
埼玉県庁ってどんな仕事があるの？

生涯を通じた健康の確保
～人生100年時代、県民の健康長寿のために～

埼玉県保健医療部健康長寿課

埼玉県庁 仕事紹介セミナー資料
日 時 令和4年12月21日（水）

15：00～16：30
会 場 Web開催



本日のお話の流れ
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Ⅰ 生涯を通じた健康の確保
～人生100年時代、県民の健康長寿のために～

Ⅱ 健康長寿課 1日の仕事の様子を写真で紹介！

Ⅲ 「生涯を通じた健康の確保」を目的とした仕事にどのよう
にかかわっているか？

◆ 保健師の立場から
◆ 行政職の立場から

◆ 管理栄養士の立場から
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埼玉県の人口ピラミッドの変化

資料：埼玉県の市町村別将来人口推計ツール（埼玉県統計課提供）で発表者が作成

男
女

60年後

昭和６０年（1985年）の
人口ピラミッド

令和２７年（2045年）の
人口ピラミッド
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埼玉県の平均年齢は、全国平均と比較して若く、医療費・介護給付費も少ない。

医療費
310千円

全国２位
（少ない順）

介護給付費

217千円

全国第１位
（少ない順）

（１人あたりの年間医療費：R１国民医療費） （１人あたりの年間介護給付費：
R１介護保険事業状況報告）

平均年齢 46.8歳（7位） 高齢化率 27.1％（６位） ※ R2 国勢調査

埼玉県の医療費と介護給付費の現状
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資料：埼玉県健康長寿課健康長寿担当作成資料を発表者が一部改変
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H20年度～H29年度：厚労省国民医療費 R5年度：埼玉県地域保健医療計画
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約1.5倍

埼玉県の医療費は、令和5年度には平成20年度の
約1.5倍に増加すると見込まれている。

今後の埼玉県の医療費

単位：億円

資料：埼玉県健康長寿課健康長寿担当作成資料を発表者が一部改変



人生100年時代は、健康寿命を延伸させたい
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“健康寿命”とは？
全国で統一した定義はありません。
埼玉県では“健康寿命”を「６５歳に達した県民が、健康で自立した生活を送る期間」
と定義しています。 具体的には、「要介護度2以上」になるまでの期間になります。



埼玉県における65歳平均余命と健康寿命

資料：埼玉県衛生研究所作成資料を発表者が一部改変
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この差を
縮めたい！



介護が必要となった主な原因（要介護度２）
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転倒・骨折

全体の27.5％は
生活習慣病が原因

資料：厚生労働省 , 国民生活基礎
調査（令和元年） 第15表 現在の
要介護度別にみた介護が必要と
なった主な原因の構成割合



埼玉県５か年計画～日本一暮らしやすい埼玉へ～
（令和4年度～8年度）
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針路６ 人生100年を見据えたシニア活躍の推進
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針路６ 人生100年を見据えたシニア活躍の推進
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BMI 25kg/㎡以上の者の割合～年齢階級別～
（令和2年度特定健診結果【国保＋協会けんぽ】）

出典： 令和2年度特定健診解析データ報告書【国保＋協会けんぽ】データから発表者が作成 13
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【食育の推進】 50歳代男性の4割以上が“肥満”



【食育の推進】 埼玉県民（20歳以上）の栄養摂取状況

出典：埼玉県衛生研究所,：令和元年国民健康・栄養調査報告 （埼玉県分）
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/42062/r1-saitamakenbun.pdf
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食塩摂取状況の推移 カルシウム摂取状況（令和元年）

➢ 高血圧や循環器疾患に関係する食塩摂取量については、
この10年、摂取量が減少していません。

➢ 骨粗鬆症などに関係するカルシウム摂取量も摂取推奨
量に達していません。



【食育の推進】 埼玉県コバトン健康メニュー

健康を意識した食塩が少なく、野菜の多いメニューです！

【メニューの基準】
① エネルギー ５００ ～７００ kcal
② たんぱく質 13～20％エネルギー
③ 食塩相当量 ３ｇ未満
④ 野菜使用量 １２０ｇ以上（いも類は除き、きのこ類及び海藻は含む。）
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Q 埼玉県コバトン健康メニューってなに？

Q なぜ、この制度を作ったの？

見た目が華やかで、味もしっかりついている外食や持ち帰り総菜。
美味しいですね！ただ残念ながら、野菜が少なかったり、油がたっぷ
り使われて、食塩が多めに入っていたりすることがあります。
「外食が続いて、太ってしまった！」「食事コントロールが必要だから、
外食に行けず寂しい・・・」という声も聞きます。

そこで埼玉県では、外食や惣菜を利用しても、誰もが、「美味しくて、身
体にヘルシーな食事が楽しめる」食環境整備を目指します。
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社員食堂やスーパーの弁当での提供

『コープみらい』での販売

A社社員食堂での提供

社員食堂での
コバトン健康メニューイベント

イオンレイクタウン
埼玉フェア

【食育の推進】 埼玉県コバトン健康メニュー



コバトン健康メニューは、自宅でも、ぜひ作って
いただきたいメニューです！
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クックパット「埼玉県コバトンキッチン」での紹介

「埼玉県コバトンキッチン」には、毎月36,000回
を超えるアクセスがあります。

【食育の推進】 埼玉県コバトン健康メニュー
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１日の流れを紹介します！



８：３０ 朝礼、新聞記事確認

８：４０ メール確認

９：００ 担当内打合せ

１０：００ 外部との会議



１２：００ 昼休憩

１３：００ 研修参加

１５：００ 報告書作成

１６：００ 照会の起案

１７：１５ 退庁

他には・・・

• イベントの参加（県庁オープンデー）

• 出張（コバトン健康マイレージの登録会）



本日のお話の流れ

22

Ⅰ 生涯を通じた健康の確保
～人生100年時代、県民の健康長寿のために～

Ⅱ 健康長寿課 1日の仕事の様子を写真で紹介！

Ⅲ 「生涯を通じた健康の確保」を目的とした仕事にどのよう
にかかわっているか？

◆ 保健師の立場から
◆ 行政職の立場から

◆ 管理栄養士の立場から



保健師の立場から

埼玉県マスコット「コバトン」



■生活習慣病対策の推進

〇特定健康診査

生活習慣病の予防のために、対象者
（40歳～74歳）の方にメタボリックシ
ンドロームに着目した健診を行います。

根拠：高齢者の医療の確保に関する法律

〇特定保健指導

生活習慣病の発症リスクが高く、生
活習慣の改善による生活習慣病の予
防効果が多く期待できる方に対し
て、専門スタッフ（保健師、管理栄
養士など）が生活習慣を見直すサ
ポートをします。



今年実施した内容

• 地域・職域連携推進担当者会議
• 特定健診・保健指導担当者向け

研修
• 特定健診・特定保健指導PR

県庁オープンデー
ＮＡＣＫ５ラジオＣＭ作成

など

疾病対策課、国保医療課など他の課や
協会けんぽと一緒にブースを出展

血管年齢測定など企画✨

↓ ↓ ↓



・母子保健担当
・精神保健担当
・感染症担当
・難病担当
・健康づくり担当

保健師の配置が多い
保健所の業務

保健師だけでなく、管理栄養士や行政職、
薬剤師、獣医師などが保健所にいます。

埼玉県マスコット「コバトン」



行政職の立場から
現在の主な業務

• 熱中症対策の推進、国の栄養調査業務、給食施設指導業務・・・など

異動先が幅広い

• 様々な業務に携わる

→国主催の研修や県の研修など学べる機会はたくさんある。

他職種との連携について

• 専門的知見からのアドバイスをもらえる。

• 専門分野の考え方を知ることができる。





まちのクールオアシス
普及啓発品の作成



スポーツチームとの連携事業

• 浦和レッズハートフルクラブコーチとの
熱中症対策事業

（県土地水政策課主催イベントにて）





その他

大切にしていること

・ 様々な関係機関、団体、人と連携を持つこと。

・ 広いネットワークを持つこと。

・ 相手の立場に立ち物事を考えること。

健康施策にICTをどのように活かせるか？

熱中症対策の事例を紹介



主な勤務先
⚫ 県庁
⚫ 保健所（県内13か所）

主な業務 健康増進や栄養改善に関わる業務 等

管理栄養士の業務の特徴

⚫ 多くの場合、給食管理に関係する業務を行うことは
ありません。

⚫ 事業の推進にあたっては、地域の方、市町村行政の方、食
品製造や販売に関係する方、医療機関、給食施設、学校、
高齢者関連機関など、様々な方々との連携が必要です。

⚫ 職場内では、様々な職種の職員と一緒に仕事を進めます。

33

✓ 給食施設指導（栄養管理）
✓ 食品表示法に関する業務（栄養成分表示等）
✓ 健康増進計画の推進に関する業務 など

管理栄養士の立場から

様々な分野の、様々な知識を持ったﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙと一緒に、健康
長寿を目標にした取組ができることが、この仕事の醍醐味です！


