
重点取組

目標

実施主体

市町

【鴻巣市】

取組内容・実績 課題・問題点

【上尾市】

取組内容・実績 課題・問題点

【桶川市】

取組内容・実績 課題・問題点

【北本市】

取組内容・実績 課題・問題点
主な取組

令和２年度
令和３年度取組計画

①  地域における健康危機管理
体制の充実強化

・保健衛生連絡会議　1回実施
・歯科保健連絡会議　２回実施

・保健衛生連絡会議　2回実施予定
・歯科保健連絡会議　2回実施予定

③  食品の安全性の確保及び薬
物乱用防止対策の推進

小学校5.6年生を対象に実施する防煙健康教室
において薬物乱用防止についての講話も実施。
市内2校、344名参加。

成人を対象とした啓発が必要。 小学校5.6年生を対象に市内4校で実施する防煙
健康教室において薬物乱用防止についての講話
も実施。

④  感染症対策の推進

新型コロナウイルスワクチン接種に係る説明会
等に参加し、体制整備を図った。

引き続き、感染症対策の推進を図る必要がある 県主催研修会へ適時参加

①  地域における健康危機管理
体制の充実強化

第48回地域医療協議会への参加
テーマ「新型コロナウイルス感染症について」
Ｒ2年11月24日
参加者：鴻巣保健所、埼玉県央広域消防本部、
伊奈町消防本部、鴻巣保健所管内医療機関、鴻
巣市、北本市、伊奈町、桶川市

第49回地域医療協議会への参加

④  感染症対策の推進

新型コロナウイルス対策本部の設置、対策本部
会議の開催。
上尾市医師会が開催する新型コロナウイルス感
染症対策検討会議に出席。

新型コロナウイルス対策本部会議の開催。上尾
市医師会との情報交換・共有。
上尾市医師会が開催する新型コロナウイルス感
染症対策検討会議に出席。

主な取組
令和２年度

令和３年度取組計画

②  災害時の地域における医療
救護体制・保健衛生活動体制
の整備

医療救護所の設置運営訓練の企画を検討してい
たが、新型コロナウイルス感染症対応のため進
捗なし。

・医療救護所の設置・運営手法が決まっていな
い
・市本部に設置すべき医療資源の需給調整を行
う医療救護マネジメントセンターの設置・運営
手法が決まっていない（市医師会、県医療整備
課、保健所、災害拠点病院との連携方法も検討
が必要）。

新型コロナウイルス感染症の感染状況を見つ
つ、検討していく。

主な取組
令和２年度

令和３年度取組計画

市内の小中学校で思春期防煙・薬物乱用防止教
室を開催。
小中学校校8校　658人に実施

食生活改善推進員協議会定例会で食中毒につい
ての講新型コロナウイルス感染拡大のため、食
中毒防止のための資料のみ配布。
配布人数　172人

・県央地域災害保健医療連絡会及び災害保健医
療研修会に参加。
・熊谷保健所　健康危機管理訓練に参加

特になし

令和３年度取組計画

新型コロナウイルス対策本部会議の開催、新型
コロナウイルス感染症対策の啓発活動実施。

市で策定予定の地域防災計画の中で、保健医療
班として体制を整える。

市内の小中学校で思春期防煙・薬物乱用防止教
室を開催。
小学校16校　中学校3校に実施予定

食生活改善推進員協議会定例会で食中毒につい
ての講話と実習
食中毒資料配布人数　172人

ワクチン接種の体制を整える。

第７次埼玉県地域保健医療計画（県央保健医療圏）取組状況（№５）

健康危機管理体制の整備充実

関係機関等による「顔の見える関係」を形成し、健康危機管理体制の充実を図るとと
もに、健康危機管理対策の強化を図ります。

保健所、市町、医師会、歯科医師会、薬剤師会、医療機関 等

主な取組
令和２年度

③  食品の安全性の確保及び薬
物乱用防止対策の推進

他の学校行事との日程調整が困難なことがあ
る。

④  感染症対策の推進

市内公共施設に、手指消毒剤を配布。感染対策
を広報やHPに掲載。緊急事態宣言発令に伴うチ
ラシを作成し、全戸配布（年2回）、公共施設
の利用制限。

イベントの中止が相次いだ。

①  地域における健康危機管理
体制の充実強化

コロナ禍における多くの避難所又は避難場所の
確保、運用が課題

②  災害時の地域における医療
救護体制・保健衛生活動体制
の整備
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【伊奈町】

取組内容・実績 課題・問題点

医師会

取組内容・実績 課題・問題点

取組内容・実績 課題・問題点
主な取組

令和２年度
令和３年度取組計画

④  感染症対策の推進

・行政措置予防接種に係る北足立郡市医師会と
管内市町との合同会議を実施している。(風疹
について・麻疹について・Ｂ型肝炎ワクチンに
ついて・高齢者肺炎球菌ワクチンについて)
・新型コロナウイルスワクチン接種についての
話し合いを医師会と行政で行っている。

・予防接種を安全に行い、疾病予防に努める。
・新型コロナウイルスワクチン接種希望者数が
不明である。

・医師会員の中で情報の共有を行い、感染症に
対する意識を高める。
・行政と協力し予防接種を行い、感染防止に努
める。
・コロナ禍で一部に定期予防接種を控えている
人がいるが、予防接種を受けることは、不要不
急の外出には当たらない。ポストコロナでの感
染症増加を防ぐためにもより多くの人にワクチ
ン接種を受けてもらう必要がある。

【上尾市医師会】

④  感染症対策の推進

新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急総
務委員会を開催
開催数：3回

新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急総
務委員会の開催予定なし。

②  災害時の地域における医療
救護体制・保健衛生活動体制
の整備

・市及び拠点病院との会議を実施
令和2年度 災害支援委員会会議

新型コロナウイルス対応のため進捗なし。 ・市及び拠点病院との会議を実施
令和3年度 災害支援委員会会議予定なし。

・県地域災害保健医療対策会議研修に参加

②  災害時の地域における医療
救護体制・保健衛生活動体制
の整備

北足立郡市医師会学術講演会として「必要とさ
れる災害医療対策(台風１９号の経験を含め
て)」の講演会を実施した。

コロナ禍での実施のため出席人数が少なかった
ため、多くの会員の共通の危機意識が醸成でき
ていない。

災害時医療保健活動マニュアルを多職種が共通
認識を持ち、実践できる体制を構築するための
会議棟を実施する。

【北足立郡市医師会】

主な取組
令和２年度

令和３年度取組計画

①  地域における健康危機管理
体制の充実強化

毎年、北足立郡市医師会と管内市町、鴻巣保健
所および消防本部による「地域医療協議会」を
開催している。令和２年度のテーマは「新型コ
ロナウイルス感染症について」であった。

コロナ禍にあって多職種との連携強化が図れな
かった。

本年度も地域医療協議会を実施する予定。

④  感染症対策の推進

新型コロナウイルス感染症予防対策として、公
共施設等へ消毒液等を設置。
また、感染症情報について、随時広報や町ホー
ムページ、ポスター等で周知を図った。

感染症対策備品の備蓄・管理
新型コロナワクチン接種に向けての医師会や医
療機関との連絡調整

新型コロナワクチン接種の推進
感染症予防対策の継続

①  地域における健康危機管理
体制の充実強化

危機管理部門との連絡調整、情報共有 危機管理部門との連絡調整、情報共有

②  災害時の地域における医療
救護体制・保健衛生活動体制
の整備

なし
（コロナ禍により、防災訓練の実施できず）

町地域防災計画に基づく防災訓練の実施

④  感染症対策の推進

【個別予防接種状況】
・BCG　378人
・四種混合　1,526人
・二種混合　414人
・麻しん風しん混合　828人
・水痘　762人
・日本脳炎　1,632人
・インフルエンザ菌ｂ型　1,510人
・小児用肺炎球菌　1,471人
・B型肝炎　1,082人
・ロタ　299人
・子宮頸がん62人
・高齢者インフルエンザ　13,985人
・高齢者肺炎球菌　733人
【任意予防接種助成金状況】
・おたふくかぜ　316人
・幼児のインフルエンザ　2,432人
・ロタウイルス　517人
・高齢者肺炎球菌　230人
【新型コロナウイルス感染症関連事業】
・新型コロナウイルス対策連絡協議会
・新型コロナウイルス対策本部会議
・北本市ホームページ、広報紙での市民への情
報提供や啓発（随時）
・啓発チラシの配布（新聞折込） 41,850枚
・一定の高齢者等PCR検査費補助　9人

・増大する感染症対策業務に係るマンパワー不
足が課題である。
・定期予防接種及び任意予防接種補助金の奨励
により、接種率の向上を図るとともに、今後も
予防接種法に基づく勧奨や補助制度の周知を
図っていく必要がある。

・個別予防接種
・任意予防接種補助金制度
【新型コロナウイルス感染症関連事業】
・本市ホームページ、広報紙での市民への情報
提供や啓発（随時）
・啓発チラシの配布（新聞折込）
・一定の高齢者等PCR検査費補助

主な取組
令和２年度

令和３年度取組計画

③  食品の安全性の確保及び薬
物乱用防止対策の推進

公共施設等にポスター等を掲示し、周知を図っ
た。

公共施設等にポスター等を掲示

2



歯科医師会

取組内容・実績 課題・問題点

薬剤師会

取組内容・実績 課題・問題点

取組内容・実績 課題・問題点

取組内容・実績 課題・問題点

取組内容・実績 課題・問題点

②  災害時の地域における医療
救護体制・保健衛生活動体制
の整備

北本市がマニュアル作成中 災害時担当薬剤師のみだけでなく会員薬局に周
知する

北本市がマニュアル作成中

③  食品の安全性の確保及び薬
物乱用防止対策の推進

薬物乱用防止ポスターの掲示
各会員薬局に掲示　20店舗

薬物乱用教室を開催する 薬物乱用教室を薬物乱用指導員が中心となり検
討中

主な取組
令和２年度

令和３年度取組計画

主な取組
令和２年度

令和３年度取組計画

④  感染症対策の推進

・コロナワクチン接種時の協力体制に関する他
地域での実施体験　3月8日2名・越谷市

・行政によるワクチン接種体制の構築への助
言、参画

・上尾地区コロナワクチン接種会場での業務等
の作業手順作成助言及び薬剤調整業務実施参画
R3.3.28～接種作業終了まで

【桶川市薬剤師会】

【北本市薬剤師会】

②  災害時の地域における医療
救護体制・保健衛生活動体制
の整備

災害時活動マニュアルに沿って対応 災害時活動マニュアルに沿って対応

③  食品の安全性の確保及び薬
物乱用防止対策の推進

薬物乱用防止のポケットカレンダーの配布 薬物乱用防止のポケットカレンダーの配布

③  食品の安全性の確保及び薬
物乱用防止対策の推進

・学薬研修会　9月6日、2月21日　・「アンチ
ドーピングガイドブック」を利用した自主学習
学校薬剤師・適宜実施

・毎年の自主学習と最新の知識習得に努める。
・児童、生徒、PTAへの啓蒙活動

・学薬担当者会議　3，9月WEB　・小・中・高校
での薬物乱用防止の講演会　未定

主な取組
令和２年度

令和３年度取組計画

①  地域における健康危機管理
体制の充実強化

・薬剤師災害リーダー研修会　2月7日WEB ・上尾・伊奈両地区での相互連携の取れる体制
の構築が必要である。

・薬剤師災害リーダー研修会　未定

④  感染症対策の推進

3～5月、鴻巣市及び厚労省提供マスクを会員薬
局に3回配布
6月中旬、厚労省提供の高濃度アルコールを希
望薬局に配布

パンデミック時の会員薬局運営に係る感染症予
防対策物資(消毒薬・マスク等)の備蓄・配布
薬局でのクラスター発生時の運営(近隣薬局と
の連携・人的補助等)
市民の感染予防に対する直積的関与

鴻巣市コロナワクチン集団接種・薬剤師ボラン
ティア派遣(6/20～毎日曜日・鴻巣・吹上保健セ
ンターに各2名派遣、予診票チェック・事前相談
業務を担当)

【上尾伊奈地域薬剤師会】

②  災害時の地域における医療
救護体制・保健衛生活動体制
の整備

コロナ禍で実績なし 鴻巣市、医師会、歯科医師会、薬剤師会の４者
での具体的なマニュアル作り

三師会での連携模索の会議を出来れば行いたい

③  食品の安全性の確保及び薬
物乱用防止対策の推進

学校薬剤師における給食衛生検査の実施
各学校薬剤師による県薬講習会に参加

担当校での薬物乱用教室の実施及び内容の充実 学校薬剤師における給食衛生検査の実施
各学校薬剤師による県薬講習会等による知識の
習得

主な取組
令和２年度

令和３年度取組計画

①  地域における健康危機管理
体制の充実強化

Ｒ3.2/7埼玉県薬剤師会・薬剤師災害リーダー
Ｗｅｂ研修会に参加(2名)

より実践的な課題の立案
鴻巣市、医師会、歯科医師会との連携の仕方を
模索

薬剤師災害リーダー研修会、鴻巣市防災会議に
参加予定

④  感染症対策の推進

埼歯主催
特別なケアが必要な方への歯科保健医療推進研
修会（エイズ患者への対応）
令和3年2月21日　1名参加

歯科医師会会員、県民への周知・啓発をさらに
図る必要がある

特別なケアが必要な方への歯科保健医療推進研
修会受講予定

【鴻巣市薬剤師会】

主な取組
令和２年度

令和３年度取組計画

【北足立歯科医師会】
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消防本部

取組内容・実績 課題・問題点

取組内容・実績 課題・問題点

保健所

取組内容・実績 課題・問題点

主な取組
令和２年度

令和３年度取組計画

【上尾市消防本部】

②  災害時の地域における医療
救護体制・保健衛生活動体制
の整備

緊急医療情報キットの配布について 新型コロナウイルス感染症の影響で、例年実施
している民生委員の配布（単身高齢者調査に伴
う配布）がなかったため配布数が少なかった

単身高齢者調査が実施されているため、例年ど
おり配布する

④  感染症対策の推進

感染専門医の感染症対策の講義 地域医療機関や保健所等の関係機関との連携強
化

令和2年度同様の、感染専門医の感染症対策の講
義

【埼玉県央広域消防本部】

主な取組
令和２年度

令和３年度取組計画

②  災害時の地域における医療
救護体制・保健衛生活動体制
の整備

県央地域災害保険医療連絡会への参加 災害時における地域医療機関との更なる連携強
化

災害時のみならず、平時から関係市との情報共
有を実施

③  食品の安全性の確保及び薬
物乱用防止対策の推進

HACCP導入施設数：1,296施設
薬物乱用防止講習会開催数：15回

新型コロナウイルス感染のため、講習会等が計
画的に開催できない。

食品営業施設の監視指導数：300施設
薬物乱用防止講習会開催数：15回

④  感染症対策の推進

日々の新型コロナウイルス感染症への対応を通
して関係機関との連携を深めた。
患者数　1,910人
濃厚接触者の行政検査　2,429件

新型コロナウイルス感染症対応の実践を通し
て、健康危機時の関係機関との連携体制を構築
する。

・新型コロナウイルス感染症への対応継続
・新型コロナウイルス感染症収束後、鴻巣保健
所感染症対策連絡会議（市町・医療機関）の開
催

【鴻巣保健所】

主な取組
令和２年度

令和３年度取組計画

①  地域における健康危機管理
体制の充実強化

研修「災害時における避難所での感染症対策」
への参加（8月7日）
衛星携帯電話による通信訓練（5回）
管内医療機関EMIS入力訓練での入力支援（2回
うち1回は自主訓練）

災害時に訓練どおり対応すること。 衛星携帯電話による通信訓練
管内医療機関EMIS入力訓練での入力支援

②  災害時の地域における医療
救護体制・保健衛生活動体制
の整備

県央地域災害保健医療連絡会の開催
11月9日

災害対策訓練や研修の実施 県央地域災害保健医療対策会議
研修、訓練の実施（11月）
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