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資料 ３ 
②②地地域域のの取取組組みみににつついいてて  

【【栄栄養養・・食食生生活活】】■■地地域域ででははここののよよううななここととにに取取りり組組みみまますす  

（（健健康康づづくくりり推推進進会会議議をを構構成成ししてていいるる団団体体のの活活動動事事例例））  

  

活 動 内 容 団 体 

子どもから高齢者までの食
育教室等の開催 

調理体験等を通じて、健康な体づくりのための食
事について学ぶ機会を提供し、啓発します。 

食生活改善推進員協議会 

子育て支援の教室等の開催 
幼児と保護者、小学生等を対象に、手作りおやつ
や手打ちうどん等の体験を通じて、食について学
ぶ機会を提供します。 

母子愛育連合会 

食に関する情報提供等 
参加者及び参加者の家族に対し、朝食と生活リズ
ムの重要性等、食に関する情報提供を行います。 

レクリエーション協会 

体育協会 

スポーツ推進委員協議会 

スポーツ尐年団 

ふれあい食事サービス事業 
一人暮らしの高齢者を対象に、配食サービスや会
食の機会を提供します。 

社会福祉協議会 

 

 

 

平成 24 年度の取組み（（HH2244．．66．．2211 ままででのの回回答答分分）） 

団体名 取組内容 

食生活改善推進

員協議会 

料理教室（男性・親子・市民のサークル等を対象） 

骨粗鬆症予防のための試食等 

母子愛育連合会 愛育班事業の中で、生活習慣病予防食の試食提供。 

手作りおやつ、うどん作りの体験にて、食について学ぶ、また、親子で作る喜びの

機会提供。 

スポーツ尐年団 ・「認定員養成講習会」・・・指導者資格取得カリキュラム（35 時間）の内、「スポ

ーツと栄養（５大栄養、食生活のバランス等）」についての講義が３時間あり。指

導者が、団員に対する食生活の指導を学ぶ。（早寝、早起き、朝ごはん） 

スポーツ指導者 １００人程度 

・「母集団講習会」・・・青尐年の健全育成に向けた講習会で、団員の保護者の方々

を対象に食生活に関する知識と情報を提供し、食生活の指導をお願いしている。（食

生活のコーチは保護者です）    保護者 １５０人程度 

社会福祉協議会 ふれあい食事サービス・・・一人暮らしの高齢者を対象に、配食サービスや会食の

機会を提供する。 

 

 

H24.7.2（月）健康づくり推進会議 
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【【身身体体活活動動・・運運動動】】■■地地域域ででははここののよよううななここととにに取取りり組組みみまますす  

（（健健康康づづくくりり推推進進会会議議をを構構成成ししてていいるる団団体体のの活活動動事事例例））  

活 動 内 容 団 体 

子どもから高齢者までの
スポーツ大会や教室等の
開催 

3B体操親子講習会、太極拳のつどい、ニュースポー
ツ講習会やレクリエーションダンス講習会等を通じ
て、健康な体づくりのための体を動かす機会を提供
し、仲間づくりを進めます。 

レクリエーション協会 

駅伝競走大会、各種球技大会、ゴルフ大会やスキー教
室等を通じて、健康な体づくりのための体を動かす機
会を提供し、仲間づくりを進めます。 

体育協会 

スポーツカレッジ、体力測定とニュースポーツ体験や
綱引き大会等、健康な体づくりのための体を動かす機
会を提供し、仲間づくりを進めます。 

スポーツ推進委員協議
会 

親子の交流教室等の開催 
乳幼児と保護者等を対象に、遊びの体験を通じた健康
づくりについて学ぶ機会を提供します。 

母子愛育連合会 

スポーツ尐年団の活動 
各種スポーツを通じた児童の健全育成等、健康な体づ
くりの場を提供し、生涯スポーツの基礎づくりと仲間
づくりをすすめます。 

スポーツ尐年団 

社協の福祉のまちづくり
講座 

出前講座による、介護予防教室（体操等）を開催しま
す。 

社会福祉協議会 
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【【身身体体活活動動・・運運動動】】平成 24 年度の取組み（（HH2244．．66．．2211 ままででのの回回答答分分）） 

団体名 取組内容 

レクリエーショ

ン協会 

・３B 体操親子講習会 個人 40 組 

・市民太極拳につどい 個人 初心者 30 人、経験者 100 人 

・市長杯争奪ミニテニス大会 個人 400 人 

・ターゲットバードゴルフ教室 個人 30 人 

・綱引巡回講習会 延べ 20 回 

・吹き矢教室 個人 20 人 

・よさこい講習会 個人５０人 

・レクレーションダンス講習会 個人 20 人 

・歩こう会 毎回 100 人～150 人 

・フォークダンスのつどい 出場者 500 人 

・体力測定とニュースポーツ体験 個人 100 人 

・いきいきフェスティバル パートⅠ 個人 300 人 団体４ 

体育協会 4 地区体育協会を統一した久喜市体育協会を設立したことにより久喜市のスポー

ツ活動をより一層充実したものにする。加盟団体：５８団体 

スポーツ推進委

員協議会 

スポーツカレッジ 個人５０歳以上３０人 

体力テスト 個人２０人 

ふれあいスポレク・フェスタ２０１２ 障害者２０名 

綱引大会 団体１チーム８人 小学生～大人 1,000 人 

なわとび・フェスタ 個人 親子、小学生～大人 200 人 

各地区市民体育祭 各地区地域住民 

食生活改善推進

員協議会 

各支部独自、または合同のウォーキング事業の実施。 

母子愛育連合会 各地区の子育て支援活動（ハイハイヨチヨチコンテスト、手作りおもちゃ製作、手

遊び） 

親子運動会、愛育まつりなどで健康体操（腰痛予防など） 

スポーツ尐年団 「ロードレース大会」 団員が学年ごとに距離を決めて実施。（団体戦・個人戦） 

「体力テスト（適正運動テスト）」 団員の体力測定を毎年実施し、一人ひとりの

体力・運動能力の特性を知り、変化を知る。  

小学校単位 全団員 約 1,000 人程度 

社会福祉協議会 社協の福祉のまちづくり講座・・・転倒予防体操の出前講座 

介護予防教室・・・社協内の地域包括支援センターによるボールを使った体操。 
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【【休休養養・・こここころろのの健健康康】】  ■■地地域域ででははここののよよううななここととにに取取りり組組みみまますす  

（（健健康康づづくくりり推推進進会会議議をを構構成成ししてていいるる団団体体のの活活動動事事例例））  

活 動 内 容 団 体 

子育て体験（赤ちゃんと遊
ぼう）等の開催 

小学生等を対象に、赤ちゃん人形を使い、抱っこや沐浴
等、赤ちゃんを慈しむ体験の機会を提供します。 

母子愛育連合会 

子どもから高齢者まで体を
動かすことの楽しさ、ここ
ろのあり方の啓発等 

参加者及び参加者の家族に対し、スポーツやレクリエー
ション等を通じて、心身ともに楽しむことが健康につな
がることを伝えていきます。 

レクリエーション協会 

体育協会 

スポーツ推進委員協議
会 

スポーツ尐年団 

様々な活動を通じた 

交流事業 

会食やカラオケ、話し合い、奉仕活動等を通じて高齢者
の生きがい活動を行います。 

老人クラブ連合会 

各種ボランティア養成講座 

様々なボランティア養成講座を実施し、ボランティア活
動のきっかけづくりや、ボランティアの養成を行いま
す。また、おおむね夏の期間を利用したボランティア体
験を実施します。 

社会福祉協議会 

ふれあい・いきいきサロン 
子育て中の方や障がいのある方、高齢者をはじめ、誰で
も気軽に楽しく参加できる交流の場づくりを支援しま
す。 

社会福祉協議会 

在宅介護者支援事業 介護者の会の開催、介護者通信を発行します。 社会福祉協議会 

 

 

平成 24 年度の取組み（（HH2244．．66．．2211 ままででのの回回答答分分）） 

団体名 取組内容 

母子愛育連合会 子育て体験（赤ちゃんと遊ぼう） 

子育て支援事業（クリスマス会、おひなさまの作成、親子でケーキ作りなど、

みんなで一緒に楽しむ） 

スポーツ尐年団 「認定員要請講習会」 指導者資格取得カリキュラム（35 時間）の中で、運

動を通じた遊ぶ楽しさ・こころのあり方を指導者は「発育発達期の特徴」等で

学ぶ。    スポーツ指導者 １００人程度 

・「母集団講習会」 講演会に、レクリエーションやゲーム等で保護者の方々

も心身ともに楽しめる内容にしている。    保護者 １５０人程度 

社会福祉協議会 各種ボランティア養成講座・・・ボランティア活動のきっかけづくりやボラン

ティア養成を行う。 

ふれあい・いきいきサロン・・・気軽に楽しい交流の場づくりを支援する。 

在宅介護者支援事業・・・介護者の会や通信の発行により、介護の苦労や悩み

を共有し、情報交換をする。 
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【【たたばばここ・・アアルルココーールル】】■■地地域域ででははここののよよううななここととにに取取りり組組みみまますす  

（（健健康康づづくくりり推推進進会会議議をを構構成成ししてていいるる団団体体のの活活動動事事例例））  

活 動 内 容 団 体 

禁煙・分煙の推進 医療機関等において、禁煙及び分煙を推進します。 
医師会 

歯科医師会 

 

 

 

平成 24 年度の取組み（（HH2244．．66．．2211 ままででのの回回答答分分）） 

団体名 取組内容 

医師会 埼玉県で認証されている全面禁煙施設数  ７医療機関 

歯科医師会 埼玉県で認証されている前面禁煙施設数 １７歯科医療機関 

食生活改善推進

員協議会 

食事バランスガイドの説明時に、アルコールの適正飲酒などについて話します。 
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【【生生活活習習慣慣病病・・歯歯のの健健康康】】■■地地域域ででははここののよよううななここととにに取取りり組組みみまますす  

（（健健康康づづくくりり推推進進会会議議をを構構成成ししてていいるる団団体体のの活活動動事事例例））  

活 動 内 容 団 体 

健康管理について学ぶ場
の提供 

乳幼児と保護者等を対象に、子どもの急病、事故等の対
処方法や受診の必要性について学ぶ機会を提供します。 

母子愛育連合会 

がん検診等の受診勧奨 
愛育だよりや声かけ訪問を通じて、乳幼児健診やがん検
診等の受診勧奨を行います。 

母子愛育連合会 

健康管理への支援 

乳幼児健診、学校健診、特定健康診査、がん検診等の様々
な機会を通じて、健康管理に関する指導を行います。 

医師会 

歯科医師会 

学校保健委員会、市民まつり等の様々な機会を通じて、
健康管理に関する指導を行います。 

薬剤師会 

社協の福祉のまちづくり
講座 

出前講座による、健康相談や血圧測定等を行います。 社会福祉協議会 

 

 

 

平成 24 年度の取組み（（HH2244．．66．．2211 ままででのの回回答答分分）） 

団体名 取組内容 

食生活改善推進

員協議会 

検診の呼びかけ。 

未就学児のむし歯予防のためのおやつの試食 等。 

母子愛育連合会 子どもの応急手当講座。 

声かけ訪問、愛育だよりの回覧で、乳幼児健診・がん検診等の受診勧奨。 

社会福祉協議会 社協の福祉のまちづくり講座・・・出前講座による健康相談や血圧測定等を行う。 

 

 

※その他、各分野の具体的な活動は行っていないが、国民健康保険運営協議会では、「予防を重視し、

医療費の増加を抑え、国保財政の安定化を図ることが、被保険者の健康を支えることにつながる。」と

いう目的意識のもとに、運営を行っています。 


