
 

平成 27 年度 第２回 

鶴岡市健康なまちづくり推進協議会  

 

平成 28 年 2 月 3 日（水） 

                              9：30～11:30 

にこ♡ふる ３階大会議室 

 

次     第 

 

１．開  会 

 

２．会長あいさつ  

 

３．説  明 

  (1) 平成 28 年度 新規・重点事業等について     ・・・資料１  

          新規事業を中心に 

(2) 保健行動計画関係の重点事業等の取組みについて   

    ・スマートランチ作戦               ・・・資料２   

・ヘルスアップセミナー                  ・・・資料３   

  (3) その他   

 

４．協  議                       

(1) グループワーク    

    ・テーマ 1：スマートランチ作戦について 

・テーマ 2：ヘルスアップセミナーについて 

        

(2) 全体報告・意見交換               

 

 

５．アドバイザー講評                  

      ・共立女子大学教授 川久保先生から 

 

 

６． 閉  会   



1 アドバイザー 共立女子大学教授 川久保　清

選　出　団　体　等 役　　職 委員氏名 備　考
グルー
プ

1 鶴岡地区医師会
健康管理センター
副センター長 鈴木　伸男 会　長 1

2 鶴岡市保健衛生推進員会連合会 会長 千田　洋子 副会長 2

3 鶴岡地区歯科医師会 会長 荻原　　聡 3

4 鶴岡地区薬剤師会 会長 小池　正純 2

5 山形県栄養士会鶴岡地区会 役員 曽野部　由香里 欠席 -

6 鶴岡市小中学校養護教諭部会 副部長 原田　靖子 1

7 庄内保健所 保健所長 阿彦　忠之 代理出席 3

8 庄内労働基準監督署 安全衛生課長 梅木　繁則 欠席 -

9 鶴岡商工会議所 総務企画課総務係長 七森　玲子 1

10 鶴岡市農業協同組合 福祉課長 三浦　直人 3

11 慶應義塾大学先端生命科学研究所 准教授 秋山　美紀 欠席 -

12 鶴岡市食生活改善推進協議会 会長 板垣　葉子 2

13 鶴岡市国民健康保険運営協議会 委員 齋藤　邦夫 1

14 鶴岡フィットネス協会 会長 佐藤　しおり 2

15 スーパー健康づくりサポーター　喜楽喜楽 会長 五十嵐　雄次郎 2

16 すこやかな子どもを生み育てるネットワーク推進委員会 会長 荒澤　和子 3

17 鶴岡市老人クラブ連合会 会長 小林　達夫 1

※庄内保健所長の代理出席者　　庄内保健所 地域保健主幹 武田　世津
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H28.2.3．第２回

職　　　　　　　名 氏　　　　名 備　　　　　考

1 健康福祉部長 相　澤　康　夫

2 健康福祉部健康課長 原　田　真　弓

3 藤島庁舎市民福祉課長 叶　野　明　美

4 櫛引庁舎市民福祉課長 山　口　弘　男

5 朝日庁舎市民福祉課長 佐　藤　美　鈴

6 温海庁舎市民福祉課長 石　塚　み　さ

7 健康課課長補佐 菅　原　正　一

8 健康課課長補佐兼保健指導主査 小　林　まゆみ

9 健康課成人保健主査 増　田　富美子

10 　　　成人保健主査 五十嵐　信　子

11 　　　成人保健主査 山　口　え　み

12 　　　成人保健主査 上　野　真　勝

13 　　　母子保健主査 金　内　節　子

14 　　　母子保健主査 岡　部　奈緒子

15 　　　高齢保健主査 碓　氷　ひろ子

16 　　　保健総務係長 小　林　　学　

鶴岡市健康なまちづくり推進協議会　職員出席者名簿



平成２８年度　保健行動計画関係 新規・重点事業

区分 行動計画 目     的 内         容

新規 1節ー６
乳幼児から高齢者までライフステー
ジ毎における歯科および口腔の健
康づくり施策を総合的に推進する。

計画策定委員会を設置し、28年度内に計画を策定する。

新規 2節ー３
糖尿病について学習し、適切な生活
習慣を身につけることで重症化及び
合併症を予防する。

血糖値の高い者を対象に、食事や運動について学ぶ短期セミナー
（1コース2回の3コース）を開催する。体験学習としてスマートランチ
作戦を実施する。

重点 １節－１
生活習慣病予防のために、栄養・食
生活課題の多い働きざかり年代へ
の参加型健康づくりを展開する。

○働きざかり20～50代男性を対象に昼食体験型ランチスタディの
開催
○開発した「スマートメニュー」を学びながらかしこく食べる「スマート
イート」の体験、健康男子通信の発行
○２７年度の事業評価による、新たな事業展開を図る。

重点
１節－１
１節－２

生活習慣病予防のために健康づくり
への意識啓発を図る。

○メタボリックシンドローム予備群を対象に1～2週に1回計8回（12
週間）の個別健康支援プログラムの実施
○栄養指導・運動・個別相談

重点 １節―２
健(検)診受診率向上及び運動の習
慣化を図り、積極的に健康づくりに
取り組む市民を増やす。

健診受診を必須とし、運動実践（運動施設利用等）や健康づくりイ
ベント(教室・講座・講演会等)等に参加し、1回当たり５～１０ポイント
を１００P、２００Pまで貯め、特典をもらう。

重点
拡充

１節－３

うつ病等に対する理解を深め、ここ
ろの病の予防と早期発見・早期対応
を推進する。こころの健康の保持増
進を図り、自殺予防対策を推進す
る。

○個別ケア  ・ひきこもり相談月1回、こころの健康相談月2回 （拡充）

　　　　　　　  ・ 若者自立支援ケース支援方針会議の開催（新規）

○普及啓発  ・市講演会、重点地区を中心とした健康教育の実施
　　　　　　　　・ 相談窓口周知、市庁舎に看板の設置、市広報やホ
　　　　　　　　　ームページ掲載等
○支援ネットワークの構築
　　　　　　　　・ 関係団体等との連携や協働（講演会・たよりの発行等）
　　　　　　　　・ ゲートキーパー研修会の実施

 ヘルスアップセミナー

 スマートランチ作戦

事業名

 糖尿病予防セミナー

歯科口腔保健計画策定

こころの健康づくり推進事業

健康つるおかマイレ―ジ事業

資料１ 

1



区分 行動計画 目     的 内         容事業名

重点 ２節－1
がん検診受診率向上（５０％以上）
達成に向けた取組を推進する。

○がん講演会及び啓発キャンペーンの開催(定住自立圏形成協定
事業）
○日曜日がん検診・40歳総合健診
○協会けんぽ等職域と連携した啓発活動（土曜日検診等）
○子宮がん・乳がん未受診者への個別受診勧奨の実施（市重点年
齢である　子宮がん：26、31歳　乳がん：44、48歳にダイレクトメール
＋受診券を送付）

重点
２節－２
２節－３

生活習慣病予防のために健康づくり
への意識啓発とメタボリックシンド
ロームの改善を図る。

第二期国保特定健康診査等実施計画に基づき、特定健診・特定保
健指導を健診機関等に委託・直営（特定保健指導等の一部）で実
施
平成２７年３月末に策定した国保データーヘルス計画に基づき、
PDCAにより推進する。

重点 ２節－４

高齢者が健康でいきいきとした生活
と豊かな高齢期を過ごすために、自
らの健康づくりを積極的に行なうこと
で、生活機能を維持し、疾病予防に
より、健康寿命の延長を図る。

○認知症予防、脳卒中予防、ロコモティブシンドローム予防など、高
齢者の健康づくりと介護予防を目的に健康講話や運動実技などを
地区組織と協働し実行委員体制で実施

重点

１節－１
１節－５
１節－６
２節－1

母子保健計画

　妊娠・出産・子育て期の各段階で
の負担・悩み・不安を切れ目なく解
消するための支援の充実を図る。

○母子保健相談支援事業
〇妊婦健康診査費用助成
○妊婦サポート事業
〇乳幼児健康診査
○乳児家庭全戸訪問
○健康教育・健康相談

重点 母子保健計画

　不妊に悩む夫婦に対し、特定不妊
治療（体外受精及び顕微授精）の費
用助成を行い、経済的負担の軽減
を図り、少子化対策を推進する。

山形県特定不妊治療費助成事業に上乗せして助成。
男性の不妊治療費が含まれる場合には、更に10万円を上限に助
成。

65歳からの健康づくり事業

母子保健対策事業

特定不妊治療費助成事業

特定健診・特定保健指導（委
託・直営）

がん検診受診率向上対策事
業

2

































                              差替当日配布 

グループワークについて 

 
 

【ねらい】 
いきいき健康つるおか２１の保健行動計画では、健康なまちづくり推進協議会に施

策の取組状況や改善成果を報告して、ご意見をいただき翌年度以降の施策に反映させ

ることとしております。目指すべき目標を共有しながら、市民・地域組織・健康づく

り関係者と行政が連携し、目標達成に向けより効果的な市事業の展開及び各委員組織

の活動とも協働していけるヒントを探る。 

 
 

【話し合いのポイント】 

１．テーマ１：スマートランチ作戦について 

  ○鶴岡市の健診結果や食の現状や課題、スマートランチ作戦が目指す目

標を共有しましょう！ 

  

 

  ○「スマートランチ作戦～4 つの作戦～」について自分の組織・職場で

できることは？ 

 

 

 

 

 

２．テーマ２：ヘルスアップセミナーについて 

  ○ヘルスアップセミナーの目的や現状と課題、目指す目標を共有しまし

ょう！ 

 

 

  ○修了者の健康づくりサポーターの役割や活動について 

 

 

  ○生活習慣病予防のための「一次予防」（運動や食生活などの生活習慣の

見直しや改善）について、自分の組織や職場でできることは？                     
         

 

 

 

 

 

 

 

平成 27年度第 2回鶴岡市まちづくり推進協議会（H28.2.3） 


