
　第２次菊川すこやかプランにおける行政の取組状況  拡充（現状から拡大する）

 継続（現状を継続する）
 縮小（現状から縮小する）
 新規（新しい取り組み）

【領域１　食生活】  延期（事業の一時中止）

行政の役割 担当課 R３年度計画 R３年度の実績報告
担当課
自己評価

評価･課題･改善点 R４年度計画

学校教育課

各校の食育全体計画を作成し、食育指導の方向性の指針を明確に
するとともに、各校の実態に応じた指導ができる環境づくりを目
指し、児童生徒の食への関心を高めます。(小学校：総合学習と
関連。中学校：キャリア教育と関連。)また、食育体験について
も河城小と北小で行います。

各校の実態に応じた食育全体計画を作成し指導を行いま
した。また、河城小、小笠北小の学校農園で食育体験を
行い、児童生徒の食への関心を高めることができまし
た。  継続（現

状を継続
する）

各校の実態応じた食育全体計画を作成し、指導を行い
ます。食育体験についてもさらに充実させていきま
す。

菊川市内12校で食育全体計画を作成し、食育指導
の方向性の指針を明確にするとともに、各校の実
態に応じた指導ができる環境づくりを目指し、児
童生徒の食への関心を高めます。（小学校：総合
的な学習の時間、中学校：キャリア教育等との連
携）また、食育体験についても、河城小、小笠北
小で実施します。

こども政策課

行事食や地域の産物を取り入れた献立の作成、旬の野菜を取り入
れた簡単レシピを便り等で知らせる等、食に関わる文化を伝えて
いきます。又、園での栽培を通し、食への関心を高めていきま
す。

野菜の収穫を経験する等食物への関心を高め、食への意
欲が膨らむようにしました。子ども達が取り組む様子を
掲示や便り等で保護者に知らせる等家庭への啓発も行い
ました。自園給食においては、季節の食材をメニューに
取り入れ提示することで、子どもや保護者の食への関心
が高まりました。

 継続（現
状を継続
する）

子ども達へは実物や手作り教材等を用いて視覚に訴え
食の大切さを伝え食への関心を高めてきました。保護
者へは通信を通して園での取り組みを伝え共有してき
ましたが食への意識が薄い保護者が多いように感じま
す。

食に関する情報を視覚的にわかりやすい手段で子
ども達へ伝え、食への関心を高めます。同時に保
護者の意識も高められるよう、全園で通信を発行
し情報発信をします。

教育総務課

給食提供者へ配布する給食だよりを活用した紙媒体で、食育の日
やふじのくに地産地消の日などの情報を発信し、食への関心を高
める啓発を実施します。

給食だよりを活用した紙媒体で、食育の日やふじのくに
地産地消の日などの情報を発信し、食への関心を高める
ことができました。

 継続（現
状を継続
する）

月1回給食センターから情報発信する給食だよりを活
用し、食に関する情報提供ができました。

給食提供者へ配布する給食だより等を活用し、食
育の日やふじのくに地産地消の日などの情報を発
信し食への関心を高める啓発を実施するため、給
食だよりを毎月発行します。

健康づくり課

広報菊川へ「明日のレシピ」を掲載し、食育に関する情報提供を
していきます。

広報菊川へ毎月「明日のレシピ」を掲載し、食に関する
情報を提供しました。  拡充（現

状から拡
大する）

メニューの説明では健康的な食事のポイントを掲載し
ました。

広報菊川へ「明日のレシピ」を掲載し、食育に関
する情報提供をしていきます。メニューは塩分を
控えたものとし、高血圧予防を推進します。

子育て応援課

児童館や保育園、幼稚園等へ食育の出前行政講座を通して子ども
達に正しい知識を普及していきます。バランスの取れた調理実習
等を行うことにより、食に関心の高い市民を増やします。

児童館や保育園へ食育の出前行政講座を３回実施し、子
どもや保護者への正しい食習慣の普及啓発を行いまし
た。

 継続（現
状を継続
する）

出前行政講話においては依頼者の希望内容に沿って、
子ども達及び保護者への正しい食習慣の普及をしまし
た。新型コロナウイルス感染拡大が言われてからは調
理実習等を行うことはできないことが多く、実体験の
機会が少ないことが課題となります。今後も同じ状況
が続くことが予想されるため、視覚に訴えるわかりや
すい資料の作成や講話をし、正しい食習慣についての
普及を行います。

児童館や保育園への出前行政講座を年３回以上実
施し、正しい食習慣の普及に努めます。

こども政策課

新しい生活様式を踏まえた食事ができる環境を設定します。食事
のマナーやルールを知らせ、献立や食材について説明すること
で、食への関心を高め食の大切さを知らせていきます。

食事のマナーやルールについては、絵本や紙芝居を通し
ての一斉指導や手本を示しながらの個別指導を行いまし
た。また、献立名、食材名を子ども達へ紹介し食に関心
がもてるよう努めました。

 継続（現
状を継続
する）

コロナ感染防止対策を講じながら黙食や同一方向を向
いての食事等園ごと工夫して取り組みました。食習慣
（朝食の大切さ等）については保護者の意識が薄いこ
とが課題です。

コロナ感染防止対策を講じた食事時間の徹底、食
習慣や食事のマナーについては視覚的にわかりや
すい教材等を活用し、園児へわかりやすく説明す
る機会を年間1回以上実施します。

学校教育課

給食指導や調理実習を通して、食事の大切さとマナーについて指
導します。また、栄養職員が全校を巡回指導し、よりよい食習慣
について指導を行います。

栄養職員が全校を巡回指導し、よりよい食習慣について
指導を行いました。  継続（現

状を継続
する）

コロナウイルス感染拡大のため、予定通りの巡回指導
が行えなかった学校がありました。次年度もコロナウ
イルス感染防止に努めながら、栄養教員による食育を
引き続き充実させていきます。

コロナウイルス感染防止に努めた上で、給食指導
や調理実習を通して、食事の大切さとマナーにつ
いて指導します。また、栄養職員が菊川市内12校
を巡回指導し、よりよい食習慣について指導を行
います。

教育総務課

給食提供者へ配布する給食だよりを活用した紙媒体で、正しい食
習慣についての情報を発信し普及啓発を実施します。

給食だよりを活用した紙媒体で、正しい食習慣について
の情報を発信することができました。  継続（現

状を継続
する）

月1回給食センターから情報発信する給食だよりを活
用し、食生活に関する情報提供ができました。

給食提供者へ配布する給食だより等を活用し、正
しい食習慣についての情報を発信し普及啓発を実
施するため、給食だよりを毎月発行します。
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農林課

市内生産者による食育・教育ファーム事業を、堀之内幼稚園・愛
育保育園において実施し、野菜の種まきから収穫の一連の農作業
体験並びに収穫物の調理及び実食を行うことで、食べ物を大切に
する心を養います。
また、教育委員会と協力し、河城小学校・小笠北小学校におい
て、市内生産者とともに食育体験事業を実施し、農業への理解や
地元の農産物に対する知識を深めます。

市内生産者による食育・教育ファーム事業として、堀之
内幼稚園・愛育保育園において、夏冬２期に分けて季節
の作物を育てる農業体験を実施しました。
　また、教育委員会と協力し、河城小学校・小笠北小学
校においても食育体験事業を実施し、播種から収穫・販
売までの実習を実施しました。

 継続（現
状を継続
する）

食育・教育ファーム事業及び食育体験事業について、
引き続き教育委員会等と協力し、地域農産物の地産地
消の推進や、農業体験の機会拡大を図ります。

市内生産者による食育・教育ファーム事業を、堀
之内幼稚園・愛育保育園にて実施し、農業体験及
び調理、実食を行うことで食べ物を大切にする心
を養います。加えて、上記２園以外の独自の委託
等により食育を実施している園について情報収集
し、次年度以降から新規対象者となる事業者がい
るか等につき検討します。また、教育委員会と協
力し、河城小学校・小笠北小学校において、市内
生産者と共に食育体験事業を実施します。

教育総務課

栄養士による食育の授業を活用し、野菜を食べる重要性や、一日
の摂取量の目安を周知し、野菜を摂取する体制を構築し、野菜を
食する意識を向上させます。

市内全ての学校へ出向き、栄養士（栄養教諭、学校栄養
職員）による食育の授業を活用し、野菜を食べる重要性
や、一日の摂取量の目安を周知し、野菜摂取の大切さを
意識させることができました。

 継続（現
状を継続
する）

学校教育課や学校との連携し、市内全ての学校へ出向
き、栄養士による食育の授業を開催しています。

野菜を食べる重要性や一日の摂取量の目安を周知
し、野菜を摂取する体制を構築し野菜を食する意
識の向上を図るため、栄養士（栄養教諭）による
食に関する指導を学校等と連携し取り組み年60回
を目標に実施します。

健康づくり課

出前行政講座（随時）、栄養セミナー（８回）、男性の料理教室
（５回）、健康づくり食生活推進協議会研修（月３回）、その他
料理教室において、「バランスの良い食事」を伝えていきます。

出前行政講座（１回）、栄養セミナー（８回）、男性の
料理教室（３回）、健康づくり食生活推進協議会研修
（19回）、その他料理教室において、野菜摂取の目標量
や「野菜プラス１皿」を伝えました。保健事業と介護予
防の一体的実施事業で、野菜摂取の目標量をフードモデ
ルを用いて啓発をしました。

 継続（現
状を継続
する）

フードモデルを用いたことで、野菜摂取量を視覚的に
伝えることができました。

出前行政講座、栄養セミナー、男性の料理教室、
保健事業と介護予防の一体的実施事業等におい
て、野菜摂取量についての講話を計４回実施しま
す。

1

食育に関する情報の発信に努
め、食への関心を高めます。

2

保育園、幼稚園、学校、企業・
事業所、各種団体を通じて正し
い食習慣について普及啓発を行
います。

野菜を食べる重要性や、一日の
摂取量の目安を周知し、野菜を
十分に食べる市民を増やしま
す。

1
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4

栄養成分表示の見方の普及啓発
をします。

健康づくり課

出前行政講座（随時）、栄養セミナー（８回）、男性の料理教室
（５回）、健康づくり食生活推進協議会研修（月３回）、その他
料理教室において、栄養成分表示の見方などを伝えていきます。

出前行政講座、栄養セミナー、男性の料理教室、健康づ
くり食生活推進協議会研修、その他料理教室において、
機会をとらえて「栄養成分表示の見方」を伝えました。

 継続（現
状を継続
する）

料理教室に加えて、保健事業と介護予防の一体化事業
においても、「栄養成分表示の見方」を伝えました。

栄養セミナー、男性の料理教室において、栄養成
分表示の見方についての講話を計２回実施しま
す。

茶業振興課

給茶機による呈茶を新型コロナ感染症対策を講じ、サービスを実
施します。
婚姻届提出者へ急須、お茶のプレゼントを行います。また、お茶
の淹れ方教室を開催し、健康マイレージのポイントの対象事業と
します。
引き続きお茶（緑茶）における効能について、リーフレット・市
民モニター・茶業協会ホームページを活用し啓発を行います。

・婚姻届提出者に急須、お茶のプレゼントを行い、若者
家庭へのお茶の普及と消費の推進を図りました。（R3.4
月～R4.3月末143件）
・出前行政講座等にてお茶の淹れ方教室を実施しまし
た。（R3.4月～R4.1月１回）健康マイレージのポイント
対象事業としています。
・お茶（緑茶の効能）の新型コロナウイルスに対する不
活性化についての国内の研究報告を、市ホームページを
活用し啓発しました。
・国事業を活用し、新型コロナウイルス感染症にてイベ
ント等が中止となり市外・県外への菊川茶のPRが行いな
い状況の中、一定量、一定額の菊川茶購入に対し茶葉や
茶器を贈呈する消費拡大事業を実施しました。
・市役所１階ロビーの給茶機呈茶サービスについては、
新型コロナウイルス感染防止対策を講じ実施した。

 継続（現
状を継続
する）

新しい家庭を築く若者や転入出者にお茶の美味しさや
効能を再確認していただき、また新型コロナウイルス
感染症により、菊川茶PRが実施できない中、国事業を
活用し、消費拡大事業を行うことができました。
お茶（緑茶）における効能や、新型コロナウイルス感
染症感染防止の面からも市・茶業協会ホームページを
活用し啓発を行うことを継続する必要がります。
お茶の淹れ方教室、給茶機については、新しい生活様
式への対応の検討が必要となります。

給茶機による呈茶を新型コロナ感染症対策を講
じ、サービスを実施します。（R4.4月～R5.3月）
婚姻届提出者へ急須、お茶のプレゼントを行いま
す。また、お茶の淹れ方教室を開催し、健康マイ
レージのポイントの対象事業とします。
引き続きお茶（緑茶）における効能について、
市・茶業協会ホームページを活用し啓発を行いま
す。

健康づくり課

出前行政講座（随時）、栄養セミナー（８回）、男性の料理教室
（５回）、健康づくり食生活推進協議会研修（月３回）、その他
料理教室において、茶葉の活用を呼び掛けます。

出前行政講座、栄養セミナー、男性の料理教室、健康づ
くり食生活推進協議会研修、その他料理教室において、
機会をとらえて「緑茶の効能」を伝えました。

 継続（現
状を継続
する）

料理教室での試食を行わなかったため、緑茶の提供は
できませんでしたが、各料理教室で茶葉の活用を呼び
かけました。

健康づくり食生活推進協議会全体研修で茶葉を活
用した料理を学びます。茶葉を活用した料理を広
報菊川に１回掲載します。
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食に関する地域活動団体への支
援をします。

健康づくり課

健康づくり食生活推進協議会の会員への研修会を実施します。ま
た、会員の地域活動の支援も行います。新規会員勧誘について
も、会員全体で行っていきます。

健康づくり食生活推進協議会会員の研修会を19回実施し
ました。会員の地域活動についても、献立や実施などに
ついて支援を行いました。

 継続（現
状を継続
する）

研修会実施に関して、新型コロナウイルス感染症の影
響による役員会の中止や時間短縮のため、会員の意見
を取り入れる機会が少なかったです。

健康づくり食生活推進協議会の会員への研修会を
５回実施します。研修会の内容については会員の
意見を積極的に取り入れていきます。また、会員
の地域活動の支援も行います。

農林課

地域の農産物（ちゃ豆）試食販売イベントの実施や、市内生産者
による食育・教育ファーム事業（堀之内幼稚園・愛育保育園）、
河城小学校・小笠北小学校での食育体験事業による、野菜の種ま
きから収穫の一連の農作業体験等により、地元の農産物に対する
知識を深め、菊川市の美味しい農産物を広く発信し、地産地消の
拡大を目指します。

地域特産物（ちゃ豆）に関するイベントは、不作や新型
コロナウイルス感染拡大の影響を受け、中止としまし
た。
小笠高校生による「小さな収穫祭」開催を支援し、年５
回開催、地域の農産物等の販売を行いました。
広報菊川において、商工観光課による「企業探訪」企画
とともに、地域の農産物生産者（温室メロン・メキャベ
ツ）の紹介を行いました。
市内生産者による食育・教育ファーム事業としては、堀
之内幼稚園・愛育保育園において夏冬２期に分けて季節
の作物を育てる農業体験を実施、小学校での食育体験事
業としては、教育委員会と協力し、河城小学校・小笠北
小学校において播種から収穫・販売までの実習を実施し
ました。

 継続（現
状を継続
する）

地域特産作物については、引き続きちゃ豆の生産拡大
を図るとともに、ちゃ豆以外の地域特産作物を再検討
し、生産支援について検討します。
小笠高校生による「小さな収穫祭」について、地域農
産物の魅力発信方法を検討し、継続・実施を支援しま
す。
食育・教育ファーム事業及び食育体験事業は、引き続
き教育委員会等と協力し、地域農産物の地産地消の推
進や、農業体験の機会拡大を図ります。

地域の特産作物（ちゃ豆）販売イベント１回以上
実施、また、地域特産物の再検討を目的とした生
産者・関係団体との打合せを３回以上実施しま
す。
小笠高校との連携による「小さな収穫祭」等イベ
ントでの市内農産物の販売を５回以上行います。
市内生産者による食育・教育ファーム事業を、堀
之内幼稚園・愛育保育園にて実施し、農業体験及
び調理、実食を行うことで食べ物を大切にする心
を養います。加えて、上記２園以外の独自の委託
等により食育を実施している園について情報収集
し、次年度以降から新規対象者となる事業者がい
るか等につき検討します。
また、教育委員会と協力し、河城小学校・小笠北
小学校において、市内生産者と共に食育体験事業
を実施します。
これらにより、地元の農産物に対する知識を深
め、菊川市の美味しい農産物を広く発信し、地産
地消の拡大を目指します。

茶業振興課

市内幼保育園、小中学校へ給食飲茶の提供を行い、お茶を飲む食
生活の推進を図ります。
小学校３年生を対象としたお茶の文化・歴史の継承のための学習
を、地元生産者、インストラクタ―や茶商と連携し実施します。

市内幼保育園、小中学校へ給食飲茶の提供を行い、お茶
を飲む食生活の推進を支援しました。また、小学校３年
生を対象としたお茶の文化・歴史の継承のための学習
を、地元生産者と連携し実施しました。（５校実施）
※新型コロナウイルス感染防止対策から、４校は令和３
年度開催中止

 継続（現
状を継続
する）

引き続き事業を継続するなかで新たな事業を展開し、
お茶を知る、お茶を飲む食生活の推進を図ります。

※新型コロナウイルス感染防止対策（オンラインでの
お茶の淹れ方教室などの検討）

市内幼保育園、小中学校へ給食飲茶の提供を行
い、お茶を飲む食生活の推進を図ります。
小学校３年生を対象としたお茶の文化・歴史の継
承のための学習を、地元生産者、インストラクタ
―や茶商と連携し実施します。（９小学校へ各１
回の実施）

教育総務課

農協のミナクルふれあい菊川の里や市内の農産物生産者（農業生
産法人含む）の協力により、特産品を活用した学校給食を提供し
地産地消を推進します。

農協のミナクルふれあい菊川の里や市内の農産物生産者
の協力により、特産品を活用した学校給食を提供し地産
地消を推進することができました。  継続（現

状を継続
する）

農協のミナクルふれあい菊川の里を主に生産者の協力
により、特産品を活用した学校給食を提供できまし
た。

農協のミナクルふれあい菊川の里や市内の農産物
生産者（農業生産法人含む）と連携・協力し、地
元農産物を活用した献立で学校給食を提供するよ
う努めます。市内産食材を積極的に活用するふる
さと給食週間を年３回実施し地産地消を推進しま
す。

教育総務課

和食（日本型食生活）を積極的に給食メニューに取り込みます。 和食（日本型食生活）を積極的に給食メニューに取り込
み提供ができました。

 継続（現
状を継続
する）

コロナウイルス感染症が発生したが、和食を積極的に
給食メニューに取り込み提供ができました。

和食（日本型食生活）を積極的に給食メニューに
取り込んだ学校給食を提供し、和食の日（11月24
日）近辺には和食献立を実施します。

健康づくり課

出前行政講座（随時）、栄養セミナー（８回）、男性の料理教室
（５回）、健康づくり食生活推進協議会研修（月３回）、その他
料理教室において、和食の献立を取り入れていきます。

栄養セミナー、男性の料理教室、健康づくり食生活推進
協議会研修、その他料理教室において、和食の献立を取
り入れました。

 継続（現
状を継続
する）

一汁三菜の献立を料理教室で啓発しました。健康づく
り食生活推進協議会の西部地域交流会での講演会にお
いて、日本型食生活について学ぶことができました。

栄養セミナー、健康づくり食生活推進協議会研修
において、和食の献立を計３回取り入れます。栄
養セミナーでは日本型食生活についての講話を実
施します。

教育総務課

給食提供者へ配布する給食だよりを活用した紙媒体で、食育の日
や共食の日などの啓発を実施します。

給食だよりを活用した紙媒体で、食育の日や共食の日な
どの啓発ができました。

 継続（現
状を継続
する）

給食だよりを活用し、食育の日や共食の日などの啓発
ができました。

給食提供者へ配布する給食だより等を活用し、食
育の日や共食の日などの啓発を実施するため、給
食だよりを毎月発行します。

健康づくり課

広報やホームページへの掲載や、各料理教室で使用する献立表等
の配布資料に記載し、啓発していきます。

調理実習の献立表に掲載し、講話の中で「食育の日」
「共食の日」の普及啓発をしました。また、「食育の
日」PRののぼり旗を栄養指導室に掲示しました。

 継続（現
状を継続
する）

「共食の日」については、新型コロナウイルス感染症
対策を講じたうえで、家族での共食を呼びかける工夫
が必要でした。

広報５月号に「食育の日」について掲載します。
新しい生活様式を実践した上での共食についても
料理教室で使用する献立表等の配布資料に１回以
上記載し、啓発していきます。

7

特産品を活用した地産地消を推
進します。

5

緑茶の効能の周知と茶葉の活用
を呼びかけます。

8

和食（日本型食生活）を推進し
ます。

9

「食育の日」「共食の日」の啓
発に努めます。
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【領域２　運動】

行政の役割 担当課 R３年度計画 R３年度の実績報告
担当課
自己評価

評価･課題･改善点 R４年度計画

長寿介護課

出前行政講座、70歳の健康講座等で普及を行います。また、介護
予防支援対象者に運動機能向上のパンフレットを配布します。
また、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業として、地
域の通いの場等への積極的関与を行い、菊川いきいき体操の普及
並びにフレイル状態の改善を目指します。

出前行政講座15回212人、70歳の健康講座４回開催し23人
に運動についての普及を行いました。また、高齢者の保
健事業と介護予防の一体的実施事業として、市内３か所
の地域の通いの場への積極的関与を行い、計16回訪問し
延べ233人へ運動や健康に関する指導を行いました。
介護予防支援対象者102人に運動機能向上のパンフレット
を配布しました。
長寿介護課受付カウンター前で菊川いきいき体操の動画
上映、各種講座、ワクチン集団接種会場での体操カレン
ダー設置、配布等によりDVD52枚、カレンダー457枚を配
布しました。

 拡充（現
状から拡
大する）

出前行政講座において、介護予防関連の講座では必ず
運動の項目を入れて普及啓発を行いました。しかし、
新型コロナウィルス感染症拡大に伴い、70歳の健康講
座や高齢者サロン等がほとんど開催されておらず、今
年度も令和２年度同様に回数・人数共に大幅に減りま
した。
今後も既存のＤＶＤやYoutube、カレンダーを活用
し、新しい生活様式を取り入れた普及啓発を進めてい
きたいと思います。

出前行政講座、70歳の健康講座等で普及を行いま
す。また、介護予防支援対象者に運動機能向上の
パンフレットを配布します。
また、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施
事業として、新たに３か所の地域の通いの場等へ
の積極的関与を行い、菊川いきいき体操等の普及
並びにフレイル状態の改善を目指します。令和３
年度に関与した通いの場にも２回以上訪問し、経
過観察及び指導、体力測定等を行います。
今後も、長寿介護課受付カウンター前の動画放映
や体操カレンダーの設置、各種講座等で菊川いき
いき体操の普及に努めます。

健康づくり課

健康づくり推進委員に運動研修を行い、運動についての知識の普
及を行います。感染対策とし、１回の参加人数を減らし回数を増
やして実施します。出前行政講座で地域に対して生活習慣病、ロ
コモティブシンドロームについての講座を行います。

感染対策のため、運動研修の1回の人数を減らし4回実施
し、合計70人の健康づくり推進委員が参加しました。出
前講座の依頼はありませんでしたが、健康づくり推進委
員の活動として運動に関するミニ講座を取り入れ実施し
ました。(５自治会)

 継続（現
状を継続
する）

１回の人数を減らしたことで参加人数は減ってしまっ
たが、昨年できなかった研修会を実施できました。今
後も感染対策を行いながら地域に対し運動についての
知識普及を行っていきます。

健康づくり推進委員に対し運動研修を４回実施し
ます。また、出前行政講座の周知を健康づくり推
進委員やその他の団体などにも周知し、地域での
ロコモティブシンドロームについての講座を実施
します。

社会教育課

「広報菊川」「市ホームページ」「スポーツの広場（スポーツ推
進委員だより）」等へ教室や講座等の情報を掲載します。また、
全国大会等に出場する個人・団体に対し、スポーツ大会出場奨励
金の交付等を行うことで、競技力向上への意欲や、各競技への関
心が高められるよう進めます。

新型コロナウイルス感染防止対策のため、一部の事業が
中止となりましたが、親子教室、シニア健康体操教室を
行いました。
奨励金についても、多くの大会が中止となる中、前期は
新型コロナ対策として表敬訪問も実施しませんでした
が、後期は全国大会等に出場された方への授与を行い、
大会後においても結果報告会等の表敬訪問ができるよう
に調整し、感染症対策を講じた上で実施しました。

 継続（現
状を継続
する）

多様な手段での情報提供は市民のニーズに即したサー
ビスであり、スポーツ参加へのきっかけづくりには必
須の取り組みです。
市民の、スポーツに取り組む意欲向上に向けて、広報
の研究・検討が必要と考えています。

「広報菊川」「市ホームページ」「スポーツの広
場（スポーツ推進委員だより）」等へ教室や講座
等の情報を掲載します。また、全国大会等に出場
する個人・団体に対し、スポーツ大会出場奨励金
の交付等を行うことで、競技力向上への意欲や、
各競技への関心が高められるよう進めます。

学校教育課

体育の授業や学校行事、部活動、また、オリンピック等のイベン
トへの参加を通じて、子供たちの運動への関心を高めます。

新型コロナウイルス感染防止に努めながら、体育の授業
や学校行事、部活動において、子供たちの運動への関心
を高めることができました。

 継続（現
状を継続
する）

感染防止に努めつつ、体育の授業や学校行事、部活動
を通じて引き続き、子供たちの運動への関心を高めま
す。

菊川市内12校で体育の授業や学校行事、部活動を
通じて、子供たちの運動への関心を高めます。

地域支援課

広報、市ホームページ、フェイスブック、きくせん通信を用い
て、活動のＰＲを行います。

広報（市及び各地区コミュニティ協議会作成のもの）、
市ホームページ、フェイスブック、きくせん通信を用い
て、活動のＰＲを行いました。

 継続（現
状を継続
する）

地域における活動は左記の方法で広報を行うことがで
きました。

市民活動団体やNPO等の活動に関する情報を収集
し、情報機関等へ25回の情報発信します。

健康づくり課

イベント時にチラシの配布をしたり、広報、茶こちゃんメール、
ホームページで市事業の情報提供を行います。また、結果説明会
等でスポーツ施設や地域の教室の紹介を行います。

健康マイレージの紙面やチラシ配布、広報、ホームペー
ジ、SNSを利用し市事業の情報提供を行いました。また、
結果改善教室、高血圧予防教室でスポーツ施設や地域の
教室の紹介を行いました。

 継続（現
状を継続
する）

情報発信においては、SNSを利用したことでより多く
の方への情報提供となりました。

広報・ホームページ・茶こちゃんメールだけでな
くSNSを利用するなど、情報発信の仕方を工夫して
いきます。また、イベント時には市事業のだけで
なく地域での教室などの紹介も行っていきます。

こども政策課

家庭でできる簡単な親子運動を紹介し、身体を動かすことは乳幼
児期に大切であることを伝えます。また未就園児親子等に園庭を
開放し安全で安心して体を動かせる場を提供します。

通信を通して、家庭でも気軽にできる「親子触れ合い運
動」等を知らせました。また未就園児や在園児降園後に
園庭を開放し、安心して体を動かせる場を提供しまし
た。

 継続（現
状を継続
する）

コロナ感染防止対策を講じての対応となりました。保
護者は安心して体を動かせる場所を求めています。各
園と情報共有しながらの連携が必要であると考えま
す。

コロナ感染防止に努めたうえで安心して体を動か
せる場所の提供に努め、身体を動かすことは乳幼
児期に大切であることを伝えていきます。行事や
活動を通じて、各園年間１回以上実施します。

引き続き児童館で親子のふれあいを楽しむ運動等の機会を設けま
す。

児童館事業において親子でふれあい、体を動かす場、機
会を提供しました。(新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため、8/18～9/30まで休館）

 継続（現
状を継続
する）

市のホームページ等を活用し、イベント情報を発信し
ました。

引き続き、毎月児童館で親子のふれあいを楽しむ
運動等の機会を設けます。

赤ちゃん訪問や各種事業実施時に、児童館行事などを紹介しま
す。

赤ちゃん訪問や、乳幼児健康相談、乳幼児健診時に、児
童館を紹介し、親子で体を動かす機会となるよう情報提
供をしました。

 継続（現
状を継続
する）

赤ちゃん訪問や、乳幼児健康相談、乳幼児健診等のあ
らゆる機会を捉えて情報提供をしました。

７か月児相談において年24回以上親子遊びについ
て紹介します。また、赤ちゃん訪問や、乳幼児健
康相談、乳幼児健診等において、親子遊びの方法
や児童館行事等の紹介をしていきます。

長寿介護課

70歳の健康講座や介護予防普及啓発事業の中で地域活動への参加
を促します。
また、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業として、地
域の通いの場等への積極的関与を行い、菊川いきいき体操の普及
並びにフレイル状態の改善を目指します。
筋力アップ応援隊・脳力アップ応援隊を一つにし、新たな介護予
防リーダー養成を行います。
介護予防活動におけるボランティアポイントを導入し、地域活動
を活発化させていきます。

介護予防教室等で運動や地域活動への参加を促しまし
た。また、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事
業として、市内３か所の地域の通いの場への積極的関与
を行い、計16回訪問し延べ233人へ運動や健康に関する指
導を行いました。
フレイル予防応援隊養成講座には、18人の参加があり10
人（新規応援隊）を養成することが出来ました。既存の
応援隊の活動支援するための総会、定例会及び研修会を
計４回開催しました。
また、介護予防活動におけるボランティアポイントを試
験導入し延べ19人が景品交換しました。

 拡充（現
状から拡
大する）

70歳の健康講座や介護予防普及啓発事業の中で地域活
動への参加を促しました。
また、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業
として、３か所の地域の通いの場等への積極的関与を
行ったが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によ
り活動休止していることが多く、再開するまでのモチ
ベーションの維持や継続的な運動等の実施ができず運
動機能の低下が見受けられました。
このような状況の中、少人数でもできる応援隊の地域
活動はとても重要であり、今後も養成及びフォローし
ていく必要があると考えます。

70歳の健康講座や介護予防普及啓発事業の中で地
域活動への参加を促します。
また、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施
事業として、新たに３か所の地域の通いの場等へ
の積極的関与を行い、菊川いきいき体操等の普及
並びにフレイル状態の改善を目指します。令和３
年度に関与した通いの場にも２回以上訪問し、経
過観察及び指導、体力測定等を行います。
介護予防リーダー養成講座を12回行い、介護予防
活動の推進を図っていきます。また、介護予防
リーダーの活動促進のためのボランティアポイン
トを本格導入します。

健康づくり課

出前行政講座として、ロコモ予防の内容を実施し、普及に努めま
す。
マイレージのポイントの１項目に運動を設け、参加者への啓発資
料として、自宅でできる運動をテーマとした資料を配布します。

ロコモ予防の出前行政講座の依頼はありませんでした
が、マイレージ達成者に運動の啓発資料を作成し配布し
ました。また運動の項目をポイントとしてあげたり、歩
数を記入して提出してくれる方が多かったです。

 継続（現
状を継続
する）

健康マイレージ参加者は運動を意識している人が多
かったです。今後も運動の項目を入れていき、出前行
政講座においては集まることが難しい事もあります
が、感染対策を実施し、様々な場面で周知していきま
す。

出前行政講座ではロコモ予防の内容を実施し、利
用者を増やすため、健康づくり推進委員の総会で
周知を行います。また、健康マイレージにおいて
は運動の項目を取り入れ、運動を意識する人を増
やします。

子育て応援課

1

生活習慣病、ロコモティブシン
ドローム予防などのための運動
について正しい知識の普及に努
めます。

2

運動や地域の活動などの情報提
供を行います。

3

児童館や保育園・幼稚園などと
連携し、親子で体を動かす機会
を提供します。

4

運動機能の低下を防ぐための適
切な運動の普及や、地域活動へ
の支援を行います。

3



　
行政の役割 担当課 R３年度計画 R３年度の実績報告

担当課
自己評価

評価･課題･改善点 R４年度計画

社会教育課

誰でも手軽にできる軽スポーツとして、「ビーチボール」や「ペ
タボード」等の普及に取り組みます。
また、PR方法として市内全児童に案内を通知するほか、虹のかけ
はし等にもチラシを配布して、参加者増に努めます。

２月にペタボード交流会、３月にビーチボール交流会を
計画し募集等を行いましたが、新型コロナウイルス感染
拡大による、まん延防止等重点措置のため、中止となり
ました。
また、親子教室については全４回（７月20日、28日、８
月４日、11日、親子20組48名）の満４歳から小学校３年
生の親子を対象に、学校や園では学ぶことのできない
様々なスポーツを親子で体験できる教室を開催しまし
た。

 継続（現
状を継続
する）

新型コロナウイルス感染防止対策を講じた上で、ペタ
ボード交流会・ビーチボール交流会の開催を計画しま
したが中止となりました。新型コロナウイルス感染症
による規制が緩和されつつある中で、今後多くの参加
者に参加いただけるよう実施方法の検討や情報提供の
強化をしていきます。

新型コロナウイルス感染防止対策を講じた上で、
誰でも手軽にできる軽スポーツとして、「ビーチ
ボール」や「ペタボード」等の普及に取り組みま
す。また、親子で体験できる場として親子教室も
計画していきます。
ＰＲ方法として市ホームページに掲載、市内にチ
ラシの配布、外国人学校にもチラシを配布して、
参加者増に努めます。

都市計画課

誰もが気軽に利用でき、運動を楽しめるよう公園の維持管理の徹
底に努めます。

公園管理業務委託・公園遊具保守点検・緑花木管理業務
委託等の実施、公園保全員の雇用によるきめ細かな公園
管理、職員による公園施設の総点検を年２回実施するこ
とで、適切な公園の維持管理に努めました。  継続（現

状を継続
する）

草の成長が早い時期（４月～10月）には公園管理業務
委託・緑花木管理業務委託・公園保全員による除草作
業を行うことで適切な公園保全に努めました。
また、年６回の公園遊具定期点検を行い、点検結果に
より随時修繕対応を行うことで安全に利用できる公園
とすることが出来ました。
今後も各公園の見回りや定期的な点検を継続し、安全
で安心して利用できる公園施設としていきます。

散歩や運動を楽しめるよう、公園内の緑花木及び
遊具の維持管理の徹底に努めます。
公園遊具保守点検回数６回／年

健康づくり課

健康づくり推進委員の活動や教室等で、「ながら運動」などプラ
ス10の考え方の提案を提案していきます。

健康づくり推進委員の活動の中で運動に関するミニ講座
を５自治会、ヨガや菊川体操などの健康教室を３自治
会、ラジオ体操を７自治会が実施しました。

 継続（現
状を継続
する）

集まる事が難しい自治会もあり教室の実施は少なかっ
たが、ミニ講座の内容を工夫し活動に取り入れやすく
したり、実施にあたり感染対策のアドバイスを行うな
どの工夫をしていきます。

運動に関する出前行政講座を周知し、出前行政講
座以外にも健康づくり推進委員が活動として取り
入れやすいよう運動に関するミニ講座を作成し、
プラス10の考え方を提案していきます。

行政の役割 担当課 R３年度計画 R３年度の実績報告
担当課
自己評価

評価･課題･改善点 R４年度計画

学校教育課

児童生徒の理解を進め、各種アンケートによる実態把握にも努め
ます。把握した結果をもとに、保健の授業などを通して、規則正
しい生活習慣について学ぶ機会を提供します。

各種アンケートにより児童生徒の実態把握を行いまし
た。把握した結果をもとに、養護教諭が発行する保健だ
よりや保健の授業などを通して、規則正しい生活習慣に
ついて学ぶ機会を提供しました。

 継続（現
状を継続
する）

今後も、児童生徒理解を進め、実態を把握するととも
に、各種アンケートによる実態把握にも努めます。

児童生徒の理解を進め、菊川市内12校で各種アン
ケートによる実態把握にも努めます。把握した結
果をもとに、保健の授業などを通して、規則正し
い生活習慣について学ぶ機会を提供します。

健康づくり課

・一般市民向けにこころの健康づくり講演会を1回開催します。
・自殺予防週間に併せ、広報へ記事掲載をします。

一般市民向けにこころの健康づくり講演会（睡眠につい
て）を12月に1回開催し、32人の参加がありました。ま
た、自殺予防週間に併せ、広報8月号へ記事掲載をしまし
た。３月の自殺対策強化月間に図書館で展示コーナーを
設置します。

 継続（現
状を継続
する）

こころの健康づくり講演会やイベント、広報掲載を行
い、学ぶ機会を確保します。

こころの健康づくり講演会を１回開催します。
自殺予防週間、自殺対策強化月間に併せて啓発活
動(広報掲載、掲示コーナーの設置）を行います。

商工観光課

健康づくり課との合同企業訪問や企業メールリスト等を活用し、
情報提供や啓発活動を実施します。

合同企業訪問については新型コロナウイルス感染症拡大
の影響により、実施を見合わせました。
商工観光課で実施している「企業概況調査」に併せ、
「健康づくりに関する取組み調査」を配布することで、
情報提供・啓発活動を実施しました。（94事業所）

 継続（現
状を継続
する）

企業メールリスト等を活用し、情報提供、啓発活動を
実施しました。健康づくりに関する取組み調査につい
ては回答率を向上させる工夫をする必要があると考え
ます。(R3回答率：44.6％）

健康づくり課との合同企業訪問や企業メールリス
ト等を活用し、情報提供や啓発活動を実施しま
す。

健康づくり課

・自殺予防週間には、街頭で啓発グッズを配布するなどのキャン
ペーンを実施します。
・ゲートキーパー研修を出前行政講座のメニューにして広く実施
していきます。また、企業アンケートで出前行政講座の希望を募
ります。

・新型コロナ予防のため、キャンペーンは見合わせるこ
ととしました。その代替として、献血協力事業者等に啓
発グッズの設置を依頼しました。（28事業所528個）
・ゲートキーパー養成研修は３回59人の利用がありまし
た。

 継続（現
状を継続
する）

働く世代への働きかけが必要であるため、企業や地域
での働きかけを継続していきます。

企業アンケートでこころの健康づくり講演会への
参加や出前行政講座の希望を募ります。
ゲートキーパー養成研修は、出前行政講座のメ
ニューとして広く実施できるように周知します。

子育て応援課

引き続き、関係機関と連携し、相談事業を実施します。 関係機関と連携し、相談事業を実施しました。  継続（現
状を継続
する）

関係機関と連携し、相談事業を実施しました。 引き続き、関係機関と連携し、相談事業を実施し
ます。（年12回以上）

健康づくり課

ホームページに掲載している相談機関一覧を随時更新し、自殺予
防キャンペーン等で配布します。

ホームページに掲載している相談機関一覧を更新し、こ
ころの健康づくり講演会やゲートキーパー養成研修時、
民生委員等に相談機関一覧を配布しました。

 継続（現
状を継続
する）

必要な人に情報が届くように、ホームページや広報、
イベント等で相談機関の周知に努めます。

ホームページに掲載している相談機関一覧を更新
し、こころの健康づくり講演会やゲートキーパー
養成研修、民生委員等に相談機関一覧を配布しま
す。

5

手軽にできる運動の提案や運動
しやすい環境整備を行います。

【領域３　休養・こころ】

1

規則正しい生活習慣の大切さ、
十分な睡眠や休養、運動や趣味
などによるストレス解消法を学
ぶ機会を提供します。

2

地域や企業・事業所と連携しな
がら、自殺防止やゲートキー
パーの育成、こころの健康づく
りなどの研修や広報活動を実施
します。

3
専門機関や相談機関の周知を行
い、安心して相談できる体制を
整えます。

4



　行政の役割 担当課 R３年度計画 R３年度の実績報告
担当課
自己評価

評価･課題･改善点 R４年度計画

長寿介護課

70歳の健康講座や介護予防普及啓発事業の中で地域活動への参加
を促します。
また、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業として、地
域の通いの場等への積極的関与を行い、菊川いきいき体操の普及
並びにフレイル状態の改善を目指します。
筋力アップ応援隊・脳力アップ応援隊を一つにし、新たな介護予
防リーダー養成を行います。
介護予防活動におけるボランティアポイントを試験導入し、活動
を活発化させていきます。

介護予防教室等で運動や地域活動への参加を促しまし
た。また、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事
業として、市内３か所の地域の通いの場への積極的関与
を行い、計16回訪問し延べ233人へ運動や健康に関する指
導を行いました。
フレイル予防応援隊養成講座には、18人の参加があり10
人（新規応援隊）を養成することが出来ました。既存の
応援隊の活動支援するための総会、定例会及び研修会を
計４回開催しました。
また、介護予防活動におけるボランティアポイントを試
験導入し延べ19人が景品交換しました。

 拡充（現
状から拡
大する）

70歳の健康講座や介護予防普及啓発事業の中で地域活
動への参加を促しました。
また、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業
として、３か所の地域の通いの場等への積極的関与を
行ったが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によ
り活動休止していることが多く、再開するまでのモチ
ベーションの維持や継続的な運動等の実施ができず運
動機能の低下が見受けられました。
このような状況の中、少人数でもできる応援隊の地域
活動はとても重要であり、今後も養成及びフォローし
ていく必要があると考えます。

70歳の健康講座や介護予防普及啓発事業の中で地
域活動への参加を促します。
また、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施
事業として、新たに３か所の地域の通いの場等へ
の積極的関与を行い、菊川いきいき体操等の普及
並びにフレイル状態の改善を目指します。令和３
年度に関与した通いの場にも２回以上訪問し、経
過観察及び指導、体力測定等を行います。
介護予防リーダー養成講座を12回行い、介護予防
活動の推進を図っていきます。また、介護予防
リーダーの活動促進のためのボランティアポイン
トを本格導入します。

地域支援課

協働の担い手の支援、参画機会の拡大等を目的に、引き続き市民
活動支援講座等を開催します。

市民協働スキルアップ講座、シニアライフセミナー、中
高生NPO体験セミナー、高校生まちづくりスクール等の市
民活動支援講座を開催しました。

 継続（現
状を継続
する）

市民協働センターに事業委託することで、有識者を講
師として招くなど、より専門性を高めた形で開催する
ことができました。

協働の担い手の支援、参画機会の拡大等を目的
に、４回の市民活動支援講座等を開催します。

健康づくり課
（社会福祉協

議会）

引き続き　菊川市社会福祉協議会において、感染症予防対策を
し、ボランティア活動の相談や調整、情報提供、育成講座の開催
等実施します。

菊川市社会福祉協議会において、ボランティア活動に関
する相談、情報提供、調整など行い、ボランティア講演
会、福祉有償運送運転者講習会、傾聴ボランティア育成
講座を開催しました。また、訪問傾聴ボランティアの派
遣や様々な事情で公共の業者に依頼できないお宅から相
談があり、草刈りを2件を実施しました。

 継続（現
状を継続
する）

ボランティア活動に関する相談はコロナ渦においてボ
ランティアを受け入れする機会が減った事により減少
傾向になっています。また、訪問傾聴ボランティアの
派遣依頼が増えているため、今後もボランティアを養
成していきます。

引き続き、社会福祉協議会において、ボランティ
ア活動に関する相談、情報提供、調整などを引き
続き行います。ボランティア講演会を1回、傾聴ボ
ランティア養成養成講座を1回開催します。

健康づくり課

こころの健康づくり講演会時等にゲートキーパー養成研修を併せ
て実施し、民生委員等へ参加呼び掛けをし、地域でのゲートキー
パーを増やします。

こころの健康づくり講演会や自治会、新規採用職員に対
してゲートキーパー養成研修を併せて３回実施し、健康
づくり推進委員、精神ボランティア、民生委員等合わせ
て59人の参加がありました。

 継続（現
状を継続
する）

ゲートキーパー養成研修を行い、ゲートキーパーの育
成に努めます。

ゲートキーパー養成研修を年間３回程度実施（こ
ころの健康づくり講演会と併せて１回実施）しま
す。

学校教育課

健康チェックや学級担任の日記指導、家庭連絡表を通して、子供
の生活習慣を把握し、良い親子関係づくりに向けたアドバイスを
行います。長期休業前の事前指導では、規則正しい生活リズムの
重要性を指導します。

新型コロナウイルス感染症予防のための健康チェック
シートや健康観察アプリLEBER for Schoolにより生活習
慣の把握ができました。懇談会や長期休業前の全校及び
学年集会で規則正しい生活の重要性を指導しました。

 継続（現
状を継続
する）

健康チェックシートや健康観察アプリにより、子ども
の健康状態の把握や学級担任による日記指導や家庭連
絡表を通して、生活習慣を把握し、規則正しい生活に
向けたアドバイスを行います。

新たに取り入れた健康観察アプリを菊川市内12校
で利用し、子供の生活習慣を把握します。健康状
態の把握や学級担任の日記指導、家庭連絡表など
を利用し、良い親子関係づくりに向けたアドバイ
スを行います。長期休業前の事前指導では、規則
正しい生活リズムの重要性を指導します。

こども政策課

コロナ感染防止対策を徹底した参観会や毎日の送迎時等をとおし
て、保護者との信頼関係づくりに努めます。また、保護者に育児
不安等が見られる場合は声をかけ希望に応じて個別に対応してい
きます。

園の方針や園での子どもの姿を伝える等保護者との信頼
関係づくりに取り組みました。育児に対する不安や悩み
などにおいて常にアドバイスできるよう、保護者が相談
しやすい環境づくりに努めました。

 継続（現
状を継続
する）

積極的に保護者との信頼関係づくりに努めました。子
育てに不安を感じている保護者が増加していることか
ら相談しやすい園の環境づくりに努めます。

保護者との積極的な信頼関係づくりをし、相談し
やすい園づくりをします。個人面談、懇談会等、
年1回以上実施します。

子育て応援課

引き続き、子育て相談、家庭訪問などを通じ、情報収集に努め、
子育ての悩みなどの相談に対応します。

子育て相談、家庭訪問などを通じ、情報収集に努め、相
談事業を実施しました。  継続（現

状を継続
する）

子育て相談、家庭訪問などを通じ、情報収集に努め、
相談事業を実施しました。

引き続き、子育て相談、家庭訪問などを通じ、情
報収集に努め、子育ての悩みなどの相談に対応し
ます。（年40件以上）

子育て応援課

プレパパママ・家庭訪問・乳幼児健康相談・幼児健診・産後ケア
事業などで、良い母子関係が築けるよう、子育て全般の相談や子
育て教室を実施します。また、妊娠期から子育て期まで切れ目の
ない支援を目指します。

プレママ＆パパサロン３回93名、赤ちゃん訪問を323件、
乳幼児健康相談は延1,000人の利用がありました。事業を
通して、保護者の相談に応じたり、必要な教室やサービ
スを紹介し、良い親子関係が築けるよう支援しました。  拡充（現

状から拡
大する）

子育て世代包括支援センターを中心に、妊娠期から子
育て期まで切れ目のない支援を行いました。しかし、
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、中止及び延期と
なった教室等については、対象者に通知をしました。
特に支援が必要な人には、個別に電話や来所による相
談を行いました。今後も新型コロナの影響は続くこと
が予想されるため、きめ細かな支援をしていく必要が
あります。

令和２年度からプレママ＆パパサロンへの参加者
が増加傾向であることから、実施回数を４回から
６回に増やします。また、よい親子関係が築ける
よう赤ちゃん訪問、乳幼児健康相談、各種教室等
を実施し、妊娠期から子育て期まで切れ目のない
支援をしていきます。また、個々に合った支援も
実施していきます。

【領域４　アルコール・タバコ・薬物】

行政の役割 担当課 R３年度計画 R３年度の実績報告
担当課
自己評価

評価･課題･改善点 R４年度計画

1

適正飲酒や休肝日を設けること
の大切さの周知に努めます。

健康づくり課

マイレージのポイントの項目の１つとしてたばこ・アルコールを
もうけ、啓発に努めます。

健康マイレージ、菊川すこやかプランの説明時に適正飲
酒の重要性を伝えました。健康相談、特定保健指導時に
飲酒量が多い市民には適正飲酒、休肝日を指導しまし
た。

 継続（現
状を継続
する）

健康マイレージや健康相談、特定保健指導等の機会を
とらえて適正飲酒の指導を実施できました。

健康マイレージや健康相談、特定保健指導、すこ
やかプランの説明等の機会をとらえ適正飲酒につ
いて啓発・保健指導を実施します。

学校教育課

各校において薬学講座や保健の授業、祭典事前指導を通して、ア
ルコールの害についての情報を発信し、誘惑時の対応についても
学習します。

保健の授業を通して、アルコールの害について学びまし
た。  継続（現

状を継続
する）

引き続き保健の授業、または校医や薬剤師、警察や外
部団体等と連携して進めていきます。

菊川市内12校において、薬学講座や保健の授業、
祭典事前指導を通して、アルコールの害について
の情報を発信し、誘惑時の対応についても学習し
ます。

健康づくり課

特定保健指導や成人健康相談時の個別相談の機会をとらえ、フー
ドモデル等できるだけわかりやすい資料を使用して飲酒量につい
て伝えていきます。
健康マイレージ事業の自己申告ポイントの１つとして休肝日を入
れ啓発を図ります。

特定保健指導時にフードモデルを使用し、酒類に対して
の飲酒量や摂取カロリーを伝えました。また、健康マイ
レージ事業の自己申告ポイントの一つとして、啓発を行
いました。

 継続（現
状を継続
する）

健康マイレージや健康相談、その他保健指導等機会を
とらえ知識の普及を行ったが、適正飲酒できていない
人もいるため今後もより多くの機会をとらえ知識の普
及を行っていきます。

健康マイレージや健康相談、その他保健指導等の
機会以外にもフードモデルやパンフレットを利用
してより多くの機会をとらえ知識の普及を行って
いきます。

4
地域活動やボランティア活動へ
の参加を促し、その活動を支援
します。

5

良い親子関係が築けるよう、子
育て相談や健診事業、家庭訪問
などを通じて、適切なアドバイ
スや支援を行います。

2

アルコールと健康についての知
識の普及を行います。

5



　行政の役割 担当課 R３年度計画 R３年度の実績報告
担当課
自己評価

評価･課題･改善点 R４年度計画

学校教育課

各校において薬学講座や保健の授業を通して、たばこの害につい
ての情報を子供たちに発信します。

薬学講座の実施や保健の授業を通して、たばこの害につ
いての学習を深めました。  継続（現

状を継続
する）

引き続き校医や薬剤師、警察や外部団体等と連携して
進めていきます。

菊川市内12校において、薬学講座や保健の授業を
通して、たばこの害についての情報を子供たちに
発信します。

子育て応援課

母子手帳交付時および転入手続き時に、タバコの危険性などの情
報提供をするとともに、喫煙状況のアンケートを確認し、本人又
は夫が喫煙している場合は禁煙を勧めていきます。

母子健康手帳交付者および転入妊婦378人に喫煙状況の確
認をし、喫煙者には禁煙の指導を実施しました。また、
プレママ＆パパサロンにおいて93人に対してタバコの危
険性についての話をしました。

 継続（現
状を継続
する）

母子健康手帳交付時、転入手続き時及びプレママ＆パ
パサロンにおいて、タバコの危険性等の情報提供及び
禁煙指導を実施しました。今後も継続していきます。

プレママ＆パパサロンにおいて年６回以上タバコ
の危険性についての講話を行います。また、母子
健康手帳時及び転入手続き時にタバコの危険性等
の情報提供をするとともに、喫煙状況のアンケー
トにおいて、妊婦やパートナーが喫煙している場
合は禁煙を勧めます。

健康づくり課

総合検診、特定保健指導や成人健康相談時の個別相談の機会をと
らえ、できるだけわかりやすい資料を使用してたばこの害や禁煙
方法について伝えていきます。

総合検診や相談の待ち時間等機会をとらえたばこの害に
ついての肺がんモデルの掲示、パンフレットの配布をし
ました。
特定保健指導においても、喫煙者に作成したパンフレッ
ト等を使用し禁煙を促しました。

 継続（現
状を継続
する）

普及啓発を行っているが、まだまだ喫煙者がいるため
今後もタバコの害や受動喫煙について普及啓発を行う
必要があります。

総合検診の待ち時間や保健指導の機会をとらえ、
肺がんモデルやパンフレットを使ってタバコの危
険性等の情報提供を行います。

商工観光課

健康づくり課との合同企業訪問や企業メールリスト等を活用し、
情報提供や啓発活動を実施します。

合同企業訪問については新型コロナウイルス感染症拡大
の影響により、実施を見合わせました。
商工観光課で実施している「企業概況調査」に併せ、
「健康づくりに関する取組み調査」を配布することで、
情報提供・啓発活動を実施しました。（94事業所）

 継続（現
状を継続
する）

企業メールリスト等を活用し、情報提供、啓発活動を
実施しました。健康づくりに関する取組み調査につい
ては回答率を向上させる工夫をする必要があると考え
ます。(R3回答率：44.6％）

健康づくり課との合同企業訪問や企業メールリス
ト等を活用し、情報提供や啓発活動を実施しま
す。

健康づくり課

世界禁煙デーにあわせ、茶こちゃんメールや広報で分煙の啓発や
禁煙のすすめをしていきます。

５～６月の禁煙週間に合わせて公共施設にポスターを掲
示しました。
5/31の世界禁煙デーに合わせ、5/31に茶こちゃんメール
と市SNSで広報を行いました。

 継続（現
状を継続
する）

例年、茶子ちゃんメールでの広報であったが、今年度
は市SNSも利用し、幅広い世代への広報を実施しまし
た。

世界禁煙デーにあわせ、茶こちゃんメールや市SNS
で分煙の啓発や禁煙のすすめをしていきます。

5

禁煙外来などを紹介し、禁煙者
の増加を目指します。

健康づくり課

特定保健指導や成人健康相談時の個別相談の機会をとらえ、でき
るだけわかりやすい資料を使用してたばこの禁煙方法について伝
えていきます。

小笠医師会内で禁煙外来を実施している開業医一覧を作
成し、特定健診で喫煙習慣のある方や総合検診受診者に
チラシを送付しました。特定保健指導や成人健康相談時
の個別相談では、希望者には資料を使用してたばこの禁
煙方法等説明しました。

 継続（現
状を継続
する）

例年、特定健診結果で喫煙習慣のある方にチラシを配
布していたが、今年度は総合検診受診者にも配布し禁
煙外来の周知をしました。

特定保健指導や成人健康相談時の個別相談の機会
をとらえ、希望者には禁煙方法や禁煙外来につい
て伝えていきます。

6

ＣＯＰＤについての周知に努め
ます。

健康づくり課

菊川すこやかプランの出前行政講座等の機会をとらえ、COPDにつ
いて説明し、周知を図ります。

COPDのチラシを作成し特定健診結果で喫煙習慣のある方
や総合検診受診者に同封しました。  継続（現

状を継続
する）

例年、特定健診結果で喫煙習慣のある方にCOPDのチラ
シを配布していたが、今年度は総合検診受診者にも配
布し周知を広めました。

菊川すこやかプランの出前行政講座等の機会や特
定健診結果で喫煙習慣のある方にCOPDについて説
明し、周知を図ります。

学校教育課

各校において薬学講座(危険ドラッグを含む)や保健の授業を通し
て、薬物の健康への影響についての情報を子供たちに発信しま
す。

薬学講座の実施や保健の授業を通して、薬物の恐ろしさ
や正しい知識についての学習を深めました。  継続（現

状を継続
する）

引き続き校医や薬剤師、警察や外部団体等と連携して
進めていきます。

菊川市内12校において、薬学講座(危険ドラッグを
含む)や保健の授業を通して、薬物の健康への影響
についての情報を子供たちに発信します。

健康づくり課

ポスターの掲示などを行い薬物についての啓発を行っていきま
す。

ポスターの掲示などを行い薬物についての啓発を行いま
した。  継続（現

状を継続
する）

引き続き、啓発活動を行います。 ポスターの掲示などを行い薬物についての啓発を
行っていきます。

行政の役割 担当課 R３年度計画 R３年度の実績報告
担当課
自己評価

評価･課題･改善点 R４年度計画

長寿介護課

歯科衛生士による「歯と口の健康教室」を地域サロン等の高齢者
の集まりの場で開催します。また、介護予防支援対象者に口腔機
能向上のパンフレットを配布します。70歳の健康講座等で定期的
な歯科健診を呼びかけます。歯科衛生士による訪問を実施しま
す。また、３回１コースの介護予防教室の中の１回をお口の健康
をテーマに実施し、さらに歯科保健事業の充実に努めます。

地域のサロンにおいて、歯科衛生士による歯と口の健康
教室を１回開催しました。また、介護予防支援対象者102
人に口腔機能向上のパンフレットを配布しました。歯科
衛生士による訪問指導を４人に実施しました。
１～３月にフレイル予防教室の３回コースのうち１コー
スをお口の健康をテーマに歯科衛生士が登壇する予定で
したが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中
止しました。

 継続（現
状を継続
する）

地域サロンの歯と口の健康教室については、新型コロ
ナウィルス感染症拡大に伴い、高齢者サロン等があま
り開催されておらず、前年度と実施回数は変わりませ
んでした。近年、マスクの着用が必須となっておりマ
スクをはずしての実地指導が難しいため、従来の歯と
口の健康教室を新しい生活様式に則した内容への見直
し、また受講希望者が増えるよう周知方法について検
討します。

歯科衛生士による歯と口の健康教室を地域サロン
等の高齢者の集まりの場で開催します。また、介
護予防支援対象者に口腔機能向上のパンフレット
を配布します。70歳の健康講座等で定期的な歯科
健診を呼びかけます。歯科衛生士による訪問を実
施したり、フレイル予防教室や介護予防リーダー
養成講座の中の１回をオーラルフレイル等をテー
マに実施するなどして、さらに歯科保健事業の充
実に努めます。

健康づくり課

歯周病検診の受診勧奨や健康づくり推進委員に対して8020推進員
研修を実施します。

歯周病検診は2,484人の対象者に受診票を送付し、189人
が受診しました。
8020推進員研修は10月に健康づくり推進委員を対象に2回
実施し44人が受講しました。

 継続（現
状を継続
する）

SNSを利用して歯周病検診の受診勧奨を行った結果、
昨年度より受診者は増えました。しかし、把握できた
通院中の人を含めても12.6％と歯周病検診の受診率は
低い状況にあります。今後も歯周病検診の受診勧奨や
8020研修を実施し知識の普及を図っていきます。

今後もSNSを使い歯周病検診の受診勧奨を2回行い
ます。
8020研修を2回実施し予防知識の普及を図ります。

4

家庭や職場での禁煙や分煙の普
及を図ります。

タバコの危険性、禁煙方法の十
分な情報提供を図ります。

3

7

薬物乱用の健康への影響、法規
制などの正しい知識の啓発を行
います。

【領域５　歯と口の健康】

1

むし歯や歯周病、オーラルフレ
イル※の予防の知識普及を図る
とともに、歯科医師と連携し、
歯科保健事業の充実を図りま
す。

6



　行政の役割 担当課 R３年度計画 R３年度の実績報告
担当課
自己評価

評価･課題･改善点 R４年度計画

長寿介護課

歯科衛生士による「歯と口の健康教室」を地域サロン等の高齢者
の集まりの場で開催します。また、介護予防支援対象者に口腔機
能向上のパンフレットを配布します。70歳の健康講座等で定期的
な歯科健診を呼びかけます。歯科衛生士による訪問を実施しま
す。また、３回１コースの介護予防教室の中の１回をお口の健康
をテーマに実施し、さらに歯科保健事業の充実に努めます。

地域のサロンにおいて、歯科衛生士による歯と口の健康
教室を１回開催しました。また、介護予防支援対象者102
人に口腔機能向上のパンフレットを配布しました。歯科
衛生士による訪問指導を４人に実施しました。
１～３月にフレイル予防教室の３回コースのうち１コー
スをお口の健康をテーマに歯科衛生士が登壇する予定で
したが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中
止しました。

 継続（現
状を継続
する）

地域サロンの歯と口の健康教室については、新型コロ
ナウィルス感染症拡大に伴い、高齢者サロン等があま
り開催されておらず、前年度と実施回数は変わりませ
んでした。近年、マスクの着用が必須となっておりマ
スクをはずしての実地指導が難しいため、従来の歯と
口の健康教室を新しい生活様式に則した内容への見直
し、また受講希望者が増えるよう周知方法について検
討します。

歯科衛生士による歯と口の健康教室を地域サロン
等の高齢者の集まりの場で開催します。また、介
護予防支援対象者に口腔機能向上のパンフレット
を配布します。70歳の健康講座等で定期的な歯科
健診を呼びかけます。歯科衛生士による訪問を実
施したり、フレイル予防教室や介護予防リーダー
養成講座の中の１回をオーラルフレイル等をテー
マに実施するなどして、さらに歯科保健事業の充
実に努めます。

学校教育課

年度当初の歯科検診や就学時健診、また、学級活動や保健の授業
を通して、子供たちの歯と口の健康への関心を高めます。

歯科検診や就学時健診、また、学級活動や保健の授業を
通して、子供たちの歯と口の健康への関心を高めること
ができました。

 継続（現
状を継続
する）

引き続き歯科検診や就学時健診、また、学級活動や保
健の授業を通して、子供たちの歯と口の健康への関心
を高めていきます。

菊川市内12校で年度当初の歯科検診や就学時健
診、また、学級活動や保健の授業を通して、子供
たちの歯と口の健康への関心を高めます。

商工観光課

健康づくり課との合同企業訪問や企業メールリスト等を活用し、
情報提供や啓発活動を実施します。

合同企業訪問については新型コロナウイルス感染症拡大
の影響により、実施を見合わせました。
商工観光課で実施している「企業概況調査」に併せ、
「健康づくりに関する取組み調査」を配布することで、
情報提供・啓発活動を実施しました。（94事業所）

 継続（現
状を継続
する）

企業メールリスト等を活用し、情報提供、啓発活動を
実施しました。健康づくりに関する取組み調査につい
ては回答率を向上させる工夫をする必要があると考え
ます。(R3回答率：44.6％）

健康づくり課との合同企業訪問や企業メールリス
ト等を活用し、情報提供や啓発活動を実施しま
す。

地域支援課

健康づくり推進委員が地域で行う「8020」運動がコミュニティ協
議会の活動において円滑に行えるよう支援します。

コミュニティ協議会の活動を支援し、健康づくり推進委
員が地域で円滑に活動できる環境づくりを行いました。  継続（現

状を継続
する）

新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの地区
で地区センター祭りが中止となり、十分に「8020」運
動を行うことができませんでした。

健康づくり推進委員が地域で行う「8020」運動が
コミュニティ協議会の活動において円滑に行える
よう、11地区で支援をします。

子育て応援課

学童期には学校と連携し、フッ素塗布・歯科指導を実施します。
（令和３年６～７月については、新型コロナ感染拡大防止のた
め、中止としました。）

新型コロナウイルス感染拡大及び予防のため、学童集団
フッ素塗布は前後期ともに中止しましたが、市内の小学
１～６年生全員にフッ素入り歯磨き粉及び歯科保健に関
する資料を配布しました。

 継続（現
状を継続
する）

新型コロナウイルス感染拡大及び予防の観点から集団
での学童フッ素塗布の実施を中止しました。今後の事
業の実施方法について検討する必要があります。

感染症対策の観点から、１回の人数を減らして年
６回実施します。また、令和５年度以降の事業の
実施方法について検討していきます。

健康づくり課

地域では健康づくり推進委員の活動を通じ、歯科保健の啓発を行
います。

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い健康づくり推進委
員の活動も縮小しました。2か所の地区での地区センター
祭りや自治会活動等でパンフレットを配布し説明を行う
など8020運動を行いました。

 継続（現
状を継続
する）

新型コロナウイルス感染症の影響で歯科保健の啓発機
会は減ってしまっているのが現状ですが、今後も機会
をとらえて啓発活動を行っていきます。

8020研修を2回行い、受講者に地区センター祭りや
自治会活動の際に8020活動を行い歯科保健の啓発
を行います。その他、健康マイレージのポイント
事業とする等機会をとらえ啓発を行います。

学校教育課

永久歯が生えそろう中学生までのフッ化物利用（歯科健診・歯科
保健指導を含む）の機会を通じて、子供たちの歯と口の健康を守
ります。

歯科健診や保健の授業を通じて、子供たちの歯と口の健
康についての指導を行い小学生フッ素塗布事業について
周知に努めました。

 継続（現
状を継続
する）

引き続き歯科検診や就学時健診、また、学級活動や保
健の授業を通して、子供たちの歯と口の健康への関心
を高めていきます。

菊川市内12校で小学生フッ素塗布事業について周
知を行う。永久歯が生えそろう中学生までのフッ
化物利用（歯科健診・歯科保健指導を含む）の機
会を通じて、子供たちの歯と口の健康を守りま
す。

こども政策課

子育て応援課・各園と協力し、フッ化物洗口、歯科健診等を実施
していきます。

子育て応援課と協力して、フッ化物洗口、歯科健診等を
実施しました。  継続（現

状を継続
する）

家庭の協力を得られるよう園での取り組みについて情
報発信し保護者との共有に努めます。

フッ素物洗口、歯科検診等を実施し乳幼児期に歯
磨きする習慣を身につける。家庭への啓蒙とし
て、歯の大切さを知らせる通信を年間1回以上発行
します。

子育て応援課

幼児健診時と学童に歯科健診とフッ素塗布・歯科指導を実施しま
す。また、園児に対しては、協力してくれる園でフッ素洗口を実
施します。

幼児健診(61回)時に歯科健診とフッ素塗布・歯科指導を
実施しました。園児には、９つの協力園でフッ素洗口を
実施しました。学童集団フッ素塗布については、前後期
ともに中止としました。

 継続（現
状を継続
する）

幼児健診における歯科健診とフッ素塗布・歯科指導は
計画通り実施できました。園児に対しても、協力園で
のフッ素洗口を実施しました。学童フッ素塗布につい
ては、今後の事業の実施方法について検討する必要が
あります。

園児に対して、９園でフッ素洗口を実施します。
幼児健診、学童期においては歯科健診、フッ素塗
布、歯科指導を実施します。

長寿介護課

歯科衛生士による「歯と口の健康教室」を地域サロン等の高齢者
の集まりの場で開催します。70歳の健康講座等で定期的な歯科健
診を呼び掛けます。

地域のサロンにおいて、歯科衛生士による歯科教室を１
回開催しました。
70歳の健康講座で口腔の体操を実施したり、歯科健診等
を呼びかけました。

 継続（現
状を継続
する）

今後もかかりつけ歯科医を持ち、定期的な歯科健診の
普及を行います。

歯科衛生士による「歯と口の健康教室」を地域サ
ロン等の高齢者の集まりの場で開催します。70歳
の健康講座等で定期的な歯科健診を呼び掛けま
す。

健康づくり課

令和２年度の実績から、実施時期を例年より１か月間延長し市民
がより受けやすい様検討し実施します。令和２年度に開業した医
院を加え市内14歯科医院で歯周病検診を実施します。

市内14歯科医院に歯周病検診を委託し、受診票を2,484人
に発送し、6月1日～10月30日に実施、189人が受診しまし
た。また112人から定期受診の把握ができました。

 継続（現
状を継続
する）

令和２年度より増えたものの歯周病検診の受診率は
7.6％で把握できた通院中の人を含めても12.6％でし
た。今後も定期的な歯科検診の普及に向けて啓発を行
う必要があります。

歯周病検診の受診勧奨を個人通知や市の広報紙の
みでなくSNSを用いて幅広い年代に2回実施しま
す。また、通院中の人の把握に務めます。

5
歯周病が全身に及ぼす影響につ
いて知識の普及を図るととも
に、生活習慣病予防としての歯
周病対策に取り組みます。

健康づくり課

健康づくり推進委員の活動を通し、各地区で歯科保健のパンフ
レットの配布等、普及活動を実施します。また、各教室や相談事
業、母子保健事業等で知識の普及を図ります。

健康づくり推進委員44人が8020推進員研修を受講し、各
地区・自治会での活動においてパンフレットの配布や説
明等普及活動を実施しました。

 継続（現
状を継続
する）

新型コロナウイルス感染症の影響で歯科保健の啓発機
会は減ってしまっているのが現状ですが、今後も機会
をとらえて歯周病についての啓発活動を行う必要があ
ります。

8020推進活動や健康づくり推進委員の地区での活
動を通して、歯周病についての普及活動を行いま
す。

6
8020推進員を育成し、歯や口の
健康づくり活動を支援します。

健康づくり課

8020推進員研修を実施し、各地区で歯科保健の普及活動を実施し
ます。

8020推進員研修は10月に健康づくり推進委員を対象に2回
実施し44人が受講しました。  継続（現

状を継続
する）

新型コロナウイルス感染症の影響で歯科保健の啓発機
会は減ってしまっているのが現状ですが、8020研修会
を実施し普及活動を行っていきます。

新型コロナウイルス感染症対策をしたうえで8020
研修会を2回実施し、8020推進活動を通して地域で
歯科保健の普及活動を実施します。

学校や地域、企業・事業所と協
力して、ライフステージに応じ
た歯科保健対策を推進します。

2

3

永久歯が生えそろう中学生まで
のフッ化物利用（歯科健診・歯
科保健指導を含む）の機会を提
供します。

4

かかりつけ歯科医を持ち、定期
的な歯科健診の普及を図りま
す。

7
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評価･課題･改善点 R４年度計画

市民課

・対象者に特定健診の案内通知を５月下旬から６月下旬にかけて
送付し、受診勧奨を行います。また、通知の送付時期等に合わせ
て広報菊川で特定健診について掲載し、健診の周知を図ります。
・特定健診のポスター及びチラシを市内医療機関やJA遠州夢咲、
地区センター、商工会に配架依頼します。また、健康づくり推進
委員に資料を配布し、受診勧奨の協力呼びかけを行い、広く周知
を図ります。
・特定健康診査受診率向上事業として、受診勧奨の委託を行いま
す。特定健診の未受診者に対してＡＩを活用し効果的に受診勧奨
を行うことで受診率の向上を図ります。

・令和４年度中に40歳になる方を対象に特定健診の内容
のわかる文書をナッジ理論を用いて作成し、３月に送付
しました。
・９月25時点における未受診者5,182人中、40～49歳の方
616人に集団健診の案内を通知し、受診者合計237人中40
～49歳の方26人が受診しました。
・ＡＩを活用した受診勧奨を行い、10月26日に4,567通
中、40～49歳の方606人へ、１月19日に3,965通中、40～
49歳の方479人へ送付し、そのうち161人が特定健診を受
診しました。
・５月下旬に、特定健診対象者に受診案内（受診券同
封）を通知しました。また、合わせて広報菊川でお知ら
せをしました。
・特定健診啓発用のポスターを市内医療機関とJA遠州夢
咲、各地区センターに掲示依頼しました。また、健診の
チラシとポスターを市独自で作成し、市内医療機関、JA
遠州夢咲市内各店舗、各地区センター、商工会に配架及
び掲示依頼し、特定健診の周知を図りました。
・市民課窓口に設置されている電子掲示板にポスターの
データが表示されるよう市民係に依頼し設定しました。

 継続（現
状を継続
する）

・特定健診受診率は、40～44歳で27.8％（前年度
26.5％）、45～49歳で27.2％（前年度26.9％）とな
り、増加させることができましたが、全年齢の受診率
44.3％と比較するとまだ低いので、引続き若い方の受
診率向上に努めます。
・今後も若い時期から特定健診を受診してもらえるよ
う、受診者にとってわかりやすい案内になるように改
善していきます。

・令和５年度中に40歳になる方を対象に特定健診
の内容のわかる文書をナッジ理論を用いて作成
し、年度末に送付します。
・平日忙しい方へ土曜日、夜間も受診できる医療
機関をわかりやすく案内します。
・40歳になる方の受診料を無料化し、特定健診の
受診を習慣にしてもらえるようにします。

健康づくり課

20・30歳の女性全員に婦人科検診の受診勧奨を実施します。
各教室や乳幼児健診で成人検診の周知を行います。
保護者のインボディ測定会を継続実施します。

20歳の女性全員243人、30歳の女性全員254人に婦人科検
診の受診勧奨通知を実施しました。
また乳幼児健診で成人検診の周知を計28回行い、チラシ
を761枚配布しました。
乳幼児相談来所保護者のインボディ測定(50人)新たに児
童館での健康チェック（52人）に実施し検診の受診勧奨
しました。

 拡充（現
状から拡
大する）

若い世代への周知として、若い世代が集まる場へ出向
いての啓発や測定会は好評を得ました。引き続き、
様々な機会での若年層への検診の周知に努めます。

20・30歳の女性全員に婦人科検診の受診勧奨を実
施し、各教室や乳幼児健診で成人検診の周知を行
います。
また、様々な世代が集まる会場やイベントへ出向
いての周知を積極的に行っていきます。(児童館や
きくる広場でのイベントへの参加)

市民課

･特定健診集団健診を11月～12月に４回実施します。また、総合
検診と特定健診の同時実施を11月、12月、1月に行います。
・基本10月末までの受診期間について、医療機関の協力により受
診期間の延長を行います。

・特定健診集団健診を11月、12月に４日間実施しまし
た。また、総合検診との同時実施を11月、12月、１月に
行いました。
・特定健診の各医療機関での受診期間は10月末までを基
本としていますが、菊川市家庭医療センター等いくつか
の医療機関では最長で２月末まで受診可能としました。

 拡充（現
状から拡
大する）

・今後も対象者が特定健診を受診しやすいように集団
健診や総合検診との同時実施を計画し、受診者の利便
性の向上を図ります。

特定健診の集団健診を11月～12月までに４回実施
します。
総合がん検診との同時受診を11月～１月まで実施
します。
節目年齢（40歳、50歳、60歳、70歳）の方の受診
料を無料化します。

健康づくり課

集団検診は37日間実施します。婦人科検診は個別検診も実施しま
す。総合検診では、土日４日間、オプション検診、レディース
デーの設定、託児職員の配置などで、受診しやすい環境整備を図
ります。

総合検診を37日間実施しました。総合検診では土日に４
日間、レディースデーを３日間実施しました。また、総
合検診と特定健診の同時受診を29日間実施しました。

 継続（現
状を継続
する）

引き続き、がん検診と特定健診の同時受診や土日・レ
ディースデーの設定をし、受診しやすい環境を整えま
す。

総合検診を37日間（うち土日を４日間、レディー
スデー（託児あり）を３日間）、婦人科検診は個
別検診を設定し、受診しやすい環境を整えます。

3 商工観光課

健康づくり課との合同企業訪問や企業メールリスト等を活用し、
情報提供や啓発活動を実施します。

合同企業訪問については新型コロナウイルス感染症拡大
の影響により、実施を見合わせました。
商工観光課で実施している「企業概況調査」に併せ、
「健康づくりに関する取組み調査」を配布することで、
情報提供・啓発活動を実施しました。（94事業所）

 継続（現
状を継続
する）

企業メールリスト等を活用し、情報提供、啓発活動を
実施しました。健康づくりに関する取組み調査につい
ては回答率を向上させる工夫をする必要があると考え
ます。(R3回答率：44.6％）

健康づくり課との合同企業訪問や企業メールリス
ト等を活用し、情報提供や啓発活動を実施しま
す。

健康づくり課

引き続き企業調査を実施し、希望した企業に対して健康教育等の
準備をします。また、献血依頼の訪問時に、情報提供等行ってい
きます。

９月に商工観光課の企業調査と一緒に事業所に対して、
出前行政講座等の希望調査等を実施し、33社から返信が
ありました。健康マイレージ事業実施について、参加意
向のあった企業には、シートを持参し説明を行いまし
た。

 継続（現
状を継続
する）

健康教育希望が３社、献血を今後実施してもよいとの
回答が２社ありました。献血実施に向けて、企業の担
当者の連絡先を赤十字血液センターに伝えました。健
康教育については検討中とのことで令和３年度中に実
現しませんでしたが、今後も情報提供を行っていきま
す。

企業調査を１回実施し、希望した企業に対して健
康教育等の準備をします。また、献血依頼の訪問
をする全企業に、情報提供等行っていきます。

4
健診（検診）の結果を正しく理
解し、生活習慣の改善や医療受
診ができるよう支援します。

健康づくり課

月1回成人健康相談で、必要により結果の説明を行い支援してい
きます。
特定保健指導対象者には、結果説明を実施し、生活習慣の改善指
導等を行います。

成人健康相談は新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、8,9月を中止し計9回実施しました。1月は健康チェッ
クの日を予定していましたが、新型コロナウイルス感染
拡大防止のため中止となりました。
特定健診受診者に健診結果改善教室や病態別教室を実施
し、特定保健指導対象者には健診結果の説明をし、個人
に合わせた生活習慣改善指導を実施しました。

 継続（現
状を継続
する）

新型コロナウイルス感染症の影響で参加者が減ってし
まった事業もありましたが、健康相談や結果改善教
室、病態別教室を実施し、参加者の生活習慣改善や受
診に結びつけることができました。今後も、健診結果
のを理解し生活習慣の改善や受診にができるような支
援を行う必要があります。

感染症に留意し、健康チェックを含む成人健康相
談、健診結果改善教室15回、病態別教室3回、保健
指導を実施します。

5
転入者など、新規健診（検診）
対象者が受診しやすいよう、情
報提供に努めます。

健康づくり課

転入者に成人検診一覧表を渡し、情報提供を行います。 市民課窓口で、転入者に対して成人検診一覧表を渡しま
した。  継続（現

状を継続
する）

引き続き、転入者への情報提供を実施します。 転入者に成人検診一覧表を渡し、情報提供を行い
ます。

1

若い時期から健康に関心を持っ
てもらえるように情報提供し、
定期的に健診（検診）を受診す
るよう啓発を行います。

【領域６　健康管理】

2
受けやすい健診（検診）体制の
整備をしていきます。

企業・事業所などへ健康管理に
ついての情報提供に努めます。
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　行政の役割 担当課 R３年度計画 R３年度の実績報告
担当課
自己評価

評価･課題･改善点 R４年度計画

社会教育課

体育協会、アプロス菊川の普及及び主催事業に対して広くＰＲ活
動などの協力・支援を行います。

体育協会、アプロス菊川が実施する自主事業に対し、市
民へのＰＲ活動を行いました。  継続（現

状を継続
する）

全体的な参加者の底上げができるよう、広くＰＲ活動
など支援していきます。

体育協会、アプロス菊川主催の普及活動に対して
協力・支援を行います。

商工観光課

健康づくり課との合同企業訪問や企業メールリスト等を活用し、
情報提供や啓発活動を実施します。

合同企業訪問については新型コロナウイルス感染症拡大
の影響により、実施を見合わせました。
商工観光課で実施している「企業概況調査」に併せ、
「健康づくりに関する取組み調査」を配布することで、
情報提供・啓発活動を実施しました。（94事業所）

 継続（現
状を継続
する）

企業メールリスト等を活用し、情報提供、啓発活動を
実施しました。健康づくりに関する取組み調査につい
ては回答率を向上させる工夫をする必要があると考え
ます。(R3回答率：44.6％）

健康づくり課との合同企業訪問や企業メールリス
ト等を活用し、情報提供や啓発活動を実施しま
す。

地域支援課

コミュニティ協議会に対して情報提供を行うとともに、市民活動
に関する相談窓口を設けます。

コミ協の定例会等に職員が参加し、情報提供を行うこと
で、活動に対する支援を行いました。また市民協働セン
ターにおいて市民活動に関する相談窓口を設け相談に応
じました。

 継続（現
状を継続
する）

新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの地区
でコミ協主催のスポーツ活動が中止となってしまった
が、感染症対策等の情報提供等を行いました。また、
市民協働センターにおける市民活動相談窓口では、
649件（R3.4月～R4.3月）の相談に対応しました。

コミュニティ協議会に対してアドバイザー相談を
11地区で実施します。

健康づくり課

希望があれば、健康教育や出前行政講座を行います。 献血実施企業の訪問時に、出前行政講座の案内をしまし
た。今年度は企業からの出前行政講座の依頼はありませ
んでしたが、健康マイレージ事業を希望された企業に対
しては訪問し、説明を行いました。

 継続（現
状を継続
する）

企業アンケートで出前行政講座を希望すると回答した
企業に連絡をし、健康教育の機会を設けていきます。

希望があれば、対象者に合わせた健康教育や出前
行政講座を行います。

社会教育課

新型コロナウイルス感染防止対策を講じた上、体力測定会及びシ
ニア健康体操教室を開講し、参加者の増加を図ります。

体力測定会（中止）
シニア健康体操教室（３会場、各５回、延べ203名）を実
施しました。

 継続（現
状を継続
する）

新型コロナウイルス感染防止対策のため、体力測定会
事業が中止となりましたが、感染対策を講じながら実
施していきたいと思います。
シニア健康体操教室は、感染防止対策のため、開催時
期を見送り開催することができました。身近な場所で
の開催が重要と考えらえ、開催会場の検討を行い参加
人数の増加を図ります。また、男性の参加者が少ない
ので、増加させる施策を講じていきます。

開催会場や開催時期を検討するなど、新型コロナ
ウイルス感染防止対策を講じた上で、体力測定会
及びシニア健康体操教室を開講します。また、身
近な場所で開催するなどの工夫をし、参加者の増
加を図ります。

健康づくり課

健康マイレージは、自己申告ポイントを40ポイント、スタンプポ
イント２ポイントを貯める１コースとします。また、市内事業所
や各種団体に取り組んでもらえるように、さらなるPRに努めま
す。

健康マイレージ事業では、スタンプポイント事業を増や
し、市内事業所や各種団体へ出向き、事業のPRをしまし
た。ポイント達成者は目標320人に対して最終達成者は
582人でした。また、菊川ブランド5店舗が新たにマイ
レージ事業に協力をしていただけることになりました。

 拡充（現
状から拡
大する）

ポイントの貯め方や実施方法について、よりわかりや
すくなるように改善をします。

新規で200人以上の方に取り組んでいただけるよ
う、ポイントの貯め方やシートの記入方法、レイ
アウトついて変更し、新規達成者特典として健康
づくり食生活推進協議会作成のレシピ集を配布し
ます。

こども政策課

子育て応援課・各園と連携・協力し、発達に関する支援方法を明
確にしたうえで保護者の理解を得られるよう努めます。

各園で該当児保護者に声をかけ、受診や相談を促しまし
た。  継続（現

状を継続
する）

関係機関と情報を共有し、保護者理解を得られるよう
に努めました。

関係機関と連携し支援が必要な子どもへの継続的
な支援ができるよう、全園で取組みます。

学校教育課

就学時健診や学期はじめの健康診断、身体測定を実施し、子供た
ちの健康への関心を高めます。

全校で身体測定を実施しました。保健室前の廊下には健
康に関する資料を掲示し、自分の身体への関心を高める
学校がありました。

 継続（現
状を継続
する）

今後も掲示、健康診断や身体測定を通して、子供の健
康への関心を高めます。

菊川市内12校で就学時健診や学期はじめの健康診
断、身体測定を実施し、子供たちの健康への関心
を高めます。

子育て応援課

乳幼児健康相談を毎月４回、７か月相談を毎月２回実施。１歳６
か月・２歳・２歳６か月・３歳児健診を実施します。離乳食教室
や子育て支援教室・療育教室などを実施します。

乳幼児健康相談を36回、７か月相談を毎月２回、１歳６
か月・２歳・２歳６か月・３歳児健診を実施しました。
離乳食教室10回、子育て支援教室等も月１～２回実施し
ました。
（新型コロナウイルス感染症拡大における緊急事態宣言
のため、幼児健診は延期、教室等の一部は中止にしまし
た。）

 継続（現
状を継続
する）

新型コロナウイルス感染症拡大における緊急事態宣言
のため、健康相談、教室等の一部を中止しました。幼
児健診は延期し、改めて日時を設定し実施しました。
特に支援が必要な人には、個別に電話や来所による相
談を行いました。今後も新型コロナの影響は続くこと
が予想されるため、きめ細かな支援をしていく必要が
あります。

引き続き乳幼児健康相談（年48回）、幼児健診
（年69回）において、子どもの病気の早期発見や
発達支援を行います。新型コロナウイルス感染予
防対策として、利用者が安心して参加できるよう
１回の利用者数を制限して実施します。また、市
の公式LINEの登録を勧め、健診の周知に努めま
す。

9
妊婦健診・乳幼児健診の未受診
者の状況を把握するようにしま
す。

子育て応援課

健診未受診者に、受診勧奨通知、電話連絡、家庭訪問を行い、家
族の状況を把握します。同時に子どもの安全確認等も行っていき
ます。

健診未受診者への個別通知、電話連絡、家庭訪問等で状
況の把握を実施しました。

 継続（現
状を継続
する）

新型コロナウイルス感染症拡大における緊急事態宣言
に伴い、幼児健診を延期したため10月以降の方に事前
に健診日時を送付して対応したことにより対象月の未
受診者が減少しました。しかし、一定数の未受診者は
存在するため、今後も状況把握に努める必要がありま
す。

健診未受診の保護者に対し、通知、電話、家庭訪
問等１回以上実施し、受診勧奨に努めます。ま
た、勧奨をしても受診しない家庭については子ど
もの安全確認等も行います。

学校教育課

保健の授業や宿泊行事の前等に各種講座を開催し、思春期教育の
充実に努めます。

保健の授業や各種講座を開催し、思春期教育を行いまし
た。

 継続（現
状を継続
する）

引き続き授業や講座を通じて、思春期教育の充実に努
めます。

菊川市内12校で保健の授業や宿泊行事の前等に各
種講座を開催し、思春期教育の充実に努めます。

子育て応援課

中学校３校では、各学年での思春期講演会を実施していきます。
また、令和３年度より小学校に関しては、全学年対象と拡大しま
す。希望する小学校に対して、看護協会の講師を依頼し、思春期
講座を実施します。

小学校３校では、菊川市立総合病院の助産師を講師に思
春期講演会を実施しました。
中学校３校では、中学１年生に対して菊川市立総合病院
の助産師等に講師を依頼し、中学２年生に対し市保健師
を講師に、中学３年生に対し菊川市立総合病院産婦人科
医を講師に依頼し、それぞれ思春期講演会を実施しまし
た。

 継続（現
状を継続
する）

各学校、菊川市立総合病院と連携し、中学校について
は全校全学年に対し、実施しました。また、小学校に
関しては３校に実施しました。今後も希望のあった学
校以外でも実施できるよう、講座の周知をすることが
大切です。

引き続き、中学校３校では全学年での思春期講演
会を実施していきます。小学校に対しては、講座
の周知を行い、３校以上の小学校に実施をしま
す。

市民が参加しやすい健康づくり
事業となるよう、関係機関と連
携して取り組みます。

8
子どもの病気の早期発見や発達
支援のために、健診や相談、教
室、訪問等を実施します。

10
学校と連携して、思春期教育を
実施します。

6
健康づくりに関心を持って取り
組む企業・事業所や団体の活動
を支援します。

7
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