
資料３－２ 

健康日本２１清須計画推進に関する各課実務者会議について 

 

１．実施日および場所：平成２４年１０月１９日（金）午後   本庁舎３階小会議室 

 

２．参加課数：１５課（所） 実務者２５人 

 

３．各課実務者会議のテーマ  

「健康日本２１清須計画」の推進と関係各課の状況について 

「健康づくりをみんなで考える会」市民ワークショップの報告 

  

４．内容 

 ① 「健康日本２１清須計画」策定目標と推進状況について共有 

② 各課で実施している健康づくり関連事業の報告 

③ 関係各課との連携・協力体制の検討 

 

５．実務者の印象に残ったことや感じたこと 

・ 他課の事業内容について理解できた。 

・ 類似事業を実施している課があることがわかり調整が必要だと思った。 

・ 事業開催における悩みが他課でも同様であることがわかった。 

・ 他課の視点が自分たちの事業の参考になると思った。 

・ 健康遊具設置（国庫補助）に高齢者等の意見がほしいので連携していきたい。 

・ 縦割りでなくこのような横のつながりが必要だと思った。 
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健康日本２１清須計画推進に関する各課関連事業              資料 ３－２ 

                                                                     実務者会議資料抜粋 平成 24 年 10 月 19 日 

所管部署命 位置づけ 事業名（平成 23～24 年度） 

土木課 身体活動・運動 毎日の生活で体を動かそう 自転車･歩行者道、散策路の設置 

都市計画課 身体活動・運動 運動しやすい環境をつくろう 健康遊具の設置、公園入口及び園路等の段差解消 

健康診査を受けて自分自身の健康

を守ろう 

清須市国民健康保険保健事業、人間ドック補助事業、健康優良世帯記念品

贈呈 

健康診査受診促進と結

果の有効活用 

各種保健サービスを活用しよう ジェネリック医薬品の活用 

保険年金課 

早期治療の推進 かかりつけ医を持とう 医療費通知 

たばこ 家庭や社会で受動喫煙を防止しよ

う 

「受動喫煙の防止」 人事秘書課 

地域ネットワークづく

り 

職場等の健康づくり活動等に参加

しよう 

「職員向け研修」 

企画政策課 身体活動・運動 運動しやすい環境をつくろう 「水辺の散策路整備事業」 清須ウオーク 

生活環境課 感染症予防の推進 感染症に関心を持ち、正しく理解

しよう 

環境保全、廃棄物対策 

朝食を食べて一日をスタートさせ

よう 

食育トーク（食育まつり） 

栄養バランスのとり方を学ぼう ブース展示（食育まつり） 

栄養・食生活 

 

楽しく食事をしよう 農業体験塾、レジャー農園の貸し出し 

産業課 

 

地域ネットワークづく

り 

いろいろなグループと連携・協力

しよう 

ブース展示（食育まつり）、食育推進会議、農業体験塾、レジャー農園の

貸し出し、農産物品評会、特産物振興委員会、食育推進事業、食育レポー

ト 

朝食を食べて 1 日をスタートさせ

よう 

「早寝・早起き・朝ごはん」運動 

栄養バランスのとり方を学ぼう 献立を生かした栄養指導、毎月 19 日を食育の日 

栄養・食生活 

楽しく食事をしよう ふれあい給食の実施 

積極的に運動しよう 学校行事 

毎日の生活で体を動かそう 課外行事 

身体活動・運動 

 

運動しやすい環境をつくろう クラブ活動 

学校教育課 

休養・こころの健康 気軽に相談しよう スクール・カウンセラー 

学校給食センタ

ー【保育園】 

栄養・食生活 栄養バランスのとり方を学ぼう 給食試食会、各種たよりの配布（給食たより・食育たよりなど）、献立だ

より、食物アレルギーの対応、食育指導 
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楽しく食事をしよう バイキング給食、ふれあい給食、地産地消の取り組み、農業体験（収穫・

栽培など）、給食で清須市産の野菜の使用 

朝食を食べて1日をスタートさせ

よう 
食生活実態調査、食の講演会、入学説明会、公開授業(学校公開日) 

栄養バランスのとり方を学ぼう 食に関する指導、給食試食会、バイキング給食、委員会・クラブ活動、各

種たよりの配布（給食たより・食育たよりなど）、献立だより、食物アレ

ルギーの対応、食育指導 

学校給食センタ

ー【小中学校】

栄養・食生活 

楽しく食事をしよう 

 
バイキング給食、ふれあい給食、地産地消の取り組み、農業体験（収穫・

栽培など）、行事食・郷土料理、地産地消の推進（清須市産の野菜の使用）、

清須市産の野菜を使った献立の募集・給食で献立実施、学校給食週間、愛

知を食べる学校給食の日、行事食 
たばこ 家庭や社会で受動喫煙を防止しよ

う 

喫煙場所の設置 生涯学習課 

栄養・食生活 楽しく食事をしよう 親子食育料理教室 

積極的に運動しよう 「スポーツ教室」、「サタデイキッズ教室」、「子ども会球技大会」 身体活動・運動 

運動しやすい環境をつくろう 「各地区市民体育祭」、「市民ソフトボール大会」 

いろいろなグループと連携・協力

しよう 

「各地区市民体育祭」 

スポーツ課 

地域ネットワークづく

り 

いろいろな場に参加しよう 「体育協会市民大会」、「レクリエーション協会主催事業」 

社会福祉課 休養・こころの健康 気軽に相談しよう 相談支援事業（委託）、自立支援医療（精神通院） 

栄養バランスのとり方を学ぼう 「食に関する指導」、「食に関する指導」、「食に関する指導」、子ども食育

カルタとり遊び 

栄養・食生活 

楽しく食事をしよう ふれあい給食、社会事象活動、クッキング教室 

休養・こころの健康 気軽に相談しよう 「母子家庭等日常生活支援事業」、「就業相談員・母子自立支援員による相

談」 

歯と口の健康に関心を持ち、正し

い知識を身につけよう 

「歯ぴか教室」、「かむかむ教室」、「歯磨き講習会」 歯の健康 

 歯と口の健康を守ろう 「歯科健診」 

子育て支援課 
 

地域ネットワークづく

り 

いろいろなグループと連携・協力

しよう 

交流会、児童館まつり 

要保護児童対策地域協議会 

栄養バランスのとり方を学ぼう 高齢福祉課 

 

栄養・食生活 

 

 

楽しく食事をとろう 

 

 

二次予防対象者把握事業、市民健康講座、出前健康講座、あしがる元気教

室、食育まつり 
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積極的に運動しよう 

毎日の生活で体を動かそう 
身体活動・運動 

運動しやすい環境をつくろう 

二次予防対象者把握事業、市民健康講座、出前健康講座、らく楽運動教室、

ますます元気教室、あしがる元気教室、ロコモ体操 

休養をとろう 

ストレスと上手につきあおう 

心の健康に関心を持とう 

二次予防対象者把握事業、市民健康講座、出前健康講座、介護者のつどい、

いきいき脳力教室 
休養・こころの健康 

 

 気軽に相談しよう 二次予防対象者把握事業、電話相談、面接、訪問 

歯の健康 歯と口の健康に関心を持ち、正し

い知識を身につけよう 

二次予防対象者把握事業、市民健康講座、出前健康講座、あしがる元気教

室、食育まつり 

認知症を予防・支援しよう 認知症サポーター養成講座、いきいき脳力教室 地域ネットワークづく

り いろいろなグループと連携・協 

力しよう 

認知症サポーターフォローアップ研修、認知症キャラバンメイト研修、健

康づくりリーダー講習会、地域包括支援センター運営協議会、高齢者虐待

ネットワーク会議、自主グループ活動支援 

健康診査を受けて自分自身の健康

を守ろう 

後期高齢者健康診査 健康診査受診促進と結

果の有効活用 

結果を理解して健康状態を知ろう 健康相談 

早期治療の推進 早い段階で相談して早期治療につ

なげよう 

もの忘れ相談 

各種保健サービスを活用しよう 

 

介護予防 

介護予防の大切さを知ろう 

年間事業予定表の配布、広報、保健事業等のチラシ・ホームページの作成、 

ハートフルケアセミナー、介護予防川柳、松竹梅カード 

朝食を食べて一日をスタートさ

せよう 

栄養バランスのとり方を学ぼう 

栄養・食生活 

楽しく食事をしよう 

育児講座、乳幼児健診 

パパママ教室、離乳食講習会、育児講座、乳幼児健康相談、 

食生活改善推進員継続支援、特定健診・特定保健指導、若年者健診、市民

健康講座各種、健康相談、栄養相談 

積極的に運動しよう 

毎日の生活で体を動かそう 

身体活動・運動 

運動しやすい環境をつくろう 

市民健康講座、健康相談、特定健診・特定保健指導 

健康づくりリーダー連携会議 

休養をとろう 

ストレスと上手につきあおう 

心の健康に関心を持とう 

市民健康講座各種、各検診・健診での啓発、広報等での啓発 

健康推進課 

 

 

 

 休養・こころの健康 

 

気軽に相談しよう 各検診・健診での啓発、広報での啓発、心の健康相談、うつ相談、電話相

談、面接、訪問 
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たばこの有害性を理解し、禁煙し

よう 

防煙教室、特定健診・特定保健指導、がん検診、禁煙教室、ＣＯＰＤにつ

いて知ろう、妊婦への個別相談、パパママ教室 

家庭や社会で受動喫煙を防止し

よう 

防煙教室、特定健診・特定保健指導、がん検診、パパママ教室、乳幼児健

診 

未成年の喫煙を防止しよう 防煙教室 

たばこ 

妊婦の喫煙を防止しよう 妊婦への個別相談、パパママ教室、乳幼児健診 

節度ある適度な飲酒をしよう 市民健康講座、各検診・健診での啓発、広報での啓発、心の健康相談、う

つ相談、電話相談、面接、訪問、特定健診・特定保健指導 

未成年の飲酒を防止しよう 広報での啓発、思春期教室、親子の生活習慣病予防教室 

アルコール 

妊婦の飲酒を防止しよう 母子健康手帳発行時の妊婦への個別相談、パパママ教室、新生児・乳児・

産婦訪問、乳幼児健診 

歯の健康 

 

歯と口の健康に関心を持ち、正し

い知識を身につけよう 

特定健診時歯科健康診査・歯科指導、歯の健康づくり得点の実施・歯科指

導、パパママ教室、若年者健診等歯科診査及び指導 

各種幼児歯科健診・健康教育、歯科節目健診、妊婦歯科健診 

感染症予防 感染症に関心を持ち、正しく理解

しよう 

広報での啓発、各種保健事業での啓発、乳幼児予防接種、成人予防接種 

施設へのポスター掲示、利用者へのチラシ配布 

健康診査を受けて自分自身の健

康を守ろう 

市民がん検診、市民女性がん・骨粗しょう症検診、若年者健診、被保護者

健康診査、特定健康診査 

結果を理解して健康状態を知ろ

う 

健康相談（市民健康相談、栄養相談)、特定保健指導 

健康診査の結果を活用しよう 市民健康講座各種、被保護者健診における保健指導、特定保健指導 

健康診査受診促進と結

果の有効活用 

各種保健サービスを活用しよう 

 

年間事業予定表の配布、広報：健康だよりページ作成、保健事業等のチラ

シ・ホームページの作成、市民健康講座、健康相談、心の健康相談 

いろいろなグループと連携・協力

しよう 

健康づくりリーダー連携会議、食生活推進員養成・継続支援、母子保健 

推進員養成・定例会、健康づくり推進協議会 

地域ネットワークづく

り 

いろいろな場に参加しよう 歯科医師会連絡会議、健康づくりをみんなで考える会、健康づくり教室 

 

 

2
5
 


	shiryou3-2.pdf
	各課関連事業シート(抜粋）　

