
別紙３（市町（国民健康保険及び教育委員会を含む。）、保健所）

１　脳卒中医療

実施主体 主な取組 機関名 平成２７年度実施計画 平成２７年度実績 評価 担当課名

加須市
○保健師、管理栄養士による健康相談の実施
○重点健康相談（高血圧予防）の実施

○健康相談 302回　1,239名実施
○重点健康相談(高血圧予防）1回　14名実施 Ｂ 健康づくり推進課

久喜市
○健康相談及び栄養相談を実施する。
○特定保健指導を実施する。

○健康相談及び栄養相談を実施した。
○特定保健指導を実施した。 Ａ 中央保健センター

蓮田市

〇健康相談を実施する。
〇特定保健指導を実施する。
〇特定保健指導対象外で高血圧や脂質異常症、糖尿病等リスクの高
い者に対して、健康相談を実施する。
〇特定健診結果の受診勧奨値の者に対しては、必要に応じて受診確
認及び受診勧奨を実施する。

〇特定健診結果配布時に医療機関から健康相談の案内を配布し定例
健康相談の周知を図った。また特定健診結果で特定保健指導対象外
の者へ電話による健康相談を実施した。
・定例健康相談実施数　7回 55名
・特定保健指導実施数　106名
・特定保健指導対象外者への電話健康相談数  132件

Ａ 健康増進課

幸手市

○特定保健指導実施時、高血圧、高脂血症、高血糖、肥満傾向の有
る方に生活習慣の見直しなどの保健指導を実施する。
○成人健康教育で「見えない塩分を知る教室」を実施
○成人健康相談で健康相談を実施する。

○特定保健指導実施時、高血圧、高脂血症、高血糖、肥満傾向の有
る方に生活習慣の見直しなどの保健指導を実施
○成人健康教育で「見えない塩分を知る教室」にて減塩等について
実施したほか、肥満予防、外食・惣菜選択に関する管理栄養士講話
等の健康教育を実施
○成人健康相談で健康相談を月1回実施

Ａ 健康増進課

白岡市

○集団健診結果説明会で、希望者に健康相談を実施する。
○パンフレット等の配布を行い、疾患に対する知識の普及啓発を行
う。

○集団健診結果説明会で、希望者に健康相談を実施（105名）
○パンフレット等の配布を行い、疾患に対する知識の普及啓発

Ｂ 保険年金課

宮代町
○健康相談及び栄養相談を実施する。
○特定保健指導を実施する。

○特定保健指導94名(積極的：9名 動機付け：85名）実施。
Ｂ 健康介護課

幸手保健所

○保健指導従事者に対し保健指導スキルアップ研修会の実施 ○特定健診保健指導従事者に対し研修会
  H27.8.4実施　参加者10名　H28.1.15実施　参加者19人
○保健指導スキルアップ研修会
  H28.2.23実施　参加者22名

Ａ
総務・地域保健

推進担当
保健予防推進担当

加須市

○地域医療ネットワークシステム「とねっと」が持つ救急現場での
患者情報参照機能等について、医療機関、消防機関及び住民への普
及啓発を行い、利用を促進する。
○市内救急告示病院事務担当者との連絡調整会議を開催する。

○『市報かぞ』や市ホームページで「とねっと」の救急面での効果
についてのＰＲを行い、普及啓発に努めた。
○市内救急告示病院事務長との連絡調整会議を開催し、救急搬送に
おける現状と課題等について意見交換した。
  （第1回 平成27年5月13日、第2回 平成27年8月26日、
    第3回 平成28年1月13日）

Ａ 医療体制推進課

加須保健所
○救急医療対策協議会において、各医療機関及び消防機関との連携
を図る。

〇H28.2.16　東部北救急医療対策協議会及び小児救急医療部会会議
30人 Ａ

総務・地域保健
推進担当

第６次地域保健医療計画の平成２７年度取組項目進捗状況調査票

（目標）
　予防重視の観点から、医療機関、医師会、医療保険者、市町で連携を強化し、健康教育や保健指導等予防のための取組を行います。
　脳卒中の予後改善を図るため、病院前救護から急性期・慢性期の治療やリハビリ、在宅医療までの医療連携体制の構築を推進します。
　利根保健医療圏地域医療ネットワークシステム「とねっと」の地域連携クリティカルパスを活用するなど、プレホスピタル・ケアから在宅医療に関わる複数の機関における患者情報の共有化を図り、良質な医療提
供に努めます。
　患者が病期に応じ、適切なケアが享受できるよう医療情報システムや介護・福祉サービスの情報提供を行います。

市町（国民健
康保険及び教
育委員会を含
む）保健所

高血圧等脳卒中ハ
イリスク者に対す
る保健指導の充実

市町（国民健
康保険、教育
委員会及び消
防機関を含
む）保健所

医療機関と消防機
関との連携による
プレホスピタル・

ケアの
充実



加須市

○地域医療ネットワークシステム「とねっと」の連携パス機能につ
いて、医療機関等への普及啓発を行い、利用を促進する。

○「とねっと」の協議会総会等での説明や『とねっと協議会だよ
り』の発行を通じて、医療機関等に連携パス機能の利用を呼びかけ
るなど普及に努めた。

Ａ 医療体制推進課

加須保健所
○地域連携クリティカルパス等を利用した医療連携体制の支援に努
める。

〇参加医療機関107施設　参加者27,469人
Ａ

総務・地域保健
推進担当

加須市

○埼玉県救急医療情報センター、埼玉県医療機能情報提供システム
及び夜間・休日における市内在宅当番医等の情報を、広報紙、ホー
ムページ等で情報提供する。
○市内救急告示病院事務担当者との連絡調整会議を開催する。

○毎月発行の『市報かぞ お知らせ版』と市ホームページに埼玉県
救急医療情報センター、埼玉県医療機能情報提供システム及び夜
間・休日における市内在宅当番医等の情報を掲載して、市民に情報
提供した。
○市内救急告示病院事務長との連絡調整会議を開催し、市民への情
報提供等について意見交換した。
  （第1回 平成27年5月13日、第2回 平成27年8月26日、
    第3回 平成28年1月13日）

Ａ 医療体制推進課

加須保健所
○医療機能情報システムを活用し、住民に対して必要な医療機関、
医療機能等の情報提供を推進する。

〇依頼258件　提出252件　進捗率97.7％
Ａ

総務・地域保健
推進担当

２　糖尿病医療

実施主体 主な取組 機関名 平成２７年度実施計画 平成２７年度実績 評価 担当課名

行田市

○特定健康診査、特定保健指導の案内通知の工夫
○健診未受診者への受診勧奨の実施
○特定健康診査、特定保健指導の普及啓発を図る。（ポスターや卓
上旗の活用など）

○特定健康診査、特定保健指導の案内通知の工夫（案内通知の詳細
内容を詳しく記入）
○健診未受診者への受診勧奨の実施（受診勧奨はがき2回、未受診
者に対する電話勧奨)
○特定健康診査、特定保健指導の普及啓発を図る。（ポスターや卓
上旗の活用など）　(6月～翌年2月まで庁内にポスター掲出、他、
医療機関にも協力を得て掲示。卓上旗は、期間中に掲出、ポロシャ
ツ着用）

Ａ
保険年金課
保健センター

○実施要領に基づき関係機関と連携し、受診率向上に努める。 ○各地域健康まつりでの受診啓発ティッシュ配布（10/18～11/22）
○各保健センターに、健康実施期間中ポスター、のぼり旗
○広報、ホームページ掲載 Ｂ 国保年金課

○保健指導プログラムを基に、対象者に応じた支援を展開してい
く。

○特定保健指導(前年度開始の者含む)延193名実施(27.8%)
　動機付け支援　　延172名
　積極的支援　　　延 21名

Ｂ 健康づくり推進課

加須市

市町（国民健
康保険及び教
育委員会を含
む）保健所

市町（国民健
康保険及び教
育委員会を含
む）保健所

地域連携クリティ
カルパスを活用し
た医療連携体制の

整備

市町（国民健
康保険及び教
育委員会を含
む）保健所

脳卒中に対応でき
る医療機関、医療
機能等の住民への

情報提供

（目標）
　特定健診・保健指導を効率的効果的に実施し、自覚症状のない早期の段階で、生活習慣の改善を図り、ＱＯＬの向上のため糖尿病予防に努めます。
　早期診断された患者の悪化防止のために、標準的な糖尿病教育プログラムが受けられるような医療機関を増やします。
　初期・安定期の治療や保健指導について、かかりつけ医と専門医療機関が地域で共通したパスを活用した情報提供システムの普及啓発を目指し、病院と診療所の連携強化を図ります。
　地域の管理栄養士等の質の向上と指導の標準化を図るため、市町、医師会が協力して地域として糖尿病教育の質が向上するような研修会を実施します。

特定健診・保健指
導の効果的な実施



羽生市

○H24より特定健診にe-ＧＦＲ値の検査項目を導入している。
○特定健診未受診者に個別受診勧奨の通知を発送。健診の実施期間
をがん検診と合わせて行い広報で普及啓発を図る。
○商工会等を通して組合員に受診勧奨のチラシを配布
○イベント等で受診勧奨を行う。

○特定健診にe-ＧＦＲ値の検査を実施（4,352人）
○受診勧奨2回実施
　1回目：Ｈ27.8末時点での未受診者9784人
　2回目：Ｈ27.10.15時点の未受診者のうち、40,45,65歳の
　　　　 男女716人に勧奨通知を発送
○特定健診受診券同封案内に、実施医療機関の土曜の実施状況を記
載する。
○商工会会員へのチラシ配布、夏祭り・健康まつり、東部地区共同
での受診勧奨ＰＲを実施

Ａ 国保年金課

○受診率向上のために未受診者へ受診勧奨はがきを送付（8月下
旬）
○若い世代への浸透を狙い、ＳＮＳ（市公式フェイスブック、ツ
イッター）による受診啓発を行う。
○特定健診受診券同封案内に、実施医療機関の休日（土曜・日曜・
祝日）の開院状況を記載する。
○本庁、各支所窓口に、ゆるキャライラスト入りの受診啓発スロー
ガンを掲示する。（視覚的ＰＲの充実）

○受診勧奨はがき
　送付日：平成27年９月２日
　通　数：28,154通
　健診期間終盤の混雑を緩和するため、早い時期（健診期間中盤）
に送付した。
○ＳＮＳ（市公式フェイスブック、ツイッター）による受診啓発
　発信日：平成27年６月２日（フェイスブック、ツイッター共）
　特定健診の開始と期間についてお知らせをした。
○特定健診受診券に同封したご案内の、実施医療機関一覧表に休日
（土曜・日曜・祝日）の開院状況欄を作成し、記載した。
○６月１日から本庁、各支所窓口に、ゆるキャライラスト入りの受
診啓発スローガンを掲示した。
○親しみを持ってもらえるよう、ゆるキャライラスト入りの啓発品
（ティッシュ）及びポロシャツ（特定健診・保健指導ＰＲ用）を作
成した。

Ａ 国民健康保険課

○特定保健指導の未利用者に対して、郵便、訪問、電話等で利用勧
奨を実施する。
○保健指導従事者の資質向上のため研修会へ参加する。

○特定保健指導対象者への案内通知を送付した。
○特定保健指導の未利用者に対し、郵便、訪問、電話等による利用
勧奨を実施
○資質向上のため、県主催等の研修会へ参加

Ａ 中央保健センター

蓮田市

〇特定健診の結果で医療が必要と思われる者に対し、受診勧奨を実
施する。
〇特定保健指導対象者に対しては、実施率が向上するよう案内通知
等の工夫や電話や訪問等による利用勧奨を実施する。
〇特定保健指導対象外で保健指導が必要な者に対して、健康相談等
を実施する。

〇特定健診結果で受診勧奨値の者に対して、電話による健康相談を
実施し重症化の予防に努めた。また、特定保健指導の実施率が向上
するよう利用勧奨の充実を図った。
・特定保健指導対象外者への電話健康相談数 132件
・特定保健指導対象者へのはがき及び電話による利用勧奨を実施
・特定保健指導の利用申込のなかった者に対し再度別日程の案内通
知を送付

Ａ 健康増進課

幸手市

○特定健診（集団健診）を受診した40～74歳の方に対し、結果説明
会を実施し、必要に応じて受診勧奨や、食生活相談・糖尿病教室へ
の参加を勧める。
○特定保健指導の未利用者に対して、通知、電話等による利用勧奨
を実施する。
〇庁舎内や公用車に特定健診の受診勧奨のポスターなどの掲示を行
い、受診者数向上を図る。

○特定健診（集団健診）を受診した40～74歳の方に対し、結果説明
会を実施し、必要に応じて受診勧奨や健康相談・健康教育事業への
参加勧奨を実施した。
○特定保健指導の未利用者に対して、健診結果郵送とともに通知で
利用勧奨を実施した。
○食生活相談（13回　延べ26人）
〇庁舎内や公用車に特定健診の受診勧奨のポスターなどの掲示を行
い、受診者数向上を図った。

Ａ 健康増進課

久喜市

特定健診・保健指
導の効果的な実施

市町（国民健
康保険及び教
育委員会を含
む）保健所



白岡市

○集団健診は夏期、秋期に分けて、土曜日に実施するとともに胃が
ん検診、肺がん検診と同時実施することにより、受診しやすい環境
を整える。
○受診勧奨はがきを発送する。訪問で未受診者勧奨を行う。
○集団健診の結果説明会で、糖尿病について情報提供を行い疾患に
ついての理解を深める。
○集団健診のHbA1c判定で受診勧奨の対象になった方に、医療受診
を勧め、事後フォローを実施する。
○集団健診の結果説明会で、特定保健指導の対象者には初回面接を
行い、利用率の向上を図る。
○継続した受診をしてもらうため、受診者には啓発用ボールペンを
配布する。
○各種団体の総会などでPRを行う。蓮田市と合同PR、東部地区のPR
イベントに参加する。
○個別健診実施医療機関にのぼり、ポスターを配布して健診をPRす
る。

○集団健診は夏期、秋期に分けて、土曜日に実施するとともに胃が
ん検診、肺がん検診と同時実施することにより、受診しやすい環境
を整えた。
○受診勧奨はがきを発送（1,937通）電話にて受診勧奨（1,937名の
うち受診率の低い3地区）
○集団健診の結果説明会で、糖尿病について情報提供を行い疾患に
ついての理解を深めた。（309名）
○集団健診のHbA1c判定で受診勧奨の対象になった方に、医療受診
を勧め、事後フォローを実施（結果説明会2日間）
○継続した受診をしてもらうため、受診者には啓発用ボールペンを
配布（医療機関16箇所約3000本配布）
○各種団体の総会などでPRを行う。蓮田市と合同PR、東部地区のPR
イベントに参加（3箇所）
○個別健診実施医療機関にのぼり、ポスターを配布して健診をPR

Ｂ 保険年金課

宮代町

○特定保健指導の実施率が向上するよう通知や周知の工夫に努め、
電話による利用勧奨を行う。
○特定健診（集団健診）を受診した40代の方に、検査結果に沿った
情報提供を行う。

○特定保健指導94名(積極的：9人 動機付け：85人）実施。
○集団健診を受けた40代38人に、検査結果に沿ったリーフレットを
送付 Ａ 健康介護課

杉戸町

○杉戸町国保加入者に対する特定健診・特定保健指導を実施する。
○４０～７４歳の方を対象に結果相談会を実施する。

○特定健診集団（2か所）・個別の実施。土日も開催
○特定健診受診者数 3,251人　受診率33.0％(H28.4月集計分まで）
○特定保健指導　81人　指導終了割合23.4％（H25年度法定報告
H26.11月）
○40～74歳の方を対象に結果相談会を実施

Ｂ 健康支援課

幸手保健所

○管内医療機関等に対し保健指導スキルアップ研修会の実施 ○特定健診保健指導従事者に対し研修会
  H27.8.4実施　参加者10名　H28.1.15実施　参加者19人
○保健指導スキルアップ研修会
  H28.2.23実施　参加者22名

Ａ
総務・地域保健

推進担当
保健予防推進担当

加須保健所

○糖尿病治療及び保健指導を担う専門職に対する研修会、勉強会の
実施による専門職の質の向上を図る。
○保健指導担当者の資質向上を目的として、高血圧、糖尿病に関す
る研修を実施する。

〇スキルアップ研修会を2回開催。1回目　H28.2.22
　2回目  H28.3.17　計48人参加
〇H27.8.7　特定健診・特定保健指導担当者会議（研修会）の開催
市職員　36人

Ａ 保健予防推進担当

行田市

○糖尿病予防教室（病態、歯科、生活習慣等を盛り込んだ教室）の
実施
○糖尿病個別相談の実施
○糖尿病腎症を含めた腎臓病予防講座の実施

○糖尿病予防教室（病態、歯科、生活習慣等を盛り込んだ教室）の
実施（２日間で116人参加）
○糖尿病個別相談の実施（相談者５人）
○糖尿病腎症を含めた腎臓病予防講座の実施（100人参加）

Ａ 保健センター

加須市

○健康相談等での保健指導、栄養指導を実施
○特定保健指導（動機づけ支援、積極的支援）の実施
○特定保健指導対象外で糖尿病等リスクの高い者に、健康相談を実
施
○特定健診結果の受診勧奨値の者に、必要に応じて受診確認又は受
診勧奨を実施

○健康相談　302回　1,239名実施
○重点健康相談(糖尿病予防）1回　24名実施

Ｂ 健康づくり推進課

羽生市

○埼玉県のモデル事業として、「糖尿病性腎症重症化予防プログラ
ムに基づく生活習慣病重症化予防対策事業」を実施

○埼玉県のモデル事業として、「糖尿病性腎症重症化予防プログラ
ムに基づく生活習慣病重症化予防対策事業」を実施
生活指導参加者：18名

Ａ 国保年金課

久喜市
○健康相談及び栄養相談を実施し、重症化予防を図る。 ○健康相談及び栄養相談を実施し、重症化予防を図った。

Ａ 中央保健センター

市町（国民健
康保険及び教
育委員会を含
む）保健所

特定健診・保健指
導の効果的な実施

糖尿病患者の教育
プログラムの充実

市町（国民健
康保険及び教
育委員会を含
む）保健所



蓮田市

〇市民健康講座として糖尿病予防についての講座を実施する。
〇健康相談を実施し、重症化予防を図る。

〇市民健康講座（血糖すっきり教室）
　　実施回数　3回1コース　　参加者　延べ48名
〇定例健康相談　　実施回数 7回
　　糖尿病についての相談者　延べ12名

Ａ 健康増進課

幸手市

〇健康相談・栄養相談等での保健・栄養指導の実施
〇特定健診受診結果より受診勧奨値の者に対し、受診勧奨を実施す
る。

〇健康相談・栄養相談（32回延べ437人）
〇特定健診受診結果から受診勧奨値の者に対し、受診勧奨を実施

Ａ 健康増進課

白岡市
○埼玉県共同事業として、「糖尿病性腎症重症化予防プログラムに
基づく生活習慣病重症化予防対策事業」を実施

〇生活指導参加者　15名
　受診勧奨　　　　30名 Ｂ 保険年金課

宮代町

○集団特定健診を受診した結果ＨｂＡ１ｃ判定で基準以上であった
方に教室を開催する。
○健康相談及び栄養相談を実施する。

○血糖コントロール教室48名（延べ169名）に実施
○健康栄養相談を５名に実施

Ａ 健康介護課

加須保健所
○医療機関の糖尿病患者の教育プログラムの活用を支援する。 〇糖尿病教育プログラムが必要な住民に対し糖尿病教育プログラム

を持つ病院の利用を促した。 Ｂ 保健予防推進担当

市町（国民健
康保険及び教
育委員会を含
む）保健所

糖尿病地域医療連
携システムの構築

加須市

○地域医療ネットワークシステム「とねっと」の連携パス機能につ
いて、医療機関等への普及啓発を行い、利用を促進する。

○「とねっと」の協議会総会等での説明や『とねっと協議会だよ
り』の発行を通じて、医療機関等に連携パス機能の利用を呼びかけ
るなど普及に努めた。 Ａ 医療体制推進課

行田市
○保健指導従事者の質向上のための研修会への参加 〇参加せず

Ｄ 保健センター

加須市

○研修会等への参加
○保健指導担当者間での検討会の実施

○保健所や国保連合会主催の研修会に参加した。
○特定保健指導(積極的支援)実施前にカンファレンスを実施し、情
報の共有と面接者のスキルアップを図った。

Ｂ 健康づくり推進課

久喜市
○保健指導従事者の資質向上のため、研修会へ参加する。 ○資質向上のため、研修会へ参加した。

Ａ 中央保健センター

蓮田市
〇各種研修会に参加し、保健師、管理栄養士の資質の向上を図る。 〇埼玉県主催の糖尿病性腎症重症化予防プログラムの説明会に参

加。また、そのほか糖尿病の内容を含む研修会に参加 Ｂ 健康増進課

幸手市
〇各種研修に参加し、保健師、管理栄養士の資質の向上を図る。 ○特定健診・保健指導及び生活習慣病予防対策の実施に関する研修

会、コラボが生み出す健康づくり等参加 Ａ 健康増進課

白岡市
○保健指導従事者の資質向上のため、研修会に参加する。 ○保健指導従事者の資質向上のため、研修会に参加(1回)

Ｂ 保険年金課

宮代町
○各種研修会に参加し、保健師、管理栄養士の資質の向上を図る。 ○資質向上のため、研修会等へ参加

Ａ 健康介護課

杉戸町
○各種研修会に参加し、保健師、管理栄養士の資質の向上を図る。 ○各種研修会に参加し、保健師、管理栄養士の資質の向上を

図った。 Ａ 健康支援課

幸手保健所

○保健指導従事者に対しスキルアップ研修会の実施 ○特定健診保健指導従事者に対し研修会
　H27.8.4実施　参加者10名　H28.1.15実施　参加者19人
○保健指導スキルアップ研修会
　H28.2.23実施　参加者22名

Ａ
総務・地域保健

推進担当
保健予防推進担当

加須保健所
○保健指導担当者の資質向上を目的として、高血圧、糖尿病に関す
る研修を実施する。

〇H28.8.7　特定健診・特定保健指導担当者会議（研修会）の開催
市職員　36人 Ａ 保健予防推進担当

市町（国民健
康保険及び教
育委員会を含
む）保健所

糖尿病患者の教育
プログラムの充実

市町（国民健
康保険及び教
育委員会を含
む）保健所

糖尿病治療及び保
健指導を担う専門
職の質の向上



３　在宅医療

実施主体 主な取組 機関名 平成２７年度実施計画 平成２７年度実績 評価 担当課名

加須市

○「とねっと」を活用した在宅医療の推進を図る。
○在宅医療・介護シンポジウムを開催する。

○地域医療ネットワークシステム「とねっと」を活用した、多職種
間の連携や情報共有等について協議するため、医療・介護従事者を
メンバーとする加須市在宅医療・介護連携推進委員会を設置し、協
議を進めた。（委員会開催 計6回）
○「在宅医療・介護シンポジウム」を開催し、在宅医療・介護の普
及・啓発を行った。（参加者352人）

Ａ 医療体制推進課

幸手保健所

○「在宅医療連携の推進に向けて在宅歯科保健サービスについての
研修会」及び「在宅医療連携研修会」を実施する。

○「歯科口腔保健推進事業研修会」H27.11.26実施　参加者44名
○「在宅医療推進研修会」H28.2.1実施　参加者130名

Ａ
総務・地域保健

推進担当
保健予防推進担当

行田市

○地域の医療・介護の資源の把握
○在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討
○切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進
○医療・介護関係者の情報共有の支援

〇医療・介護関係者の顔の見える関係づくりとして、合同意見交換
会を実施
〇介護資源マップの作成、医師会による往診医登録パンフレット作
成により医療・介護資源を把握
〇行田市医師会が在宅医療支援センターを開設
〇市・三師会による打ち合わせ会議を月一回実施
〇業種別の介護事業所連絡会を創立し、連携連絡体制を構築
〇医師会主催、市後援による市民フォーラムを開催

Ａ 高齢者福祉課

加須市

○医療及び福祉関係者が共に参画する在宅医療・介護シンポジウム
を開催する。
○在宅医療・介護連携推進委員会を発足し、情報共有、課題の抽出
及び解決方法の検討等を行う。

○「在宅医療・介護シンポジウム」を開催し、在宅医療・介護の普
及・啓発を行った。（参加者352人）
○加須市在宅医療・介護連携推進委員会を設置し、往診医等の支援
や多職種間での情報共有等について協議を進めた。
（委員会開催 計6回）

Ａ 医療体制推進課

羽生市

〇介護保険特別会計にて実施する地域支援事業の中の包括的支援事
業のうち、在宅医療・介護連携の推進事業を適宜実施する。
〇医師会、歯科医師会、薬剤師会、総合病院、特養、老健、居宅介
護支援事業所で結成された検討会を中心に具体的連携のための事業
計画を作成していく。

〇医師会、歯科医師会、薬剤師会、総合病院、特養、老健、居宅介
護支援事業所で構成された多職種による検討会を3回実施し、在宅
医療・介護連携の必要性について意識共有を図り、現場レベルでの
連携の具体的在り方について協議した。

Ａ 高齢介護課

蓮田市

○県の地域医療再生基金を活用した在宅医療推進事業において、医
療、介護及び福祉関係者等による多職種連携会議及び研修会を開催
し、多職種協働を推進する。会議においては、多職種によるワーク
ショップ形式の連携会議や事例検討会、必要に応じ職種別会議等を
実施する。

〇医療・介護及び福祉関係者による多職種連携会議の開催。会議で
は、現場担当者によるグループワークを通して顔の見える関係づく
り及び地域課題の抽出や解決策の検討を行った。（6回、参加者延
べ432人）
〇多職種協働を推進するための体制整備や多職種連携会議で検討し
たことを施策に結び付けるための在宅医療・介護代表者会議を開催
（2回）
〇医療・介護関係者研修会を実施。事例検討会、講演会、グループ
ワーク形式の研修会を行った。（3回、参加者延べ194人）
〇医療・介護関連機関・事業所のアンケート調査を行い、在宅医療
連携ガイドを作成
〇訪問診療医師連携のための会議開催、訪問看護事業所連絡会の立
ち上げ支援等、職種同士の連携のための支援を実施

Ａ 在宅医療介護課

（目標）
　安心して在宅医療へ移行してもらうための環境づくりに努めます。
　医師、歯科医師、薬剤師、看護師、介護職員など多職種が連携したチームで、患者、家族をサポートする体制を構築します。
　かかりつけ医とかかりつけ医を支援する地域の中核病院の連携を強化し、地域完結型の医療提供を推進します。

在宅医療機関と入
院医療機関の連携

推進

市町（国民健
康保険及び教
育委員会を含
む）保健所

医療と介護が連携
した多職種
協働の推進

市町（国民健
康保険及び教
育委員会を含
む）保健所



幸手市

○県の地域医療再生基金を活用した「在宅医療推進事業」におい
て、多職種連携のための会議や研修会を開催し、顔の見える関係作
りをなお一層推進する。切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の
構築に向けた連携会議や検討会等を実施する。

○多職種協働のための研修会「ケアカフェ幸手」13回　延べ800人
○在宅医療連携拠点、幸手市・杉戸町地域包括支援センター連携会
議11回
○在宅医療を考える市民のつどい開催
○北葛北部在宅医療介護連携推進会議の設置（介護福祉課）

Ａ 健康増進課

宮代町

○多職種連携ｶﾞｲﾄﾞの追加修正
○多職種連携会議の開催
○地域包括支援センター・看護師・ケアマネを対象にした研修会の
開催
○地域住民への普及啓発
・介護教室の開催
・フォーラムの開催

○多職種連携ｶﾞｲﾄﾞの追加修正は、二市一町(蓮田市、白岡市、宮代
町)在宅医療・介護連携推進協議会で実施した調査内容を町HP上掲
載した。
○多職種連携会議の開催と研修会は、在宅医療・介護連携推進協議
会において開催した。
○介護教室は未開催
○蓮田市主催のフォーラムに職員を派遣し協力開催した。

Ｂ 健康介護課

幸手保健所
○「難病支援連絡会議」の開催（埼玉県難病連絡協議会共催） ○「難病支援連絡会議」（埼玉県難病連絡協議会共催）H27.10.19

実施　参加者25人 Ａ 保健予防推進担当

加須保健所
○在宅医療連携研修会
　基調講演及び在宅医療推進取組事例発表会

〇H28.2.1　幸手市保健福祉総合センターにて幸手保健所と合同実
施　参加者130人 Ａ

総務・地域保健
推進担当

加須市
○往診や訪問診療を行う市内医療機関の地域医療ネットワークシス
テム「とねっと」への参加を促進する。

○往診等を実施し、「とねっと」に参加していなかった診療所に
「とねっと」への参加を呼び掛けた。 Ｂ 医療体制推進課

幸手市

○地域医療ネットワークシステム「とねっと」の啓発、医療情報の
共有による地域完結型医療の実現を目指す。

○広報さってへの掲載
○健康福祉まつり、在宅医療を考える市民のつどいでの啓発活動の
実施

Ａ 健康増進課

宮代町

○埼玉県利根保健医療圏医療連携推進協議会を構成する医師会、中
核医療施設、保健所及び7市2町の自治体とともに、地域医療ネット
ワークシステム「とねっと」の充実及び活用の推進、「とねっと」
加入者の拡大。

○とねっと加入促進の周知活動
保健センターの健診業務に合わせ2回キャンペーンを実施し加入を
行った。
○町内加入医療機関の紐付け
4か所の町内加入医療機関全てにおいて、紐付けを実施
○とねっと加入同意者数の増加
平成27年度154人　加入者数合計・率1,462人5.3%

Ａ 健康介護課

加須保健所
○埼玉県在宅医療提供体制充実支援事業等を活用して、医療情報の
共有による地域完結型医療の推進を支援する。

〇北埼玉医師会でH27.9.1「北埼玉在宅医療連携室」開設
〇行田市医師会へH28.1.15に訪問し、開設に向け事業の説明 Ａ

総務・地域保健
推進担当

４　健康づくり対策

実施主体 主な取組 機関名 平成２７年度実施計画 平成２７年度実績 評価 担当課名

市町（国民健
康保険及び教
育委員会を含
む）保健所

健康づくりや生活
習慣病予防に関す

る正しい
知識の普及啓発

行田市

○健康教室、健康相談の実施
○「市民けんこう大学・大学院」の実施
○「市民けんこう大学修了生」による「熱中症おたすけ隊」を創
設。出張講座にて熱中症予防に関する知識の普及啓発活動を実施
○健康体力維持向上プログラムの実施
○健幸案内所の開設
○禁煙外来治療助成制度の実施
○健康づくりチャレンジポイント事業の実施

○健康教室、健康相談の実施(自殺予防教室１１５人）
○「市民けんこう大学・大学院」の実施　17講座　延589人
○「市民けんこう大学修了生」による「熱中症おたすけ隊」を創
設。出張講座にて熱中症予防に関する知識の普及啓発活動を実施。
講座４回122名、出前講座15回　296名
○健康体力維持向上プログラムの実施。３モデル地区73人
○健幸案内所の開設　５か所
○禁煙外来治療助成制度の実施　申請者28名、禁煙達成者22名
○健康づくりチャレンジポイント事業の実施　応募者458人

Ａ 保健センター

市町（国民健
康保険及び教
育委員会を含
む）保健所

市町（国民健
康保険及び教
育委員会を含
む）保健所

（目標）
　健康と栄養・食生活について正しい知識の普及啓発を図り、生活習慣を改善して病気の発症を予防する「一次予防」を推進します。
　健全な食生活や健康的な生活環境の基盤づくりを進め、個人の健康づくりの取組を積極的に支援します。
　特定健康診査、がん検診の受診率の向上に努め、的確な保健指導を着実に実施します。

地域完結型医療の
推進

医療と介護が連携
した多職種
協働の推進



加須市

○健康教育の実施
○健康講座の実施
○健康長寿サポーター研修の実施
○各健診、検診の受診勧奨のポスター掲示、チラシ配布の実施

○健康教育の実施（１２８回、７６１４人）
○健康長寿サポーター研修の実施（１２回、３９５人）
○各健診、検診の受診勧奨ポスターのポスター掲示、チラシ配布の
実施

Ｂ 健康づくり推進課

○特定健診・特定保健指導を広報により普及啓発を実施 ○特定健診・特定保健指導を広報により普及啓発を実施
Ａ 国保年金課

○啓発ポロシャツの着用、公用車へのマグネットの貼用、のぼり旗
の設置
○健康チャレンジ事業の実施
○プラス1,000歩健康ウォーク事業の実施

○啓発ポロシャツの着用、公用車へのマグネットの貼用、のぼり旗
の設置
○健康チャレンジ事業の実施 達成者数220人
○プラス1,000歩健康ウォーク事業の実施　参加者数28人

Ａ 健康づくり推進課

久喜市
○各種健康教育・健康相談を実施する。
○健康・食育まつり等における普及・啓発を行う。

○各種健康教育・健康相談を実施
○健康・食育まつり等における普及・啓発を実施 Ａ

介護福祉課
中央保健センター

蓮田市

〇市民健康講座を実施する。
〇各団体から依頼を受け、出向いて実施する出前健康相談、健康講
話にて、生活習慣病予防の正しい知識の普及啓発を図る。
〇食生活改善推進員協議会活動を通じた、食生活の正しい知識の普
及を図る。

〇市民健康講座実施数
　3回1コース　延48名（血糖すっきり教室）
　1回　21名（脳いきいき教室アートセラピー）
　2回1コース2会場　延81名（血管げんき教室）
〇出前健康相談実施数　27回　558名
〇出前健康講座実施数　30回　608名
〇食生活改善推進員協議会が、伝達講習会において生活習慣病予防
食の調理実習を実施 15回217名

Ａ 健康増進課

幸手市

健康教育として以下を実施
○40歳からの目の健康
○胃がん予防教室
○更年期について
○栄養教室（外食・お惣菜の選び方）
○知るだけダイエット（お菓子のカロリー）
○見えない塩分を知る教室
○出前講座の実施
○乳子宮癌検診受診者に健康講話を実施

健康教育として以下を実施
○40歳からの目の健康　42人
○胃がん予防教室（３回ｺｰｽ）延べ82人
○更年期について　14人
○栄養教室（外食・お惣菜の選び方）9人
○知るだけダイエット（お菓子のカロリー）20人
○見えない塩分を知る教室　14人
○出前講座の実施　11回
○乳子宮癌検診受診者に健康講話を実施　10回1,062人
○めざせ！毎日1万歩運動教室　ウォーキング継続者111人

Ａ 健康増進課

○特定健康診査の対象者に、生活習慣の見直しをするきっかけづく
りとして、運動教室と栄養教室を開催する。
○窓口や特定健康診査結果説明会で、健康づくりや生活習慣病予防
のパンフレットを配布し、正しい知識の普及啓発を図る。

○特定健康診査の対象者に、生活習慣の見直しをするきっかけづく
りとして、運動教室(29名)と栄養教室（7名）を開催
○窓口や特定健康診査結果説明会で、健康づくりや生活習慣病予防
のパンフレットを配布し、正しい知識の普及啓発

Ｂ 保健年金課

○健康相談・栄養相談の実施
○健康体操教室の実施
○健康講座・健康教室の実施
○出前講座の実施
○健康長寿サポーター養成講座の実施

○健康相談・栄養相談の実施(12回・135人）
○健康体操教室の実施(12回・314人）
○健康講座・健康教室の実施（7回・177人）
○出前講座の実施（2回・47人）
○健康長寿サポーター養成講座の実施（3回・59人）

Ｂ 健康増進課

宮代町

○健康教室を実施する。（骨粗しょう症予防集団栄養指導、貯骨っ
とエクサ！、知っ得！けんこう講習、健康長寿サポーター養成講
習、出前講座）
○健康相談、栄養相談を実施する。
○集団特定健診時に、健康に関する媒体を展示し、生活習慣に関す
る助言や個別相談を実施する。

○骨粗しょう症予防集団栄養指導 364名に実施
○貯骨っとエクサ！ 延べ96名に実施
○知っ得！けんこう講習 延べ96名に実施
○健康長寿サポーター養成講習 25名に実施
○その他の出前講座 3回実施63名に実施
○集団特定健診時（7日間）に栄養ブースを設け、受診者に対し媒
体を用いて生活習慣に関する助言や栄養相談（8名）を実施

Ａ 健康介護課

健康づくりや生活
習慣病予防に関す

る正しい
知識の普及啓発

白岡市

羽生市

市町（国民健
康保険及び教
育委員会を含
む）保健所



杉戸町

○特定健診受診者及び講演の内容に関心のある町民を対象に、生活
習慣病のリスクを減らすことを目的として、内科医師及び歯科医師
による医療講演会を実施し、正しい知識の普及啓発を図る。
○健康への関心と検診の動機付けを目的に健康フェスタを開催す
る。
○集団健康教育を実施する。
○管理栄養士による生活習慣病予防のための健康教育及び個別栄養
相談を実施する。
○食生活改善推進員協議会による生活習慣病予防のための料理教室
を開催する。
○健康意識の高い住民の育成を目的に「すぎと健康マイスター」事
業を実施する。
○健康長寿のまちづくりの推進役を育成するため「すぎと健康アカ
デミー」を開校する。

○特定健診受診者及び講演の内容に関心のある町民を対象に、生活
習慣病のリスクを減らすことを目的として、内科医師及び歯科医師
による医療講演会を実施し、正しい知識の普及啓発を図った。
○健康への関心と検診の動機付けを目的に健康フェスタを開催し
た。
○「杉戸町チャレンジ日光街道健康ウオーキング」を実施した。
  申請者１人　踏破認定証　発行３名
○集団健康教育を実施
　延８４回　延参加者数２，２６５人
○管理栄養士による生活習慣病予防のための健康教育及び個別栄養
相談を実施した。
○食生活改善推進員協議会による生活習慣病予防のための料理教室
を開催した。
○健康意識の高い住民の育成を目的に「すぎと健康マイスター」事
業を実施した。
  チャレンジ者数 633人
○がん検診サポーター養成講座を実施した。　２回　29人
○健康長寿サポーター養成講座を実施した。　５回　62人
○健康長寿のまちづくりの推進役を育成するため「すぎと健康アカ
デミー」を開校した。　修了生23人

Ａ 健康支援課

幸手保健所

○飲食店を通じた健康づくりの推進として、飲食店等に対し「健康
づくり協力店」の普及啓発を実施
○健康づくりの推進として、健康長寿サポーター養成講座の実施

〇「健康づくり協力店」普及啓発　35店舗
○「健康長寿サポーター養成講座」　2回　34人

Ｂ 保健予防推進担当

加須保健所

○各種団体や給食施設等を通じて健康づくりや生活習慣病予防に関
する正しい知識の普及を図る。また、全面禁煙・空間分煙実施施設
の拡充を図り、健康なまちづくりを推進する。

〇生活習慣病予防キャンペーンを実施（28年2月～3月末）
  行政機関、工業団地連合会加入施設、商工会議所、給食施
  設（事業所・食品営業許可対象施設）　1,000施設
〇受動喫煙対策の推進を図り全面禁煙実施施設の認証を進めた。
  新規認証施設　18施設

Ａ 保健予防推進担当

加須市

○健康づくり推進計画は、平成23年度に策定済である。
○同計画の推進に当たり、地区組織の代表者や関係団体等の幅広い
参画を得て、加須市健康づくり推進委員会を開催し、委員からの意
見の反映、評価、進行管理を行う。
○また、現在の健康づくり推進計画の策定期間は、平成27年度まで
となっており、加須市健康づくり推進委員会のほか、加須市健康づ
くり推進計画策定委員会、「埼玉一の健康寿命のまち」推進部会
ワーキンググループの委員から意見を頂きながら計画を策定する。

○健康づくり推進委員会において、健康づくり推進計画に位置付け
られた平成27年度の事業の約91％が順調又は概ね順調と評価され、
市民の健康づくりに寄与した。
○「埼玉一の健康長寿のまち」推進部会ワーキンググループを延べ
29回開催し、延べ337人の委員に参加いただき、第2次加須市健康づ
くり推進計画案について意見を頂くとともに、市民が参加しやすい
事業への工夫等について議論した。
○健康づくり推進委員会、健康づくり推進計画策定庁内委員会、同
ワーキンググループにおいて計画の策定に関し検討を重ね、「第2
次健康づくり推進計画」（平成28～32年度）を策定した。

Ｂ 健康づくり推進課

久喜市

○久喜市健康増進計画を推進する。
　・庁内連絡会議作業部会　　　　２回開催
　・庁内連絡会議　　　　　　　　２回開催
　・久喜市健康づくり推進会議　　２回開催
　・健康増進計画に関する研修会　１回開催

〇庁内連絡会議作業部会　　　　２回開催
〇庁内連絡会議　　　　　　　　２回開催
〇久喜市健康づくり推進会議　　２回開催
〇健康増進計画に関する研修会　１回開催

Ａ 健康医療課

蓮田市

〇健康増進計画「健康はすだ２１」の推進を図るため健康づくり推
進員を委嘱し、毎月連絡会議を開催することによって、各関係機関
の連携を図り、健康づくり活動を地域に広げるための環境づくりを
進める。

〇「健康づくり推進員連絡会議」 9回　延べ 150名
〇健康はすだ２１の「栄養・食生活」分野の推進を図るための「地
域食生活支援推進連絡会」　2回　延べ48名
〇連絡会議等で各関係機関の連携が図れた。

Ａ 健康増進課

幸手市

○健康日本２１幸手計画（第２次）の推進を図るため、各関係機関
の連携を図り、健康日本２１幸手計画推進会議を開催し、各委員か
らの意見を反映しながら進行管理を行う。

〇健康日本２１幸手計画推進会議を２回実施。委員の意見を反映さ
せた年間活動計画に基づき、健康寿命の延伸に関係する事業の実施
を推進した。

Ａ 健康増進課

民間企業や地区組
織など、多様な主
体が連携した健康
増進計画の策定及

び推進

市町（国民健
康保険及び教
育委員会を含
む）保健所

市町（国民健
康保険及び教
育委員会を含
む）保健所

健康づくりや生活
習慣病予防に関す

る正しい
知識の普及啓発



白岡市
○平成２７年３月に策定した白岡市健康増進計画に基づき、健康に
関する施策や事業を推進する。

○白岡市健康増進計画に基づき、関係課、関係団体の健康に関する
施策や事業が推進された。（はぴすイッチ会議開催2回） Ｂ 健康増進課

幸手保健所

○給食施設指導を通じた健康づくりの推進として、栄養管理状況報
告書の提出や食環境調査の実施
○禁煙・分煙実施施設認証制度について、飲食店をはじめとする事
業所への普及啓発（リーフレットの配布）及び受動喫煙の環境整備
（認証施設の増加）の実施

〇給食施設指導　延べ　211件（対象249施設）
○給食施設（事業所）食環境調査実施　9施設
〇全面禁煙実施認証施設数　361施設
〇禁煙・分煙実施施設認証制度の普及啓発の実施（延べ539人）

Ａ 保健予防推進担当

加須保健所

〇ヘルシーメニューの企画・提案や禁煙支援を主体的に実施しよう
とする事業所等に対し、国・県における取組方策を情報提供し、他
の民間団体等との連携を支援する。

〇コバトン健康メニュー提供支援を行った。羽生市内5店舗　８メ
ニュー

Ａ 保健予防推進担当

行田市

○糖尿病早期発見事業の実施：市内の薬局で自己採血によるHbA1ｃ
測定を実施し、糖尿病や健康づくり関連の情報提供を行うととも
に、必要な場合には医療機関受診を勧める。また、歯科医師が歯科
検診などで把握した口腔状態から薬局での測定を勧める。薬局と医
療機関が連携することで、生活習慣の改善に取り組む。

○市内の薬局1２か所で実施。測定者３７９人
　薬剤師による指導。受診勧奨を実施

Ａ 保健センター

○特定健康診査・特定保健指導の実施
○特定健康診査の受診勧奨の実施

○特定健康診査
　対象者 23,923人、受診者数 6,434人、受診率 26.9%
○後期高齢健康診査
　対象者 12,092人、受診者数 2,831人、受診率 23.4%
○未受診者への受診勧奨
　通知　3,960人（H27.10.28日発送）

Ｂ 国保年金課

○特定健康診査・特定保健指導の実施
○生活保護受給者等の健康診査、後期高齢者の健康診査の実施

○特定保健指導(前年度開始の者含む)延193名実施(27.8%)
　動機付け支援　　延172名
　積極的支援　　　延 21名
○生活保護受給者の健康診査
　受診者73人
　（基本項目のみ64人、基本項目+詳細項目9人）

Ｂ 健康づくり推進課

○特定健康診査、特定保健指導の実施
○特定健康診査の受診勧奨と特定保健指導対象者の指導勧奨
○人間ドック等助成(国保、後期高齢者医療加入者）
○後期高齢者の健康診査の実施

○特定健康診査（4,352人）、特定保健指導の実施（193人）
○特定健康診査の受診勧奨：2回実施10,500人と特定保健指導対象
者の指導勧奨
○人間ドック等助成(国保：人間ドック225人、脳ドック40人、併診
ドック131人、後期高齢者：人間ドック24人、脳ドック5人、併診
ドック23人）
○後期高齢者の健康診査の実施（2,775人）

Ａ 国保年金課

○基本健康診査の実施により早期発見を行う。基本健康診査におい
て指導対象者へのアプローチを行う。
○健診後の健康相談、健康教育の実施

○基本健康診査の受診者数188人　指導対象者40人へ生活指導の
リーフレットを送付
○健康相談 延61人　健康教育講座延183人参加

Ｂ 健康づくり推進課

○生活保護受給者等の健康診査を実施する。健診結果により保健指
導の必要な者に、訪問指導等を実施する。
○がん検診を実施する。要精密検査者に対して、精密検査の受診勧
奨を実施する。
○特定保健指導を実施する。

○生活保護受給者等の健康診査を実施した。健診結果により必要な
者に対して、保健指導を実施した。
○がん検診を実施。要精密検査対象者に対して、精密検査の受診勧
奨を実施した。
○特定保健指導を実施した。

Ａ 中央保健センター

○市内小学校４年生全児童を対象に小児生活習慣予防健診を実施す
る。

○市内小学校４年生全児童を対象に小児生活習慣予防健診を実施し
た。 Ａ 学務課

久喜市

羽生市

生活習慣病の早期
発見と的確な保健

指導の推進

市町（国民健
康保険及び教
育委員会を含
む）保健所

加須市

民間企業や地区組
織など、多様な主
体が連携した健康
増進計画の策定及

び推進

市町（国民健
康保険及び教
育委員会を含
む）保健所

民間企業や地区組
織など、多様な主
体が連携した健康
増進計画の策定及

び推進

市町（国民健
康保険及び教
育委員会を含
む）保健所



蓮田市

〇出前健康相談で健康チェックを実施する。
〇定例の健康相談を実施する。
〇特定健診、後期高齢者健診、健康増進法による健診を実施する。
〇特定保健指導を実施する。
〇特定保健指導対象外で保健指導が必要な者に対しては、健康相
談、健康講座等を実施する。

〇出前健康相談実施数　27回558名
〇健康相談実施数　7回55名
〇特定健診受診者数　4,658名（費用決済数）
〇後期高齢者健診受診者数　2,158名（費用決済数）
〇健康増進法による健診受診者数　15名
〇特定保健指導実施数　106名
〇特定保健指導対象外者への電話健康相談数　132件

Ａ 健康増進課

○白岡市国民健康保険第２期特定健康診査等実施計画に基づき、特
定健康診査及び特定保健指導を実施する。

○法定報告（平成28年6月27日現在）特定健康診査受診率27.6％
○法定報告（平成28年6月27日現在）特定保健指導受診率11.3％ Ｂ 保健年金課

○小学校４年生及び中学校１年生を対象として、小児生活習慣病予
防検診を実施する。

○小学校４年生及び中学校１年生を対象として、小児生活習慣病予
防検診を実施(小学校４年生427人、中学校１年生455人) Ｂ 教育指導課

宮代町

○特定健康診査・特定保健指導の実施
○後期高齢者の健康診査の実施
○生活保護受給者等の健康診査及び健診結果により保健指導の実施
○がん検診の実施

〇特定健康診査、後期高齢者の健康診査を個別（６月～１１月）と
集団（１０/１５～１０/２１）健診で実施。特定保健指導94名(積
極的：９人　動機づけ：８５人）実施
〇生活保護受給者等に対して健康診査４名実施

Ａ
健康介護課
住民課

杉戸町

○杉戸町国保加入者に対する特定健診及び２０歳～３９歳に対する
国保健診を実施する。
○特定健診にe-ＧＦＲ値の検査項目を導入し、慢性腎疾患対策を実
施する。
○杉戸町国保加入者に対する特定健診受診者のうち動機付け、積極
的支援のものを対象として、結果相談会を実施する。
○健康相談の実施（随時）
○健康教育の実施

○国保健診（２０歳～３９歳）を実施
○特定健診にe-ＧＦＲ値の検査項目を導入し、慢性腎疾患対策を実
施した。
○特定健診受診者数　3,251人　受診率33.0％(H28.4月集計分ま
で）
○特定保健指導　95人　指導終了割合23.9％（H26年度法定報告）
○４０～７４歳の方を対象に結果相談会を実施した。
○健康相談の実施（電話相談を含）随時開催　延206人
○健康教育の実施　延８４回　延参加者数２，２６５人
○健康管理システムを再構築し対象者情報を絞り込むことで、受診
勧奨や個別指導内容の適正を図った。

Ａ 健康支援課

加須保健所
○保健指導担当者の資質向上を目的として、高血圧、糖尿病に関す
る研修を実施する。

〇H27.8.7　特定健診・特定保健指導担当者会議（研修会）の開催
市職員　36人 Ａ 保健予防推進担当

加須市

○親と子の食育事業(学童のための栄養学習)の実施
○食改推進員を対象にした「おやこ料理教室」研修会の実施
○食改推進員による小学生・中学生向け料理教室の実施
○小学校及び他団体等への出前講座の実施

○親と子の食育事業（学童のための栄養学習）の実施
　わくわく食育クッキング（１回実施、参加者７名）
○小学校及び他団体等への出前講座の実施（健康教育から再掲）
　就学児健診時健康講座他（６回実施、１７０名）
○食改推進員による小学生・中学生向け料理教室（自主活動）の実
施
　親子料理教室他（１４回実施、参加者２９９名）

Ｂ 健康づくり推進課

○親子を対象とした料理教室の開催 ○親子お魚料理教室の開催　年1回　参加者数19名
○親子おやつ作り教室の開催　年1回　参加者数14名 Ａ 健康づくり推進課

○栄養教諭による授業実施
○歯科衛生士による歯科からの食育支援
○学校給食センターの小中学校訪問
○全小学校での給食時放送による意識向上
○給食センターによる食育だよりでの保護者への啓発
○食育と健康についての保健主事・養護教諭研修

○栄養教諭による授業実施(１５回）
○歯科衛生士による歯科からの食育支援（８回）
○学校給食センターの小中学校訪問（１４回）
○全小学校での給食時放送による意識向上（１４校）
○給食センターによる食育だよりでの保護者への啓発（１５回）

Ａ 学校教育課

生活習慣病の早期
発見と的確な保健

指導の推進

市町（国民健
康保険及び教
育委員会を含
む）保健所

地域、学校等にお
ける食育の

推進

市町（国民健
康保険及び教
育委員会を含
む保健所

白岡市

羽生市

生活習慣病の早期
発見と的確な保健

指導の推進

市町（国民健
康保険及び教
育委員会を含
む）保健所



久喜市

○学校給食の予定献立表や給食だよりの配布を通じて、正しい食生
活の知識の普及・啓発を行う。
○地元産農産物を取り入れた献立や行事食、郷土料理、伝統料理な
どを採り入れた献立を実施し、食べ物や生産者に対して感謝する心
を育むとともに、地域の食材や地域性などについて楽しく学ぶ機会
を推進する。

○学校給食の予定献立表や給食だよりの配布を通じて、正しい食生
活の知識の普及・啓発を行った。
○地元産農産物を取り入れた献立や行事食、郷土料理、伝統料理な
どを採り入れた献立を実施し、食べ物や生産者に対して感謝する心
を育むとともに、地域の食材や地域性などについて楽しく学ぶ機会
を推進した。

Ａ 学務課

幸手市

〇市内小学校に小児生活習慣病予防のための食育講話を実施 〇市内小学校７校に小児生活習慣病予防のための食育講話を実施
（426人参加）
〇スポーツ少年団母集団連絡協議会(39人参加）「スポーツをする
育ちざかりの子どもの栄養について」ほか、幼稚園１か所、小学校
１か所から依頼を受けて講話実施

Ａ 健康増進課

白岡市
○彩の国ふるさと学校給食月間の実施
○栄養教諭及び栄養職員による食育の授業実施

○彩の国ふるさと学校給食月間の実施(小学校6校、中学校4校)
○栄養教諭による食育の授業実施(小学校4校、中学校4校) Ｂ 教育指導課

宮代町
○栄養教諭による食育の授業実施 ○栄養教諭による食育の授業を年１回各学校で各クラスごとに実施

した。 Ａ 教育推進課

杉戸町

○関係課と連携し、杉戸町食育担当者会議を開催する。
○一般住民を対象とした食育講演会を実施する。
○小学校就学時健診において、保護者を対象に食育講和を実施す
る。

○関係課と連携し杉戸町食育推進担当者会議を開催した。
○一般住民を対象とした食育講演会を実施した。
○町内の小学校へ早寝早起き朝ごはんをテーマに講話を実施
○町内５校の小学校就学時健診において保護者を対象に食育講話を
実施した。参加者数　２５１人

Ａ 健康支援課

幸手保健所

○若年層からの健康づくりの推進として、管内の高等学校や大学等
と連携し、食育推進事業の展開と健康長寿サポーター養成講座の実
施

〇健康長寿サポーター養成講座実施　（2回　参加者34人）
○市町健康づくり食育担当者会議を開催
　　H27.5.21　参加者6人
○管内市町食育推進計画策定を支援

Ｂ 保健予防推進担当

加須保健所

○管内各市の食育推進計画推進を支援する。
○健康づくり協力店の増加及び高齢者の摂食・嚥下やサルコぺニア
予防を各市と連携を図り食環境の向上を図る。

〇食育推進計画担当者会議等を通じて計画の推進を促した。
〇健康づくり協力店の指定　新規４店舗
〇高齢者の摂食・嚥下研修会を2回開催　病院及び介護老人保健施
設管理栄養士等　45人　1回目　H27.9.2　2回目　H28.1.29

Ａ 保健予防推進担当

５　親と子の保健対策

実施主体 主な取組 機関名 平成２７年度実施計画 平成２７年度実績 評価 担当課名

行田市

○子育て包括支援センターを設置し、妊婦及び出生状況を把握し、
必要な情報提供及びハイリスク者へ支援プランを作成し、妊娠期か
ら子育て期までの切れ目のない支援を実施する。
○乳児産婦全戸訪問事業を継続して実施する。
○要フォローとなったケースについては地区担当保健師による個別
の対応を行い、4ヵ月健診時に情報共有し、継続的な支援を行う。

○９月に子育て包括支援センターを開設し、助産師による相談支援
を開始。妊婦台帳を作成（２４０件）し、妊娠初期からの面接（６
４件）電話相談（３０９件）を実施し、ハイリスク者には常勤保健
師との連携のもと産後の継続支援を行なった。
○乳児全戸訪問事業実績（４２６件）
○産後要フォローとなったケースについては、4ヵ月健診時に情報
共有し、継続支援を行なった。

Ａ 保健センター

地域、学校等にお
ける食育の

推進

市町（国民健
康保険及び教
育委員会を含
む保健所

地域、学校等にお
ける食育の

推進

市町（国民健
康保険及び教
育委員会を含
む保健所

（目標）
　親と子の悩みや不安を相談でき、必要な支援が受けられるような地域社会をめざします。
　生後なるべく早い時期に乳児のいる家庭の状況を把握することにより、乳幼児のいる家庭の孤立化を防ぎます。
　また、乳幼児健康診査のさらなる充実で、育児支援や児童虐待の早期発見の機能を強化します。
　関係機関の連携を強化していくことにより、親と子の成長や発達を支援します。

生後４か月ぐらい
までの乳児の状況
把握と育児支援

市町（国民健
康保険及び教
育委員会を含
む）保健所



加須市

○生後4か月児までの児を対象とした全戸訪問事業（乳児家庭訪問
事業）を実施し、必要な支援やサービスを提供ができるよう結びつ
ける。訪問した母子のケースには虐待予防のアンケートを3つ（育
児チェックシート、エジンバラ産後うつ病質問票、赤ちゃんの気持
ち質問票）実施し、母の精神面の把握に努める。
○育児不安や悩み、子育てに関する支援や情報提供を実施する。

○平成27年度訪問数　688件
○訪問時に3つのアンケートを実施し、該当項目数や点数に応じて
必要な支援につなげた。
○施設入所している児や家庭の事情で実際は市外（国外含）に居住
している場合、また、訪問拒否の場合は訪問の実施に至っていな
い。その場合は、健診等で全家庭の育児状況等について把握に努め
た。

Ｂ 健康づくり推進課

羽生市

〇赤ちゃん訪問と3ヵ月健診の実施により乳児のいる家庭の状況把
握と育児支援を行う。

○赤ちゃん訪問175件　訪問時に育児チェックシート、エジンバラ
産後うつ病質問票、赤ちゃんの気持ち質問票を記入してもらい支援
が必要な方へは電話や再度訪問を実施
○3ヵ月児健診受診354人に問診により家族の精神的な状況を把握し
支援

Ａ 健康づくり推進課

久喜市
○乳幼児家庭全戸訪問指導事業の実施 〇対象家庭数　　1,004

　訪問指導件数　　942　　実施率　93.8% Ａ 中央保健センター

蓮田市

○こんにちは赤ちゃん事業において、生後４か月未満乳児がいるす
べての家庭に訪問活動を実施し、子育て支援に関する情報提供や育
児相談を行う。
○３～４か月児健診の未受診者に対して、地区担当保健師や母子保
健推進員が訪問・電話連絡をしたり、各関係機関と連携し、状況把
握を行う。

○こんにちは赤ちゃん訪問実施人数314名（延401名）
○３～４か月児健診の未受診者に対して、地区担当保健師や母子保
健推進員が訪問・電話連絡をしたり、各関係機関と連携し、状況把
握を行った。 Ｂ 子ども支援課

幸手市

○乳児家庭全戸訪問事業の実施
○訪問時の質問紙を活用し、虐待ハイリスクや育児不安を早期に発
見できるように努める。

○生後４カ月までの乳児とその家族に対し、母子保健推進員または
常勤保健師が訪問。訪問対象家庭数291件に対し、274件訪問
○訪問時の質問紙は、外国人や明らかな精神疾患のある産婦を除き
265件実施。EPDSが9点以上の7人については、電話や各種事業で
フォローを実施

Ａ 健康増進課

白岡市

○こんにちは赤ちゃん訪問事業により、保健師等が生後４か月まで
の乳児のいる家庭を訪問し、育児支援を行う。また、産後うつ病ア
ンケートにより、母の精神面の把握に努め、育児不安や悩みに対す
る継続した支援を行う。
○４か月児健診において、状況を把握し育児支援を行う。また、未
受診児の状況把握に努める。
○状況に応じた保健指導や子育てに関する情報提供を行い、必要な
サービスにつなげる。

○こんにちは赤ちゃん訪問事業により、保健師等が生後４か月まで
の乳児のいる家庭を訪問し育児支援を行った。また、産後うつ病ア
ンケートにより、母の精神面の把握に努め、育児不安や悩みに対す
る継続した支援を行った。（事業対象訪問数380件)
○４か月児健診において、状況を把握し育児支援を行った。また、
未受診児の状況把握を行った。（受診者数388人 未受診率4.0％）
○状況に応じた保健指導や子育てに関する情報提供を行い、健康相
談や個別の相談事業等の必要なサービスにつなげた。

Ｂ 健康増進課

宮代町

○こんにちは赤ちゃん訪問事業により、生後4か月未満乳児がいる
すべての家庭に訪問を実施し、保健指導を実施。アンケート等を活
用し、虐待ハイリスクや育児不安を早期に発見できるように努め
る。

○赤ちゃん訪問実施232名、面接1名
○2か月に1回ケース対応会議を開催し、ハイリスクケース等のフォ
ローの方針を決定している。 Ａ 健康介護課

杉戸町

○こんにちは赤ちゃん訪問事業により、保健師が生後４か月までの
乳児と産婦への保健指導を実施する。
○「すくすく子育てアンケート」（産後のメンタルヘルス質問紙）
を活用し虐待ハイリスクや育児不安を早期に発見できるよう努め
る。さらに訪問で把握した情報を３～４か月児健診へつなげ継続し
た支援を実施する。
○３～４か月健診未受診児の状況把握に努める。必要により子育て
支援課と連携を図る。

○こんにちは赤ちゃん訪問事業により、保健師が生後４か月までの
乳児と産婦への保健指導を実施。延218件
○「すくすく子育てアンケート」（産後のメンタルヘルス質問紙）
を活用し虐待ハイリスクや育児不安を早期に発見できるよう努め
た。さらに訪問で把握した情報を３～４か月児健診へつなげ継続し
た支援を実施した。
○３～４か月健診未受診児の状況把握に努めた。必要により子育て
支援課と連携を図った。

Ａ 健康支援課

生後４か月ぐらい
までの乳児の状況
把握と育児支援

市町（国民健
康保険及び教
育委員会を含
む）保健所

市町（国民健
康保険及び教
育委員会を含
む）保健所

生後４か月ぐらい
までの乳児の状況
把握と育児支援



行田市

○事前に把握した要フォロー者の名簿を作成し、継続支援が実施で
きるよう、健診従事者が情報共有を行う。
○健診時に子育て問診票を活用して問診、相談の標準化を図る。
○2歳6ヶ月時を対象に集団の歯科健診を実施し、歯科保健の充実を
図るとともに、育児不安や発達状況の確認を行い、支援を開始す
る。
○健診終了時に他職種によるカンファレンスを実施し、健診時の情
報共有を行い、支援方針の決定を行う。

○事前に把握した要フォロー者の名簿を作成し、健診従事者が情報
共有を行い、継続支援を実施した。
○健診時に子育て問診票を活用して問診、相談の標準化を図った。
○歯科保健の充実、育児不安や発達状況の確認を行い早期支援に結
びつけることを目的に行い2歳6ヶ月時を対象に集団の歯科健診を実
施した。（受診者　５１１人）
○健診終了時に多職種によるカンファレンスを実施し、健診時の情
報共有を行い、支援方針の決定を行った。（実施回数　４８回）

Ａ 保健センター

加須市

○児の乳幼児期の疾患や発育異常等を早期発見し、親の育児や生活
習慣病等に対する相談支援を行う。
○未受診者の状況把握において、引き続き訪問や電話等で確認支援
していく。
○平成28年度「乳幼児健康カルテ」を作成できるよう校正、予算要
求する。
○3歳児健診の検尿で、27年度からスルホサリチル酸法を導入し、
統計をとり正誤性を図る。
○「健やか親子21（第2次）」について新たな指標が示され、3～4
か月児、1歳6か月児、3歳児を対象にアンケート調査が開始とな
る。

○乳幼児健康診査受診率95.1％
○乳幼児健康診査未受診者185人に対し、通知、電話、訪問等を行
い、未対応者は0人
○3歳児健診の検尿で、スルホサリチル酸法を導入により二次検尿
が不要になった方が30名いた。
○新アンケートを参考に、保健相談で虐待予防に努めた。

Ｂ 健康づくり推進課

羽生市

〇乳幼児健康診査の問診等により育児不安や発育発達の状況把握を
行い、専門的な相談支援を実施する。

○乳幼児健診受診者１，４１０人。受診者全員に問診と指導を実
施。健診終了後にカンファレンスを行い支援方針を検討。
○未受診訪問を実施

Ａ 健康づくり推進課

久喜市

○育児環境や家族の健康状態、育児負担等に着目した問診、相談を
実施するとともに、必要に応じ継続した支援に結びつける。

〇4か月児健診　対象　978人　受診　941人　受診率　96.2%
　10か月児健診　 対象　994人　受診　962人　受診率　96.8%
　1歳6か月児健診　対象 1,085人 受診 1,038人 受診率　95.7%
　3歳児健診　　　対象 1,079人 受診 1,028人 受診率　95.3%

Ａ 中央保健センター

蓮田市

○３～４か月児健診では、市の図書館の職員が子ども向けの図書の
案内・閲覧できるスペースを設け、対象者への周知を図る。
○１歳６か月児健診では、食生活改善推進員が手作りおやつの試食
を配布し、子どもの食生活に関わる支援を行う。
○１歳６か月児・３歳児健診では、心理相談において心理士や児童
ケースワーカー、家庭児童相談員が関わり、フォローが必要な母子
への支援を実施する。

○３～４か月児健診では、市の図書館の職員が子ども向けの図書の
案内・閲覧できるスペースを設け、来所者全員に声掛けをした。
（年12回、406名実施）
○１歳６か月児健診では、食生活改善推進員が手作りおやつの試食
を配布し、子どもの食生活に関わる支援を行った。（年12回、415
名実施）
○１歳６か月児・３歳児健診では、心理相談において心理士や児童
ケースワーカー、家庭児童相談員が関わり、フォローが必要な母子
への支援を実施した。心理相談延70名）

Ａ 子ども支援課

育児支援に重点を
おいた乳幼児健康

診査の充実

市町（国民健
康保険及び教
育委員会を含
む）保健所

育児支援に重点を
おいた乳幼児健康

診査の充実

市町（国民健
康保険及び教
育委員会を含
む）保健所



幸手市

○各健診受診者全員と個別面接、個別相談を実施
○１０か月児健診で保健師による集団保健指導を実施
○１歳６か月児と３歳５か月児健診で臨床心理士を配置し必要時個
別相談を実施
○３歳５か月児健診で家庭児童相談員を配置し必要時、個別相談を
実施
○各健診終了後、他職種スタッフによるカンファレンスを実施し、
継続フォローの方針を検討
○未受診児訪問の実施
○乳幼児発達相談の実施
○4ヶ月健診、1歳6か月健診、3歳5か月健診の案内に健やか親子21
アンケートを同封し、必要な方に2次質問を実施

○経過を考慮した個別相談ができるよう、健診前にカンファレンス
を行い統一した対応ができるよう情報共有
○乳幼児健診にて受診者全員に個別面接、個別育児相談を実施（4
か月健診受診者303人、10か月健診受診者316人、1歳6か月健診受診
者301人、3歳5か月児健診受診者309人）
○10ヶ月健診受診者全員に保健師による集団指導を実施（受診者
316人）
○1歳6か月健診、3歳5か月児健診で臨床心理士を配置し、必要な者
へ個別相談を実施（1歳6か月児健診相談者28人、3歳5か月児健診相
談者28人）
○3歳5ヶ月健診で家庭児童相談員を配置し必要な者へ個別相談を実
施した。（相談者23人）
○個別相談や心理相談、家庭児童相談から必要時幼児学級・乳幼児
発達相談等につなげた。
○各乳幼児健診終了後に他職種スタッフによるカンファレンスを実
施し、継続フォローの方針を検討（各健診につき12回、合計48回実
施）
○乳幼児健診未受診者に対し、未受診訪問を実施した。（訪問者14
人）
○発達に課題がある児に対し、専門職による発達相談を実施した。
（10回、延べ118人）
○健やか親子21アンケートから必要な人に2次質問をし、子育ての
相談に役立てた。

Ａ 健康増進課

白岡市

○各健診において、保健師が全ての受診者と個別面接・相談を実施
し、育児支援を行う。
○４か月児健診では、離乳食開始に向けた教室を開催
○１０か月児健診では、ボランティアによる読み聞かせを実施
○１歳６か月児健診、３歳児健診では、臨床心理士を配置し必要時
個別相談を実施
○健診終了後には、カンファレンスを行い、継続フォローの方針を
検討する。また、未受診者の状況把握に努める。

○各健診において、保健師が全ての受診者と個別面接・相談を実施
し育児支援を行った。（各健診12回実施）
○４か月児健診において、離乳食開始に向けた教室を開催した。
○１０か月児健診において、ボランティアによる読み聞かせを実施
（210人）
○１歳６か月児健診、３歳児健診において、臨床心理士を配置し必
要時個別相談を実施（54人）
○健診終了後には、カンファレンスを行い継続フォローの方針を検
討した。また、未受診者の状況把握を行った。（健診未受診率４か
月児 4.0%、１０か月児2.5%、１歳６か月児4.1%、３歳児 7.0%）

Ｂ 健康増進課

宮代町

○各乳幼児におけるグループ支援と個別支援の充実
○１歳を６か月児健診、３歳児健診に臨床心理士を配置し個別相談
を実施
○健診後多職種によるカンファレンスの実施

○各乳幼児健診において第1子の母にはグループ（計466人）と個別
で育児支援、第2子以降の母には個別で育児支援を行った。
○健診後は他職種（専門職は、保健師の他、管理栄養士、歯科衛生
士、臨床心理士）でカンファレンスを開き(計48回)今後の支援につ
いて方向性を検討した。

Ａ 健康介護課

杉戸町

○各健診とも受診者全員と個別面接を実施する。
○３か月健診にファミリーサポートセンター職員によるサービス利
用勧奨を行う。
○１歳６か月児健診、３歳児健診に臨床心理士の個別指導を実施す
る。
○３歳児健診時にボランティアの絵本読み聞かせコーナーを設定
し、親子で絵本に親しみコミュニケーションを深める支援を実施す
る。
○地域における支援が必要な母子については、健診時に希望をと
り、子育て支援センターへ個別連携シートを送付して訪問・電話・
面接等の支援を依頼する。
○健診の未受診者について、保健師間で定期的カンファレンスを実
施、今後の方向性について協議・情報の共有化を図る。
○町立保育園に定期的に訪問、未受診者の状況を把握する。

○各健診とも受診者全員と個別面接を実施した。
○３か月健診にファミリーサポートセンター職員によるサービス利
用勧奨した。
○９か月健診に子育て支援センター職員によるサービス利用勧奨を
実施した。
○１歳６か月児健診、３歳児健診に臨床心理士の個別指導を実施し
た。
○３歳児健診時にボランティアの絵本読み聞かせコーナーを設定
し、親子で絵本に親しみコミュニケーションを深める支援を行っ
た。
○地域における支援が必要な母子については、健診時に希望をと
り、子育て支援センターへ個別連携シートを送付して訪問・電話・
面接等の支援を依頼した。
○健診の未受診者について、保健師間で定期的カンファレンスを実
施、今後の方向性について協議・情報の共有化を図った。
○町立保育園に定期的に訪問、未受診者の状況を把握した。

Ａ 健康支援課

育児支援に重点を
おいた乳幼児健康

診査の充実
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行田市

○臨床心理士による相談を継続して実施する。
○乳幼児健診において子どものこころの問題を把握した場合は、個
別相談及び相談機関についての情報提供を行う。

○臨床心理士による相談を継続して実施　（実施回数　１２回
延利用者　３１人）
○乳幼児健診において子どものこころの問題を把握した場合は、個
別相談及び相談機関についての情報提供を行なった。

Ａ 保健センター

加須市

○子どもの心の健康に関する相談や情報提供を行なう。
○乳幼児健診や乳幼児健康相談において、発育・発達の確認と子育
てに関する指導・助言を実施し、必要な方には、訪問や電話にて相
談や情報提供を実施する。

○子どもの心の健康に関する相談を乳幼児健診や乳幼児相談、個別
相談で受けた。必要な場合は、個別フォローや、保健所のこころの
相談の紹介を行った。
○乳幼児健診186回、乳幼児健康相談47回実施した。

Ｂ 健康づくり推進課

羽生市
○保健所で実施する心の健康相談や、教育センターでの相談、医療
機関への紹介など情報提供を行う。

○乳児相談延１１５人、幼児相談延８２人
○保健所や関係機関と連携し必要な支援を実施 Ａ 健康づくり推進課

久喜市

○乳幼児健診や訪問、相談事業等において、子どもの心の健康問題
を把握した場合は、保健所や医療機関等の関係機関と連携し、必要
な支援を行う。

○乳幼児健診や訪問、相談事業等において、子どもの心の健康問題
を把握した場合は、保健所や医療機関等の関係機関と連携し、必要
な支援を行った。

Ａ 中央保健センター

蓮田市

○１８歳未満の児童の心の問題（引きこもり・不登校等）に対し
て、各関係機関と連携をとり支援する。
○幸手保健所の「子どもの心の健康相談」についての情報提供を行
い、児童とその家族への支援を図る。

○１８歳未満の児童の心の問題（引きこもり・不登校等）に対し
て、各関係機関と連携をとり支援した。
○幸手保健所の「子どもの心の健康相談」についての情報提供を行
い、児童とその家族への支援を図った。

Ｂ 子ども支援課

白岡市

○当課及び関係機関で実施している教育相談に係る情報を通知やHP
で提供
○学校への相談員の配置

○教育相談に係る情報を通知やHPで提供(市公式HPに掲載、翌年度
新就学児へリーフレットを配布)
○学校への相談員の配置(小学校6校、中学校4校)

Ｂ 教育指導課

宮代町

○臨床心理士による心理相談の実施
○各乳幼児健診や健康相談等において、個別相談を実施

○臨床心理士による心理相談の実施(43回延べ99人）
○各乳幼児健診における個別相談266人、健康相談等における個別
相談延べ 751人実施

Ａ 健康介護課

杉戸町

○発達の遅れや偏り、生活上の支障が生じている親と子の相談とし
て、臨床心理士による子育て相談を実施する。
○乳幼児健診等において、必要があるケース、希望のあるケースに
ついては臨床心理士の個別相談を実施する。（再掲）
○発達支援事業：ラッコ教室（１歳６か月健診のフォロー・一般）
において、臨床心理士による子育てについての講話を実施、保護者
の育児不安等の軽減を図る。

○発達の遅れや偏り、生活上の支障が生じている親と子の相談とし
て、臨床心理士による子育て相談を実施した。
○乳幼児健診等において、必要があるケース、希望のあるケースに
ついては臨床心理士の個別相談を実施（再掲）した。
○発達支援事業：ラッコ教室（１歳６か月健診のフォロー・一般）
において、臨床心理士による子育てについての講話を実施、保護者
の育児不安等の軽減を図った。

Ａ 健康支援課

幸手保健所
○子どもの心の健康相談事業（相談・会議・研修）を通して、情報
提供を行う。

○子ども心相談　延べ25回医師、心理士による個別相談延べ39件
○子どもの心研修会　H28.2.8実施　参加者83人 Ａ 保健予防推進担当

加須保健所
○子どもの心の健康相談を実施する。 〇子どもの心の健康相談　医師８回、心理１０回

　　　　　　　　　　　　実１９人、延べ３２人 Ａ 保健予防推進担当

行田市

○子育て包括支援センターとして、市内及び隣接した市の産科の助
産師などと連携を図り、切れ目の無い支援につなげる。
○要保護児童対策地域協議会への出席
○ハイリスクケースに対しては、児童福祉担当、生活保護担当、児
童相談所、民生委員などと連携し、支援を実施する。

○ハイリスクケースに対して児童福祉担当、生活保護担当、児童相
談所、医療機関などの関係者会議を開催し支援を行なった。（対応
ｹｰｽ　３件）
○乳幼児を対象とした要保護児童対策地域協議会議への出席及び特
定妊婦に対しては、同会議を活用し、早期支援体制を整え支援を行
なった。

Ａ

○市内小児科専門医の協力を得て、4月から10月の祝日及び11月か
ら3月の日曜日、祝日、年末年始における小児科診療を実施する。

○市内小児科専門医の協力を得て、4月から10月の祝日と11月から3
月の日曜日、祝日、年末年始（1月1日を除く。）における小児科診
療を実施した。(実施日41日）

Ａ 医療体制推進課

子どもの心の健康
に関する相談や情

報提供の
充実

市町（国民健
康保険及び教
育委員会を含
む）保健所

子どもの心の健康
に関する相談や情

報提供の
充実

市町（国民健
康保険及び教
育委員会を含
む）保健所

関係機関の連携強
化による子育て支

援

市町（国民健
康保険及び教
育委員会を含
む）保健所

加須市



○虐待ケースについて、関係機関で実施する児童虐待ケース会議に
参加し、対応する。
○児童虐待防止等ネットワーク実務者会議へ参加し、各機関と連携
をとる。
○保健センター内の育児掲示板の活用をし、子育て情報の提供をす
る。

○虐待ケースについて、関係機関で実施する児童虐待ケース会議に
参加し、対応した。ケース会議随時実施
○要保護児童対策地域協議会への参加（年12回）
○保健センター内の育児掲示板の活用し、子育てサークルや子育て
関係の集まりの周知をした。

Ｂ 健康づくり推進課

久喜市

○要保護児童対策地域協議会への参加・活用
○ハイリスク家庭に対し、児童福祉部門や保健所、医療機関等の関
係機関と連携し、支援を行う。

○要保護児童対策地域協議会に参加・活用した。
○ハイリスク家庭に対し、児童福祉部門や保健所、医療機関等の関
係機関と連携し、支援を行った。

Ａ 中央保健センター

蓮田市

○支援が必要な母子に対し、保健所と同行訪問や、必要に応じて
ケース会議を開催し、情報共有と支援の連携を図る。
○要保護児童対策地域協議会の活用をする。
○母子愛育会への支援、子ども支援課を主とする関係機関との連携
を図る。

○支援が必要な母子に対し、保健所と同行訪問や、必要に応じて
ケース会議を開催し、情報共有と支援の連携を図った。
○要保護児童対策地域協議会の場を使いケースの共有をした。
○母子愛育会へ子ども支援課を主とする関係機関が連携を図り活動
を支援した。

Ａ 子ども支援課

幸手市

○要保護児童対策地域協議会との連携
○幸手市母子愛育会との連携

○要保護児童対策協議会の開催（代表者会議1回、実務者会議12
回、個別ケース会議2回）
○幸手市母子愛育会事業の実施（12回）、妊婦訪問（13件）

Ａ 健康増進課

白岡市

○小中学校就学支援委員会を実施し、関係者を委員に委嘱
○要保護児童対策地域協議会に参加
○就学相談での情報の共有化
○関係機関とのケース会議の実施

○小中学校就学支援委員会を実施し、関係者を委員に委嘱(4回実
施)
○要保護児童対策地域協議会に参加(3回)
○就学相談での情報の共有化
○関係機関とのケース会議の実施(14回)

Ｂ 教育指導課

宮代町

○子育て支援室との連携強化
○要保護児童対策協議会に出席
○就学支援委員会に出席

○要保護児童対策地域連絡協議会に参加し（代表者会議、実務者会
議２回）要支援家庭の情報を共有しその後の支援につなげた。
○2ヵ月に1回開催するケース検討会議に子育て応援室にも参加して
もらい、ケースに関して情報の共有を図り、支援の方向性の統一を
した。
○就学支援委員会に参加(３回）、就学相談の必要なケースを教育
委員会に連絡し支援した。

Ａ 健康介護課

杉戸町

○杉戸町母子愛育会との連携強化を図る。
○子育て支援センターとの共同事業を活用し連携を強化するととも
に、個別支援の方向性の共有を図る。
○養育支援を必要とする家庭について要保護児童対策地域協議会と
の連携を図り必要な支援を実施する。
○未熟児のフォローについては、未熟児養育医療費申請時の面接、
子育て支援課及び医療機関との連携を図り、入院中からハイリスク
児や養育支援家庭等への支援を実施する。
○町立保育園の３園について、保健師が保育園を訪問して園児の様
子を把握、発達状況、家庭環境等の情報の共有化を図る。
○教育委員会：教育相談所には「教育相談室」と「適応指導教室」
があり、子育てに関すること、不登校、学校生活、いじめ等につい
ての相談を実施する。

○杉戸町母子愛育会との連携強化を図った。
○子育て支援センターとの共同事業を活用し連携を強化するととも
に、個別支援の方向性の共有を図った。
○養育支援を必要とする家庭について要保護児童対策地域協議会と
の連携を図り必要な支援を実施した。
○未熟児養育医療費支給事業は、平成２５年度より権限移譲により
健康支援課が主管課となった。未熟児養育医療費申請時の面接、子
育て支援課及び医療機関との連携を図り、入院中からハイリスク児
や養育支援家庭等への支援を実施した。
○町立保育園の３園について、保健師が保育園を訪問して園児の様
子を把握、発達状況、家庭環境等の情報の共有化を図った。
○教育委員会：教育相談所には「教育相談室」と「適応指導教室」
があり、子育てに関すること、不登校、学校生活、いじめ等につい
ての相談を実施した。

Ａ 健康支援課

幸手保健所

○母子保健連携調整会議、小児精神保健医療推進連絡会議、小児精
神保健医療研修会、母子保健関連の研修会(事例検討会を含む)等の
実施
○要保護児童対策地域協議会への出席

○母子連絡調整会議　H27.6.1実施 参加者12人、H28.2.26実施 参
加者10人
○小児精神保健医療推進会議　H28.2.8研修会と同時開催　参加者
83人
○ふれあい親子支援事業研修会　H27.9.29実施 参加者31人
○要保護児童対策協議会代表者会議･実務者会議 参加延べ34回

Ａ 保健予防推進担当

関係機関の連携強
化による子育て支

援

市町（国民健
康保険及び教
育委員会を含
む）保健所

関係機関の連携強
化による子育て支

援

市町（国民健
康保険及び教
育委員会を含
む）保健所

加須市



行田市

○市報、ホームページによる情報提供
○乳児産婦全戸訪問事業等で「子どもの救急ミニガイドブック」を
配布し、啓発を行う。

○休日夜間診療を実施している医療機関について市報、ホームペー
ジによる情報提供の実施
○乳児産婦全戸訪問事業等で「子どもの救急ミニガイドブック」を
配布した。

Ａ 保健センター

○小児科医による救急講座・子育て相談を開催し、受診が必要な症
状等について啓発する。
○広報紙やホームページ、チラシの配布などによって啓発する。

○市内の小児科専門医を講師に招いて、市内4地域で子どもの救急
講座・子育て相談を開催し、子育て中の保護者等がもしもの時の対
応について学習した。（4回開催、参加者214人）
○市内の小児医療に関するチラシを作成し、市内の保育所、幼稚
園、小学校を通して保護者へ配布した。また、公共施設に配架する
などして市民への周知を図った。

Ｂ 医療体制推進課

○乳児家庭訪問事業や乳幼児健診等の保健事業の中で、かかりつけ
医や急病時の知識の普及に努める。（チラシ配布）

○乳幼児家庭訪問（688件）、3～4ヶ月児健診（48回）でチラシを
配布した。 Ｂ 健康づくり推進課

羽生市
○広報やホームページによる休日当番医、埼玉県小児救急電話相
談、埼玉県大人の救急電話相談等の情報提供の実施

○広報やホームページによる休日当番医、埼玉県小児救急電話相
談、埼玉県大人の救急電話相談等の情報提供の実施 Ａ 健康づくり推進課

○子ども医療費及びひとり親家庭等医療費の受給資格証に、平日の
診療時間内での受診を促す文章を表記する。

○子ども医療費及びひとり親家庭等医療費の受給資格証に、平日の
診療時間内での受信を促す文章を表記した。 Ａ 子育て支援課

○市報・市ホームページによる情報提供 ○市報にて小児救急電話相談(#8000)の案内を掲載した。
○市ホームページへ、子どもの救急に係る情報を掲載した。 Ａ 健康医療課

蓮田市

○母子健康手帳交付時に「子どもの救急ガイドブック」を同封し、
早期に知識の普及するよう努める。
○健康カレンダーや子育てガイドブックに、小児救急電話番号、♯
８０００、救急医療情報、休日急患診療の情報を掲載する。
○乳幼児健診で、事故防止等のパンフレットを配布する。

○母子健康手帳交付時に「子どもの救急ガイドブック」を同封し、
早期に知識の普及するよう努め440名に配布
○健康カレンダーや子育てガイドブックに、小児救急電話番号、♯
８０００、救急医療情報、休日急患診療の情報を掲載した。
○乳幼児健診で、事故防止等のパンフレットを406名に配布

Ａ 子ども支援課

幸手市

○広報紙、ホームページ、健康環境カレンダーにより情報提供を図
る。
○乳幼児家庭全戸訪問事業における訪問時に「子どもの救急ミニガ
イドブック」を配布
○パパママ教室同窓会、１０か月児健診、母子健康教育（集まれ６
～７か月ベビー）時に、事故防止と上手なお医者さんのかかり方に
ついて指導を行う。

○広報やホームページで#8000や休日当番医を掲載
○健康環境カレンダーに休日・夜間の病院のかかり方を掲載
○乳幼児家庭全戸訪問事業で「子どもの救急ミニガイドブック」を
配布（274件）
○パパママ教室同窓会（8回）、10か月児健診時の集団指導（12
回）、集まれ６～７か月ベビー（6回）において、事故防止のちら
しやパンフレットを配布

Ａ 健康増進課

白岡市

○市報、ホームページ、保健センター事業等予定表等に救急電話相
談や休日夜間急患診療所の情報提供をする。
○母親学級において子どもの急な病気についての講話の実施や、赤
ちゃん訪問時に「子どもの救急ミニガイドブック」を配布し、適正
受診について啓発する。

○市報、ホームページ、保健センター事業等予定表等に救急電話相
談や休日夜間急患診療所の情報提供を行った。
○母親学級において子どもの急な病気についての講話の実施や、赤
ちゃん訪問時に「子どもの救急ミニガイドブック」を配布し、適正
受診について啓発した。（母親学級年6回 52人、赤ちゃん訪問380
件）

Ｂ 健康増進課

宮代町
○赤ちゃん訪問等でパンフレット「子どもの救急ミニガイドブッ
ク」の配布による啓発

○赤ちゃん訪問・面接時にパンフレットの配布 計232名
○掲載した保健センターガイドを全世帯に配布 Ａ 健康介護課

杉戸町

○ママパパ教室やこんにちは赤ちゃん訪問時に、「上手なお医者さ
んのかかり方」について保健指導を実施する。
○小児救急電話相談「＃8000」や埼玉県救急医療情報センターのシ
ステム及び小児休日診療の啓発を行う。（保健センター年間計画
表・広報等への掲載・赤ちゃん訪問時）
○冬季に実施している小児休日診療については、乳幼児健診時・訪
問時などにチラシを配布するとともに、各医療機関・公共施設にポ
スター掲示またはチラシを設置し、周知を図る。

○ママパパ教室やこんにちは赤ちゃん訪問時に、「上手なお医者さ
んのかかり方」について保健指導を実施した。ママパパ教室延参加
人員145人
○小児救急電話相談「＃8000」や埼玉県救急医療情報センターのシ
ステム及び小児休日診療の啓発を行った。（保健センター年間計画
表・広報等への掲載・赤ちゃん訪問時）
○冬季に実施している小児休日診療については、乳幼児健診時・訪
問時などにチラシを配布するとともに、各医療機関・公共施設にポ
スター掲示またはチラシを設置し、周知を図った。

Ａ 健康支援課

休日・夜間におけ
る適正な小児科受

診の啓発

市町（国民健
康保険及び教
育委員会を含
む）保健所

休日・夜間におけ
る適正な小児科受

診の啓発

市町（国民健
康保険及び教
育委員会を含
む）保健所

久喜市

加須市


