
【幼尐世代】

事業名等 内　容 担当課
事業または教室
の名称

内容（概要） 対象者 担当課 №
事業または教
室の名称

内容　（具体的に） 回数 延べ人数 方向性 理由 変更後の内容等

健康医療課 1
食育推進計画
の策定

行政と地域全体で食に関わる様々な
課題の解決に向けて、総合的・計画的
に食育の推進を図るよう「久喜市食育
推進計画」を策定した。
久喜市食育推進会議を開催した。

5 76 拡大
Ｈ２３年度に策定した「久喜市食育推
進計画」に基づいて推進する。

・「健康・食育まつり」を開催。
・食育サイトの開設。
・「食育月間」・「食育の日」の設置。

○

各担当課 2
食育推進計画
の策定

食育推進庁内連絡会議及び作業部会
を開催した。
連絡会議　５回　延べ43人
作業部会　５回　延べ42人

10 85 継続 ○

食育だよりの発行 食育に関する情報の発信や園の取り組み
などを知らせます。

幼尐

学務課 3
幼稚園における
食育啓発事業

食育だよりを発行した。
１回/月　保護者向けに食育に関する
取組や市の栄養士による情報提供し
た。

11 2,420 継続 ○

予定献立表の配
布

給食を通じて正しい食生活の知識につい
て、予定献立表や給食だよりにて普及啓
発を行う。また季節の食材や行事食・郷土
料理・伝統料理などを採り入れた献立を実
施し、食育の推進を図る。

学務課 4
学校給食にお
ける食育啓発
事業

予定献立表、給食だよりの配布をし
た。
１回/月　　年間11回
給食を通じて正しい食生活の知識に
ついて、予定献立表や給食だよりにて
普及啓発を行った。また季節の食材
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、食育の推進
を図った。
5月１日現在児童生徒数11,519人×
185回

185 2,131,015 継続 ○

乳幼児健康診査 乳幼児の発育発達の確認と異常な早期発
見を行い、乳幼児の健全な発育発達を促
す事を目的として、４か月児を対象に集団
健診を実施する。主な内容：身体計測・医
師の健診・離乳食指導・栄養相談・・保健
相談

妊産婦・幼尐

中央保健セン
ター

5
4か月児健康診
査

月齢や発育等に応じた授乳、離乳食
の目安や方法についての指導を行っ
た。
※健診受診者1,068人のうち625人

41 625 継続

離乳食の進め方
教室

離乳食の基礎と進め方について栄養士に
よる講話と調理実習を行う。調理実習は食
生活改善推進協議会に委託して実施。

妊産婦・幼尐

中央保健セン
ター

6
離乳食の進め
方教室

離乳食の基礎と進め方について栄養
士による講話と調理実習を行った。調
理実習は食生活改善推進員協議会に
委託して実施した。

35 209 継続 ○

子育て支援課 つどいの広場 栄養士が離乳を進める上で養育者が自信
を持って対応出来る様、講和と月齢に合
わせた調理例を提示・保護者同士のコミュ
ニケーションの場とする。会場：つどいの
広場（久喜小学校・学童保育施設内）１回/
年

幼尐

子育て支援課 7 つどいの広場

栄養士が離乳を進める上での月齢に
合わせた調理例を提示した。保護者
同士のコミュニケーションの場を設け
た。会場：つどいの広場（久喜小学校・
学童保育施設内）

1 7 継続 ○

中央保健セン
ター

8
4か月児健康診
査（再掲:同分
野）

健診受診児の保護者に対し必要に応
じて栄養士による授乳、離乳食に関す
る集団指導を実施した。
※健診受診者1,068人のうち625人

41 625 継続

中央保健セン
ター

9
10か月児健康
診査

健診受診児の保護者に対し必要に応
じて栄養士による授乳、離乳食に関す
る集団指導、個別相談を実施した。
※健診受診者984人のうち287人

38 287 継続

中央保健セン
ター

10
1歳6か月児健
康診査

健診受診児の保護者に対し必要に応
じて栄養士による栄養、食生活に関す
る個別相談を実施した。
※健診受診者1,184人のうち108人

38 108 継続

中央保健セン
ター

11 3歳児健康診査

健診受診児の保護者に対し必要に応
じて栄養士による栄養、食生活に関す
る個別相談を実施した。
※健診受診者1,189人のうち49人

41 49 継続

乳幼児健康相談
（栄養相談）

就学前の乳幼児を対象に、栄養士による
栄養相談を実施する。

妊産婦・幼尐

中央保健セン
ター

12
乳幼児健康相
談

就学前の乳幼児を対象に、栄養士に
よる栄養相談を実施した。
※乳幼児健康相談（保健師）延べ60
回1,751人のうち、栄養相談者122人

36 122 継続

母子訪問指導 妊産婦・新生児・乳幼児とその家族に対
し、保健師・助産師が訪問し発育発達の確
認、育児相談を実施する。

妊産婦・幼尐
中央保健セン
ター

13 母子訪問指導
妊産婦･新生児･乳児の家庭に保健
師･助産師が訪問し、発育発達、授乳
等の育児相談に応じた。

2,806 継続 ○

子育て支援課 親子講座事業 保健師による育児指導『ママとまったり教
室』２回/年

親子

子育て支援課 14
保健師による育
児指導

「ママとまったり教室」：保健センターの
保健師を招き、離乳食や食物の栄養
素の話、子どもの成長といった発育の
ことについて指導・相談を行った。

2 41 継続 ○

全体集
計算入

H24年度事業計画

食育の推進 食育推進計画を策定し、心
身の健康と豊かな人間形成
を育む食育を推進します。

健康医療課
各担当課

学務課
（市立幼稚園）
（小・中学校）

H23年度実績報告

離乳食に関する事
業
（乳幼児健診、離
乳食教室等）

乳児の保護者等を対象に、
離乳食に関する講座を開催
します。

◆栄養・食生活

乳幼児の保護者等を対象
に、栄養・食生活に関する
相談に応じます。

啓発事業 「食育だより」、「園だより」や
「予定献立表」等を通じて食
育に関する情報を発信しま
す。

妊産婦・幼尐

健康増進計画 H23年度調査時

中央保健セン
ター

中央保健セン
ター

栄養相談事業
（乳幼児健診、
子育て相談等）

乳幼児健康診査 乳幼児の発育発達の確認と異常な早期発
見を行い、乳幼児の健全な発育発達を促
す事を目的として、４か月児・１０か月児・１
歳６か月児・３歳児を対象に集団健診を実
施する。離乳食指導（４か月）・栄養相談
（全月齢）対象者に実施。

                                                       ①市の取り組みについて
                                                                    平成23年度事業実績及び平成24年度事業計画

資料 1● （網掛け部分）は、積極的に参加を促す事業。

●方向性

・継続・・・平成２３年度と同内容・同規模で実施する。

・見直し・改善・・・事業の見直し・改善の必要はあるが、現時点では未定。

・拡大・・・事業の実施回数を増やす、対象を広げる等、事業規模を拡大する。

・新規・・・平成２４年度から新規に実施する。

H24.7.2（月）健康づくり推進会
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野菜の栽培 野菜等の栽培・収穫物を使った料理作り、
会食を行います。 学務課 15 野菜の栽培

園庭で季節の野菜を育てた。収穫した
じゃがいもを使ってカレー作り、会食を
行った。

4 394 継続 ○

誕生日会会食 １回/月の誕生会に同じメニューの弁当で
会食する機会を作ります。

学務課 16 誕生日会会食
１回/月の誕生会に同じメニューの弁
当で会食する機会を作った。

22 2,420 継続 ○

給食事業 児童生徒に対し学校給食を実施し、適切
な栄養摂取による健康の保持促進を図
る・『食』への関心が持てる様に地場産農
産物を活用した献立や行事食・郷土料理・
セレクト給食・国際メニュー・児童生徒や学
校からのリクエスト献立を採り入れる。

学務課 17 学校給食事業

児童生徒に対し学校給食を実施し、適
切な栄養摂取による健康の保持促進
を図った。
『食』への関心が持てる様に地場産農
産物を活用した献立や行事食・郷土
料理・セレクト給食・国際メニュー・児
童生徒や学校からのリクエスト献立を
採り入れた。
季節の食材や行事食、郷土料理、伝
統料理などを採り入れた献立の実施３
３回（3回/月）・中学３年生のみセレク
ト給食１回

185 2,131,015 継続 ○

食事指導 規則正しい生活のリズムの定着や食事マ
ナーの習得・望ましい食習慣の形成・学校
ファームを活用した食への関心の高揚に
向け、校長や栄養教論及び養護教諭をは
じめ、全教職員の共通理解のもと、学校給
食や教科領域等を通じて食生活の重要性
を理解出来る様、家庭と連携し促進する。

学務課 18 食事指導

規則正しい生活のリズムの定着や食
事マナーの習得・望ましい食習慣の形
成・学校ファームを活用した食への関
心の高揚に向け、校長や栄養教論及
び養護教諭をはじめ、全教職員の共
通理解のもと、学校給食や教科領域
等を通じて食生活の重要性を理解出
来る様、家庭と連携し促進した。

185 2,131,015 継続 ○

給食試食会 学校給食への理解及び普及啓発を図る
為、PTAを対象とした試食会を開催する。

学務課 19 給食試食会
学校給食への理解及び普及啓発を図
るため、PTAを対象とした試食会を開
催した。

10 450 継続 ○

指導課
（小・中学校）

指導課 20 栄養指導
小中学校における家庭、技術・家庭、
生活、総合的な学習の時間の授業に
おいて、栄養について指導した。

通年 － 継続 ○

学務課 出前講座 栄養士による栄養・食生活の講座 児童生徒・教職
員・PTA

学務課 21
健康と食生活
の講座（出前講
座）

学校保健委員会（教職員・PTA）、生
徒保健委員会（生徒）を対象に「食生
活を見直す」「朝食の大切さ」「バラン
スの良い食事」等について栄養士によ
る講座を実施した。

4 175 継続 ○

853 6,403,319

42 432 継続4　 見直し・改善0　拡大0　縮小0　新規0　　廃止0

学校給食事業
（食に関する指導
等）

児童生徒を対象に、適切な
栄養を提供するとともに、学
校給食を通じて、「食」への
関心を高め、食に関する知
識を提供します。
PTA主催による学校給食試
食会等を通じて、正しい食
生活についての普及、啓発
を行います。

料理体験等 園児及びその保護者を対象
に、野菜等を栽培し、収穫
物を使った料理の体験や会
食等の機会を提供します。

小・中学校におけ
る取組み

幼尐世代計

全事業（２０事業）　※２１事業中同分野再掲１事業除く

講座・教室等（４事業）

家庭科、生活科、総合的な
学習等において、栄養につ
いて学び、調理実習等を行
う機会を提供します。

学務課
（小・中学校）

幼尐学務課
（市立幼稚園）

継続19　見直し・改善0　拡大1　縮小0　新規0　　廃止0
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事業名等 内　容 担当課
事業または教室
の名称

内容（概要） 対象者 担当課 №
事業または教
室の名称

内容　（具体的に） 回数 延べ人数 方向性 理由 変更後の内容

健康医療課
1

食育推進計画
の策定（再掲:
同分野）

行政と地域全体で食に関わる様々な
課題の解決に向けて、総合的・計画的
に食育の推進を図るよう「久喜市食育
推進計画」を策定した。
久喜市食育推進会議を開催した。

5 76 拡大
Ｈ２３年度に策定した「久喜市食育推
進計画」に基づいて推進する。

・「健康・食育まつり」を開催。
・市ホームページに「食育サイト」開
設。
・「食育月間」・「食育の日」の設置。

各担当課
2

食育推進計画
の策定（再掲：
同分野）

食育推進庁内連絡会議及び作業部会
を開催した。
連絡会議　５回　延べ43人
作業部会　５回　延べ42人

10 85 継続

啓発事業 市の広報紙「広報くき」また
は「広報くきお知らせ版」や
市ホームページにおける
「食育サイト」等を通じて食
育に関する情報を発信しま
す。

健康医療課

健康医療課 3 拡大
Ｈ２３年度に策定した「久喜市食育推
進計画」の周知と推進を行う。

・「久喜市食育推進計画」の概要を広
報紙へ掲載し、市民へ計画の周知と
推進を計る。
・市ホームページに「食育サイト」を設
け食育情報を発信する。
・「食育月間」・「食育の日」の設置し、
食育について考える機会をつくる。

○

妊産婦保健事業 妊産婦を対象に、妊娠中の
栄養に関する講座を開催し
ます。

中央保健セン
ター

ママ・パパ教室 妊婦・出産・育児に必要な知識や技術の
普及を図る為、妊婦とその家族を対象に
妊娠中の保健・栄養・歯科保健等につい
て学ぶ機会とする。また、仲間づくり・先輩
ママとの交流・父親の妊婦体験・育児に関
する実習を行う。

妊産婦

中央保健セン
ター 4

ママ・パパ教室
（重複）

妊娠中の栄養・食生活について、栄養
士による講義と調理実習を実施した。
※ママ・パパ教室77回のうち栄養・食
生活に関する教室17回

17 106 継続

バランス栄養講座 講話と調理実習を通して、食事の基本で
ある『栄養バランスのとれた適量の食事』
を学ぶ。

青年・壮年・高齢

中央保健セン
ター

5
バランス栄養講
座

講話と調理実習を通して、食事の基本
である『栄養バランスのとれた適量の
食事』を学ぶ講座を実施した。
【各保健センター】1回

4 80 継続 ○

ボディバランス健康（総合健康講座）各セ
ンター１コースずつ計４コース（１コース６
日間）。医師の講話・歯科衛生士の講話・
指導・栄養講話・調理実習・運動実践を組
み合わせて実施

青年・壮年・高齢

中央保健セン
ター

6
ボディバランス
講座

医師の講話・歯科衛生士の講話・栄養
士の講話及び調理実習・運動実践を
組み合わせた、健康に関する基礎知
識を幅広く学ぶ総合健康講座を実施
した。
各保健センターで1コースずつ実施。
【中央・栗橋・鷲宮】1コース（6日間）
【菖蒲】同窓会1回含み1コース（7日
間）

25 341 継続 ○

中央保健セン
ター

7
アンチエイジン
グ講座（運動
編）

生活習慣病予防やメタボ解消のため
の食事や運動などの講座を実施した。
【菖蒲】1コース（３日間）
【鷲宮】1コース(３日間）

6 106 見直し・改善 ○

中央保健セン
ター

8
アンチエイジン
グ講座（休養
編）

生活習慣病予防のための食事やスト
レス対処方法などの講話を実施した。
【中央】1コース（２日間）
【栗橋】1コース（３日間）

5 67 見直し・改善 ○

中央保健セン
ター

9

生活習慣見直
し隊～糖尿病
はこうして防ぐ
～

栄養以外の講話も実施した。　糖尿病
予防の調理実習、運動の体験を行っ
た。
【中央】１日間

1 29 見直し・改善 ○

特別授業：感染症最新情報（１コース１日
で年２回）

青年・壮年・高齢

中央保健セン
ター

10
感染症最新情
報

食中毒やインフルエンザ等の感染症
に関する情報提供と食事や食環境の
大切さを伝えるための講座を実施し
た。
【中央】1回　【鷲宮】1回

2 43 見直し・改善 ○

骨粗しょう症予防
教室

青年・壮年・高齢

中央保健セン
ター

11
骨粗しょう症予
防教室

医師、理学療法士、管理栄養士等に
よる骨粗しょう症の病態や治療、予防
方法についての講話を実施した。
【各保健センター】1回

4 106 見直し・改善 市内2地区で実施する。
中央・鷲宮保健センターにおいて各1
回実施する。

○

短期集中脱メタボ
講座

青年・壮年・高齢

中央保健セン
ター

12
短期集中脱メタ
ボ講座

メタボリックシンドローム改善の為に、
グループワークを中心として行動目標
の設定・調理実習・運動実践を実施し
た。
【中央】1コース（２日間）

2 11 見直し・改善 けんこう大学の事業に統合する。 ○

全体集
計算入

H24年度栄養・食生活に関する講座
【中央】おうちで作るヘルシーカフェメ
ニュー
【菖蒲】デキるオトコの健康術
【鷲宮】美ボディ集中トレーニング

食育の推進 食育推進計画を策定し、心
身の健康と豊かな人間形成
を育む食育を推進します。

けんこう大学講座はﾎﾞﾃﾞｨﾊﾞﾗﾝｽ講座
以外は、毎年講座を入れ替えて実施
する。

H24年度事業計画H23年度実績報告

健康医療課
各担当課

H23年度調査時健康増進計画

一般講座：アンチエイジング講座（運動編
１コース３日間で年２回・休養編１コース２
日間で年２回）。生活習慣見直し隊（１コー
ス３日間で年１回）

青年・壮年・高齢

けんこう大学

【青年世代･壮年世代・高齢世代】

健康づくり事業 市民を対象に、「栄養バラン
スの取れた適量の食事」に
ついて学習する機会や調理
実習等を体験する機会を提
供します。

中央保健セン
ター

3



中央保健セン
ター

13
出前講座
（重複）

市民のグループを対象に、生活習慣
病（病態・運動・食事等）に関する講座
の依頼を受け実施した。 ※出前講座
47回のうち栄養・食生活に関する講座
７回

7 224 継続

生涯学習課 14
脱メタボ肥満を
予防しよう

体脂肪測定、肥満予防のための食生
活と運動に関する講座を実施した。

1 30 継続 ○

中央保健セン
ター

15 食生活相談
管理栄養士による個別栄養相談を実
施した。。希望者には塩分測定等も
行った。

32 68 継続 ○

中央保健セン
ター

16 成人健康相談
保健師または管理栄養士による個別
健康相談を実施した。

305 4,306 継続 ○

中央保健セン
ター

17
骨の健康チェッ
ク
（重複）

超音波骨密度測定を実施した。測定
後、保健師による保健指導及び管理
栄養士による食生活指導を実施した。
※生活習慣病・歯の健康分野の骨の
健康チェック総数985人のうち食生活
指導した人数376人

12 376 継続

成人訪問指導 特定保健指導対象者のうち、未利用者の
方に対して、保健師・栄養士よる生活習慣
の指導も実施・生活保護受給者の健康診
査受診者の検診結果フォローとして、保健
師による生活習慣の指導も実施。

壮年・中年・高齢

中央保健セン
ター

18 成人訪問指導

生活保護受給者等の健康診査の事後
指導として、保健師や栄養士による訪
問指導を実施した。
※たばこ・アルコール分野の成人訪
問指導した方と重複あり

－ 29 継続 ○

高齢者二次予防
事業（栄養改善事
業）

低栄養状態のおそれのある
高齢者に対して、管理栄養
士等が定期的に自宅に訪
問して、栄養状態を改善す
るための指導や相談を行い
ます。

介護福祉課 栄養改善事業 低栄養状態の恐れのある対象に低栄養状
態の恐れのある対象者に対して、管理栄
養士等が定期的に自宅に訪問し、栄養状
態を改善する為の支援を行う。実施回数：
概ね６ヶ月８回

高齢

介護福祉課 19 栄養改善事業

基本チェックリストを実施した結果、二
次予防事業対象者となった方のうち、
栄養改善の必要性のあった方に対
し、管理栄養士等が定期的に自宅に
訪問して、栄養状態を改善するための
指導や相談を行った。

2 4 継続 ○

高齢者一次予防
事業
（高齢者のための
いきいきクッキン
グ）

高齢者を対象に、健康維持
と介護予防のための食生活
について、講話と調理実習
を行います。

介護福祉課 高齢者向け料理
教室

健康維持と介護予防の為の食生活につい
ての講話と調理実習を行う。実施回数３回

高齢

介護福祉課 20
高齢者のため
のいきいきクッ
キング

管理栄養士による講話と調理実習を
実施した。
平成23年8月10日（水）
平成23年11月22日（火）
平成24年3月7日（水）

3 51 継続 ○

いきいきデイサー
ビス事業

介護保険の要支援・要介護
に該当せず、家に閉じこもり
がちな高齢者を対象に、健
康チェック、健康体操、給
食、趣味活動等を行いま
す。

介護福祉課

介護福祉課 21
いきいきデイ
サービス事業

要支援・要介護認定を受けていない
が、家に閉じこもりがちで、支援が必
要な高齢者を対象に、健康チェック、
健康体操、給食、趣味活動等を実施。
【久喜】１０会場
　　　　　（直営４会場、委託６会場）
【菖蒲】１会場（新規：委託）
【栗橋】１会場（新規：委託）
【鷲宮】１会場（新規：委託）
　合計１３会場で実施する。

588 6,124 拡大
増加する高齢者に給食や趣味活動
を行う場を設け、介護予防を図るた
め実施する。

【菖蒲】２会場増、【栗橋】２会場増、
【鷲宮】４会場増の合計８会場が新規
に開始され、久喜市内では合計２１会
場で事業が実施される予定。
参加者も増え、健康体操等の実施に
より介護予防に役立てることができ
る。

○

食生活改善推進員（ヘルスメイト）の
養成講座。

0 0

資質向上のための研修会を実施し
た。
H23年度会員数：１４７人

12 278

1,043 12,540

57 1,037

1,840 6,415,073

99 1,469

中央保健セン
ター

食生活改善推
進員（ヘルスメ
イト）の養成

22

出前講座事業 １０人以上の団体に対し、要望に沿った内
容で健康教育を実施（１団体で年１回ま
で）

青年・壮年・高齢

成人健康・食生活
相談

保健師による心や身体の健康相談や、栄
養士による食生活に関する相談（面談や
電話により実施）

中央保健セン
ター

食生活改善推進
員（ヘルスメイト）
の養成

食生活の改善を通じて、地
域の健康づくりを推進してい
る食生活改善推進員（ヘル
スメイト）の養成を行いま
す。

中央保健セン
ター

食生活相談事業 市民を対象に、栄養・食生
活に関する相談に応じま
す。

出前講座事業 市民のグループを対象に、
栄養・食生活に関する講座
の講師依頼に応じます。

中央保健セン
ター
学務課
生涯学習課

食生活改善推進員（ヘルスメイト）の
新規加入状況等により、養成講座
は、数年毎の実施を予定。

○

分野計
　全事業（４０事業）　※４２事業中同分野再掲２事業除く 継続31　見直し・改善6　 拡大3   縮小0　 新規0　　廃止0　

　講座・教室等（１４事業） 継続8　　見直し・改善6 　拡大0　 縮小0　 新規0　　廃止0

継続

青年世代等計

全事業（２２事業） 継続13　見直し・改善6　  拡大3 　縮小0　新規0　　廃止0

講座・教室等（１０事業） 継続4　　見直し・改善6　　拡大0　 縮小0　新規0　　廃止0
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【幼尐世代】

事業名等 内　容 担当課
事業または教室の
名称

内容（概要） 対象者 担当課 №
事業または教
室の名称

内容　（具体的に） 回数 延べ人数 方向性 理由 変更後の内容等

健康医療課 1 啓発事業 新規
健康づくりに関する情報をより多くの
人に提供するため。

市ホームページに「健康づくりコー
ナー」を開設し、身体活動･運動の情
報を充実させる。

○

各担当課 2 情報提供

市の広報紙「広報くき」または「広報く
きお知らせ版」、市ホームページにお
いて、健康づくりのイベント等について
情報提供した。

－ － 継続 ○

中央保健セン
ター

3
4か月児健康診
査（重複）

発達に応じた運動遊びの重要性や方
法について情報提供した。
※栄養･食生活分野の健診回数のみ
重複。

41 1,068 継続 ○

中央保健セン
ター

4
10か月児健康
診査（重複）

発達に応じた運動遊びの重要性や方
法、望ましい生活リズム等について情
報提供した。
※栄養･食生活分野の健診回数のみ
重複。

38 984 継続 ○

中央保健セン
ター

5
1歳6か月児健
診（重複）

発達に応じた運動遊びの重要性や方
法、望ましい生活リズム等について情
報提供した。
※栄養･食生活分野の健診回数のみ
重複。

38 1,184 継続 ○

中央保健セン
ター

6
3歳児健康診査
（重複）

発達に応じた運動遊びの重要性や方
法、望ましい生活リズム等について情
報提供した。
※栄養･食生活分野の健診回数のみ
重複。

41 1,189 継続 ○

中央保健セン
ター

7
乳幼児健康相
談（重複）

発達に応じた運動遊びの重要性や方
法、望ましい生活リズム等について必
要に応じ保健相談を行った。
※相談者1,751（うち運動に関する相
談人数の集計無）

60 1,751 継続 ○

子育て支援課 8
ベビーマッサー
ジ

ベビーマッサージ講師による親子でベ
ビーマッサージ講習を実施した。

4 86 拡大
ベビーヨガを追加。
鷲宮地域子育て支援センター開設の
ため。

【久喜・栗橋】（ヨガ追加）
【鷲宮】（ベビーマッサージ追加）

○

子育て支援課 9 骨盤メンテ講習
産後のリラクゼーション講習を実施し
た。

3 56 拡大
鷲宮地域子育て支援センター開設の
ため。

【鷲宮】（骨盤メンテ追加） ○

小・中学校における取組み 保健だより、体育・保健体
育、部活動等において、健
康な体づくりについて学び、
体力づくりを行う機会を提供
します。

指導課（小・中学
校）

健康な体づくり指導 小中学校における教科・領域において、健
康な体づくりについて学ぶ。

小中学校の児童
生徒

指導課 10
健康な体づくり
指導

小中学校における体育、保健体育の
授業において、健康な体づくりについ
て指導した。

通年 － 継続 ○

体力向上水準委員
会

児童生徒の体力・運動能力調査の分析と
考察に関する事・児童生徒の体力・運動能
力に係る具体的な取り組みについて検討
及び推進に関する事・児童生徒の体力・運
動能力向上に係る実践事例の普及・啓発
に関する事・年４回開催

教職員

指導課 11
体力向上推進
委員会

児童生徒の体力・運動能力調査の分
析と考察に関すること、児童生徒の体
力・運動能力に係る具体的な取り組み
についての検討と推進及び実践事例
の普及と啓発に関することについて年
４回開催した。

4 152 継続 ○

教育に関する３つ
の達成目標（体力）
の推進

新体力テストに基づく個人の目標を目指し
て体力づくりに努める。

小中学校の児童
生徒 指導課 12

教育に関する３
つの達成目標
（体力）の推進

新体力テストに基づく個人の目標を目
指して体育、保健体育の授業を通し、
体力づくりを推進した。

通年 － 継続 ○

学校体育施設の開放 学校体育施設（体育館・校
庭等）を開放します。

生涯学習課

生涯学習課 13
学校体育施設
開放事業

市民のスポーツ・レクリエーション活動
の場の確保を図るため、市内小中学
校３４校の体育施設を開放した。

－ 209,971 継続 ○

都市整備課 14 拡大
総合運動公園テニスコートに夜間照
明を設置し利用可能時間を拡大す
る。

利用時間
8:00～18:00から8:00～21:00

○

都市整備課 15 新規
グランドゴルフなどができるなかよし
広場を設置する。

○

生涯学習課 16
体育施設管理
事業

市民のスポーツ・レクリエーション活動
の場の確保を図るため、市内社会体
育施設の整備を充実させた。

－ 167,460 継続 ○

229 383,901

7 142

ベビーマッサージ講師によるベビーマッ
サージ講習各支援センター２回/年・骨盤
メンテ講習各支援センター２回/年・会場：
久喜市地域子育て支援センター及び児童
センター等

親子

全体集
計算入

H24年度事業計画H23年度実績報告

継続11　見直し・改善0　拡大3　縮小0　新規2　　廃止0

継続0　　見直し・改善0　拡大2　縮小0　新規0　　廃止0

全事業（１６事業）

講座・教室等（２事業）

幼尐世代計

親子講座事業親子講座事業
子育て相談事業

乳幼児及びその保護者等を
対象に、身体活動等に関す
る講座を開催します。

体力向上推進委員会によ
り、児童生徒の体力・運動
能力に係る調査・分析・考察
を行い、具体的な取組みに
ついて普及、啓発を行いま
す。

指導課児童生徒の
体力向上への取組み

子育て支援課

◆身体活動・運動

健康増進計画 H23年度調査時

中央保健セン
ター

乳幼児健康診査 乳幼児の発育発達の確認と異常な早期発
見を行い、乳幼児の健全な発育発達を促
す事を目的として、４か月児・１０か月児・１
歳６か月児・３歳児を対象に集団健診を実
施する。主な内容：身体計測・医師の健診
（全月齢）・歯科医師の診察（１歳６か月、３
歳）・離乳食指導（４か月）・栄養相談（全月
齢）・歯科衛生士によるブラッシング指導
（１歳６か月、３歳）・フッ素塗布（１歳６か
月）・心理相談（１歳６か月、３歳）・保健相
談（全月齢）

妊産婦・親子

啓発事業 市の広報紙「広報くき」また
は「広報くきお知らせ版」、
市ホームページにおいて、
健康づくりのイベント等の情
報を提供します。

健康医療課
各担当課

乳幼児健康診査事業
乳幼児健康相談事業

乳幼児の保護者等を対象
に、体を動かすことの重要
性等について、保健相談を
行います。

公園等の整備 運動のできる施設や設備の
充実を図ります。

都市整備課
生涯学習課

5



事業名等 内　容 担当課
事業または教室の
名称

内容（概要） 対象者 担当課 №
事業または教
室の名称

内容　（具体的に） 回数 延べ人数 方向性 理由 変更後の内容

健康医療課 1 新規
H24年度から「健康・食育まつり」を新
規に開催するため。

市の広報紙「広報くき」または「広報く
きお知らせ版」、市ホームページにお
いて、「健康・食育まつり」開催の情報
提供する。

○

中央保健セン
ター

2

市の広報紙「広報くき」または「広報く
きお知らせ版」、市ホームページにお
いて、健康づくりのイベント等について
情報提供した。

－ － 継続 ○

生涯学習課 3

・大会、教室等
の広報紙掲載
・団体情報の提
供

市民の多種多様なニーズに対応し、
各種スポーツ・レクリエーション団体に
ついて情報提供した。

－ － 継続 ○

中央公民館 4

運動を実施している市民グループなど
の情報が閲覧できように館内に情報
提供の場を設置した。電話等の問い
合わせにも対応した。

－ － 継続 ○

妊産婦保健事業 妊産婦を対象に、妊娠中に
おける身体活動や運動（妊
婦体操）の講座を開催しま
す。

中央保健センターママ・パパ教室 妊婦・出産・育児に必要な知識や技術の
普及を図る為、妊婦とその家族を対象に
処妊娠中の保健・栄養・歯科保健等につ
いて学ぶ機会とする。また、仲間づくり・先
輩ママとの交流・父親の妊婦体験・育児に
関する実習を行う。

妊産婦

中央保健セン
ター

5
ママ･パパ教室
（重複）

妊娠中における身体活動や運動（妊
婦体操）について講義と実習を行っ
た。
※ママ・パパ教室77回のうち身体活
動・運動に関する教室17回

17 136 継続

健康づくり事業 市民を対象に、身体活動・
運動についての学習及び体
を動かす体験の機会を提供
します。

中央保健セン
ター

健康づくり運動教
室

運動の習慣化を目指し、運動初心者から
取り組めるストレッチ・筋トレ・ウォーキング
等を実施（国民健康保険課との共催）

青年・壮年・高齢

中央保健セン
ター

6
健康づくり運動
教室

運動の習慣化を目指し、運動初心者
から取り組めるストレッチ・筋トレ・
ウォーキング等を実施した。（国民健
康保険課との共催）
【中央】12回1コース【菖蒲】6回1コース
【栗橋】12回1コース【鷲宮】12回1コー
ス

42 877 見直し・改善

回数を増やし、より多くの方が参加で
きるよう改善。地域の特性を生かして
講座を設定するため、内容は各保健
センターによって異なる。

【中央】リバウンドなしのダイエット講
座
【菖蒲】ステップアップ運動講座
【栗橋】お家エクササイズ
【鷲宮】パワーアップ教室　6回2コー
ス
　　　　癒され教室　6回2コース

○

ボディバランス講座（総合健康講座）各セ
ンター１コースずつ計４コース（１コース６
日間）。医師の講話・歯科衛生士の講話・
指導・栄養講話・調理実習・運動実践を組
み合わせて実施。

青年・壮年・高齢

中央保健セン
ター 7

ボディバランス
講座（再掲）

医師の講話・歯科衛生士の講話・栄養
士の講話及び調理実習・運動実践を
組み合わせた、健康に関する基礎知
識を幅広く学ぶ総合健康講座を実施し
た。
各保健センターで1コースずつ実施。
【中央・栗橋・鷲宮】1コース（6日間）
【菖蒲】同窓会1回含み1コース（7日
間）

25 341 継続

中央保健セン
ター

8

アンチエイジン
グ講座（運動
編）
（再掲）

生活習慣病予防やメタボ解消のため
の食事や運動などの講座を実施した。
【菖蒲】1コース（３日間）
【鷲宮】1コース(３日間）

6 106 見直し・改善

中央保健セン
ター

9

アンチエイジン
グ講座（休養
編）
（再掲）

生活習慣病予防のための食事やスト
レス対処方法などの講話を実施した。
【中央】1コース（２日間）
【栗橋】1コース（３日間）

5 67 見直し・改善

中央保健セン
ター

10

生活習慣見直
し隊～糖尿病
はこうして防ぐ
～
（再掲）

栄養以外の講話も実施した。　糖尿病
予防の調理実習、運動の体験を行っ
た。
【中央】１日間

1 29 見直し・改善

中央保健セン
ター

11
歩いて健康！
スマートウォー
キング

日常に取り入れやすいウォーキングの
啓発と、ウォーキング・ストレッチなど
の実技指導を実施した。
【菖蒲】1回【栗橋】1回

2 63 継続 ○

特別授業：膝痛や腰痛に負けないカラダ作
り（１コース１日で年１回）

青年・壮年・高齢
中央保健セン
ター

12
膝痛や腰痛に
負けないカラダ
作り

理学療法士による腰痛・膝痛対策の
講話を実施した。
【栗橋】1回

1 37 見直し・改善 ○

課外授業：中国健康体操（１コース２日間
で年１回）

青年・壮年・高齢
中央保健セン
ター

13 中国健康体操
中国健康体操の体験講座を実施し
た。
【中央】1コース(2日間）

2 50 見直し・改善 ○

青年・壮年・高齢

中央保健セン
ター 14

短期集中脱メタ
ボ講座（再掲）

メタボリックシンドローム改善の為に、
グループワークを中心として行動目標
の設定・調理実習・運動実践を実施し
た。
【中央】1コース（２日間）

2 11 見直し・改善 けんこう大学の事業に統合する。

全体
集計
算入

青年・壮年・高齢

けんこう大学講座はﾎﾞﾃﾞｨﾊﾞﾗﾝｽ講座
以外は。毎年講座を入れ替えて実
施。

H24年度事業計画

H24年度運動に関する講座
【中央】COPD予防講座・おうちで作る
ヘルシーカフェメニュー
【栗橋】ストレッチでポカポカからだ・水
中ウォーキング
【菖蒲】デキるオトコの健康術・腰痛膝
通肩こり撃退ストレッチ
【鷲宮】歩いて健康スマートウォーキ
ング・美ボディ集中トレーニング・実践
ノルディックウォーキング

啓発事業

運動を実践している市民グ
ループなどの情報を提供し
ます。

生涯学習課
中央公民館

H23年度実績報告

健康医療課
各担当課

【青年世代･壮年世代・高齢世代】

市の広報紙「広報くき」また
は「広報くきお知らせ版」や
市ホームページにおいて、
健康づくりのイベント等の情
報を提供します。

健康増進計画 H23年度調査時

一般講座：アンチエイジング講座（運動編
１コース３日間で年２回・休養編１コース２
日間で年２回）・生活習慣見直し隊（１コー
ス３日間で年１回）・歩いて健康スマート
ウォーキング（１コース１日で年2回）

けんこう大学

6



健康体操 講師を招き、健康体操の実践 青年・壮年・高齢
中央保健セン
ター

15 健康体操
健康体操の実践講座を実施した。
【菖蒲】12回

12 366 継続 ○

３B体操 体力づくりの筋力アップ体操やストレッチ
体操・ウォーキング、リズム体操の実施

青年・壮年・高齢
中央保健セン
ター

16 ３B体操
体力づくりの筋力アップ体操やストレッ
チ体操・ウォーキング、リズム体操の
講座を実施した。【菖蒲】24回

24 325 継続 ○

ウォーキング体操 講師を招き、ウォーキング体操の実践（ス
トレッチの後、歩きながら全身を動かす体
操を行う）

青年・壮年・高齢
中央保健セン
ター

17
ウォーキング体
操

ウォーキング体操の実践（ストレッチの
後、歩きながら全身を動かす体操を行
う）講座を実施した。【栗橋】22回

22 891 継続 ○

ダンベル体操 講師を招き、ダンベル体操の実践（ストレッ
チの後、ダンベルを使って体操を行う）

青年・壮年・高齢
中央保健セン
ター

18
ダンベル体操

ダンベル体操の実践（ストレッチの後、
ダンベルを使って体操を行う）講座を
実施した。【栗橋】22回

22 908 継続 ○

大人の遠足 日常とは違う風景を眺めながら、心身のリ
フレッシュの為のウォーキングを実施

青年・壮年・高齢
中央保健セン
ター

19 大人の遠足
ウォーキングの啓発と、ウォーキング・
ストレッチなどの実技指導を実施した。
【鷲宮】2回

2 43 見直し・改善 けんこう大学の事業に統合する。 ○

郊外ウォーキング 日常とは違う風景を眺めながら、心身のリ
フレッシュの為のウォーキングを実施

青年・壮年・高齢

中央保健セン
ター

20
郊外ウォーキン
グ

ウォーキングの啓発と、ウォーキング・
ストレッチなどの実技指導を行い、市
外のウォーキングコースを歩く講座を
実施した。【鷲宮】2回

2 64 見直し・改善 けんこう大学の事業に統合する。 ○

青空運動教室 日常とは違う風景を眺めながら、心身のリ
フレッシュの為のウォーキングを実施

青年・壮年・高齢
中央保健セン
ター

21 青空運動教室
公園等に設置されている健康遊具の
効果的な使い方とウォーキング指導を
実施した。【鷲宮】1回

1 20 見直し・改善 けんこう大学の事業に統合する。 ○

介護福祉課 22
健康づくり･介
護予防講座

健康づくり、介護予防に関する講座を
実施した。

7 251 継続 ○

菖蒲総合支所福
祉課

23 介護予防講座
高齢者の団体を対象に介護予防・福
寿体操の講座を実施した。

2 75 継続 ○

中央保健セン
ター

24 出前講座
市民のグループを対象に、生活習慣
病（病態・運動・食事等）に関する講座
を実施した。

47 942 継続 ○

生涯学習課 25

・若さを保つ健
康づくり運動講
座
・一人いちス
ポーツ講座

健康づくりのためのストレッチの講座
及びニュースポーツの実技体験の講
座を実施した。

8 295 継続 ○

健康相談事業 市民を対象に、身体活動・
運動に関する相談に応じま
す。

中央保健セン
ター

中央保健セン
ター

26
成人健康相談
（再掲）

保健師または管理栄養士による個別
健康相談を実施した。

305 4,306 継続

高齢者一次予防事業 高齢者の体の特性に合わ
せた安全な運動等の知識や
技術を普及、啓発するた
め、各種講座や教室を開催
します。

介護福祉課 高齢者の体の特性に合わせた安全な運動
方法に関する知識の普及・啓発（健康
チェック・ストレッチ体操・筋力アップ体操・
ボール運動等）

高齢

介護福祉課 27
元気アップ体操
教室

高齢者の体の特性に合わせた安全な
運動方法に関する知識の普及・啓発
をおこなった。（健康チェック・ストレッ
チ体操・筋力アップ体操・ボール運動
等）
１コース５回２コース
（平成２４年１月～２月）

10 97 見直し・改善
介護予防を目的とした運動の普及促
進を図るため実施する。

新たな介護予防事業として、「はつら
つ運動教室指導者養成」事業を開始
する。

○

高齢者の体の特性に合わせた体の痛みを
予防する運動方法に関する知識の普及・
啓発（健康チェック・ストレッチ体操・筋力
アップ体操等）

高齢

介護福祉課 28
柔道整復師に
よる元気アップ
体操教室

高齢者の体の特性に合わせた体の痛
みを予防する運動方法に関する知識
の普及・啓発を行った。（健康チェック・
ストレッチ体操・筋力アップ体操等）
４回実施　（平成２４年２月）

4 33 継続 ○

高齢者一次予防事
業（体操教室）

一般高齢者に対して、介護予防に関する
知識の普及を図る為、健康体操教室を実
施・内容：ストレッチ・肩・膝・腰等の痛みを
予防する体操・会場：森下公民館及び農
業者トレーニングセンター・実施回数：各会
場共４回（週１回）・参加人員：各会場共２０
名程度

高齢

菖蒲総合支所福
祉課

29
元気アップ体操
教室

65歳以上の高齢者に対し、介護予防
のための健康体操教室を２会場で実
施した。

16 326 継続 ○

介護予防事業の一環として６５歳以上で要
介護・要支援認定を受けていない方を対
象に、高齢者一次予防事業として『はつら
つ運動教室』を開催し、高齢者福祉の充実
と介護予防を図る。はつらつリーダーが中
心となってウォーキングやストレッチなどの
運動を行う・リーダー研修、体力測定、血
圧測定を実施する・会場は栗橋地区の健
康福祉センターや栗橋コミュニティセンター
などの１４会場で開催している・年間を通じ
て各会場で週１回程度実施している・参加
者数：約３００名

高齢

栗橋総合支所福
祉課

30
はつらつ運動教
室

介護予防事業の一環として６５歳以上
で要介護・要支援認定を受けていない
方を対象に、『はつらつ運動教室』を開
催。はつらつリーダーが中心となって
ウォーキングやストレッチなどの運動
を実施。１４会場で年間を通じて週１回
程度実施した。参加者336名
・参加者に対し、運動開始前に血圧測
定を36回実施した。（12会場×3回）
・参加者に対し、体力測定を14回実施
した。（各会場1回実施）
・はつらつリーダーに対して研修を16
回実施した。
・はつらつリーダーを新規に養成する
ために、リーダー養成講座を5回実施
した。

612 8,374 継続

介護予防事業として、はつらつ運動
教室の効果は非常に大きい。また参
加者数も多く、今後も継続して実施
する。

はつらつ運動教室のリーダー養成講
座については、平成２４年度に介護福
祉課で一括して実施するため、栗橋
総合支所福祉課では実施しない。

○

※上記参照

出前講座事業 市民のグループを対象に、
身体活動・運動に関する講
座の講師依頼に応じます。

介護福祉課
中央保健セン
ター
生涯学習課

出前講座事業 １０人以上の団体に対し、要望に沿った内
容で健康教育を実施（１団体で年１回ま
で）

一般高齢者介護予
防事業（転倒骨折
予防）

7



高齢者の体の特性に合わせた安全な運動
方法に関する知識の普及・啓発（健康
チェック・ストレッチ体操・筋力アップ体操・
ウォーキング等）・会場：鷲宮総合支所４階
会議室・実施回数：１クール１２回・参加人
数：２０名程度

鷲宮総合支所福
祉課

31
元気はつらつ教
室

高齢者の体の特性に合わせた安全な
運動方法に関する知識の普及・啓発
をし、健康チェック・ストレッチ体操・筋
力アップ体操・ウォーキング等を実施
した。
会場は鷲宮総合支所４階会議室で実
施した。
１コース１２回、９月～１２月に実施し
た。
参加人数は延べ１６２人。

12 162 継続

介護予防事業として、元気はつらつ
教室の効果は大きく参加者にも好評
であるため、今後も継続して実施す
る。

○

いきいきデイサービス事業 要支援・要介護認定を受け
ていないが、家に閉じこもり
がちで、支援が必要な高齢
者を対象に、健康チェック、
健康体操、給食、趣味活動
等を行います。

介護福祉課

介護福祉課 32
いきいきデイ
サービス事業
（再掲）

要支援・要介護認定を受けていない
が、家に閉じこもりがちで、支援が必
要な高齢者を対象に、健康チェック、
健康体操、給食、趣味活動等を実施。
【久喜】１０会場
　　　　　（直営４会場、委託６会場）
【菖蒲】１会場（新規：委託）
【栗橋】１会場（新規：委託）
【鷲宮】１会場（新規：委託）
　合計１３会場で実施する。

588 6,124 拡大
増加する高齢者に給食や趣味活動
を行う場を設け、介護予防を図るた
め実施する。

【菖蒲】２会場増、【栗橋】２会場増、
【鷲宮】４会場増の合計８会場が新規
に開始され、久喜市内では合計２１会
場で事業が実施される予定。
参加者も増え、健康体操等の実施に
より介護予防に役立てることができ
る。

閉じこもり予防支援
事業

二次予防事業対象者（介護が必要になる
恐れの高い高齢者）を対象に家に引きこも
りがちな高齢者に対して、保健師等が定期
的に自宅に訪問し、認知症や閉じこもりを
防ぐ。

高齢・一般

介護福祉課 33
閉じこもり予防
支援事業

二次予防事業対象者（介護が必要に
なる恐れの高い高齢者）を対象に家に
引きこもりがちな高齢者に対して、保
健師等が定期的に自宅に訪問した。
【久喜】実2人　延23人
【菖蒲】実8人　延45人
【栗橋】実4人　延12人
【鷲宮】実2人　延10人

－ 90 継続

介護予防プログラムとして定期的に
訪問することで要支援・要介護状態
になることを予防するための取り組
みであり、今後も継続して実施する。

○

運動器の機能向上
事業

二次予防事業対象者（介護が必要になる
恐れの高い高齢者）を対象に、運動器具を
使った運動器の向上プログラムを行い生
活機能の低下を防ぐ。実施回数：概ね３ヶ
月１２回通年会場：久喜青葉地内（いきい
きステーション）。定員：１５人程度。内容ス
トレッチ体操・運動器具等を用いた運動。

高齢

介護福祉課 34
運動器の機能
向上事業

二次予防事業対象者（介護が必要に
なる恐れの高い高齢者）を対象に、運
動器具を使った運動器の向上プログラ
ムを行った。
【久喜】実35人　延290人
【菖蒲】実11人　延108人
【栗橋】実11人　延118人
【鷲宮】実1人　延12人

12 528 継続

介護予防プログラムに参加すること
で要支援・要介護状態になることを
予防するための取り組みであり、今
後も継続して実施する。

○

生活機能が低下している６５歳以上の高
齢者に対し、運動機能の向上・口腔機能
の向上・栄養改善等を目的としたプログラ
ムを実施する。実施場所：菖蒲老人福祉セ
ンター・実施期間：概ね３ヶ月・参加人数：２
０名程度

高齢

菖蒲総合支所福
祉課

35 にこにこ教室

生活機能が低下している６５歳以上の
高齢者に対し、運動機能の向上等を
目的としたプログラムを実施した。
1コース12回で3ヶ月
（平成24年1月～3月）

12 138 継続

介護予防プログラムに参加すること
で要支援・要介護状態になることを
予防するための取り組みであり、今
後も継続して実施する。

○

生活機能が低下している６５歳以上の高
齢者に対し、運動機能の向上・口腔機能
の向上・栄養改善等を目的としたプログラ
ムを実施する。実施場所：健康福祉セン
ター（くりむ）・実施期間：概ね３ヶ月・参加
人数：２０名程度

高齢

栗橋総合支所福
祉課

36 にこにこ教室

生活機能が低下している６５歳以上の
高齢者に対し、運動機能の向上等を
目的としたプログラムを実施した。
1コース11回で３ヶ月
（平成24年1月～3月）
・参加人数：13人

11 127 継続

介護予防プログラムに参加すること
で要支援・要介護状態になることを
予防するための取り組みであり、今
後も継続して実施する。

○

生活機能が低下している６５歳以上の高
齢者に対し運動機能の向上・栄養改善等
を目的としたプログラムを実施する。実施
場所：鷲宮総合支所４階会議室・実施期
間：概ね３ヶ月・参加人数：２０名程度

高齢

鷲宮総合支所福
祉課

37 にこにこ教室

生活機能が低下している６５歳以上の
高齢者に対し、運動機能の向上等を
目的としたプログラムを実施した。
1コース11回で３ヶ月
（平成24年1月～3月）
・参加人数：12人

11 106 継続

介護予防プログラムに参加すること
で要支援・要介護状態になることを
予防するための取り組みであり、今
後も継続して実施する。

○

観光ウォーキングコースの
普及

駅等を起点とした市内１０
コースの観光散策コースを
紹介します。

商工観光課 観光ウォーキング
マップ

駅等を起点とした市内１０コースの観光散
策コースの紹介、久喜市の観光をPR・健
康づくりにおいても活用して頂くよう中央保
健センターなどにも配架する。

一般

商工観光課 38
観光ウォーキン
グマップ

市の施設や公共施設等に、市内１０
コース１セットにしたものを配布。追加
希望があったところには、増刷配布を
し、約２０００セットの配布を行った。
４６の配布先に原則年１回

見直し・改善
白黒印刷のため、印象も薄く見づら
い部分がある

白黒で印刷されているものを、カラー
印刷にして配架の予定

○

学校体育施設等の開放 学校体育施設（体育館、校
庭等）を開放します。

生涯学習課

生涯学習課 39
学校体育施設
開放事業（再
掲:分野）

市民のスポーツ・レクリエーション活動
の場の確保を図るため、市内小中学
校３４校の体育施設を開放した。

209,971 継続

都市整備課 40 拡大
総合運動公園テニスコートに夜間照
明を設置し利用可能時間の拡大。

利用時間を変更する。
8:00～18:00から8:00～21:00

○

都市整備課 41 新規
グランドゴルフなどができるなかよし
広場を設置する。

○

生涯学習課 42

体育施設管理
事業（再掲:分
野）

市民のスポーツ・レクリエーション活動
の場の確保を図るため、市内社会体
育施設の整備を充実させた。

167,460 継続

指導者の育成及び支援 体力づくりを推進する指導
者を育成し、支援します。

生涯学習課

生涯学習課 43
スポーツ推進委
員運営事業

研修会の実施により、スポーツ推進委
員の知識と見聞を深め、体力づくりを
推進する指導者としての資質向上を
図った。

1 34 継続 ○

1,846 403,773 ○

842 13,811 ○

2,075 410,243

849 13,953

運動のできる施設や設備の
充実を図ります。

都市整備課
生涯学習課

運動器の機能向上事業
閉じこもり予防支援事業

介護が必要になるおそれの
高い高齢者を対象に、生活
機能の低下を予防するため
の教室の開催や訪問による
指導を行います。

継続27　見直し・改善12　拡大2　　縮小0　新規2　　廃止0

継続13　見直し・改善11　拡大0　　縮小0　新規0　　廃止0

継続36　見直し・改善12　拡大5　  縮小0　新規4　　廃止0　

継続13　見直し・改善11　拡大2  　縮小0　新規0　　廃止0

全事業（４３事業）

講座・教室等（２４事業）

　全事業（５７事業）　※５９事業中同分野再掲２事業除く

　講座・教室等（２６事業）

青年世代等計

分野計

高齢者二次予防事
業（にこにこ教室）

介護福祉課

公園等の整備

8



◆休養・こころ

【幼尐世代】

事業名等 内　容 担当課 内容（概要） 対象者 担当課 №
事業または教
室の名称

内容　（具体的に） 回数 延べ人数 方向性 理由 変更後の内容等

健康医療課 1 情報提供 新規
より効果的に相談窓口の情報提供
できるよう工夫が必要。

こころの健康に関するチェックシステ
ムの導入。

○

各担当課

各担当課 2
情報提供
（再掲）

市の広報紙「広報くき」または「広報く
きお知らせ版」、市ホームページ等に
おいて、各種相談窓口の情報提供し
た。

継続

3
4か月児健康診
査（再掲）

4か月児の保護者に対し、生活リズム
を整えることの重要性を伝え、子育て
の不安の解消のため、保健相談を実
施した。

41 1,068 継続

4
10か月児健康
診査（再掲）

10か月児の保護者に対し、生活リズ
ムを整えることの重要性を伝え、子育
ての不安の解消のため、保健相談を
実施した。

38 984 継続

5
1歳6か月児健
康診査（再掲）

1歳6か月児の保護者に対し、生活リ
ズムを整えることの重要性を伝え、子
育ての不安の解消のため、保健相談
を実施した。

38 1,184 継続

6
3歳児健康診査
（再掲）

3歳児の保護者に対し、生活リズムを
整えることの重要性を伝え、子育ての
不安の解消のため、保健相談を実施
した。

41 1,189 継続

就学前の乳幼児を対象に、身体測定・保
健師による育児相談・栄養士による栄養
相談を実施する。

中央保健セン
ター

7
乳幼児健康相
談（再掲）

就学前の乳幼児を対象に、生活リズ
ムを整えることの重要性を伝え、子育
ての不安の解消のため、保健相談を
実施した。

60 1,751 継続

妊産婦・新生児・乳幼児とその家族に対
し、保健師・助産師が訪問し発育発達の確
認、育児相談を実施する。

中央保健セン
ター

8
母子訪問指導
事業（再掲）

妊産婦・新生児・乳幼児とその家族に
対し、保健師・助産師が訪問し発育発
達の確認、育児相談を実施することに
より不安の解消に役立てた。

2,806 継続

子育て支援課 9
ベビーマッサー
ジ（再掲）

ベビーマッサージ講師による親子でベ
ビーマッサージ講習を実施した。

4 86 拡大
ベビーヨガを追加。
鷲宮地域子育て支援センター開設の
ため。

【久喜・栗橋】（ヨガ追加）
【鷲宮】（ベビーマッサージ追加）

子育て支援課 10
骨盤メンテ講習
（再掲）

産後のリラクゼーション講習を実施し
た。

3 56 拡大
鷲宮地域子育て支援センター開設の
ため。

【鷲宮】（骨盤メンテ追加）

子育て支援課 11
子育て発育相
談

離乳食、授乳、トイレトレーニング等の
相談を実施した。
【久喜】71回、【栗橋】31回

102 102 拡大
鷲宮地域子育て支援センター開設の
ため。

【鷲宮】（随時）追加 ○

子育て支援課 12 身体測定

身長・体重測定を実施した。
【久喜】随時受付（１２回実施）
【栗橋】月１回受付（５回実施）

17 146 拡大
鷲宮地域子育て支援センター開設の
ため。

【栗橋】（月1回→随時に変更）
【鷲宮】（月1回）追加）

○

子育て支援課 13
多胎児のつど
い

双子、三つ子等の母親（出産予定も含
む）同士の子育てに関する情報交換
会を実施した。悩みや心配事について
保健師による相談も実施した。　　【栗
橋】11回

11 87 継続 ○

保育課 14 育児相談
公立保育所において、随時、電話・面
接等により育児相談を行った。

7 7 継続 ○

15
小中学校教育
相談

学校の相談員が児童生徒・保護者の
悩みの相談に応じた。

通年 継続 ○

16 適応指導教室
指導員等が不登校児童生徒・保護者
への支援を行った。

通年 継続 ○

17 面接相談室
子だもたちに関する様々な悩みの相
談に応じた。

各水曜
日（不定
期）

継続 ○

小・中学校における
取組み

保健だより、学級活動や体
育・保健体育等において、
生活リズムと睡眠の重要
性、命の大切さ、欲求やスト
レスへの対応について学習
する機会を提供します。

指導課（小・中学
校）

小中学校における教科・領域において、こ
ころの健康について学ぶ。

小中学校の児童
生徒

指導課 18 生活指導
小中学校における体育や保健体育、
学級活動の授業において、こころの健
康について指導した。

通年 継続 ○

362 9,466

7 142

全体集
計算入

相談窓口の情報発
信

市の広報紙「広報くき」また
は「広報くきお知らせ版」、
市ホームページ等におい
て、各種相談窓口の情報提
供を行います。

乳幼児健康診査事
業
乳幼児健康相談事
業
母子訪問指導事業

乳幼児の保護者等を対象
に、生活リズムを整えること
の重要性を伝え、また、子
育ての不安の解消のため、
保健相談や育児相談等を
行います。

親子講座事業
子育て相談事業

就学前の児童及び保護者
等を対象に、講座及び育児
相談を行います。

いじめ・不登校・人間関係・進路等に関す
る相談を行う。

小中学校の児童
生徒・保護者

教育相談事業

H24年度事業計画

中央保健セン
ター

健康増進計画 H23年度調査時

中央保健セン
ター

乳幼児の発育発達の確認と異常な早期発
見を行い、乳幼児の健全な発育発達を促
す事を目的として、４か月児・１０か月児・１
歳６か月児・３歳児を対象に集団健診を実
施する。保健相談（全月齢）

妊産婦・幼尐（親
子を含む）

H23年度実績報告

スクールカウンセラー、ス
クールソーシャルワーカー、
教育相談員、担任、養護教
諭等が様々な相談に応じま
す。

指導課（小・中学
校）

指導課

継続13　見直し・改善0　拡大4　縮小0　新規1　　廃止0

継続0　　見直し・改善0　拡大2　縮小0　新規0　　廃止0

幼尐世代計

全事業（１８事業）

講座・教室等（２事業）

子育て支援課
保育課（市立保
育所）

子育て発育相談随時・身体測定１回/月・
年齢別広ひろば、各広場６回年・多胎児の
つどい１回/月

幼尐（親子を含
む）・一般

ベビーマッサージ講師によるベビーマッ
サージ講習各支援センター２回/年・骨盤メ
ンテ講習各支援センター２回/年会場：久
喜市地域子育て支援センター及び児童セ
ンター等

親子
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事業名等 内　容 担当課 内容（概要） 対象者 担当課 №
事業または教
室の名称

内容　（具体的に） 回数 延べ人数 方向性 理由 変更後の内容

健康医療課 1
情報提供
（再掲）

新規
より効果的に相談窓口の情報提供
できるよう工夫が必要。

こころの健康に関するチェックシステ
ムの導入。

各担当課

各担当課 2
情報提供
（再掲）

市の広報紙「広報くき」または「広報く
きお知らせ版」、市ホームページ等に
おいて、各種相談窓口の情報提供し
た。

継続

妊産婦保健事業 妊娠に伴う様々な不安の解
消のため、妊娠・出産につ
いて学習する機会の他、先
輩ママとの交流や仲間づく
りを意識した交流会の場を
提供します。

中央保健セン
ター

妊娠に伴う様々な不安の解消のため、妊
娠･出産について学習する機会の他、先輩
ママとの交流や仲間づくりを意識した交流
会の場を提供する。

妊産婦

中央保健セン
ター

3 ママ・パパ教室

妊婦とその家族を対象にママ・パパ教
室を開催し、妊娠･出産･育児について
の学習や仲間づくりの機会を設け、妊
娠に伴う不安の解消に役立てた。

77 624 継続 ○

健康医療課 4
自殺予防講演
会

講師を招いて自殺対策事業講演会を
実施した。

3 116
見直し・改
善

年度ごとに視点を変えた自殺対策事
業を計画実施するため。

ゲートキーパー研修を実施
○

健康医療課 5
暮らしとこころ
の総合相談会

弁護士・司法書士・精神保健福祉士・
臨床心理士による総合相談会を実施
した。

1 6
見直し・改
善

○

健康医療課 6
自殺予防キャン
ペーン

駅前等市内４地区で自殺予防パンフ
レットやティッシュ約8,000個配布した。

4
見直し・改
善

○

中央保健セン
ター

心の健康に関して、正しい知識を普及啓
発し、地域住民の関心と理解を深める為
に講座を実施。

妊産婦・親子を含
む（幼尐・青年）・
壮年・高齢 中央保健セン

ター
7

こころの健康講
座

現代病ともいえるうつ病とはどういうも
のか？精神科医師からの分かりやす
い講話の機会を設け、うつ病の予防や
対応の仕方について理解を深め、予
防に役立てた。

2 122 継続 ○

介護福祉課 8
健康づくり･介
護予防講座(再
掲）

健康づくり、介護予防に関する講座を
実施した。

7 251 継続

中央保健セン
ター

9 出前健康教育

精神疾患を持つ方々の集まりに出向
き、休養の大切さや心の健康を保持
する方法について講話することで、不
安の解消や予防に役立てた。

2 24 継続 ○

生涯学習課 10
健康づくりに役
立つ保健事業
の活用講座

市で行っている保健事業の活用につ
いての講座。依頼がないため未実施。

0 0 継続 ○

いきいきデイサービ
ス事業

要支援・要介護認定を受け
ていないが、家に閉じこもり
がちで、支援が必要な高齢
者を対象に、健康チェック、
健康体操、給食、趣味活動
等を行います。

介護福祉課

介護福祉課 11
いきいきデイ
サービス事業
（再掲）

要支援・要介護認定を受けていない
が、家に閉じこもりがちで、支援が必
要な高齢者を対象に、健康チェック、
健康体操、給食、趣味活動等を実施。
【久喜】１０会場
　　　　　（直営４会場、委託６会場）
【菖蒲】１会場（新規：委託）
【栗橋】１会場（新規：委託）
【鷲宮】１会場（新規：委託）
　合計１３会場で実施する。

588 6,124 拡大
増加する高齢者に給食や趣味活動
を行う場を設け、介護予防を図るた
め実施する。

【菖蒲】２会場増、【栗橋】２会場増、
【鷲宮】４会場増の合計８会場が新規
に開始され、久喜市内では合計２１会
場で事業が実施される予定。
参加者も増え、健康体操等の実施に
より介護予防に役立てることができ
る。

閉じこもり予防支援
事業

介護が必要になるおそれの
高い高齢者を対象に、閉じ
こもり等を予防するため、訪
問による指導を行います。

介護福祉課 二次予防事業対象者（介護が必要になる
恐れの高い高齢者）を対象に家に引きこも
りがちな高齢者に対して、保健師等が定期
的に自宅に訪問し、認知症や閉じこもりを
防ぐ。

高齢・一般

介護福祉課 12
閉じこもり予防
支援事業（再
掲）

二次予防事業対象者（介護が必要に
なる恐れの高い高齢者）を対象に家に
引きこもりがちな高齢者に対して、保
健師等が定期的に自宅に訪問した。
【久喜】実2人　延23人
【菖蒲】実8人　延45人
【栗橋】実4人　延12人
【鷲宮】実2人　延10人

90 継続

介護予防プログラムとして定期的に
訪問することで要支援・要介護状態
になることを予防するための取り組
みであり、今後も継続して実施する。

全体集
計算入

こころの健康講座
事業

こころの健康に関する講座
等を開催し、正しい知識の
普及、啓発を行います。

健康増進計画 H23年度調査時

青年・壮年・高齢市民のグループを対象に、
休養・こころの健康に関する
講座の講師依頼に応じま
す。

介護福祉課
中央保健セン
ター
生涯学習課

１０人以上の団体に対し、要望に沿った内
容で健康教育を実施（１団体で年１回ま
で）

出前健康講座事業

H24年度事業計画H23年度実績報告

【青年世代･壮年世代・高齢世代】

相談窓口の情報発
信

市の広報紙「広報くき」また
は「広報くきお知らせ版」、
市ホームページ等におい
て、各種相談窓口の情報提
供を行います。
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13
精神保健に関
する相談

保健師が随時個別面接や電話相談、
家庭訪問を実施し、こころのケアや医
療機関の受診勧奨等に役立てた。
面接357人、訪問293人、電話1,123人

1,773 継続 ○

14
精神保健福祉
士によるこころ
の健康相談

精神福祉士による個別面接を実施し、
こころのケアに努め、不安の解消等に
役立てた。
実施回数：１７回　延３２人

17 32 継続 ○

人権推進課 15 71 71 継続 ○

菖蒲総合支所総
務管理課

16 10 10 継続 ○

栗橋総合支所総
務管理課

17 23 23 継続 ○

鷲宮総合支所総
務管理課

18 12 12 継続 ○

女性の日常生活における様々な悩みや困
り事に関する相談に応じる為、カウンセ
ラーによる女性の悩み（カウンセリング）相
談を実施

妊産婦・親子を含
む（幼尐・青年）・
壮年・高齢 人権推進課 19

女性の悩み（カ
ウンセリング）
相談

女性カウンセラーによる悩み相談を実
施した。
毎月第１・第３金曜日　１３時～１７時
市内在住・在勤・在学の女性対象。
電話相談可。

70 継続 ○

地域内の認知症の方や家族の方が安心し
て暮らせるよう、認知症について理解を深
め認知症の方・家族を支える為のサポー
ター（協力者）を養成する・実施場所：総合
支所他・実施機関：年数回・参加人数：５０
名程度

壮年・高齢・一般

介護福祉課 20
認知症サポー
ター養成講座

認知症について理解を深め、認知症
の方・家族を支える為のサポーター
（協力者）を養成する講座を実施した。

3 83 継続 ○

地域内の認知症の方や家族の方が安心し
て暮らせるよう、認知症について理解を深
め認知症の方・家族を支える為のサポー
ター（協力者）を養成する・実施場所：総合
支所他・実施機関：年数回・参加人数：５０
名程度

壮年・高齢・一般

菖蒲総合支所福
祉課

21
認知症サポー
ター養成講座

認知症について理解を深め、認知症
の方・家族を支える為のサポーター
（協力者）を養成する講座を実施した。

2 37 継続 ○

地域内の認知症の方や家族の方が安心し
て暮らせるよう、認知症について理解を深
め認知症の方・家族を支える為のサポー
ター（協力者）を養成する。

壮年・高齢・一般

栗橋総合支所福
祉課

22
認知症サポー
ター養成講座

認知症について理解を深め、認知症
の方・家族を支える為のサポーター
（協力者）を養成する講座を実施した。

2 60 継続 ○

地域内の認知症の方や家族の方が安心し
て暮らせるよう認知症について理解を深
め、認知症の方・家族を支える為のサポー
ター（協力者）を養成・実施場所：総合支所
他・実施機関：年数回・参加人数：５０名程
度

壮年・高齢・一般

鷲宮総合支所福
祉課

23
認知症サポー
ター養成講座

認知症について理解を深め、認知症
の方・家族を支える為のサポーター
（協力者）を養成する講座を実施した。

2 66 継続 ○

826 9,594

10 367

1,188 19,060

17 509

認知症サポーター
養成講座

認知症の方やその家族が
安心して暮らせるよう、認知
症についての理解を深め、
認知症の方やその家族を支
える為のサポーター（協力
者）を養成します。

介護福祉課

各種相談 精神保健相談、健康相談、
人権・女性相談や女性の悩
み相談（カウンセリング）等
の各種相談の場を提供しま
す。

各担当課

『久喜市人権擁護相談所設置要網』に基
づき、市内在住の人権擁護委員会を久喜
市人権擁護相談所員として委託し、人権
擁護に関する人権相談及び女性相談を実
施する・久喜：毎月１０日１３時～１６時・菖
蒲：毎月第３水曜日１３時～１５時・栗橋：
毎月第３木曜日１３時半～１５時半・鷲宮：
毎月第４月曜日１０時～１２時

妊産婦・親子を含
む（幼尐・青年）・
壮年・高齢

精神保健に関する相談（電話、来所、訪
問）を随時実施・心の健康に関する相談

妊産婦・親子を含
む（幼尐・青年）・
壮年・高齢

継続31　見直し・改善3　拡大5　縮小0　新規2　　廃止0　

　講座・教室等（４事業） 継続1 　見直し・改善1 　拡大2 　縮小0　新規0　　廃止0

青年世代等計

全事業（２３事業） 継続18　見直し・改善3　　拡大1　縮小0　新規1　　廃止0

講座・教室等（２事業） 継続1　 見直し・改善1　　拡大0   縮小0 　新規0　　廃止0

中央保健セン
ター

様々な悩みや心配事についての相談
を実施した。
（居住地・性別問わず　面接相談の
み）

人権・女性相談

分野計
　全事業（４１事業）
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【幼尐世代】

事業名等 内　容 担当課
事業または教室
の名称

内容（概要） 対象者 担当課 №
事業または教
室の名称

内容　（具体的に） 回数 延べ人数 方向性 理由 変更後の内容等

健康医療課 1 啓発事業
・市ホームページにたばこについての
情報を掲載した。
・ポスター掲示をした。

－ － 拡大
市ホームページ内で市民が情報を
得やすいように改善する。

市ホームページに「健康づくりコー
ナー」を開設し、たばこ・アルコールの
情報を充実させる。

○

啓発事業 小中学校において掲示物による啓発を行
う。

小中学校の児童生徒

指導課 2 啓発事業
小中学校においてたばこやアルコー
ルの健康に及ぼす影響について掲示
物による啓発を行った。

通年 － 継続 ○

薬物乱用防止教
室事業

小・中学生を対象に、たば
こ・アルコール・薬物乱用防
止について学習する機会を
提供します。

学務課 薬物乱用防止教
室

学校薬剤師が薬の正しい使い方・たばこ・
アルコール等の啓発を行う。

学務課 事業なし 事業予定なし

小・中学校におけ
る取組み

保健だより、体育・保健体
育、学校保健委員会等にお
いて、たばこやアルコール
の健康に及ぼす影響、薬物
乱用防止について正しい知
識を提供します。

指導課（小・中学
校）

生活指導 小中学校における教科・領域や学校保健
委員会等において、たばこやアルコール
の健康に及ぼす影響、薬物乱用防止に関
する正しい知識について学ぶ。

小中学校の児童
生徒

指導課 3 生活指導

小中学校における体育や保健体育の
授業、学校保健委員会等において、た
ばこやアルコールの健康に及ぼす影
響、薬物乱用防止に関する正しい知
識について指導した。

通年 － 継続 ○

禁煙・分煙の推進 市の施設等の禁煙及び分
煙を推進します。

各担当課 敷地内禁煙 対象施設：市民農園久喜・農村センター。
両施設の敷地内を禁煙とするポスター等
を掲示。

健康医療課 4
禁煙・分煙状況
調査

市内公共施設等（113箇所）の禁煙・
分煙状況を調査し、各施設へ協力を
依頼した。
・敷地内禁煙　48箇所
・施設内禁煙及び敷地内に喫煙所設
置　59箇所
・施設内空間禁煙　2箇所
　

－ － 継続
各施設へ禁煙・分煙の協力を依頼す
る。

○

久喜市路上喫煙
の防止に関する条
例の運用

条例の周知、啓発を徹底
し、路上喫煙による煙の迷
惑等の防止を図ります。

環境課

環境課 5

久喜市路上喫
煙の防止に関
する条例の周
知、啓発

平成24年4月1日条例施行にむけた市
内の駅前での周知、啓発活動を実施
した。（条例周知、啓発用ティッシュを
６回延46人で5,000～6,000個配布）。

6 － 拡大
平成24年4月1日から条例が施行さ
れるため、周知、啓発活動を充実す
る。

・駅前での周知、啓発活動（ティッシュ
配布）。
・事業者への周知、啓発活動（チラシ
配布）。
・巡視の実施（職員、環境保全巡視
員）。

○

6 －

0 0

全体集
計算入

◆たばこ・アルコール

健康増進計画 H23年度調査時 H23年度実績報告 H24年度事業計画

啓発事業 市の広報紙「広報くき」また
は「広報くきお知らせ版」や
市ホームページにおいて、
たばこやアルコールの健康
に及ぼす影響について情報
提供を行います。小・中学
校に掲示物による啓発を行
います。

健康医療課
指導課（小・中学
校）

幼尐世代計

全事業（５事業）

講座・教室等（０事業）

継続3  　見直し・改善0　拡大2　縮小0　新規0　　廃止0

継続0　　見直し・改善0　拡大0　縮小0　新規0　　廃止0
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【青年世代･壮年世代・高齢世代】

事業名等 内　容 担当課
事業または教室
の名称

内容（概要） 対象者 担当課 №
事業または教
室の名称

内容　（具体的に） 回数 延べ人数 方向性 理由 変更後の内容

啓発事業 市の広報紙「広報くき」また
は「広報くきお知らせ版」や
市ホームページにおいて、
たばこやアルコールの健康
に及ぼす影響について情報
提供を行います。

健康医療課

健康医療課 1
啓発事業（再
掲:分野）

・市ホームページにたばこについての
情報を掲載
・ポスター掲示

－ － 拡大
健康づくりに関する情報をより多くの
人に提供するため。

市ホームページに「健康づくりコー
ナー」を開設し、たばこ・アルコールの
情報を充実させる。

妊産婦保健事業 妊娠中のたばこの影響等に
ついて学習する機会を提供
します。

中央保健セン
ター

ママ・パパ教室 妊婦・出産・育児に必要な知識や技術の
普及を図る為、妊婦とその家族を対象に
妊娠中の保健・栄養・歯科保健等につい
て学ぶ機会とする。また、仲間づくり・先輩
ママとの交流・父親の妊婦体験・育児に関
する実習を行う。

中央保健セン
ター

2
ママ･パパ教室
（重複）

妊婦を対象にママ・パパ教室を開催
し、妊娠中のたばこ、アルコールの母
体や胎児への影響について情報提供
した。
※ママ・パパ教室77回のうちたばこ・
アルコールに関する教室17回

17 146 継続

禁煙指導等の情
報提供

健康相談等において、医療
機関で行う禁煙指導に関す
る情報提供を行います。

中央保健セン
ター 中央保健セン

ター
3

禁煙に関するポスターの掲示やパンフ
レットの窓口配架、各種健康講座での
パンフレット配布などを実施した。

継続 ○

成人訪問指導 特定保健指導対象者のうち、未利用者の
方に対して、保健師・栄養士よる生活習慣
の指導も実施・生活保護受給者の健康診
査受診者の検診結果フォローとして、保健
師による生活習慣の指導も実施。

中央保健セン
ター

4
成人訪問指導
(一部重複）

生活保護受給者等の健康診査の事後
指導として、保健師や栄養士による訪
問指導を実施した。
※栄養･食生活分野の成人訪問指導
２９人のうち、たばこ･アルコールに関
する指導をした人数。

12 継続

成人健康・食生活
相談

保健師による心や身体の健康相談や、栄
養士による食生活に関する相談。（面談や
電話により実施） 中央保健セン

ター
5

成人健康相談
（再掲）

保健師または管理栄養士による個別
健康相談を実施した。

305 4,306 継続

中央保健セン
ター

6 出前講座
団体より出前講座の依頼がなかった
ため未実施。

0 0 継続

生涯学習課 7
脱メタボ肥満を
予防しよう（再
掲）

体脂肪測定、肥満予防のための食生
活と運動に関する講座を実施した。

1 30 継続

禁煙・分煙の推進 市の施設等の禁煙及び分
煙を推進します。

各担当課 敷地内禁煙 対象施設：市民農園久喜・農村センター。
両施設の敷地内を禁煙とするポスター等
を掲示。

健康医療課 8
禁煙・分煙状況
調査（再掲）

市内公共施設等（113箇所）の禁煙・
分煙状況を調査し、各施設へ協力を
依頼した。
・敷地内禁煙　48箇所
・施設内禁煙及び敷地内に喫煙所設
置　59箇所
・施設内空間禁煙　2箇所
　

－ － 継続
各施設へ禁煙・分煙の協力を依頼す
る。

久喜市路上喫煙
の防止に関する条
例の運用

条例の周知、啓発を徹底
し、路上喫煙による煙の迷
惑等の防止を図ります。

環境課

環境課 9

久喜市路上喫
煙の防止に関
する条例の周
知、啓発（再掲:
分野）

平成24年4月1日条例施行にむけた市
内の駅前での周知、啓発活動を実施
した。（条例周知、啓発用ティッシュを
６回延46人で5,000～6,000個配布）

6 拡大
平成24年4月1日から条例が施行さ
れるため、周知、啓発活動を充実す
る

・駅前での周知、啓発活動（ティッシュ
配布）。
・事業者への周知、啓発活動（チラシ
配布）。
・巡視の実施（職員、環境保全巡視
員）。

329 4,494

1 30

329 4,494

1 30

全体
集計
算入

H23年度実績報告 H24年度事業計画

健康相談等において、たば
こやアルコールの健康に及
ぼす影響や正しい知識の普
及、啓発を行います。

健康相談・食生活
相談事業

健康増進計画 H23年度調査時

中央保健セン
ター

出前講座事業 市民のグループを対象に、
たばこやアルコールの健康
に及ぼす影響に関する講座
の講師依頼に応じます。

出前講座事業 １０人以上の団体に対し、要望に沿った内
容で健康教育を実施。（１団体で年１回ま
で）

中央保健セン
ター
生涯学習課

分野計
　全事業（１２事業）　※１４事業中同分野再掲２事業除く 継続10　見直し・改善0　拡大2　縮小0　新規0　　廃止0　

　講座・教室等（１事業） 継続1　　見直し・改善0　　拡大,縮小０　新規0　　廃止0

青年世代等計

全事業（９事業） 継続7 　見直し・改善0　拡大2　縮小0　新規0　　廃止0

講座・教室等（１事業） 継続1　　見直し・改善0　　拡大,縮小０　新規0　　廃止0
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【幼尐世代】

事業名等 内　容 担当課
事業または教室
の名称

内容（概要） 対象者 担当課 №
事業または教
室の名称

内容　（具体的に） 回数 延べ人数 方向性 理由 変更後の内容等

中央保健セン
ター

1
1歳6か月児健
康診査（重複：
分野）

歯科医師による健診を実施した。また
希望者に対しフッ素塗布、歯科衛生士
によるブラッシング指導を行った。
※健診受診者1,184人のうち1,182人

38 1,182 継続

中央保健セン
ター

2
3歳児健康診査
（重複：分野）

歯科医師による健診を実施した。また
希望者に対し歯科衛生士によるブラッ
シング指導を行った。
※健診受診者1,189人のうち1,186人

41 1,186 継続

むし歯予防教室 むし歯予防に関する正しい知識の普及を
目的として、２歳児とその保護者を対象に
歯科医師による歯科検診と個別相談・歯
科衛生士によるブラッシング指導・栄養士
による栄養指導を実施する。

幼尐（親子を含
む）

中央保健セン
ター

3
むし歯予防教
室

むし歯予防に関する正しい知識の普
及を目的として、２歳児とその保護者
を対象に歯科医師による歯科検診と
個別相談・歯科衛生士によるブラッシ
ング指導・栄養士による栄養指導を実
施した。

12 310 継続 ○

親子講座事業 歯科医師による『歯の健康と虫歯予防の
話』１回/年

幼尐

子育て支援課 4
歯科医師講習
会

子育て支援センター
『歯の健康と虫歯予防の話』の講習会
を実施した。

1 14 継続 ○

歯みがき指導 給食後に歯みがき指導を行
います。

保育課（市立保
育所）

歯磨き指導 給食後の歯磨きを行う事で、歯の健康を
保つ

幼尐

保育課 5 歯みがき指導

随時：食後に麦茶を飲んで虫歯予防
に取り組んだ。２歳後半から「ぶくぶく
うがい」を実施した。
各園（中央保育園分園含む）年１回：
年齢に応じて歯の話・絵本・紙芝居・
歯の模型を使ってお話を実施した。
（延べ人数はH23年6月在籍351人）

1 351 継続 ○

中央保健セン
ター

6
4か月児健康診
査（再掲）

4か月児を対象に、問診、身体計測、
医師の診察、離乳食指導、保健相談
等を実施し、発育発達の確認と異常
の早期発見、を行い、乳児の健全な
発育発達の促進に役立てた。

41 1,068 継続

中央保健セン
ター

7
10か月児健康
診査（再掲）

10か月児を対象に、問診、身体計測、
医師の診察、栄養相談、保健相談等
を実施し、発育発達の確認と異常の
早期発見、を行い、乳児の健全な発
育発達の促進に役立てた。

38 984 継続

中央保健セン
ター

8
1歳6か月児健
康診査（再掲）

1歳6か月児を対象に、問診、身体計
測、医師の診察、歯科医師の診察、歯
科衛生士によるブラッシング指導、フッ
素塗布、栄養相談、保健相談、心理相
談等を実施し、発育発達の確認と異
常の早期発見を行い、幼児の健全な
発育発達の促進に役立てた。

38 1,184 継続

中央保健セン
ター

9
3歳児健康診査
（再掲）

3歳児を対象に、問診、身体計測、医
師の診察、歯科医師の診察、歯科衛
生士によるブラッシング指導、栄養相
談、保健相談、心理相談等を実施し、
発育発達の確認と異常の早期発見を
行い、幼児の健全な発育発達の促進
に役立てた。

41 1,189 継続

歯科健診 ２回/年の歯科検診を行う事で虫歯を早期
発見し、歯の健康を保たせる。

幼尐

保育課 10 歯科健診
２回/年、歯・口腔の状態について歯
科健診を行った。

2 651 継続 ○

内科健診 ２回/年の内科検診を行う事で虫歯を早期
発見し、歯の健康を保たせる。

幼尐

保育課 11 内科健診
２回/年、身長・体重・栄養状態等につ
いて内科健診を行った。

2 642 継続 ○

身体測定 毎月、体重・身長を測定し、園児の成長を
記録して肥満を防ぐ等、園児の健康を保
つ。

幼尐

保育課 12 身体測定
毎月、体重・身長を測定した。（延べ人
数は毎月初日在籍児童数4,347人）

毎月 4,347 継続 ○

小・中学校におけ
る取組み

体育・保健体育、学級活動
等において、健康管理等に
ついて指導します。また、標
語やポスター等、児童の作
品等を通じた校内の掲示物
による啓発を行います。

指導課（小・中学
校）

生活指導 小中学校における教科・領域において、健
康管理等に関する正しい知識について学
ぶ。また、児童生徒による作品である標語
やポスター等の掲示物による啓発を行う。

小中学校の児童生徒

指導課 13 生活指導

小中学校における体育や保健体育、
学級活動の授業において、健康管理
等に関する正しい知識について指導し
た。また、児童生徒による作品である
標語やポスター等の掲示物による啓
発を行った。

通年 継続 ○

全体集
計算入

H23年度実績報告 H24年度事業計画

◆生活習慣病・歯の健康

健康増進計画 H23年度調査時

乳幼児健康診査 乳幼児の発育発達の確認と異常の早期
発見を行い、乳幼児の健全な発育発達を
促す事を目的として、４か月児・１０か月
児・１歳６か月児・３歳児を対象に集団健
診を実施する。主な内容：身体計測・医師
の健診（全月齢）・歯科医師の診察（１歳６
か月、３歳）・離乳食指導（４か月）・栄養相
談（全月齢）・歯科衛生士によるブラッシン
グ指導（１歳６か月、３歳）・フッ素塗布（１
歳６か月）・心理相談（１歳６か月、３歳）・
保健相談（全月齢）

妊産婦・幼尐（親
子を含む）

乳幼児健康診査 乳幼児の発育発達の確認と異常な早期発
見を行い、乳幼児の健全な発育発達を促
す事を目的として、１歳６か月児・３歳児を
対象に集団検診を実施する。歯科医師の
診察（１歳６か月、３歳）・歯科衛生士によ
るブラッシング指導（１歳６か月、３歳）・
フッ素塗布（１歳６か月）

妊産婦・幼尐（親
子を含む）

中央保健セン
ター

むし歯予防教室 幼児及び保護者に対して、
歯科医師の講話、検診やブ
ラッシング指導等を行いま
す。

乳幼児健康診査
事業内科検診・歯
科検診及び身体
測定

乳幼児を対象に、発育・発
達の確認と、異常の早期発
見を行い、乳幼児の健全な
発育発達を促すために、集
団検診（内科・歯科）を行い
ます。

中央保健セン
ター
保育課（市立保
育所）
学務課（市立幼
稚園）
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14 内科健診
小・中学校を対象に、定期の健康診断
（内科）を実施した。

34 11,741 継続 ○

15 歯科健診
小・中学校を対象に、定期の健康診断
（歯科）を実施した。

34 11,741 継続 ○

16 眼科健診
小・中学校を対象に、定期の健康診断
（眼科）を実施した。

14 5,262 継続 ○

17 耳鼻科健診
小・中学校を対象に、定期の健康診断
（耳鼻科）を実施した。

14 5,262 継続 ○

18 就学時健診
小学校就学前の児童を対象に健康診
断を実施した。

23 1,188 継続 ○

19
小児生活習慣
病予防健診

小学校4年生を対象に、小児生活習慣
病予防健康診断を実施した。

23 1,334 継続 ○

20 心臓健診
小学校１年生・中学校１年生を対象
に、心臓検診を実施しました。

34 2,521 継続 ○

21 貧血検査
小学校２年生を対象に、貧血検査を実
施した。

11 1,290 継続 ○

22
脊柱側湾症健
診

小学校５年生・中学校１年生を対象
に、脊柱側湾健診を実施した。

34 2,678 継続 ○

子育て支援課 23
小児科医師講
習会

小児科医師による『緊急時の応急処
置や予防注射についての話』の講習
会を実施した。

1 10 拡大
鷲宮地域子育て支援センター開設
のため。

【鷲宮】看護師による「病気やケガの
対処法の講習会」2回追加する。

○

子育て支援課 24
歯科医師講習
会

歯科医師による『歯の健康と虫歯予防
の話』の講習会を実施した。

1 14 継続 ○

399 53,781

15 348

継続21　見直し・改善0　拡大1　縮小0　新規0　　廃止0

定期の健康診断・
歯科健診
小児生活習慣病
予防健診

小・中学生を対象に、定期
の健康診断、歯科健診を行
います。また、小学１年生・
中学１年生を対象に、心臓
健診、小学４年生を対象
に、小児生活習慣予防健
診、中学２年生を対象に貧
血検査等を行います。

親子講座事業 乳幼児及びその保護者等を
対象に、身体活動等に関す
る講座を開催します。

講座・教室等（４事業） 継続3　　見直し・改善0　拡大1　縮小0　新規0　　廃止0

学務課（小・中学
校）

子育て支援課

学務課

小児生活習慣病・
健診

小児生活習慣病予防検診（全校）・定期の
保健健康診断・結核・歯科保健診断・貧
血・心臓検査（中２）他

親子講座事業 親子小児科医師による『緊急時の応急処置や
予防注射についての話』１回/年・歯科医
師による『歯の健康と虫歯予防の話』１回/
年・

幼尐世代計

幼尐（親子を含
む）

全事業（２２事業）　　※２４事業中同世代重複２事業除く
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【青年世代･壮年世代・高齢世代】

事業名等 内　容 担当課
事業または教室
の名称

内容（概要） 対象者 担当課 №
事業または教
室の名称

内容　（具体的に） 回数 延べ人数 方向性 理由 変更後の内容

健康医療課 1 啓発事業
市の広報紙やホームページにおい
て、健康づくりのために検診や健康診
断の必要性を周知を図る。

－ － 拡大
H２３年度に策定した「久喜市健康増
進計画」に基づいて推進する。

市ホームページに「健康づくりコー
ナー」を開設し、多くの情報提供をす
る。

○

中央保健セン
ター

2
健康診査等普
及啓発事業

広報やホームページにて、がん検診
の情報を随時掲載。また、がん予防月
間にがん予防についての特集記事を
掲載した。
HP随時更新。広報紙12回、特集１回。

－ － 継続 ○

国民健康保険課 3
健康診査等普
及啓発事業

特定健康診査（国保被保険者のうち
40歳以上）及び健康診査（後期高齢者
医療被保険者）の周知をした。
・広報（6月1日号特集記事）
・ホームページ
・ポスター掲示（医療機関へ掲示依
頼）
・当初納通発送時にちらし同封
・保険証の一斉更新時にちらし同封

－ － 継続 ○

妊婦健康診査 妊婦中の異常の早期発見と妊婦の保健
向上を図る為、妊婦健康診査の受診票及
び助成券を交付し、医療機関への委託に
より妊婦健康診査を実施する。

妊産婦
中央保健セン
ター

4 妊婦健康診査
妊娠届出者を対象に、妊婦健康診査
受診票および助成券を交付し、妊婦
健康診査の受診を促した。

－ 1,099 継続

ママ・パパ教室 妊婦・出産・育児に必要な知識や技術の
普及を図る為、妊婦とその家族を対処妊
娠中の保健・栄養・歯科保健等について
学ぶ機会とする。また、仲間づくり・先輩マ
マとの交流・父親の妊婦体験・育児に関す
る実習を行う。

妊産婦

中央保健セン
ター

5
ママ・パパ教室
（重複）

妊婦を対象に、ママ･パパ教室を開催
し、妊娠中の歯科保健について歯科
衛生士による指導を実施した。また一
部のセンターにおいて、歯科医師によ
る健診、個別相談を実施した。
※ママ・パパ教室77回のうち生活習
慣病・歯の健康に関する教室17回

17 111 継続

健康づくり事業 市民を対象に、がん検診や
健康診断等の重要性及び
生活習慣病の予防、歯みが
きの仕方、むし歯や歯周病
を防ぐ生活習慣等に関する

中央保健セン
ター

青年・壮年・高齢

健康医療課 6
健康づくり
フォーラム

「脳卒中」をテーマに健診の重要性や
生活習慣の改善について医師による
講演会とパネルディスカッションを開
催した。

1 265 見直し・改善 健康・食育まつりに統合。 ○

青年・壮年・高齢

中央保健セン
ター

7
健康づくり運動
教室（再掲）

運動の習慣化を目指し、運動初心者
から取り組めるストレッチ・筋トレ・
ウォーキング等を実施した。（国民健
康保険課との共催）
【中央】12回1コース【菖蒲】6回1コース
【栗橋】12回1コース【鷲宮】12回1コー
ス

42 877 見直し・改善
回数を増やし、より多くの方が参加で
きるよう改善。

各地区24回の運動講座等を実施予
定。内容、ｺｰｽ回数等は各センターに
よって異なる。

けんこう大学 ボディバランス講座（総合健康講座）各セ
ンター１コースずつ計４コース（１コース６
日間）。医師の講話・歯科衛生士の講話・
指導・栄養講話・調理実習・運動実践を組
み合わせて実施。

青年・壮年・高齢

中央保健セン
ター

8
ボディバランス
講座（再掲）

医師の講話・歯科衛生士の講話・栄養
士の講話及び調理実習・運動実践を
組み合わせた、健康に関する基礎知
識を幅広く学ぶ総合健康講座を実施
した。
各保健センターで1コースずつ実施。
【中央・栗橋・鷲宮】1コース（6日間）
【菖蒲】同窓会1回含み1コース（7日
間）

25 341 継続

中央保健セン
ター

9

アンチエイジン
グ講座（運動
編）
（再掲）

生活習慣病予防やメタボ解消のため
の食事や運動などの講座を実施した。
【菖蒲】1コース（３日間）
【鷲宮】1コース(３日間）

6 106 見直し・改善

中央保健セン
ター

10

アンチエイジン
グ講座（休養
編）
（再掲）

生活習慣病予防のための食事やスト
レス対処方法などの講話を実施した。
【中央】1コース（２日間）
【栗橋】1コース（３日間）

5 67 見直し・改善

中央保健セン
ター

11

生活習慣見直
し隊～糖尿病
はこうして防ぐ
～
（再掲）

栄養以外の講話も実施した。　糖尿病
予防の調理実習、運動の体験を行っ
た。
【中央】１日間

1 29 見直し・改善

中央保健セン
ター

12
歩いて健康！
スマートウォー
キング（再掲）

日常に取り入れやすいウォーキング
の啓発と、ウォーキング・ストレッチな
どの実技指導を実施した。
【菖蒲】1回【栗橋】1回

2 63 継続

中央保健セン
ター

13

お口と体のヘル
スケア～大人
の歯周病検診
とけんこう測定
会～

歯周病検診とけんこう測定会を同時
開催。歯科医師による歯周病検診と
歯科衛生士によるブラッシング指導等
を実施。合わせて、骨の健康チェック
等の測定会と保健指導を実施した。
【菖蒲】1回　【鷲宮】1回

2 35 見直し・改善 地区を変更して実施。
中央・栗橋保健センターにおいて各1
回実施。

○

全体集
計算入

H23年度実績報告 H24年度事業計画

けんこう大学講座はボディバランス
講座以外は。毎年講座を入れ替えて
実施。

H24年度の生活習慣病・歯科に関す
る講座
【中央】COPD予防講座・おうちで作る
ヘルシーカフェメニュー
【菖蒲】デキるオトコの健康術・腰痛
膝通肩こり撃退ストレッチ
【栗橋】ストレッチでポカポカからだ・
水中ウォーキング
【鷲宮】歩いて健康スマートウォーキ
ング・美ボディ集中トレーニング・実践
ノルデディックウォーキング・プロに聞
くお薬質問箱

健康診査等普及
啓発事業

市の広報紙「広報くき」また
は「広報くきお知らせ版」や
市ホームページにおいて、
健康診断等を受ける必要性
や健康診断等についての情
報を提供します。

健康医療課
中央保健セン
ター
国民健康保険課

中央保健セン
ター

健康増進計画 H23年度調査時

妊産婦保健事業 妊婦を対象に、妊婦健康診
査を行います。
妊娠中の歯科保健などに関
する講座を開催します。

一般講座：アンチエイジング講座（運動編
１コース３日間で年２回・休養編１コース２
日間で年２回）。生活習慣見直し隊（１コー
ス３日間で年１回）。歩いて健康スマート
ウォーキング（１コース１日で年２回）。お口
と体のヘルスケア（１コース１日で年２
回）。

青年・壮年・高齢
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中央保健セン
ター

14
感染症最新情
報（再掲）

食中毒やインフルエンザ等の感染症
に関する情報提供と食事や食環境の
大切さを伝えるための講座を実施し
た。
【中央】1回　【鷲宮】1回

2 43 見直し・改善

中央保健セン
ター

15
膝痛や腰痛に
負けない体作り
（再掲）

理学療法士による腰痛・膝痛対策の
講話を実施した。【栗橋】1回

1 37 見直し・改善

課外授業：中国健康体操（１コース２日間
で年１回） 中央保健セン

ター
16

中国健康体操
（再掲）

中国健康体操の体験講座を実施し
た。　　　　　　　　　【中央】1コース(2日
間）

2 50 見直し・改善

中央保健セン
ター

17
短期集中脱メタ
ボ講座（再掲）

メタボリックシンドローム改善の為に、
グループワークを中心として行動目標
の設定・調理実習・運動実践を実施し
た。
【中央】1コース（２日間）

2 11 見直し・改善 けんこう大学の事業に統合する。

中央保健セン
ター

18
骨粗しょう症予
防教室（再掲）

医師、理学療法士、管理栄養士等に
よる骨粗しょう症の病態や治療、予防
方法についての講話。 各保健セン
ターで1回ずつ実施した。

4 106 見直し・改善 地区を変更して実施。
中央・鷲宮保健センターにおいて各1
回実施する。

健康体操 講師を招き、健康体操の実践 青年・壮年・高齢
中央保健セン
ター

19
健康体操（再
掲）

健康体操の実践講座を実施した。
【菖蒲】12回

12 366 継続

３B体操 体力づくりの筋力アップ体操やストレッチ
体操・ウォーキング、リズム体操の実施

青年・壮年・高齢
中央保健セン
ター

20 ３B体操（再掲）
体力づくりの筋力アップ体操やストレッ
チ体操・ウォーキング、リズム体操の
講座を実施した。【菖蒲】24回

24 325 継続

ウォーキング体操 講師を招き、ウォーキング体操の実践（ス
トレッチの後、歩きながら全身を動かす体
操を行う）

青年・壮年・高齢
中央保健セン
ター

21
ウォーキング体
操（再掲）

ウォーキング体操の実践（ストレッチ
の後、歩きながら全身を動かす体操を
行う）講座を実施した。【栗橋】22回

22 891 継続

ダンベル体操 講師を招き、ダンベル体操の実践（スト
レッチの後、ダンベルを使って体操を行う）

青年・壮年・高齢
中央保健セン
ター

22
ダンベル体操
（再掲）

ダンベル体操の実践（ストレッチの後、
ダンベルを使って体操を行う）講座を
実施した。【栗橋】22回

22 908 継続

大人の遠足 日常とは違う風景を眺めながら、心身のリ
フレッシュの為のウォーキングを実施

青年・壮年・高齢
中央保健セン
ター

23
大人の遠足（再
掲）

ウォーキングの啓発と、ウォーキング・
ストレッチなどの実技指導を実施し
た。
【鷲宮】2回

2 43 継続

郊外ウォーキング 日常とは違う風景を眺めながら、心身のリ
フレッシュの為のウォーキングを実施

青年・壮年・高齢

中央保健セン
ター

24
郊外ウォーキン
グ（重複）

ウォーキングの啓発と、ウォーキング・
ストレッチなどの実技指導を行い、市
外のウォーキングコースを歩く講座を
実施した。【鷲宮】2回

2 64 見直し・改善 けんこう大学の事業に統合する。

青空運動教室 日常とは違う風景を眺めながら、心身のリ
フレッシュの為のウォーキングを実施

青年・壮年・高齢

中央保健セン
ター

25
青空運動教室
（再掲）

公園等に設置されている健康遊具の
効果的な使い方とウォーキング指導を
実施した。【鷲宮】1回

1 20 見直し・改善 けんこう大学の事業に統合する。

青年・壮年・高齢

中央保健セン
ター

26
出前健康講座
（再掲）

団体からの要望を受け、健康に関す
る講座を実施した。

47 942 継続

生涯学習課 27
健康づくりに役
立つ保健事業
の活用講座

市で行っている保健事業の活用につ
いての講座。依頼がないため未実施。

0 0 継続 ○

健康相談・食生活
相談事業

市民を対象に、健康診断等
のデータの見方や生活習慣
の改善に関する相談に保健
師、栄養士等が応じます。

中央保健セン
ター

28
成人健康相談
（再掲）

保健師または管理栄養士による個別
健康相談を実施した。

305 4,306 継続

中央保健セン
ター

29
食生活相談
（再掲）

管理栄養士による個別栄養相談を実
施した。。希望者には塩分測定等も
行った。

32 68 継続

骨の健康チェック 骨密度測定、希望者に健康相談・栄養相
談の実施。

青年・壮年・高齢

中央保健セン
ター

30
骨の健康チェッ
ク（一部重複）

超音波骨密度測定を実施。測定後、
保健師による保健指導及び管理栄養
士による食生活指導を実施した。。
※栄養・食生活分野の骨の健康
チェックした方と重複あり

12 985 継続

青年・壮年・高齢 けんこう大学講座はﾎﾞﾃﾞｨﾊﾞﾗﾝｽ講座
以外は。毎年講座を入れ替えて実
施。

※上記講座参照

成人健康相談・食
生活相談

保健師による心や身体の健康相談や、栄
養士による食生活に関する相談（面談や
電話により実施）。

中央保健セン
ター

※上記参照

特別授業：感染症最新情報（１コース１日
で年２回）。膝痛や腰痛に負けないカラダ
作り（１コース１日で年１回）

出前講座事業 市民のグループを対象に、
がん検診や健康診断等の
重要性及び生活習慣病の
予防、歯みがきの仕方、む
し歯や歯周病を防ぐ生活習
慣に関する講座の講師依頼
に応じます。

中央保健セン
ター
生涯学習課

１０人以上の団体に対し、要望に沿った内
容で健康教育を実施（１団体で年１回ま
で）

出前講座事業

妊産婦・幼尐（親
子を含む）・青年・
壮年・高齢・その
他：基本的に成人
が対象、全住民
に対応
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高齢

介護福祉課 31
いきいきデイ
サービス・健康
相談

高齢者の健康管理について。
【久喜】１０会場　９２人
　口腔内のチェックと口腔機能を高め
るための指導を実施した。
【菖蒲】１会場　１３人
　健康管理全般についての指導を実
施した。
　

11 105 継続 ○

いきいき温泉久喜
健康相談

高齢者福祉センター「いきいき温泉久喜」
において、保健事業推進員による健康相
談を実施。
毎月１回（第３水曜日）

高齢

介護福祉課 32
いきいき温泉久
喜健康相談

高齢者福祉センター「いきいき温泉久
喜」利用者に健康相談（血圧測定・尿
検査）を実施。

12 242 継続 ○

民間いきいきデイ
健康相談

民間いきいきデイサービス（３ヶ所）で、事
業参加者に保健事業推進員による健康相
談を実施。

高齢

介護福祉課 33
民間いきいきデ
イ健康相談

民間いきいきデイサービス３ヶ所にお
いて、保健事業推進員による健康相
談を実施。
①つどいの家　ももの木 ： 隔月１回
②にこにこデイサービス ： 8・9・11月を
除き月１回
③本町3丁目いきいきサロン ： 毎月１
回

21 318 継続 ○

はつらつ運動教
室、老人クラブ健
康相談

はつらつ運動教室にて、保健事業推進員
が血圧測定を実施。
老人クラブにて、保健師（包括職員）が健
康相談を実施。

高齢

栗橋総合支所福
祉課

34 健康相談

はつらつ運動教室にて、保健事業推
進員が血圧測定を実施。
老人クラブにて、保健師（包括職員）
が健康相談を実施。
①はつらつ運動教室　３６回　４９５人
②老人クラブ　５０回　７７０人

86 1,265 継続 ○

ふれあいサロン健
康相談

ふれあいサロンにて、保険事業推進員が
毎月１回、血圧測定・健康相談を実施。

高齢
鷲宮総合支所福
祉課

35 健康相談
ふれあいサロンにて、毎月１回、保健
事業推進員が血圧測定・健康相談を
実施した。

12 243 継続 ○

口腔機能の向上
事業

介護が必要になるおそれの高い高齢者を
対象に、噛む、飲み込むなどの機能を高
める口腔の体操や正しい口の手入れ方法
などを行い、生活機能の低下を防ぐため
の支援を行います。

高齢

介護福祉課 36
口腔機能の向
上事業

基本チェックリストを実施した結果、二
次予防事業対象者となった方のうち、
口腔機能を高める必要性のあった方
に対し、口腔内のお手入れ法や体操
を、教室・訪問・通院等の方法で実施
した。

34 36 継続 ○

高齢者二次予防
事業（にこにこ教
室）

生活機能が低下している６５歳以上の高
齢者に対し、口腔機能の向上を目的とした
プログラムを実施する。実施場所：菖蒲老
人福祉センター・実施期間：概ね３ヶ月・参
加人数：２１名程度

高齢

菖蒲総合支所福
祉課

37
にこにこ教室
（口腔）

口腔機能が低下している６５歳以上の
高齢者に対し、口腔機能の向上を目
的としたプログラムを実施した。
にこにこ教室全12回のうち2回、運動
機能講座と併せて実施した。

2 23 継続 ○

高齢者二次予防
事業（にこにこ教
室）

生活機能が低下している６５歳以上の高
齢者に対し、口腔機能の向上を目的とした
プログラムを実施する。実施場所：健康福
祉センター（くりむ）・実施期間：概ね３ヶ
月・参加人数：２１名程度

高齢

栗橋総合支所福
祉課

38
にこにこ教室
（口腔）

口腔機能が低下している６５歳以上の
高齢者に対し、口腔機能の向上を目
的としたプログラムを実施した。
1コース3回で3ヶ月 （平成24年1月～3
月）・月1回実施・参加人数：１１人

3 29 継続

介護予防プログラムに参加すること
で要支援・要介護状態になることを
予防するための取り組みであり、今
後も継続して実施する。

○

高齢者二次予防
事業（健口教室）

口腔機能が低下している６５歳以上の高
齢者に対し口腔機能の向上を目的とした
プログラムを実施する。実施場所：鷲宮総
合支所４階会議室・実施期間：1コース3
回、3ヶ月、月1回　・参加人数：実人員６～
８名程度

高齢

鷲宮総合支所福
祉課

39 健口教室

口腔機能が低下している６５歳以上の
高齢者に対し口腔機能の向上を目的
としたプログラムを実施
1コース3回で3ヶ月(平成24年1～3
月）・月1回実施・参加人数：延べ9人

3 9 継続

介護予防プログラムに参加すること
で要支援・要介護状態になることを
予防するための取り組みであり、今
後も継続して実施する。

○

中央保健セン
ター

40 胃がん検診
40歳以上の方にバリウム検査を実施
した。
【集団38日間】

2,657 継続 ○

中央保健セン
ター

41 肺がん検診
40歳以上の方に胸部エックス線検査
を実施した。【集団40日間】

3,101 継続 ○

中央保健セン
ター

42 乳がん検診

30歳以上の偶数年齢の女性に実施し
た。
【集団37日間：個別（無料クーポン対
象者のみ）　9月1日から24年2月29
日】

3,552 継続 ○

中央保健セン
ター

43 子宮がん検診
20歳以上の偶数年齢の女性に実施し
た。【集団27日間：個別5月1日から24
年2月2９日】

3,680 継続 ○

中央保健セン
ター

44 大腸がん検診
40歳以上の方に便潜血検査（2日法）
を市内委託医療機関にて実施した。
【個別5月1日から24年2月29日】

8,620 見直し・改善 受診率の向上を図る。
集団がん検診でも受診できるよう設
定する。

○

中央保健セン
ター

45
前立腺がん検
診

50歳以上の男性に血中PSA検査を市
内委託医療機関にて実施した。【個別
5月1日から24年2月29日】

3,041 見直し・改善 受診率の向上を図る。
集団がん検診でも受診できるよう設
定する。

○

介護福祉課

高齢者二次予防
事業

介護予防のための基本
チェックリストにより、生活機
能の低下のおそれのある高
齢者を把握し、介護予防事
業が必要な対象者に、運動
器の機能向上、閉じこもり予
防、口腔内の健康や栄養改
善等を目的としたプログラム
を提供します。

介護福祉課

各種がん検診事
業

各種がん検診を行います。
胃がん（４０歳以上）、肺が
ん（４０歳以上）、大腸がん
（４０歳以上）、前立腺がん
（５０歳以上）乳がん（３０歳
以上）子宮頸がん（２０歳以
上）

中央保健セン
ター
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健康医療課
中央保健セン
ター

46
啓発事業
（重複）

継続
市ホームページの「健康づくりコー
ナー」、健康・食育まつりにおいて特
定健診の受診について啓発する。

中央保健セン
ター

47 特定保健指導
久喜市国民健康保険が行う特定健診
の結果、生活習慣改善の必要性が高
い方に、保健指導を実施した。

159 継続 ○

国民健康保険課 48

・特定健康診査
事業
・後期高齢者健
康診査事業

【特定健康診査】
対象者：40歳～74歳の国民健康保険
被保険者
【後期高齢者健康診査】
対象者：後期高齢者医療被保険者
【特健・健康診査共通】
・受診券及びお知らせ個別通知の発
送
・未受診者への勧奨通知の発送（年1
回）

－

【特定健診】
8,725

【健康診査】
3,478

拡大
受診率向上を図り、もって対象者の
健康の保持増進に寄与するため。

・健診費用の無料化
・健診項目の充実 ○

777 51,441

322 31,471

1,176 105,222

337 31,819

特定健康診査等
特定保健指導事
業

生活習慣病予防のために、
医療保険者（市においては
国民健康保険）によるメタボ
リックシンドロームに着目し
た健診・保健指導を実施し、
健診や保健指導の必要性
について啓発を行います。

健康医療課
中央保健セン
ター
国民健康保険課

青年世代等計

全事業（４８事業） 継続31　見直し・改善15　拡大2　縮小0　新規0　　廃止0

講座・教室等（３１事業） 継続16　見直し・改善15　拡大0　縮小0　新規0　　廃止0

分野計
　全事業（７０事業） 継続52　見直し・改善15　拡大3　縮小0　新規0　　廃止0　

　講座・教室等（３５事業） 継続19　見直し・改善15　拡大1　縮小0　新規0　　廃止0
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