　取組の成果

令和２年12月７日時点で新規登録者数1,363人

より多くの高齢者に参加していただけるよう、引き続きPRを実施
していく。

事業の在り方を検討する必要がある。

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

　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

新型コロナウイルス感染症の影響

これから活動しようとする人やすでに活動している人に影響を及ぼしている。

分
野
別
の
目
標

シルバーポイント（長寿応援ポイント）事業

新規登録者数4,800人

Ⅱ　地域の環
境や社会資源
を活用した健康
づくり

区の健康づくりの目標
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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（いきいき長寿推進課） 様式１

　事業名 重点目標
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進

５　積極的な身体活動と運動習慣の形成

　事業の目標

単年度事業・継続事業

継続事業

　課題

地域の状況ににより、定員に満たない教室もあること、全体と
して、参加者数が減少傾向にあることが課題と考えています。

コロナ禍が終息した場合の今後の方向性

コロナ禍が終息しない場合の今後の方向性

　事業の対象者

市内在住の65歳以上で教室に関心のある方

　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。

教室の定員制限を緩和するとともに、教室終了後も地域で自主
的に介護予防に取り組むことができるよう、いきいき百歳体操の
活動等を行う通いの場への参加を積極的に支援していきます。

高齢者の身体活動量の減少を防止する観点から、感染症対策
に留意しつつ、ますます元気教室等の介護予防教室を実施する
とともに、体操等の動画等を活用した取組を推進していきます。

市内５９公民館、自治会館、学校、介護老人保健施設などを会場とし、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。

新型コロナウイルス感染症の影響

開催見合わせをした時期もありましたが、令和2年12月現在、人数制限、換気、参加者同士の交流会の中止
等のプログラム変更等、感染予防策を実施して開催しています。

　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、各公民館、自治会
館、学校、介護老人保健施設等

　取組の内容

分
野
別
の
目
標

ますます元気教室

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、い
きいき百歳体操等を行う通いの場における自主グルー
プ化を目指します。また。この活動を継続することで、社
会参加や地域づくりにつながるよう支援します。

Ⅱ　地域の環
境や社会資源
を活用した健康

づくり

区の健康づくりの目標
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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（いきいき長寿推進課） 様式１

　事業名 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

　事業の目標

単年度事業・継続事業

継続事業

　課題

専門知識を有する委託事業者による教室運営を継続する一
方、ボランティアの地域運動支援員による住民が主体となった
自主的な教室の運営を展開していく必要がある。

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
動を積極的に推進していきます。

コロナ禍が終息しない場合の今後の方向性

ソーシャルディスタンスの確保、手指消毒、マスクの着用等の感染対策
を講じつつ、教室を開催していきます。なお、感染状況によっては、国・
県、市の方針等を踏まえ、事業の実施の可否も含めて対応していきま
す。

　事業の対象者

概ね65歳以上で比較的健康な高齢者

　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

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

　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。

新型コロナウイルス感染症の影響

ボランティアの地域運動支援員による自主的な運動や体操を行う会場、事業者への委託により運営する会場いずれも８月まで実施を
見合わせ、９月以降から順次再開することとした。

コロナ禍が終息した場合の今後の方向性

分
野
別
の
目
標

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

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。 区の健康づくりの目標

-21-



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（いきいき長寿推進課） 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

　事業の目標

単年度事業・継続事業

継続事業

　課題

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
やすい会場での開催を検討するなどの工夫が必要です。
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。

コロナ禍が終息した場合の今後の方向性

コロナ禍が終息しない場合の今後の方向性

　事業の対象者

市内在住の65歳以上の方で教室に関心のある方

　取組の成果

健口教室では、参加者へのアンケートにて「専門職の話が聞けて良かった。」「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。健口づくり交流会は、新型コロナウイルス感染拡大により開催を中止しています。

教室の定員制限を緩和し、口腔体操の再開や参加者同士のグループ
ワークの新たな導入とあわせて、歯科衛生士と栄養士が連携して、参
加者が口腔と栄養の内容を一体的に学ぶ内容なども検討していきま
す。

ソーシャルディスタンスの確保、手指消毒、マスクの着用等の感染対策
を講じつつ、教室を開催していきます。なお、感染状況によっては、国・
県、市の方針等を踏まえ、事業の実施の可否も含めて対応していきま
す。

１．健口教室
３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。

２．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。

　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

新型コロナウイルス感染症の影響

6月から8月まで予定していた健口教室１コース目の開催を全ての区で中止しました。10月以降の２コース目については、参加人数の制
限、教室開催時間の短縮等の対応を行いました。健口づくり交流会については、高齢者同士の交流を前提としたイベントであり、感染
対策上の理由から実施が困難と判断し、令和２年度の開催は中止としました。

分
野
別
の
目
標

健口教室・健口づくり交流会

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。

Ⅱ　地域の環
境や社会資源
を活用した健康
づくり

区の健康づくりの目標
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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（地域保健支援課） 様式１

　事業名 重点目標 ４　１日３食バランスのとれた食生活の推進

　事業の目標

単年度事業・継続事業

継続事業

　課題

分
野
別
の
目
標

健康づくり協力店普及促進事業

　市民が飲食店等から食生活に関する情報等を受ける
ことにより、自ら健康づくりを推進することができるよう、
飲食店等におけるバランスメニューの提供および健康
情報の発信の促進を図る。

Ⅱ　地域の環
境や社会資源
を活用した健康

づくり

区の健康づくりの目標

　市民の健康づくりのための食環境を整備するため、指定店
舗を増やす必要がある。また、今後も指定店舗へ、店舗支援
員の巡回指導や状況確認アンケート調査を実施し、精度管理
を行っていく必要がある。

コロナ禍が終息した場合の今後の方向性

コロナ禍が終息しない場合の今後の方向性

　事業の対象者

市内の飲食店及び弁当・惣菜販売店等

　取組の成果

・健康づくり協力店指定店舗数
　　６３店舗（R２年３月末）⇒７１店舗（R２年１１月末）
　　令和２年４月以降、１店舗の辞退、２店舗の取り消し。⇒１１店舗の新規増加

　引き続き、市民の健康づくりのための食環境を整備していく。

　引き続き、市民の健康づくりのための食環境を整備していく。

○年間を通じて、協力店の新規指定、市ホームページによる
　 情報発信等を実施。
○９月・１０月、店舗支援員が指定店舗を巡回し、
　 市ホームページの掲載内容を確認し、必要に応じて更新。
○２月、指定店舗へ状況確認のためのアンケートを送付（予定）。
○市民へ健康づくり協力店の周知を図るため、市ホームページ
　 での周知のほか、区ごとに健康づくり協力店の店舗名、住所、
　 地図等を記載したポスターを新たに作成。
　 今後、各区保健センターへポスターの掲示を依頼(予定）。

　事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

市内の飲食店及び弁当・惣菜販売店等、さいたま商工会議所

　取組の内容

新型コロナウイルス感染症の影響

　例年、店舗支援員による指定店舗巡回は６月の食育月間に実施していたが、飲食店等が営業の自粛や縮
小をしていたため、巡回時期を９月・１０月に変更をした。

全区共通ポスター

各区の店舗情報ポスター（中央区版）
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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（西区役所保健センター） 様式１

　事業名 重点目標 ４　１日３食バランスのとれた食生活の推進

　事業の目標

単年度事業・継続事業

継続事業

　課題

分
野
別
の
目
標

親子DEチャレンジ! ごちそう ごはん　～お米編～

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

若い世代(小学生とその保護者)が生産者からの話を通じ、地
産地消を考えるとともに食生活を見直すきっかけとする。

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。

新型コロナウィルスの影響で、対象者が外出やイベント等の
参加を自粛していたこと、また当初予定していた調理実習を実
施出来なかったことが、申込者数・参加者数に影響していると
推察される。

・野菜編については、内容を見直し実施予定。
・お米編については、同様のテーマで5年間実施したことから、次年度は
新たなテーマで実施予定。

コロナ禍が終息しない場合の今後の方向性

・野菜編については、内容・定員・時間を工夫し実施予定。
・お米編については、同様のテーマで5年間実施したことから、次年度は
新たなテーマで内容・定員・時間を工夫し実施予定。

　事業の対象者

小学生とその保護者

　事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

区内農家

　取組の内容

(日　時)　　令和2年10月18日(日)　　10時～11時　(1時間)
(定　員)　　8組　16名
(参加者)　 5組　12名
(内　容)　　区内お米農家さんの講話、お米クイズ

　取組の成果

　今年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、新しい生活様式を踏まえ、調理実習をお米クイズに変更して実施した。内容を
変更しての実施となったが、参加者の満足度は、「満足」60%、「やや満足」40%と概ね好評であった。
　また、お米農家さんから米作りの工程や都市型農業の課題など、普段伺うことのできない講話を直接聴くことができたことから、生産
者に対する感謝の気持ちの醸成や市内の農産物等の利用について関心が高まり、参加者の食生活を見直すきっかけになったと推察
される。

新型コロナウイルス感染症の影響

・6月に「野菜編」の教室を予定していたが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止した。
・10月の「お米編」は、新型コロナウイルス感染拡大防止の取組として、調理実習をお米クイズに変更し、時間も短縮。また定員を縮小
して実施した。教室当日は、参加者の体調確認、手指消毒及びマスク着用の徹底を図るとともに、会場内の換気及び参加者同士の間
隔を十分確保できる座席の配置とした。

コロナ禍が終息した場合の今後の方向性
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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（西区役所保健センター） 様式１

　事業名 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進

　事業の目標 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

単年度事業・継続事業

継続事業

　課題

分
野
別
の
目
標

　　　　①　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
　　　　②　はじめてのリズム♪フィットネス

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
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。 区の健康づくりの目標

①は、口腔チェックや実習を行わなかったが、参加者の満足
度は高かったので、次年度も同様な形式で行ってもよいかと
思われる。
②は、今年度、年齢と性別を拡大して、新たに実施。
託児がない教室であったが、定員以上の申し込みがあり、好
評だったので、次年度も継続して行う方向。
　課題としては、新型コロナウイルス感染予防対策をしなが
ら、いかに安全に配慮して開催するかということになり、開催
時期の流行状況に合わせる必要があると考える。

　コロナ禍以前と同じように実施できるか、再検討。

コロナ禍が終息しない場合の今後の方向性

　今年度同様、内容の変更、時間の短縮、定員削減し、感染症対策を
講じて実施。

　事業の対象者

①西区在住の18～49歳の女性、②西区在住の18～59歳の方

　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

①かがやく女性のためのＨＡＰＰＹエイジング
　　～顔・骨盤ゆがみ改善編～
日　時：　１１月１９日（木）　１０：００～１１：１５
  　　　　　１１月２６日（木）　１０：００～１１：１５
参加者：　８名（延人数）
内容：　骨盤ゆがみストレッチ（運動指導員）
　　　　　講話『歯周病と全身の関係』　（歯科医師）

　取組の成果

　新型コロナウイルスの影響により、内容の変更や時間の短縮があったにもかかわらず、参加者の満足度と生活習慣を見直すきっか
けになったと回答した人は、それぞれ１００パーセントだった。

新型コロナウイルス感染症の影響

・緊急事態宣言解除直後の教室は中止したが、再開の際には、感染予防のため、内容の変更、時間の短縮、託児は無くし、ソーシャル
ディスタンスを取るため定員を半分以下にして開催。
・また、２月に開催を予定していた事業は、感染症流行が心配されるため、１１月に繰り上げ開催をした。
・常時換気し、当日の体調確認、マスクの着用、手指消毒、参加者の移動・接触を最小限にするよう、配置した。
・運動については、マスク着用のまま行える範囲とし、歯科医師による口腔チェックを講義形式に変更した。

コロナ禍が終息した場合の今後の方向性

　　　②はじめてのリズム♪フィットネス

　　　日　時：　１１月１８日（木）　１０：００～１１：１５
　　　　　　　　　（２月開催予定を繰り上げ）
　　　参加者：８名
　　　内　容：　音楽に合わせてエクササイズ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（運動指導員）
　　　　　　　　　体組成測定
　　　　　　　　　健康についてのミニ講話（保健師）
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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（西区役所保健センター） 様式１

　事業名 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進

　事業の目標 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

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

単年度事業・継続事業

継続事業

　課題

分
野
別
の
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

Ⅱ　地域の環
境や社会資源
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。

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。

  今年は、新型コロナウイルスの影響で、情報発信する内容
に配慮をしたが、Withコロナの中で、いかに健康管理を継続す
るかを考えられるよう、継続して情報発信をできるとよい。

   常設している新型コロナ対策の掲示等を削除し、通常の情報発信へ。

コロナ禍が終息しない場合の今後の方向性

   新型コロナウイルス対策の情報発信を継続。

　事業の対象者

　西区民

　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で、健康情報発信の場として、継続して運営している。
・生活習慣病予防、感染症、食育、歯科保健など、時宜に合わせた情報を発信している。
・当月の紹介をＴｗｉｔｔｅｒおよびホームページで、前月の実施報告をホームページと健康なびに掲載している。今年度は、新
型コロナウイルス対策のページも「号外」として作成している。
・市民が自身で健康管理できるきっかけになるよう、血圧計と体脂肪計を常設している。
・例年、検診受診啓発物品を作成しているが、今年度は、本事業をＰＲするため、新型コロナと関連させ、新型コロナ対策
とホームページをコラボしたデザインで作成。

　取組の成果

　市民が持ち帰れるよう資料を設置しており、閲覧利用だけではなく、啓発資料が市民の手に渡っており、活用されていると考える。

新型コロナウイルス感染症の影響

・掲示スペースの一部を、常時コロナ対策の情報掲示に使用。国などの通知を基に、市民向けの資料を設置。
・スモーカライザーと肺年齢測定は、感染リスクを考慮し中止。

コロナ禍が終息した場合の今後の方向性

年 間 予 定

10月 じつは身近な病気『がん』

11月 あなたも、たぶん『歯周病』

12月 誰でもできる感染症予防！

1月 誰でもできる感染症予防！

2月 気になるお腹～まさかメタボ！？～

3月 災害時に気を付けたいからだのコト

4月 心身共に、カラダを整える

5月 たばこ、やめてみませんか？

6月 みんなで食べるとおいしいね

7月 飲む前に知っておきたい肝臓と健康

8月 知って防ごう 熱中症

9月 見直してみませんか？あなたの生活習慣
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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（北区保健センター） 様式１

　事業名 　重点目標
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
進

　事業の目標 ５　積極的な身体活動と運動習慣の形成

単年度事業・継続事業

単年度事業

　課題

　事業の対象者

糖尿病が気になる方、血糖値が高めな方
特定保健指導積極的支援対象者（血糖値）

　取組の成果

・対象年齢を65歳未満から74歳までに変更し、50～70歳代までの幅広い年齢の方の参加につながった。
・アンケートの結果から、参加者の多くが糖尿病全般について興味があり、糖尿病や生活習慣改善についての知識や実技を学んだこと
で理解が深まったと考えられる。今後の生活についても、運動や食事に関する工夫、口腔ケアを取り入れようとする意識も高まった。
・運動については、新型コロナウイルス感染防止対策として、ソーシャルディスタンスをとりながら、室内でできる運動を行い、「取り入れ
やすい運動でよかった」など好評であった。

新型コロナウイルス感染症の影響

　事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

　取組の内容

①体組成測定（30分）
②保健師による講義（20分程度）
・区の健康に関する状況
　・健診結果の見方
　・体組成結果の見方
　・糖尿病に関する講義
③管理栄養士による食事に関する講義（20分）
④歯科衛生士による口腔ケア等に関する講義（10分）
⑤健康運動指導士による運動講義・実技（40分）

　感染症予防のため、教室の定員を15名から8名へ変更した。また運動の指導時間を60分から40分へ変更し、少人数での指導に変更し
て実施した。加えて、教室の参加時の健康チェック、消毒、マスクの着用や換気などの感染防止対策も行った。

コロナ禍が終息した場合の今後の方向性

　新型コロナウイルス感染対策のため、運動を入れた内容と
すると参加人数に制限が出てしまう。コロナ禍の中で、より多く
の人に糖尿病予防の知識を広めるため、来年度は講義中心
の内容を考えている。

糖尿病の病態、栄養や歯科の講義に加えて、活動量があり、持
続できる運動を実技として取り入れていく

コロナ禍が終息しない場合の今後の方向性

感染予防対策を継続しながら、講義形式など感染リスクが高くな
らないような教室を行っていく

からだが変わるやさしい運動
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
づくり北区区民が

①糖尿病の病態や糖尿病予防の基本を理解できる
②糖尿病を予防するための食習慣について理解できる
③糖尿病を予防するための運動の重要性や具体的な方法に
ついて知る
④糖尿病と歯周疾患との関係、具体的な口腔ケアについて知
る

　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。

分
野
別
の
目
標

講

運動
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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（北区保健センター） 様式１

　事業名 重点目標 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

　事業の目標

単年度事業・継続事業

継続事業

　課題

分
野
別
の
目
標

家族ニッコリ　とりわけ離乳食・歯ピカ教室

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、とりわけ離乳食の知識・技術を
学び、食生活の改善や見直し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。

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．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。

区の健康づくりの目標

・歯科講義の内容が、保健センターの別教室の内容と
重複する部分があるため、両方に参加する保護者がい
ることも考慮し、内容を工夫する必要がある。
・口腔チェックの問診票を使用しなかったため、参加者
の歯科保健行動等の実態が把握できなかった。教室後
アンケートとの比較資料として、教室開始時に書いても
らう、歯科等に関する生活実態の簡単なアンケートを作
成したい。

コロナ禍が終息した場合の今後の方向性

コロナ禍が終息しない場合の今後の方向性

　事業の対象者

区内在住の1歳未満の赤ちゃんの保護者

　取組の成果

・定員8名を大きく超える申込みがあり、1歳未満児の保護者という若い世代に普及啓発ができた。
・アンケートでは、「指導した口腔ケア方法を実施したい」「とりわけ離乳食について理解できた」「今回の内容が今後の役に立った」の項
目に〇が多くつき、参加者の満足度の高さがうかがえた。

可能な範囲で定員の増加や、実習等を実施。

今年度と同程度の定員数で、実習や試食のない内容で実施。

・歯科医師による歯周病や子どもの口腔内についての講話
・歯科衛生士による口腔ケアのデモ
・管理栄養士によるとりわけ離乳食についての講話・デモ

　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

新型コロナウイルス感染症の影響

・定員を削減し、申込みをお断りする件数が非常に多かった。
・教室時間を短縮した。
・口腔チェック、口腔ケア実習、とりわけ離乳食の試食が中止になり、内容が講話のみとなった。

歯科医師による講話

歯科衛生士によるデモ

管理栄養士による講話

とりわけ離乳食の見本
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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（大宮区保健センター） 様式１

　事業名 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

６　睡眠と休養の確保、ストレスの解消

　事業の目標

単年度事業・継続事業

継続事業

　課題

より多くの区民に事業の周知ができるPR方法の検討が必要
である。また、教室参加後の継続した運動習慣について評価
方法の検討が必要である。

従来の定員数で継続実施

コロナ禍が終息しない場合の今後の方向性

定員を減らしてR3年2月に第２弾を実施予定
R3年度も定員を減らして継続実施

　事業の対象者

区内在住の30歳から74歳までの方

　事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

　取組の内容

保健師による糖尿病予防についての講義。体組成測定。体育トレーナーによる体幹を意識したストレッチ・筋
力トレーニング・氷川参道でのウォーキング等の運動実技を実施。

　取組の成果

アンケートでは、「楽しかった」「気持ちよかった」等、満足度が高い結果となった。また、「教室の内容、生活習慣改善の必
要性」についての理解度も高く、講義、実技の内容が妥当であったと考える。自宅での継続した運動への取り組みについ
ても、参加者全員の継続意志が確認できた。

新型コロナウイルス感染症の影響

３密をさけるため、定員数を１５名から１２名に減らして実施した。室内で実施した「体幹を意識したストレッチ・
筋力トレーニング」は息が上がらない内容に変更した。

コロナ禍が終息した場合の今後の方向性

分
野
別
の
目
標

ボディメイク００３８

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
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、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。 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
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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（大宮区保健センター） 様式１

　事業名 重点目標 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

　事業の目標

単年度事業・継続事業

継続事業

　課題

区内児童センター、子育て支援センター、幼稚園、図書館にち
らしの配布を依頼したが、参加者が増えなかった。より多くの
区民に事業の周知ができるPR方法の検討が必要である。
また、調理実習以外の方法で食育を推進していく工夫を検討
する必要がある。

コロナ禍が終息した場合の今後の方向性

コロナ禍が終息しない場合の今後の方向性

　事業の対象者

区内在住の2歳から未就学の幼児と保護者

　取組の成果

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」と回答した。
「野菜スタンプを家庭でもやってみたい」「家族みんなで食育に取り組めそう」「楽しく学べた」と好評をいただいた。

当初計画どおり、もぐシャカレッスン（調理実習等）を開催する

本事業を継続実施

紙芝居を用いた管理栄養士の講話「確かな目をもって食べるために」
食に関するクイズ・ゲーム、野菜スタンプ

　事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

区内児童センター、子育て支援センターおおみや、区内幼稚園、大宮図書館

　取組の内容

新型コロナウイルス感染症の影響

当初計画では昨年同様「親子でもぐシャカレッスン」を開催予定であったが、感染症対策として、調理実習、歯
みがき実習を中止し、保護者のみを対象とした講座に変更したところ、申込みがなかった。そのため、事業名、
内容、対象、開催日を見直し本事業を実施した。

分
野
別
の
目
標

親子でわくわく♪食育スタンプラリー

さいたま市食育推進計画「確かな目をもって食べる」こと
ができる。バランスの良い食事をとることが大切だと参
加者がわかる。参加者が楽しく食に興味を持つことがで
きる。

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

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

区の健康づくりの目標
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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（見沼区保健センター） 様式１

　事業名 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

６　睡眠と休養の確保、ストレスの解消

　事業の目標 ７　受動喫煙の防止と禁煙

単年度事業・継続事業

継続事業

　課題

分
野
別
の
目
標

イエ・ナカ・ピラティス

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

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

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

区の健康づくりの目標

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。

コロナ禍が終息した場合の今後の方向性

コロナ禍が終息しない場合の今後の方向性

　事業の対象者

２０～６４歳までの区民で医師から運動制限の指示がない方

　取組の成果

・申込定員（１０名）に対し１３名申込受付し、３名お断りした。参加者は１０名と申込みに対する参加率は１００％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」の質
問については、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。

より運動強度を高くする等、参加者の属性に合わせた運動を取
り入れていく予定。

マスク着用を原則としてソーシャルディスタンスを保ちつつ、少人
数定員の中で実施していく予定。

【日程】令和２年１０月５日（月）１０：００～１１：３０
【会場】見沼区役所保健センター
【内容】
　・体組成測定
　・ミニ講話「体組成測定結果説明・女性の健康」：保健師
　・運動実技「ピラティス」：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

　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

新型コロナウイルス感染症の影響

コロナ感染症の拡大の影響を鑑み、マスクを着用した状態で行える運動内容に変更、事業運営時間の短縮、定員を少なく
することとした。実施時はマスク着用を原則として、ソーシャルディスタンスを保てるようマット等の配置をした。
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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（見沼区保健センター） 様式１

　事業名 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

６　睡眠と休養の確保、ストレスの解消

　事業の目標

単年度事業・継続事業

継続事業

　課題

分
野
別
の
目
標

親子でトライ！！らんらん♪ランニング

① 体組成測定を通して、自分の体の状態を知ることが
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。

Ⅱ　地域の環
境や社会資源
を活用した健康

づくり

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

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

区の健康づくりの目標

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。

コロナ禍が終息した場合の今後の方向性

コロナ禍が終息しない場合の今後の方向性

　事業の対象者

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

　取組の成果

・定員40組80名のところ40組87名の申込みがあり、当日は30組66名が参加した。
・保護者の年代は30歳代が12名、40歳代が19名、50代3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。

当事業については今年度で終了とするが、新たに親子で参加で
きる生活習慣病予防教室を企画していく。

当事業については今年度で終了とするが、新たに親子で参加で
きる生活習慣病予防教室を企画していく。

【日程】
令和２年１０月１８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

　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

新型コロナウイルス感染症の影響

保護者はマスク着用を原則として実施し、ソーシャルディスタンスを保ち実施した。体組成測定に集中しないよう間隔を空
けて並べる工夫をした。
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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（見沼区保健センター） 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

　事業の目標

単年度事業・継続事業

単年度事業

　課題

【日程】
令和２年８月３日（月）　９時３０分から１１時４０分まで

【会場】
見沼区役所保健センター

【内容】
・歯科衛生士による講義
・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、卵の殻を使ったフッ化物の効果観察等）

【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
※チャレンジupさいたまスタンプ対象事業

分
野
別
の
目
標

実験！発見！親子歯育アカデミー

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

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

区の健康づくりの目標

　事業の対象者

区内在住の小学４～６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

なし

　取組の内容

当事業の前身である「夏休み親子歯育Labo」（歯周病予防教室）
と比較して、各実験に時間的余裕でき、実験結果の説明を十分
に行うことができるようになったと思われる。
だ液を用いる実験が多いため、コロナ禍においても事業開催で
きるよう、様々な実験内容を検討しておく必要がある。

ブラッシング実習（デンタルフロス実習）を導入予定。

コロナ禍が終息しない場合の今後の方向性

ブラッシング実習に代わり、模型等を歯に見立てたブラッシング体
験を実施する予定。

　取組の成果

・定員12組に対し3組の申し込みがあり、当日2組が参加した。参加者はむし歯や歯周病に罹患しやすい年齢の小学生と、歯
周病が進行しやすい30～40歳代の働き盛り世代であった。
・参加者はペリオスクリーンによる歯周病チェックや位相差顕微鏡による口腔内細菌の観察により、自分自身の口腔内の健康
状態を視覚的に知ることができた。
・参加者アンケート（保護者のみ）では、歯や口の健康のために見直したい思う生活習慣として、「デンタルフロスや歯間ブラシ
の使用」を回答する者の割合が100％であった。その他、「口の中の状況を知ることができて良かった」、「今後歯のケアをしっ
かりしたい」など、前向きな感想も見られた。幅広い年代に対して、歯周病予防を意識させる機会を提供できたと思われる。

新型コロナウイルス感染症の影響

飛沫感染の恐れから、ブラッシング実習を中止した。

コロナ禍が終息した場合の今後の方向性
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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（見沼区保健センター） 様式１

　事業名 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

５　積極的な身体活動と運動習慣の形成

　事業の目標 ６　睡眠と休養の確保、ストレスの解消

単年度事業・継続事業

継続事業

　課題

分
野
別
の
目
標

体組成測定会

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

Ⅱ　地域の環
境や社会資源
を活用した健康

づくり

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

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

区の健康づくりの目標

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
プローチの工夫が必要と考えられる。

コロナ禍が終息した場合の今後の方向性

コロナ禍が終息しない場合の今後の方向性

　事業の対象者

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）

　取組の成果

４０名定員予約制にて３８名（４０歳以上６４歳以下：８名、６５歳以上：３０名）が参加。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。次回１／１２に実施予定。

予約制にせず実施時間内に先着順に実施する予定。

予約制とし、定員を設け実施していく。全員原則マスクを着用し、
ソーシャルディスタンスを保ちながら、実施する予定。

年２回実施
令和２年９月１４日（月）　９時３０分～１１時３０分
令和３年１月１２日（火）　９時～１１時３０分　予定
【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。

　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

新型コロナウイルス感染症の影響

５月開催予定であったが、緊急事態宣言を受け、実施の延期を余儀なくされ、９／１４に開催。今年度はコロナ禍の影響に
より、定員制・時間予約制にて実施。感染予防対策として、消毒要員等マンパワーを確保し、また、参加者は当日の検温
及び原則マスクを着用し、ソーシャルディスタンスの確保を行いながら実施した。
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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（中央区保健センター） 様式１

　事業名 重点目標
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進

　事業の目標

単年度事業・継続事業

単年度事業

　課題

分
野
別
の
目
標

食べ物・飲み物ふしぎ発見！教室

参加者が規則正しい食習慣と歯と口の健康についての
知識・理解を深め、意識して生活することができる。

Ⅱ　地域の環境
や社会資源を
活用した健康づ
くり

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

区の健康づくりの目標

・保健センター事業に参加しない方、啓発を受ける機会
の少ない方への普及方法。
・感染予防対策を講じながら、目標を達成するための実
施方法。

コロナ禍が終息した場合の今後の方向性

コロナ禍が終息しない場合の今後の方向性

　事業の対象者

区内在住の小学生とその父親

　取り組みの成果

参加者アンケートでは、教室の満足度が100％であった。また、食生活や歯の健康を振り返るきっかけになったと参加者
全員が回答した。
さらに、休日開催に加えて子どもと一緒に参加できる事業であったことが今回の集客へとつながった。

調理実習やブラッシング実習を含めた各事業や保健センター・
区役所・区報・区民まつりでの啓発を行い、より広い範囲での普
及ができるように検討していく。

本事業や運動教室等、感染防止対策を講じながら行える事業を
継続して行い、より広い範囲での普及ができるように検討してい
く。

　「食べ物・飲み物ふしぎ発見！教室」
日時：令和2年8月30日（日）
参加者：親子7組16名
 内容：サイダーを作る調理実験（児）、口腔チェック（父）、
 蒸しパンの色変更実験（父・児）

　・サイダーを作る調理実験では、児が自らガムシロップを好みの個数加えて
　　甘味付けを行った。
　・口腔チェックは別室で歯科医師・歯科衛生士がガウン、フェイスシールド、ゴーグル、
　　マスク、フットカバー着用のもと実施。
　・蒸しパンの色変更実験では、カレー粉入り蒸しパンにレモン・ソーダ・牛乳・麦茶・紅茶
　　をつけた時の色調の変化を父・児が体験した。
　・調理実験と口腔チェック後、管理栄養士・歯科衛生士による講義
　　（食べ物とpHの話、pHと口腔内の話、ジュースと砂糖と糖尿病の話、糖尿病と歯周病
　　とむし歯の話）を行った。

　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

新型コロナウイルス感染症の影響

①緊急事態宣言を受けて、パパとヘル歯ーランチクッキング（令和2年5月31日）は中止となった。
②「食べ物・飲み物ふしぎ発見教室」は当初「パパにつくろうカンタン朝ごはん教室」で調理実習とブラッシング実習を行う
予定であったが、感染防止の観点からいずれの実習も中止となったため、全面的に内容を見直し、本事業の内容となっ
た。
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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（桜区保健センター） 様式１

　事業名 重点目標 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

６　睡眠と休養の確保、ストレスの解消

　事業の目標

単年度事業・継続事業

単年度事業

　課題

ホームページへの掲載もしていますが、閲覧は少ないと
思います。

コロナ禍が終息した場合の今後の方向性

コロナ禍が終息しない場合の今後の方向性

　事業の対象者

区民

　取組の成果

これまでも区報等で健康に関する情報を発信してきましたが、ターゲットとなる年齢に伝える内容を絞ることにより、効果的
に啓発できたと感じます。

イベント時にも配布したいと考えています。

今後は若い世代向けの情報発信も検討しています。

これまでも桜区役所3階の壁面を利用し、健康情報を掲示していましたが、「桜区民ための健康ニュース」としてA3両面で、
フレイルと対策についての情報を掲載した資料を作成しました。
主にインフルエンザの予診票をとりに来る区民に配布し、区役所各課や区内施設の窓口での配布を依頼しました。

　事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

桜区役所全課・区内図書館・公民館・支所・駅の窓口

　取組の内容

新型コロナウイルス感染症の影響

新型コロナウィルス感染症のため、これまで区民への啓発の機会でもあった区民まつりやロビーコンサートも中止となり、
健康づくり係の事業も中止していたため、インフルエンザの無料券の申請者向けに啓発をしてはどうかと考えました。

分
野
別
の
目
標

健康情報の発信

運動・栄養・歯科など健康に関する情報を、年齢に応じ
て作成し発信することにより、意識を高める。

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.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

区の健康づくりの目標

「身体的フレイル

対策編」には「い

きいき百歳体

操」について、

「心理的フレイル

対策編」には「も

の忘れ健診」に

ついても掲載し

ました。
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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（浦和区役所保健センター） 様式１

　事業名 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

５　積極的な身体活動と運動習慣の形成

　事業の目標 ７　受動喫煙の防止と禁煙

単年度事業・継続事業

継続事業

　課題

分
野
別
の
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」

区民が歯周病予防に継続的に取り組めるように、歯や
口腔の健康に関する意識を高め、知識を習得できる。

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．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

区の健康づくりの目標

令和２年度は、参加者が全員女性、歯周病予防対策のター
ゲット（３０歳代～５０歳代）の参加者が全体の約１８％であっ
た。男性やターゲット層の参加を促すような周知や内容の工
夫が必要である。

コロナ禍が終息した場合の今後の方向性

コロナ禍が終息しない場合の今後の方向性

　事業の対象者

区内在住の２０歳以上の方

　取組の成果

定員２０名に対し申込み１３名、参加者１１名であった。アンケートによると、「教室に参加したことで歯や口の健康について何か実行し
ようと思った」「顔ヨガを実践しようと思った」がいずれも１００％となり、参加をきっかけに実践する意欲が向上したと思われる。また、
各々が何を実行したいか具体的にアンケートの中で回答しており、今後、歯科疾患の予防への取り組みが期待される。

定員を見直し継続実施予定

感染予防対策をして継続実施予定

（１）日時　　　令和２年９月３日（木）　１０時～１２時
（２）会場　　　さいたま市浦和区役所保健センター　５階　大会議室
（３）内容　　　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・ＳＮＳ・ポスター・チラシ

　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

新型コロナウイルス感染症の影響

当初の計画では定員30名のところ、３密回避のために定員２０名に変更した。感染の不安により区民の参加自粛などが想
定され、参加者数が令和元年度と比較し半分以下に減少した。教室の内容は、感染防止対策をして、影響なく予定どおり
実施できた。
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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（浦和区役所保健センター） 様式１

　事業名 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進

　事業の目標 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

単年度事業・継続事業

単年度事業

　課題

来庁者の年代やライフスタイル等をふまえた、より興味・
関心を持ってもらうことができるようなテーマの選定や内
容の検討が必要。

浦和区健康まつりとして健康づくり普及啓発事業を実施予定

コロナ禍が終息しない場合の今後の方向性

継続実施予定

　事業の対象者

浦和区役所休日窓口に来庁した方

　事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

浦和区役所各課

　取組の内容

（１）日時　令和２年１０月２５日（日） １０時～１５時
（２）会場　浦和区役所正面入り口ロビー
（３）内容　乳がんモデルの触診体験コーナーを設置し、健康に関するポスターやパンフレット等の掲示を
　　　　　　 行った。また、健康に関するチラシと啓発品（ウェットティッシュ、マスク等）を来庁者に配布した。

　取組の成果

乳がん触診モデルは１８名の方に体験していただき、アンケートでは１７名から「乳がんのセルフチェックを実践しようと思った」と回答が得られ（１名は
「すでに実践している」と回答）、乳がんのセルフチェックの実践あるいは継続の動機づけを行うことができたと考える。また、休日窓口では若い世代の
家族連れが多く見受けられ、健康づくりの普及・啓発をする機会を作ることが難しい層へアプローチする良い機会であることがわかった。

新型コロナウイルス感染症の影響

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、例年実施している浦和区健康まつりが中止となり、それ
に代わる健康づくりに関する普及啓発の機会として、感染予防対策をとって本取り組みを実施した。

コロナ禍が終息した場合の今後の方向性

分
野
別
の
目
標

浦和区健康スポット
（区役所休日窓口開設における
健康づくり普及啓発事業）

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

がん予防およびがん検診の受診勧奨等の健康づくり普
及啓発を行い、参加者が健康についての関心を高める
ことができる。 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
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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（浦和区役所保健センター） 様式１

　事業名 重点目標
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

５　積極的な身体活動と運動習慣の形成

　事業の目標

単年度事業・継続事業

単年度事業

　課題

コロナ禍における教室運営について

コロナ禍が終息した場合の今後の方向性

コロナ禍が終息しない場合の今後の方向性

　事業の対象者

区内在住の２０歳以上の方

　取組の成果

１部・２部ともに５名ずつが参加。参加者は、保健師や栄養士の話に熱心に耳を傾けていた。アンケートでは、食生活や運動等、生活習
慣の改善をしようと「思った」もしくは「少し思った」と回答された方が９割だった。「この時期だからこそ講座に参加して学べることに感謝
しています」といった声も聞かれた。

定員や内容を拡大し、継続実施予定

引き続き感染予防対策をとり、継続実施予定

（１）日時　令和２年１１月２６日（木）
　　　　　　　①９時３０分～ ②１１時～
（２）会場　浦和区役所保健センター　５階　大会議室
（３）内容　体組成測定体組成測定結果の見方の説明
   　　　　　糖尿病予防やその他健康づくりに関する
  　　　　　 講義（保健師）
　　　　　　「時間栄養学」に関する講義（栄養士）

２月２６日に同様の教室を開催予定。

　事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

国民健康保険課

　取組の内容

新型コロナウイルス感染症の影響

密を避けるため、当初の予定よりも定員数を減らし、２部制とした。体温チェックや消毒作業等の実施のため、
物品の準備や職員の負担増があった。

分
野
別
の
目
標

体組成測定会Next

体組成測定による自身の健康の「見える化」や、糖尿病
予防に関する知識の獲得を通し、参加者が主体的に自
身の健康づくりや生活習慣病予防に取り組むことができ
る。

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．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

区の健康づくりの目標
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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（南区保健センター） 様式１

　事業名 重点目標 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・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

　事業の目標

単年度事業・継続事業

単年度事業

課題

・個々の運動能力に差がある。
・大人は距離をとれても、子供たち同士が接触しそうになり、
ソーシャルディスタンスの維持のためにスタッフが声をかける
場面があった。
・リピーターが複数組いるため、新規の参加者を開拓すること
が必要。
・運動習慣の定着を促すことが必要。

コロナ禍が終息した場合の今後の方向性

コロナ禍が終息しない場合の今後の方向性

　事業の対象者

区内の小学生とその保護者（20～50代）

　取組の成果

参加者は、定員15組に対して、11組29名（大人16名、子供13名）だった。大人は体組成測定を実施し、個別に運動・食事のアドバイス
ができた。また、子育て世代の家族に対して、がん検診を受診することの必要性や朝食を食べること・口腔ケアの大切さについて情報
提供し、生活習慣を見直すきっかけづくりの場とした。また、運動は新しい生活様式の中でも取り入れやすいものを伝えた。

家族以外の方との交流も図り、グループダイナミックスとしての
運動実技を実施する。

家族間以外の人との接触をさけるために、距離を保ちながら運
動を実施する。また、マスクを着用して運動を実施する。密にな
らないように、定員も調整する。

（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
（自宅でできる筋トレ・ストレッチ・歩き方の３つのグループに分け、それぞれ15分ずつローテーションして実施）
（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）歯科衛生士による口腔ケアの必要性についての講義
（５）体組成測定（大人のみ）、結果説明

　事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

　取組の内容

新型コロナウイルス感染症の影響

昨年度は小学校の体育館を借りて実施したが、体育館の消毒など管理の困難さもあり、今年度は保健センター内で実施
した。運動は、3つのグループに分けて実施し、家族間以外の接触がないようにした。また、参加者にマスクを着用しながら
運動を行ってもらい、講師には家庭内でもできる運動を教えて頂くよう依頼した。定員は昨年度の半分にした。

分
野
別
の
目
標

家族みんなのエクササイズ

・家族と一緒に家庭内でできる運動方法をまなび、今後
も運動を継続する。
・家族単位の健康課題を理解する。
・子育て世代の時から、がん検診を受診することの必要
性や、食生活・口腔ケアを見直すことの必要性を理解す
る。

Ⅱ　地域の環
境や社会資源
を活用した健康

づくり

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

区の健康づくりの目標

自宅でできる筋トレ 親子でストレッチ 歩き方の指導
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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（南区保健センター） 様式１

　事業名 重点目標 １　がんの予防と早期発見の推進

７　受動喫煙の防止と禁煙

　事業の目標

単年度事業・継続事業

継続事業

　課題

分
野
別
の
目
標

禁煙支援

保健センターで、禁煙相談をおこなっていることを周知
する。

Ⅱ　地域の環
境や社会資源
を活用した健康

づくり

区民に禁煙の必要性を周知する

区の健康づくりの目標

禁煙の必要性、禁煙相談を行っていることを多くの人に周知
し、実行してもらいたいが、相談に来る人が少ない。

コロナ禍が終息した場合の今後の方向性

コロナ禍が終息しない場合の今後の方向性

　事業の対象者

区内在住・在勤・在学の方（サウスピア、武蔵浦和駅利用の方）

　取組の成果

禁煙について、武蔵浦和駅利用者を中心に、不特定多数の人の目に伝えることができた。また、区内を自転車で移動する中で、多くの
方に、保健センターでの禁煙相談のPRができた。

PR方法は現行のものを引き続き実施し、随時相談に対応する。

禁煙相談については、基本的には予約制でおこなう。また、面接
時には感染予防に考慮し、実施する。ただし、COモニターは実
施しない。

・複合公益施設サウスピア7回の窓（武蔵浦和駅側）に、禁煙についてのスローガンを2週間掲出した。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に協力を依頼した。
・総務課所有の電動自転車（4台）の後ろ籠に、保健センターで禁煙相談をおこなっていることの看板を付け
た。昨年度までは保健センター所有の自転車5台にのみ付けていた。
・6月の一か月間、保健センターの健康ブースに「禁煙に関する情報」を掲示した。
・禁煙相談PRのためのポケットティッシュを作成し、妊娠届があった方に配布した。

　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）、総務課

　取組の内容

新型コロナウイルス感染症の影響

感染予防のため、呼気中の一酸化炭素の測定（COモニター）を行うことができない。
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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（緑区役所　保健センター） 様式１

　事業名 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

５　積極的な身体活動と運動習慣の形成

　事業の目標

単年度事業・継続事業

継続事業

　課題

分
野
別
の
目
標

ぷよっとお腹を引き締める！食事と運動教室

おなか周りの筋肉を使うエクササイズやバランスの良い
食事によりお腹を引き締め、加齢による筋力低下を予防
し運動習慣・食生活を見直すきっかけとし、生活習慣病
予防につなげる。

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子育て世代からの健康づくり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協働

区の健康づくりの目標

参加者の全員が市報を見ての参加である。若い年代の参加
を増やすために、広報の方法について検討も必要。
本年度で、３年目の事業であるため、集客のために内容に変
化を付けることが必要。参加者の運動レベルややる気によっ
て筋力トレーニングの強度を変えられるとよい。

コロナ禍が終息した場合の今後の方向性

コロナ禍が終息しない場合の今後の方向性

　事業の対象者

区内の18～64歳の方

　取組の成果

アンケートの結果より、全員が運動実技に満足しており、運動・食物繊維・野菜を摂る必要性についても、全員が理解できたと回答して
いる。運動・食事ともに全員が家でも一つ以上の項目を継続したいと答えており、継続の必要性についても理解できていると考えられ
る。

託児を元に戻し、子育て世代の参加者を増やす。

自宅にこもりがちな生活が続くと思われるため、強度の高い運動
を継続してもらえるように２通りの強度のコースで事業を実施す
る。

開催日：令和２年１１月３０日（月）　９：３０～１１：４５
会　 場：緑区役所３階　保健センター
参加者：１０名（４０代４名、５０代３名、６０代３名）

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。
　　　　　　　全員が市報さいたま緑区版を見て申込み。

内　 容：
①体組成測定
②レク指導員による「おなか周りの筋肉をつかうエクササイズ」の実技
③保健師による「筋力低下予防の必要性について」の講義
④管理栄養士による「バランスの良い食事」の講義

　事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

　取組の内容

新型コロナウイルス感染症の影響

託児を中止したため、若い世代の参加が少なかった。定員を減らし、席の配置にも十分な距離が取れるようにした。感染防止のため、
マスクを着用しての運動実技であった。運動の内容も息のあがる運動を減らし、強度の強い運動は自宅でできるよう紹介した。
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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（岩槻区保健センター） 様式１

　事業名 １　がんの予防と早期発見の推進

７　受動喫煙の防止と禁煙

　事業の目標

単年度事業・継続事業

継続事業

　課題

分
野
別
の
目
標

禁煙と肺がん予防に関する普及啓発

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

Ⅱ　地域の環
境や社会資源
を活用した健康

づくり
禁煙・肺がん予防に関する正しい知識の普及とともに、
禁煙・がん検診受診の勧奨を、幅広い層にアピールす
る。 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

禁煙、がん検診受診等の習慣化

事業継続

コロナ禍が終息しない場合の今後の方向性

事業継続

　事業の対象者

区民

　事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

岩槻区総務課、観光経済室

　取組の内容

開催日  令和2年8月1日～8月31日

会　場 　岩槻駅　改札口コンコース

内　容 　禁煙啓発のポスター掲示

開催日  令和2年9月1日～9月30日
　　　　　　（健康増進月間）

会　場 　岩槻区役所3階ロビー

内　容 　禁煙等ポスター掲示、チラシ配架

　取組の成果

普段、保健センターに来庁しない区民に向けて、駅のコンコースや、区役所3階通路などに、ポスター・チラシを設置することで、幅広い
層に啓発することができた。

新型コロナウイルス感染症の影響

特になし

コロナ禍が終息した場合の今後の方向性
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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（岩槻区保健センター） 様式１

　事業名 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

　事業の目標

単年度事業・継続事業

単年度事業

　課題

分
野
別
の
目
標

はじめてのピラティス

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
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、見直すきっかけとな
る。 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

教室参加後の運動習慣の継続をどう促すか。

引き続き、健康習慣のきっかけづくりを促す教室を開催する。

コロナ禍が終息しない場合の今後の方向性

新型コロナの流行状況を検討しながら、教室の内容、実施を検
討する。

　事業の対象者

20～64歳の区民

　事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

区内ボランティア団体

　取組の内容

開催日  令和2年10月30日（金）

会　場 　岩槻区保健センター

内　容 　ピラティス
　　　　　 体組成測定
　　　　 　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

アンケート結果より、健康を見直すきっかけとなった人の割合は100％であり、区の目標である『若い世代からの健康づくりのための意
識の向上』に向けたきっかけづくりとなったと考える。
アンケート結果での満足度も、「満足」「だいたい満足」を合わせて100％と高かった。

新型コロナウイルス感染症の影響

・定員を18人から9人に減らし、託児を中止した。
・マスクを着用しての実施とし、負荷の少ないトレーニングの内容に変更した。

コロナ禍が終息した場合の今後の方向性
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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（岩槻区保健センター） 様式１

　事業名 ４　１日３食バランスのとれた食生活の推進

１　がんの予防と早期発見の推進

　事業の目標

単年度事業・継続事業

単年度事業

　課題

分
野
別
の
目
標

野菜ソムリエに学ぶ！
親子でつくるカフェランチ

　小学生とその保護者を対象に、冬野菜についての講
話を行い、カフェレシピの調理過程を見学をすることで、
自分にとって必要な野菜の量を知り、家庭での食生活を
見直すきっかけとする。
さいたま市のがん検診について知ることができる。

Ⅱ　地域の環
境や社会資源
を活用した健康

づくり

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

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

区の健康づくりの目標

教室参加後の継続的な食習慣の改善をどう促すか。

コロナ禍が終息した場合の今後の方向性

コロナ禍が終息しない場合の今後の方向性

　事業の対象者

区内在住の小学生とその保護者

　取組の成果

アンケート結果より、「教室が健康を見直すきっかけとなった」と回答した人の割合は100％であった。また、「教室の内容は、今後の生
活に生かせると思うか」について、すべての参加者が「実践しようと思う」と回答しており、区の目標である『若い世代からの健康づくりの
ための意識の向上』に向けたきっかけ作りとなったと考える。

親子で調理実習の体験を通した教育を進める。

調理過程を見学し、家庭で実践しやすいレシピ提供を行う。

開催日  令和2年12月6日（日）

会　場 　岩槻区保健センター

内　容　・野菜ソムリエによる「親子で食べる冬野菜」のお話
　　　　　・ヘルシーカフェランチのレシピ紹介と調理の見学

　事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

区内在住の野菜ソムリエ（区内で飲食店を営む管理栄養士）

　取組の内容

新型コロナウイルス感染症の影響

・定員を15組30人から8組16人に減らした。
・実施予定だった調理実習・試食を中止して、調理過程を見学してもらうことにした。
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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（健康教育課） 様式１

　事業名 重点目標 ３　生涯を通じた歯と口腔の健康の維持・向上

　事業の目標

単年度事業・継続事業

継続事業

　課題

　次年度以降、可能な限り例年どおりの実施を考えているが、
感染拡大予防のため、３学年合同の実施や会場、歯みがき実
習等、実施方法について見直しが必要と考える。
　口腔ケアは感染症予防の対策につながるため、歯・口の健
康づくりについて別の形態での周知も同時に考えてしていく必
要がある。

コロナ禍が終息した場合の今後の方向性

コロナ禍が終息しない場合の今後の方向性

　事業の対象者

市立全小学校の第１・２・３学年の児童と保護者

　取組の成果

可能な範囲で、例年どおりに近い形態で実施。

会場、内容等の見直し。

新型コロナウイルス感染症のため、事業の実施を中止した。

　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

新型コロナウイルス感染症の影響

　感染拡大の影響を受け、今年度は事業を中止し、次年度へ延期する形をとった。

分
野
別
の
目
標

８０２０歯の健康教室

・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

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

区の健康づくりの目標

-46-



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（生涯学習総合センター） 様式１

　事業名 重点目標 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

６　睡眠と休養の確保、ストレスの解消

　事業の目標

単年度事業・継続事業

継続事業

　課題

男性の参加が少ない

コロナ禍が終息した場合の今後の方向性

コロナ禍が終息しない場合の今後の方向性

　事業の対象者

６５歳以上の方

　取組の成果

令和元年度実績
生きがい健康づくり教室　参加者数（延べ人数）　44,677人
ますます元気教室　参加者数（延べ人数）　　　　 12,850人

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。
○動画等による事業の実施をする。

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。
○動画等による事業の実施をする。

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。

　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等

　取組の内容

新型コロナウイルス感染症の影響

○いくつかの事業を新型コロナウイルス感染症拡大防止のために中止とした

分
野
別
の
目
標

公民館介護予防事業

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。

Ⅱ　地域の環
境や社会資源
を活用した健康

づくり

区の健康づくりの目標
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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 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 

【調査の目的】 

以下の各計画における目標の達成状況を把握することで、各計画の評価及び次期計画の

策定に反映させるもの。 

・さいたま市ヘルスプラン２１（第２次） （平成 24 年３月策定） 

・さいたま市歯科口腔保健推進計画    （平成 27 年３月策定） 

・さいたま市がん対策推進計画      （平成 28 年３月策定） 

・第２次さいたま市自殺対策推進計画   （平成 29 年３月策定） 

・第３次さいたま市食育推進計画     （平成 30 年３月策定） 

【調査内容】 

① ０歳～14 歳（1,400 人）を対象に、「さいたま市食育についての調査」（平成 29年度実

施）を基に調査票Ａを作成し、郵送による調査を行う。 

栄養・食生活に関する設問を中心に、18 問程度。 

② 15 歳以上（5,000 人）を対象に、「さいたま市健康づくり及び食育についての調査」

（平成 28年度実施）を基に調査票Ｂを作成し、郵送による調査を行う。 

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、身体活動・

運動、休養・こころの健康、喫煙、飲酒に関する設問を中心に、61問程度。 

【スケジュール】 

令和３年 ５月 調査項目検討・確定、調査票等準備 

 ６～７月 調査実施 

 ８～10 月 調査票データの入力、集計及び分析 

 11～12 月 調査結果のまとめ、調査結果報告書の作成 


