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令和３年度取組実施状況調査のまとめ

第３次茅ヶ崎市食育推進計画
施策１　食の生産、流通、安全への理解

施策２　食文化の体験と継承、共食の推進

　公民館を中心に親子でみそ作り体験等、さまざまな食文化の体験と継承に関する取組を実施しました。新
型コロナウイルス感染症の影響により、Ｚｏｏｍや動画等のオンラインを活用し、開催方法を工夫しての実施に
なりました（通し番号14～19、21～23）。
　共食の推進に関する取組は、新型コロナウイルス感染症の影響により、調理実習や共食の場の提供するこ
とは難しく、通し番号24の普及啓発を実施しました。また、通し番号25の親子で参加できる調理の教室にお
いて、家庭での共食の場を提供しました。また、保育所での共食の推進として、保護者懇談会にて、共食に
対し、理解を深める機会を提供しています（通し番号28）。

施策３　生きる力としての食生活の基礎づくり

　１４事業のうち１事業（通し番号32）を新型コロナウイルス感染症の影響により中止としました。
　生きる力としての食生活の基礎づくりにおける、食と健康に関する取組として、介護予防講演会や栄養改善
教室、相談事業を実施しました。講演会や教室実施の他、通し番号34、35の取組にて、広報紙や展示、デジ
タルサイネージ等を活用して、新型コロナウイルス感染症禍においても工夫をしながら、食育及び食生活改
善に関する普及啓発を実施しました。更に、YouTube動画や市のホームページを通じて栄養情報を発信し、
普及啓発を進めました（通し番号36）。保育所、小学校、中学校においても、生きる力としての食生活の基礎
づくりの取組を実施しました。中でも、通し番号37のクッキング活動は感染対策を講じながら、調理を通し、食
事に関心を持つ機会の提供に努めました。

　各種検(健)診などにより、疾病の早期発見・早期治療と重症化予防の推進に努めました。検(健)診対象者
へ個別に受診券を送付し、受診勧奨を行いました。通し番号54のがん集団検診においては、申込受付を
Webでも行い、整備に努めました。

　１３事業のうち４事業（通し番号4～7）を新型コロナウイルス感染症の影響により中止としました。
　通し番号9の食品衛生に関する知識の普及は、集合型の講習会等の開催はできませんでしたが、ホーム
ページや広報紙を活用し、普及啓発を実施しました。
　また、施策１では、持続可能な開発目標（SDGｓ）の１７のゴールの一つである「持続可能な生産形態を確保
する」に基づき、食品ロスに関する取組も行うこととしています。通し番号12、13の取組にて、パンフレットや広
報紙、展示等を通じて広く普及啓発を実施しました。

第２次茅ヶ崎市健康増進計画
施策１【一次予防】生活習慣の改善、心身機能の維持向上

　４８事業のうち３事業（通し番号6、10、18）を新型コロナウイルス感染症の影響により中止としました。
　さまざまなライフステージを対象に、健康に関するイベントや教室を実施しました。身体活動に関する講座
は、対面での実施もありますが、通し番号9、15～17のようにオンラインを活用し、新型コロナウイルス感染症
禍においても身体活動の推進につながるようにしました。
　健康に関する相談は、心（通し番号27～29）、難病（通し番号30）、禁煙（通し番号31）、生活習慣の改善
（通し番号32）、高齢の健康に関する取組（通し番号33）があり、多様な分野において相談体制の充実に努め
ました。
　健康に関する普及啓発は、生活習慣の改善に向けた事業、自殺対策等の取組を実施しました。新型コロ
ナウイルス感染症の影響により、通し番号22～25のように、Ｗｅｂセミナーやメール配信、市のホームページ等
を活用した普及啓発を進めました。
　妊娠期～乳幼児期については、新型コロナウイルス感染症対策を講じながら、乳幼児健康相談や食育相
談など、育児相談体制の維持に努めました。加えて、通し番号40の「スタイリングままサロン」のようにオンライ
ンも活用し、相談体制の充実を図りました。

施策２【二次予防】生活習慣病の早期発見・早期治療と重症化予防の推進



施策２【二次予防】歯科口腔保健対策の推進

　新型コロナウイルス感染症対策を講じながら、幼児（重度う蝕ハイリスク者、障がい児を含む）、児童生徒、
成人を対象に検(健)診の取組を実施しました。
　通し番号16の茅ヶ崎市歯科保健推進会議は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、書面会議を実施
し、地域の歯科保健の情報及び意見交換を行い、歯科保健の体制整備に努めました。

第２次茅ヶ崎市歯及び口腔の健康づくり推進計画
施策１【一次予防】生涯を通じた歯と口の健康づくりの推進

　１０事業のうち１事業（通し番号5）を新型コロナウイルス感染症の影響により中止としました。
　歯と口に関するイベントや教室として、高齢者を対象にフレイル予防事業（通し番号1～3）を実施し、講演
会や口体操などにより、オーラルフレイル予防につながるようにしました。通し番号4の１歳児を対象とした食
事と歯の教室は、新型コロナウイルス感染症の影響により、オンラインでの開催となりました。
　感染症の拡大防止のため、歯と口の健康週間の普及啓発イベント「歯っぴぃーデー」を中止（通し番号5）と
しましたが、広報紙や展示、ラジオ等を活用して、広く普及啓発を実施しました（通し番号7）。
　通し番号6、9の歯科保健従事者等に対する研修は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、書面研修な
どを実施し、歯と口に関する相談体制の整備に努めました。



第３次茅ヶ崎市食育推進計画
【施策１】食の生産、流通、安全への理解

【施策２】食文化の体験と継承、共食の推進

【施策３】生きる力としての食生活の基礎づくり

第２次茅ヶ崎市健康増進計画
【施策１】【一次予防】生活習慣の改善、心身機能の維持向上

【施策２】【二次予防】生活習慣病の早期発見・早期治療と重症化予防対策の推進

茅ヶ崎みんなの食と元気と歯っぴぃ計画
（第３次茅ヶ崎市食育推進計画、第２次茅ヶ崎市健康増進計画、第２次茅ヶ崎市歯及び口腔の健康づくり推進計画）

取組数集計表

取組 取組数
食の生産 2
食の流通 2

中止した取組数
0
1

食の安全 5
学校・保育所での食の生産 2
学校・保育所での食の流通 0
学校・保育所での食の安全 0

食品ロス 2
その他 0

取組 取組数
食文化の体験と継承 10

共食の推進 2
学校・保育所での食文化の体験と継承 2

学校・保育所での共食の推進 1
その他 0

取組 取組数
生きる力としての食生活の基礎づくり 8

学校・保育所での生きる力としての食生活の基礎づくり 5
その他 0

取組 取組数
健康に関するイベントや教室 17

健康に関する普及啓発（学校教育などを含む） 9
健康に関する相談体制の充実 7

妊娠期～乳幼児期の健康管理体制の整備 10
子どもから高齢者までの予防接種の実施 2

健康づくりのための環境整備 2
その他 1

取組 取組数
健康診断等の実施 7

かかりつけ医の推進 0
健康づくり体制の整備 0

その他 0

3
0
0
0
0
0

中止した取組数
0
0
0
0
0

中止した取組数
1
0
0

中止した取組数
2
1
0
0
0
0
0

中止した取組数
0
0
0
0



第２次茅ヶ崎市歯及び口腔の健康づくり推進計画
【施策１】【一次予防】生涯を通じた歯と口の健康づくりの推進

【施策２】【二次予防】歯科口腔対策の推進

1

取組 取組数

1

取組 取組数
歯科健康診査等の実施 5

歯と口に関するイベントや教室 5
歯と口に関する普及啓発（学校教育などを含む） 3

歯と口に関する相談体制の整備

かかりつけ歯科医の推進 0
歯科保健の体制整備 1

その他 0

中止した取組数

0
0
0

1
0
0
0

中止した取組数
0

その他



第３次茅ヶ崎市食育推進計画

【施策１】 食の生産、流通、安全への理解
    【施策２】 食文化の体験と継承、共食の推進

       【施策３】 生きる力としての食生活の基礎づくり



第３次茅ヶ崎市食育推進計画　取組実施状況調査表
【施策1】食の生産、流通、安全への理解

【施策１】食の生産、流通、安全への理解

参加者意見の有
無

※「有」の場合は意
見を踏まえて評価

を記入
※「無」の場合は実
施者の評価を記入

事業の実施過程や実施結果の評価
（工夫・改善した点等を記入）

１ 食の生産 その他 農業水産課

事業名：援農ボランティア制
度

実施内容：高齢化や人出不
足を感じている農家のため、
農業に興味のあるボランティ
アに農作業の手伝いをしてい
ただく制度を実施した。

R3 無

農家の人出不足の解消、農業に興味
を持つ市民の活動の場とすることがで
きた。

需要と供給を考慮しつつ事業を継続す
る。

２ 食の生産 その他 香川公民館

事業名：農業体験　小松菜を
つくろう

実施内容：小松菜の種まきか
ら収穫を体験してもらい、農
業や食への興味、理解を深
め、生産者、参加者同士の交
流を図った。

R3 有

「大きい小松菜が採れた」、「予想以上
にたくさん収穫できた」等体験自体へ
の満足度が高く、食に対する興味関心
を深めることができた。

今後も状況をみながら、事業計画に位
置付けたうえで講座を開催していく。

３ 食の流通 イベント 農業水産課

事業名：茅産茅消ウィーク

実施内容：11/15日～18日に
果樹持寄品評会（柿の部）、
新規参入者による野菜の直
売会、新規参入者による有機
系野菜の直売会、フラワーマ
ルシェを実施した。

R3 無
多くの市民が来場し、生産者と消費者
の交流の場を設けることができた。

引き続き野菜の直売会等を実施し、生
産者と消費者の交流の場を設け、市
の食の生産にもつなげていく。

【行政の主な取組】
・食の生産、流通、安全への理解に関するイベントや教室、体験を通した普及啓発
・学校・保育所での食の生産、流通、安全への理解に関する取組

通し
番号

取組

※リストから選択
（該当ない場合

はその他）

取組の分類

※リストから選択
（該当ない場合

はその他）

担当課 事業名と実施内容 年度

実施内容に対する評価

今後の予定 備考

1



第３次茅ヶ崎市食育推進計画　取組実施状況調査表
【施策1】食の生産、流通、安全への理解

４ 食の流通 イベント 農業水産課

事業名：畜産祭り

実施内容：畜産業の周知の
ため、乳牛のコンテストや搾
乳実演、羊・山羊・子牛との
ふれあい、飲食物（アイスク
リーム、地場産野菜）の販売
等を実施する。

R3

５ 食の安全 教室 市民相談課

事業名：親子料理教室

実施内容：親子でコミュニ
ケーションを取りながら楽しく
料理を作り、食の安全に関す
る様々な情報も提供します。

R3

６ 食の安全 教室 市民相談課

事業名：暮らしの料理教室

実施内容：季節に応じたおも
てなし料理を作り、暮らしに関
する様々な知識や情報（食品
衛生等）を提供します。

R3

７ 食の安全 普及啓発 市民相談課

事業名：みんなの消費生活展

実施内容：食に関する情報提
供及び消費生活の向上を図
るため、生活に役立つ展示と
講座を開催します。

R3

８ 食の安全 その他 地域保健課

事業名：栄養表示等普及啓
発及び活用推進事業

実施内容：栄養成分表示に
係る相談及び指導、誇大表
示等の禁止に係る表示等適
正化指導を実施した。

R3 無

食品表示法、健康増進法に基づき、健
康づくりを進める上で的確な食品選択
ができるように食品製造・販売業者に
対して適正な栄養成分表示を指導し、
食の安全につなげることができた。令
和３年度については、誇大表示等に係
る相談はなかった。

引き続き取り組んでいく。

新型コロナウイルス感染症の影響により中止

新型コロナウイルス感染症の影響により中止

料理教室としての普及啓発事業は廃止

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

新型コロナウイルス感染症の影響により中止

料理教室としての普及啓発事業は廃止

2



第３次茅ヶ崎市食育推進計画　取組実施状況調査表
【施策1】食の生産、流通、安全への理解

９ 食の安全 普及啓発 衛生課

事業名：食品衛生に関する知
識の普及

実施内容：食中毒の注意喚
起や予防等の食品衛生の地
初期の普及啓発を実施する。

R3 無

新型コロナウイルス感染症により、集
合する講習会等を開催することが出来
なかったが、ホームページや広報紙を
活用し、食の安全について普及啓発を
実施することができた。

新型コロナウイルス感染症の状況等
を考慮し、食中毒の注意喚起や衛生
知識の普及啓発に努めていく。

１０

学校・保育
所での食の

生産
その他 保育課

事業名：野菜の栽培

実施内容：園のプランターな
どで野菜等を栽培し、収穫ま
でを行う。

R3 無

園内で栽培した食材について、給食で
提供を行った。野菜等が育つ過程を見
たり、園児が自ら収穫することで、食の
生産について学ぶ機会を作ることがで
きた。

引き続き園内菜園を行い、野菜等が
作られる過程の理解に努める。

１１

学校・保育
所での食の

生産
その他 学務課

事業名：学校給食における地
場産物の使用促進

実施内容：地産地消の推進
と、児童が地元の農産物につ
いて学ぶきっかけとするた
め、学校給食の食材に地場
産物を積極的に活用した。

R3 無

これまで同様に茅ヶ崎産米や野菜など
を食材として使用し、給食ニュースで
生産者等の情報を紹介した。新たに市
内産のかぶを使用した献立を全校で
実施し、地場産物に触れる機会を増や
すことができた。

さらなる地場産物の活用が可能となる
よう、生産者や関係者との密な連携を
図る。

１２ 食品ロス 普及啓発 資源循環課

事業名：パンフレット等による
普及啓発

実施内容：様々な機会や媒
体を活用し、普及啓発を実施
している。

R3 無

「ごみ有料化」の制度周知を目的とし
て作製したパンフレットや広報紙に未
利用食品などの不適正排出について
記載することで、広く普及啓発すること
ができた。

チラシやポスターによる普及啓発を継
続し、また、市民を対象としたフードド
ライブを実施する予定である。

１３ 食品ロス 普及啓発 健康増進課

事業名：食品ロス削減の啓発

実施内容：広報紙やサイネー
ジ、Twitterでの啓発に加え、
環境政策課と図書館の展示
事業にも参加し、普及啓発を
実施した。

R3 無

広報紙やサイネージ、Twitterでの普
及啓発に加え、図書館と環境政策の
事業にも参加することで、広く普及啓
発を実施することができた。

引き続き他課との連携を図り、普及啓
発を実施していく。
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ちがさきみんなの食と元気と歯っぴぃ計画　取組実施調査表 【施策2】食文化の体験と継承、共食の推進

【施策２】食文化の体験と継承、共食の推進

参加者意見の有
無

※「有」の場合は意
見を踏まえて評価

を記入
※「無」の場合は実
施者の評価を記入

事業の実施過程や実施結果の評価
（工夫・改善した点等を記入）

１４
食文化の体

験と継承
教室 健康増進課

事業名：おやこでわくわく食育
教室（ZOOM）

実施内容：ちがさき市民活動
サポートセンター主催のこど
たん+2022に参加し、ZOOM
生配信での親子で楽しめる
調理紹介、食文化に関するク
イズと講話を実施した。

R3 有

「また機会があれば参加したい」、「家
でも作ってみようと思った」などの意見
をいただき、食育の推進につながっ
た。

食生活改善推進団体の協力のもと実
施したが、今後は食生活推進団体が
主催となり単独で実施できるよう支援
を進める。

１５
食文化の体

験と継承
教室 鶴嶺公民館

事業名：6月は梅しごと！梅
の漬物作り「ぽたぽた梅」
（ZOOM）

実施内容：６月に市場に出回
る完熟の梅を使った漬物「ぽ
たぽた梅」の作り方を学ぶ講
座をＺｏｏｍを使って実施し
た。

R3 有

「ぽたぽた梅という珍しい漬物を作るこ
とができて楽しかった」「また旬の食材
を使った講座をしてほしい」という声が
寄せられ、季節を味わいながら食文化
を学ぶ機会を作ることができた。

今後も旬の食材を使った事業を展開
する。

１６
食文化の体

験と継承
教室 鶴嶺公民館

事業名：親子でみそ作り講座
（ZOOM）

実施内容：食に対する理解を
深め、食生活を大事にする心
を育てることを目的に、親子
でみその作り方を学ぶ講座を
Ｚｏｏｍを使って実施した。

R3 有

「親として昔ながらの手作り食品の作り
方を娘に教えてやれずにいたので、こ
のような企画はとてもありがたいです」
「材料から完成までの過程が一緒に学
べます。子どもも材料から触れること
で、食育にもつながります」などの意見
をいただき、食育の推進につながっ
た。

今後も、「食文化の体験と継承」に関
する事業として、継続して開催する。

実施内容に対する評価

今後の予定 備考

【行政の主な取組】
・食文化の体験と継承※、共食の推進に関するイベントや教室、体験を通した普及啓発
・学校・保育所での食文化の体験と継承、共食の推進に関する取組

※食文化の体験と継承は、食事のマナーを含む。

通し
番号

取組

※リストから選択
（該当ない場合

はその他）

取組の分類

※リストから選択
（該当ない場合

はその他）

担当課 事業名と実施内容 年度
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ちがさきみんなの食と元気と歯っぴぃ計画　取組実施調査表 【施策2】食文化の体験と継承、共食の推進

１７
食文化の体

験と継承
教室 松林公民館

事業名：美味しいシソ入り梅
干しづくり（オンライン）

実施内容：松林公民館の近
隣でとれた赤しそを使って、
日本の伝統的な保存食であ
る梅干しを作る講座をオンラ
インで開催した。

R3 有

「Zoomでの受講でしたがみんなの作
業状態を確認しながらの説明でゆっく
りわかりやすく自宅にいながら受講で
き楽しい時間でした。」などの意見があ
り、初めて作る参加者も多く、日本の
伝統的な食文化を知ってもらう機会を
提供することができた。

地元の材料で作る講座のため、入手
可能な限り開催していく。

１８
食文化の体

験と継承
教室 松林公民館

事業名：保存食を作る（じゃん
ぼきゅうりの醤油漬け、青唐
辛子みそを作ろう）　（動画講
座）

実施内容：松林公民館の裏
の畑で収穫したきゅうりと唐
辛子を使って、昔ながらの保
存食を作る。動画講座

R3 無

地元の方を講師に迎え、コロナ禍で
あっても、家で学べる動画講座として
YouTubeにアップロードし、昔ながらの
保存食を作る機会を提供することがで
きた。

公民館の畑の収穫物を使って行う講
座は今後はコロナの感染拡大状況に
注意しながら、徐々に対面において開
催していく。

１９
食文化の体

験と継承
教室 松林公民館

事業名：はじめての茶の湯体
験（オンライン）

実施内容：松林公民館利用
サークルに講師となってもら
い、茶道をオンラインで体験
してもらう講座を開催した。

R3 有

「久々にゆったりした趣味の時間を設
けられてよかったです。」、「Zoomで茶
道をしたのは初めてでしたが手軽でと
てもよかったです。」などの意見があ
り、はじめて茶道について学ぶ参加者
もいて、日本の伝統的な文化を体験し
てもらうきっかけとなった。

今後はコロナの感染拡大状況に注意
しながら、徐々に対面において開催し
ていく。

２０
食文化の体

験と継承
教室 南湖公民館

事業名：湘南茅ヶ崎の美味し
い野菜の秘密（オンライン）

実施内容：里山の良さを伝え
ている講師による、地元・茅ヶ
崎でとれる美味しい野菜の紹
介と大根レシピや野菜の冷凍
術について

R3 無

講座後に講義資料や大根料理のレシ
ピが欲しいとの要望を受け受講生に配
布した。興味を持たれたと評価してい
る。

料理教室などを通して、茅ヶ崎の食文
化や様々な食文化に触れる機会を提
供していきたい。

２１
食文化の体

験と継承
教室 香川公民館

事業名：醤と醤糀・塩糀づくり
講座（ZOOM）

実施内容：親子での醤づくり
を通して食に関する知識を深
める講座を実施した。

R3 有

「ひしおは初めて知ったので新鮮でし
た」、「アレンジ無限でびっくりした」など
の意見があり、食に対して興味関心を
高めることにつながった。

今後も状況をみながら、事業計画に位
置付けたうえで講座を開催していく。
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ちがさきみんなの食と元気と歯っぴぃ計画　取組実施調査表 【施策2】食文化の体験と継承、共食の推進

２２
食文化の体

験と継承
教室 香川公民館

事業名：家族で飲める甘酒作
り講座（ZOOM）

実施内容：米糀だけでノンア
ルコールの甘酒の作り方を学
び、アレンジしたレシピも学ぶ
講座を実施した。

R3 有

「大変役に立った」､「発酵食品の講座
をまた受けたい」などの意見があり、食
に対して興味関心を高めることにつな
がった。

今後も状況をみながら、事業計画に位
置付けたうえで講座を開催していく。

２３
食文化の体

験と継承
その他

体験学習セ
ンター

事業名：お家でそば打ち体験
（動画）

実施内容：当センターから貸
出したそば打ちセットを使い、
限定配信された動画を見な
がら各家庭で調理し食するこ
とにより、食育の場を提供し
た。

R3 有

動画を撮影する際、初めてそば打ちを
される方にも分かりやすい内容となる
よう、講師の手元を映したり、効果的に
テロップを出したりした。その結果、道
具があれば家でもそばを打てることが
伝わったほか、家族一緒にそば打ち体
験したことから食育の推進にもつな
がった。

令和４年度は、「野菜」に関する食育講
座を開催する予定。

２４ 共食の推進 普及啓発 健康増進課

事業名：食育月間の啓発

実施内容：広報紙やサイネー
ジを活用し、食育月間とテー
マに合わせた内容を周知し
た。

R3 無

ロビーサイネージで家族との共食と新
型コロナウイルス感染症対策を合わ
せて周知することができた。

共食の重要性について引き続き啓発
していく。

２５ 共食の推進 教室 松林公民館

事業名：親子パン教室（クワ
ガタパンを作ろう）　（オンライ
ン）

実施内容：夏休みに親子でク
ワガタの形をしたパンをつく
る、イースト菌の効果などに
ついても学ぶオンライン講座
を実施した。

R3 有

「パン作り初体験でもわかりやすく、ま
たやってみたいと思えました！」、「夏
休み中の父と一緒に参加できた」など
の意見があり、親子でパンづくりを楽し
める機会及び共食の場を提供すること
ができた。

毎年内容を変えて開催する予定。災
害時に作れるパンなど予定している。

２６

学校・保育
所での食文
化の体験と

継承

イベント 保育課

事業名：行事食の提供

実施内容：年に4回行事に合
わせた給食の提供を行って
いる。

R3 無

５月のこどもの日、７月の七夕、１２月
のクリスマス、３月のひな祭りの計４回
で行事食を行い、食文化の体験を行
い、食文化体験の場を提供することが
できた。

行事食を継続し、園児が給食をとおし
て食文化を体験する機会を作ってい
く。

２７

学校・保育
所での食文
化の体験と

継承

その他 学務課

事業名：学校教育活動を通じ
た食文化の体験と継承

実施内容：地域農業者の協
力により近隣の田んぼを間借
りし米作りの体験や、そら豆
のさやもぎの体験等を実施し
た。

R3 有

米作りやそら豆のさやもぎ体験などを
通じて、児童が豊かな食生活を送る
きっかけを作ることができた。

より多くの学校で食文化を体験する機
会を持つことができるよう、学校間の
情報共有を密にしていく。
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ちがさきみんなの食と元気と歯っぴぃ計画　取組実施調査表 【施策2】食文化の体験と継承、共食の推進

２８

学校・保育
所での共食

の推進
普及啓発 保育課

事業名：保護者懇談会

実施内容：共食の大切さを保
護者に伝える。

R3 無

保護者に対して、懇談会等を通し、共
食の大切さを伝えた。保護者が共食へ
理解を示す機会を作ることができた。

引き続き、共食について理解を深める
機会を作りっていくとともに、さらなる普
及啓発の効果的な方法を検討する。
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ちがさきみんなの食と元気と歯っぴぃ計画　取組実施調査表 【施策3】生きる力としての食生活の基礎づくり

【施策３】生きる力としての食生活の基礎づくり

参加者意見の有
無

※「有」の場合は意
見を踏まえて評価

を記入
※「無」の場合は実
施者の評価を記入

事業の実施過程や実施結果の評価
（工夫・改善した点等を記入）

２９

生きる力とし
ての食生活
の基礎づくり

教室
高齢福祉介

護課

事業名：介護予防講演会

実施内容：高齢者の健康状
態等を踏まえてテーマを決
め、介護予防に関する講演
会を実施した。

R3 有

介護予防講演会を２回（栄養と歯科）
実施した。栄養については、男性対象
に講義とグループワークを行い、歯科
は歯科医師によるフレイル予防の講
演と口腔チェックを行った。アンケート
回収した２１人全員から、大変参考に
なったという意見があり、参加した方の
介護予防に繋がった。

参加者のアンケート等からテーマを選
ぶとともに、市として介護予防の観点
から必要なテーマで実施するものを組
み合わせる必要がある。

３０

生きる力とし
ての食生活
の基礎づくり

その他
子育て支援

課

事業名：子育て支援センター
における食育相談

事業内容：市内４か所の子育
て支援センターにおいて、栄
養士相談を実施した。

R3 有

離乳食の進め方や偏食等、悩んでい
る保護者の方に対して積極的に栄養
士相談に繋ぐことを心掛けた結果、信
頼できる食の情報を提供することがで
きた。

引き続き、子育て世代が健康と食事の
関係に関心が持てるように、担当課と
連携し、食育相談に取り組んでいきた
い。

３１

生きる力とし
ての食生活
の基礎づくり

教室 健康増進課

事業名：栄養改善教室

事業内容：健康づくりや生活
習慣病予防のために、栄養
や生活習慣病に関する知識
を中心に講義を実施した。

R3 有

新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、年度後半で３回の実施予定が、１
回のみとなった。アンケートから「食事
量を見直してみようと思った」、「不足し
ている食材をとるように気をつけようと
思った」などの感想があり、食生活の
改善に繋げることができた。

引き続き、さまざまなテーマに合わせ、
実施していく。

備考

【行政の主な取組】
・生きる力としての食生活の基礎づくり※に関するイベントや教室、体験を通した普及啓発
・学校・保育所での生きる力としての食生活の基礎づくり※に関する取組

※生きる力としての食生活の基礎づくりとは、食と健康に関する取組
　　　例)朝食の摂取やバランスのとれた食事などの健全な食生活の基本を身につける取組、栄養バランスに配慮した食事の目安等についての情報提供等を行う取組、
　　　　　健康と食事の関係に関心を持てるような取組、生活習慣病予防につながる食生活の実践が可能となるような情報及び機会提供の取組　など

通し
番号

取組

※リストから選択
（該当ない場合

はその他）

取組の分類

※リストから選択
（該当ない場合

はその他）

担当課 事業名と実施内容 年度

実施内容に対する評価

今後の予定
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ちがさきみんなの食と元気と歯っぴぃ計画　取組実施調査表 【施策3】生きる力としての食生活の基礎づくり

３２

生きる力とし
ての食生活
の基礎づくり

教室 健康増進課

事業名：食生活改善推進員
養成講座

事業内容：自らの健康づくりと
地域での市民による食生活
改善活動を推進するため、食
生活と健康に関する養成講
座を実施する。

R3

３３

生きる力とし
ての食生活
の基礎づくり

教室 健康増進課

事業名：離乳食講習会

事業内容：離乳食についての
基本的な知識の普及と１０倍
がゆの実演、離乳食の見本
の展示を行った。

R3 有

「丁寧に教えてもらい離乳食のイメー
ジができた。」「離乳食が楽しみになっ
た。」「実演がよかった。」「手遊びがよ
かった」など、離乳食の進め方や乳児
期の発達の理解につながった。

引き続き離乳食の基本的な知識と食
を通した育児の楽しさを啓発していく。

３４

生きる力とし
ての食生活
の基礎づくり

普及啓発 健康増進課

事業名：食育月間の啓発

実施内容：広報紙やサイネー
ジ等を活用し、食育月間と
テーマに合わせた内容を周
知した。

R3 無

朝食の重要性をテーマに広報記事を
作成し、食生活の基礎について普及
啓発を実施することができた。

健全な食生活の基本が身につくよう引
き続き啓発していく。

施策２　１７の
再掲事業

３５

生きる力とし
ての食生活
の基礎づくり

普及啓発 健康増進課

事業名：食生活改善普及運
動月間の啓発

実施内容：展示等を活用し、
食生活改善普及運動月間と
テーマに合わせた内容を周
知した。

R3 無

野菜摂取量増加を目的に、茅ヶ崎産
の野菜の紹介を含めたポスター作成
や、やおやさんマップの配架を実施し、
市民の関心を高めることに繋がった。

健全な食生活の基本が身につくよう引
き続き啓発していく。

３６

生きる力とし
ての食生活
の基礎づくり

普及啓発 健康増進課

事業名：食生活改善に関する
普及啓発　（YouTubeを含む）

実施内容：食生活の改善を目
的に、ホームページや
YouTubeを活用し、栄養情報
等の発信を実施した。

R3 無

働き世代で栄養教室に参加できない
方も栄養情報等を入手できるようホー
ムページやYouTubeを活用した。食塩
と間食の適正摂取量に関する２本の
動画を作成し、普及啓発を実施するこ
とができた。

健全な食生活の基本が身に付くよう引
き続き啓発していく。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
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ちがさきみんなの食と元気と歯っぴぃ計画　取組実施調査表 【施策3】生きる力としての食生活の基礎づくり

３７

学校・保育
所での生き
る力としての
食生活の基

礎づくり

その他 保育課

事業名：クッキング活動

事業内容：食育活動の中で
クッキーやホットケーキなどを
作る。

R3 無

コロナ禍ではあるが、自分が食べる食
材にだけ触れるなど工夫をしながら
クッキング活動を行い、調理をとおして
楽しみながら食事に関心を持つ機会を
提供することができた。

活動について工夫を凝らしながら、調
理を通じて、楽しく、食に関心を持てる
機会を増やしていく。

３８

学校・保育
所での生き
る力としての
食生活の基

礎づくり

その他 保育課

事業名：食育活動

事業内容：食事のバランスを
知る。

R3 無

３食品群をわかりやすくイラストにし
て、食品の働きやバランスについて知
らせる
給食を食べる時に３食品群に関心を
持っている姿が見られた。園児に対
し、食事と健康について知らせる機会
を提供することができた。

保育園の生活の中で、引き続き３食品
群を知らせ、食事と健康について知ら
せる機会を作っていく。

３９

学校・保育
所での生き
る力としての
食生活の基

礎づくり

その他 学務課

事業名：学校給食を活用した
食育の実施

事業内容：学校栄養士による
給食ニュースや給食だよりに
よる食に関する情報の提供
や、授業や給食指導を通じて
食に関する指導を実施した。

R3 無

学校内の委員会活動の一環として、校
内の掲示板を活用し３色分けを児童が
行うなど、食に関する理解や主体性を
促すことができた。

市内１９校で同じ水準の食に関する指
導が実施できるよう、栄養教諭を中心
としたネットワークにより適切な情報共
有を図る。

４０

学校・保育
所での生き
る力としての
食生活の基

礎づくり

普及啓発
学校教育指

導課

事業名：食習慣の改善に向
けた取組（１）

事業内容：食について考える
場を設けるために、毎月１９
日を「食育の日」と定め、教師
用解説付きの食育啓発ポス
ターを各学校に配付した。

R3 無

各学校において「食育啓発ポスター」
を掲示するとともに、担任による学級
指導や昼食時の校内放送、委員会活
動で活用した。また、１０月に募集した
「食育啓発ポスター」には、市内児童・
生徒から合計１２３点の応募があっ
た。

食育が家庭科や保健体育など、各教
科と関連した指導となるよう、各学校に
対して周知を図っていく。

４１

学校・保育
所での生き
る力としての
食生活の基

礎づくり

その他
学校教育指

導課

事業名：食習慣の改善に向
けた取組（２）

事業内容：食に関する指導の
全体計画の充実と活用を図
るため、栄養教諭を中心とし
たネットワークによる食育の
推進を行った。

R3 有

中学校１年生を対象に栄養教諭によ
る食育講座を開催した。「朝食の必要
性や部活動の運動種目別に必要な栄
養素についての話題では、身近な事と
して興味を持ち、聞いていた。」と、報
告を受けており、児童・生徒の食習慣
に対する意識の改善に繋がった。

栄養教諭と連携を図りながら、今後も
学校支援の充実に努めていく。
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第２次茅ヶ崎市健康増進計画

【施策１】 【一次予防】生活習慣病の改善、
心身機能の維持・向上

　　　【施策２】 【二次予防】生活習慣病の早期発見・
　　　　　　　早期治療と重症化予防対策の推進



第２次茅ヶ崎市健康増進計画　取組実施状況調査表 【施策1】【一次予防】生活習慣の改善、心身機能の維持向上

【施策１】【一次予防】生活習慣の改善、心身機能の維持・向上

参加者意見の有
無

※「有」の場合は意
見を踏まえて評価

を記入
※「無」の場合は実
施者の評価を記入

事業の実施過程や実施結果の評価
（工夫・改善した点等を記入）

１
健康に関するイベント

や教室
高齢福祉介

護課

事業名：介護予防講演会

実施内容：介護予防に関する
知識の普及啓発のため、講
演会や実習を行った。（栄養
講座・歯科講演会）

R3 有

介護予防講演会を２回（栄養と歯科）
実施した。栄養については、男性対象
に講義とグループワークを行い、歯科
は歯科医師によるフレイル予防の講
演と口腔チェックを行った。アンケート
回収した２１人全員から、大変参考に
なったという意見があり、参加した方の
介護予防に繋がった。

参加者のアンケート等からテーマを選
ぶとともに、市として介護予防の観点
から必要なテーマで実施するものを組
み合わせる必要がある。

２
健康に関するイベント

や教室
高齢福祉介

護課

事業名：フレイルチェック

実施内容：早期に虚弱の兆
候に気づき、予防するため、
簡易的なチェックを実施した。

R3 無

高齢者自身が自分でフレイル度を把
握し、その改善や維持に向け取り組む
べきことが分かるため、参加者のモチ
ベーションは高い。令和３年度は、感
染対策のため一部内容を中止・変更し
て実施した。年間４回実施し、計３５名
の参加があった。

感染対策の観点から、測定内容を一
部中止・変更しているため、感染状況
に応じつつ、実施内容の見直しを行っ
ていく。

備考

【行政の主な取組】
・健康に関するイベントや教室、学校教育などを通した普及啓発
・健康に関する相談体制の充実
・妊娠期～乳幼児期の健康管理体制の整備
・子どもから高齢者までの予防接種の実施
・健康づくりのための環境整備

通し
番号

取組

※リストから選択（該当ない
場合はその他）

担当課 事業名と実施内容 年度

実施内容に対する評価

今後の予定
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第２次茅ヶ崎市健康増進計画　取組実施状況調査表 【施策1】【一次予防】生活習慣の改善、心身機能の維持向上

３
健康に関するイベント

や教室
高齢福祉介

護課

事業名：転倒予防教室

実施内容：介護が必要となら
ないように転倒骨折予防の
運動と、高齢者支援リーダー
による介護予防体操を普及し
た。

R3 無

感染対策の面で会場ごとに定員を設
定し、定員を超えた場合は抽選による,
人数制限を行った。また、実施時間を
２時間から１時間半に短縮して実施し
た。また、感染拡大防止のため、９月
及び１月２０日以降、中止した。転倒予
防だけでなく、コロナ禍で外出する機
会となり、社会参加につながった。
また、教室の４会場の中で、歯科に関
するミニ講座を実施した。

引き続き取り組んでいく。
参加者へのフィードバックと事業評価
等のため、体力測定を実施していく。

４
健康に関するイベント

や教室
高齢福祉介

護課

事業名：地区組織支援活動
事業

実施内容：地区社会福祉協
議会等が開催する高齢者事
業において、保健師等が健
康相談や健康教室を行い、
介護予防に関する知識の普
及啓発と地区組織の高齢者
福祉事業を支援した。

R3 無

地区社協等の担当者と相談しながら、
血圧測定やミニ健康講座を実施し、介
護予防に関する普及啓発と高齢者福
祉事業の支援ができた。（ミニ健康講
座のテーマはちがさき体操、口腔体操
等）

今後も地域の関係者からの依頼によ
り継続して実施する。

５
健康に関するイベント

や教室
健康増進課

事業名：たまごクラス

実施内容：（ママの日）妊娠中
の生活、食事、口腔ケア等に
ついての基本的な知識の普
及を行った。
（パパママの日）父母でのグ
ループワーク、オムツ替え等
の体験を通して、子育ての基
本的な知識の普及を行った。

R3 有

「具体的なイメージができた、」「体験
ができてよかった、」「赤ちゃんや妊婦
の身体について知ることができて良
かった。」など妊娠期の過ごし方や育
児のイメージについて知識を普及する
ことができた。

感染対策のため定員や実施方法を随
時見直しながら、引き続き取り組んで
いく。

６
健康に関するイベント

や教室
健康増進課

事業名：糖尿病予防イベント

実施内容：保険年金課、茅ヶ
崎市立病院、茅ヶ崎歯科医
師会、企業などと連携し、講
演会、血糖値・血管年齢測
定、栄養・運動体験ブース、
健康相談などを行う。

R3 令和３年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
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第２次茅ヶ崎市健康増進計画　取組実施状況調査表 【施策1】【一次予防】生活習慣の改善、心身機能の維持向上

７
健康に関するイベント

や教室
健康増進課

事業名：骨粗しょう症予防教
室

実施内容：骨密度測定と健康
運動指導士・管理栄養士等
による測定結果の解説、骨
粗しょう症予防のための講話
を実施した。

R3 有

令和３年度は、全６回計画していた
が、新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、３回のみの実施となった。
「改めて運動や食事の大切さを認識で
きた」等の意見があり、生活を見直す
きっかけの場を提供することができ
た。

引き続き、骨粗しょう症予防の重要性
について周知を継続していく。

８
健康に関するイベント

や教室
健康増進課

事業名：高齢者の保健事業と
介護予防の一体的な実施
（ポピュレーションアプロー
チ）

実施内容：「高齢者のいきい
き健康教室」を１３圏域でそ
れぞれ１回ずつ実施。保健
師・管理栄養士・健康運動指
導士・歯科衛生士によるフレ
イル予防や高齢者の健康に
関する健康講話（１時間程
度）と各職種による健康相談
（30分程度）を実施した。

R3 有

アンケート結果より、参加者の満足度
は高く普及啓発となったが、参加者数
が定員の半数以下が12か所のため、
より多くの方に普及啓発できるよう工
夫が必要である。

教室開催に関する周知に力を入れな
がら、引き続き取り組んでいく（地域包
括支援センターへの周知や他課の事
業での周知等）。

９
健康に関するイベント

や教室
鶴嶺公民館

事業名：ピラティス講座
（ZOOM）

実施内容：コロナ禍の運動不
足解消を目的に、自宅で一
緒に体を動かしてもらう講座
をＺｏｏｍを使って実施した。

R3 有

「リモートでのレッスンでも分かりやす
く、しっかり動いた感じで良かった」な
どの意見をいただき、運動不足解消の
機会を作ることができた。

今後も、運動不足解消につながる講
座を開催する。

１０
健康に関するイベント

や教室
鶴嶺公民館

事業名：筋力アップ＆簡単エ
クササイズ講座

実施内容：老化防止を目的と
し、肩こりや腰痛の予防な
ど、楽しく、長く続けていける
トレーニングやエクササイズ
を行う（まん延防止等重点措
置発令のため中止）。

R3

１１
健康に関するイベント

や教室
松林公民館

事業名：キッズダンス

実施内容：松林公民館利用
サークルによる子ども向けの
ヒップホップダンス教室を開
催した。

R3 有

「またダンスをおしえてもらいたいで
す。」、「ヒップホップ以外のダンスも
やってみたいです。」など、の意見もあ
り、子どもたちにダンスの楽しさを知っ
てもらう機会となった。

公民館利用団体に協力してもらいなが
ら今後も継続していく。

まん延防止等重点措置発令のため中止。

次年度の開催の予定。
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第２次茅ヶ崎市健康増進計画　取組実施状況調査表 【施策1】【一次予防】生活習慣の改善、心身機能の維持向上

１２
健康に関するイベント

や教室
松林公民館

事業名：演歌ビクス

実施内容：高齢者を対象に演
歌に合わせておどる。

R3 有

「決して無理のない動きなのでよかっ
た。また機会を作って欲しい」などの意
見があり、高齢者に最適なレベルの運
動を提供することができた。

内容に変化を持たせながら、引き続き
開催していく。

１３
健康に関するイベント

や教室
松林公民館

事業名：ジャズダンス

実施内容：高齢者を対象に公
民館利用団体に指導してもら
いジャズダンスをおどる。

R3 有

「またジャズダンスやってください。お
話や説明もわかりやすかったです。」
などの意見があり、ダンスだけでなく、
高齢者の体についての話も提供する
ことができた。

他の公民館利用団体に協力してもら
いながら内容を変えながら継続してい
く。

１４
健康に関するイベント

や教室
松林公民館

事業名：鍼灸師簡単ストレッ
チ

実施内容：鍼灸師に指導して
もらいながらツボ押しや血行
をよくするストレッチを行う。

R3 有

「血流を考えて家でもやりたいと思いま
す。」、「年と共に体が固くなるのでほぐ
せたのでありがたいです。」などの意
見があり、家で自分で簡単にできる運
動を学んでもらう機会となった。

軽すぎるという意見もあったので、今
後、講師と相談して内容を修正して開
催する。

１５
健康に関するイベント

や教室
南湖公民館

事業名：50才からのおうちで
体操（ZOOM）

実施内容：ストレッチ、リズム
体操、スクワット、マット運動
（腹圧、腹筋、ストレッチな
ど）、クールダウンなど自宅で
継続できる体操

R3 有
Ｚｏｏｍによるオンライン講座だったた
め、画像が遅れたり固まったりしたた
め、改善が必要である。

オンライン講座の熟度を挙げて、引き
続き開催をしていきたい。

１６
健康に関するイベント

や教室
南湖公民館

事業名：快眠の為のセルフ
ヘッドケア（ZOOM）

実施内容：自宅で自分の体を
ケア出来るようにヘッドマッ
サージを学ぶ。

R3 有

Ｚｏｏｍによるオンライン講座だったた
め、音声が途切れたり小さかったりし
たので改善が必要である。他の部分
のセルフケアへの要望があった。

今後も様々なケアに取り組んで健康
増進を図っていきたい。

１７
健康に関するイベント

や教室

青少年会館
公立保育園

事業名：「えぼし麻呂体操」
（動画）

実施内容：コロナ禍における
子どもたちの運動不足解消
を目的とした動画配信講座を
公立保育園と連携して実施し
た。

R3 無

コロナ禍における子どもたちの運動不
足解消を目的として、本市のゆるキャ
ラ「えぼし麻呂」と保育士が楽しく踊り
ながら体操する動画を公立保育園と
連携して作成し、YouTubeにて公開し
た。子ども同士また親子で楽しく体操
ができるよう振付や音楽を職員が一か
ら工夫して作成。多くの方に関心を
持っていただき、視聴回数も4,700回以
上となった。

動画は令和４年度以降も公開を続け
る。音源等の他課への貸出しも可能と
する。
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第２次茅ヶ崎市健康増進計画　取組実施状況調査表 【施策1】【一次予防】生活習慣の改善、心身機能の維持向上

１８

健康に関する普及啓
発（学校教育などを含

む）
保健企画課

事業名：禁煙サポート推進事
業

実施内容：喫煙の健康影響
について考えるきっかけづく
りとして喫煙防止教育を行
う。

R3

１９

健康に関する普及啓
発（学校教育などを含

む）
地域保健課

事業名：栄養表示等普及啓
発及び活用推進事業

実施内容：消費者に対して栄
養成分表示の活用推進を実
施した。

R3 無

関係団体への講習会の開催及び、
茅ヶ崎市役所、寒川町役場、管内特
定給食施設等に該当する事業所へ、
活用推進についてのリーフレットを配
布し、普及啓発をすることができた。ま
た、リーフレットについてはホームペー
ジにも掲載し、必要に応じてダウン
ロードできるように工夫した。

引き続き取り組んでいく。

２０

健康に関する普及啓
発（学校教育などを含

む）
保健予防課

事業名：自殺対策推進事業

実施内容：自死（自殺）に対
する偏見や誤解をなくし、正
しい理解を深めることを目的
に、キャンペーン、講演会な
どを実施する。

R3 無

・湘南ベルマーレホームタウンデーに
て、ブースを出展。ストレスチェックの
実施、啓発物品の配布。
・市役所市民ふれあいプラザにて、パ
ネル展示。
・自死（自殺）に対する、正しい理解を
深めることにつながった。

引き続き取り組んでいく。

２１

健康に関する普及啓
発（学校教育などを含

む）
保健予防課

事業名：アルコール教室

実施内容：飲酒問題を抱えて
いる本人や家族を対象に、ア
ルコール依存症についての
知識の普及を行う。

R3 無

・アルコール教室を4月、6月、10月に
実施し、アルコール依存症についての
知識の普及ができた。

実施方法を検討し、酒害相談員による
個別相談へ変更。

２２

健康に関する普及啓
発（学校教育などを含

む）
健康増進課

事業名：健康増進普及月間
の啓発（Weｂセミナーを含む）

実施内容：運動と睡眠に関す
る展示と協定を結んでいる大
塚製薬と睡眠に関するコラム
のメール配信、Webセミナー
を実施した。

R3 有

今回は、テーマを運動と睡眠とし、展
示、Webセミナー等を開催し、運動と睡
眠の質向上についての普及啓発がで
きた。

引き続き、市民の健康増進につながる
よう、包括連携協定を結んでいる各企
業とも連携しながら普及啓発を行う。

新型コロナウイルス感染症の影響により中止した。

たばこに関する近年の傾向として、社会的に禁煙する流れとなり、喫煙しにくい環境となっていることや、たばこに
よる健康被害について認知度が高くなり禁煙や節煙等の行動変容がみられること、禁煙外来の普及により医療
支援を受けやすくなったこと等があげられる。一方で健康被害があるとわかっていても、たばこに依存する人はい

るため、地道に禁煙に関する普及啓発を続ける必要があると考える。
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２３

健康に関する普及啓
発（学校教育などを含

む）
健康増進課

事業名：生活習慣病予防（が
ん）の普及啓発（Webセミ
ナー）

実施内容：茅ヶ崎市主催、第
一生命保険株式会社共催で
Webセミナー「コロナとがん～
コロナ禍におけるがん検診の
大切さ～」（3回）とがん検診
会場での動画放映を実施し
た。

R3 無

webセミナーの累計アクセス数は45回
であった。がん検診会場での放映で
は、受診者の反応もよく、若い人も動
画を見る人が多くみられ普及啓発と
なった。

Ｗｅｂセミナー以外の方法で、がん検
診について、引き続き普及啓発を行っ
ていく。

２４

健康に関する普及啓
発（学校教育などを含

む）
健康増進課

事業名：生活習慣病予防（糖
尿病）の普及啓発

実施内容：市役所ふれあいプ
ラザにて展示により、糖尿病
に関する普及啓発を行った。

R3 無

Ｒ３年度は糖尿病予防イベントが新型
コロナウイルス感染拡大防止のため
中止となったため、展示のみで普及啓
発を行った。
配布物を持ち帰られる方が多く、普及
啓発につながった。

引き続き、糖尿病予防イベントのみな
らず、展示等を通じて普及啓発を実施
していく。

２５

健康に関する普及啓
発（学校教育などを含

む）
健康増進課

事業名：その他健康増進に
関する普及啓発

実施内容：女性の健康づく
り、禁煙、熱中症について、
展示やホームページに掲載
などにより普及啓発を行っ
た。

R3 無
広報紙やホームページ、ＬＩＮＥなども
使用し、普及啓発ができた。

引き続き、各週間等に合わせ、普及啓
発に取り組んでいく。包括連携協定を
結んでいる各企業とも連携を行う。

２６

健康に関する普及啓
発（学校教育などを含

む）

学校教育指
導課

事業名：生活習慣の改善に
向けた取り組み

実施内容：「生きる力を育む
健康教育　～早寝早起き朝
ごはん～」というスローガンを
掲げ、「毎日朝食を食べる子
１００％」をめざした取組を推
進した。

R3 無

「早寝早起き朝ごはんに関するアン
ケート調査」は、タブレット端末を利用
したWeb調査により実施した。朝の喫
食率は、小学生で９８％、中学生は９
５％と中学生においてわずかな改善が
みられた。

令和４年度より、各学校１クラスを抽出
して行ったアンケート調査を、全クラス
で行うことで、より正確なデータを集め
ていく。

２７
健康に関する相談体

制の充実
保健予防課

事業名：こころの健康相談

実施内容：こころの健康に関
して相談に応じ、相談体制の
充実を図る。

R3 無

精神科医師によるこころの健康相談に
ついて、、広報ちがさきに毎月記事を
掲載し、相談の機会を広く周知するこ
とができた。

引き続き取り組んでいく。

２８
健康に関する相談体

制の充実
保健予防課

事業名：ゲートキーパー養成
講座

実施内容：自死（自殺）に傾く
人に気づき、耳を傾け、つな
ぎ、見守ることを学ぶ。

R3 無

ゲートキーパー養成研修を１０月に新
採用職員向けに実施し、ゲートキー
パーの養成ができた。

引き続き取り組んでいく。
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２９
健康に関する相談体

制の充実
保健予防課

事業名：包括相談会

実施内容：自死（自殺）は
様々な問題を抱えた末に起こ
ることを踏まえ、多職種連携
による相談会を行う。

R3 無
包括相談会9月と3月の２回開催し、相
談体制の充実につながった。

引き続き取り組んでいく。

３０
健康に関する相談体

制の充実
保健予防課

事業名：難病相談会

実施内容：難病患者や家族
に対して療養に関する相談
会を行う。

R3 無

指定難病医療受給者証の更新時期（7
月）に合わせて保健師による相談会を
実施し、相談体制の充実につながっ
た。

引き続き取り組んでいく。

３１
健康に関する相談体

制の充実
健康増進課

事業名：禁煙サポート

実施内容：禁煙希望者に対
し、個人面接と呼気中一酸化
炭素濃度測定、その後約3か
月間禁煙指導を実施した。

R3 有
禁煙希望者に対し、個別に指導し、禁
煙することができた。

引き続き取り組んでいく。

３２
健康に関する相談体

制の充実
健康増進課

事業名：保健衛生相談

実施内容：生活習慣病の改
善に向けた個別相談を実施
した。

R3 有

「気になる症状の相談ができてよかっ
た」、「食事や運動について何をすれ
ばいいかがわかった」など、管理栄養
士、保健師が相談に対応し、幅広い健
康相談を受けることができた。

引き続き取り組んでいく。

３３
健康に関する相談体

制の充実
健康増進課

事業名：高齢者の保健事業と
介護予防の一体的な実施
（ハイリスクアプローチ）

実施内容：75歳以上で健診
結果より低栄養予防が必要
な方と健診未受診等で健康
状態不明な方に対し、フレイ
ル、疾病予防、疾病の早期
発見のため、それぞれ個別
に文書通知と電話による保
健指導を実施した。

R3 有

低栄養対象者には、個人目標を設定
し、3～6か月間低栄養予防に取り組ん
でもらい、低栄養予防ができた。
健康状態不明者については、健康状
態を把握するともに、健診受診勧奨や
必要なサービスの紹介することができ
た。

引き続き取り組んでいく。
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３４
妊娠期～乳幼児期の
健康管理体制の整備

子育て支援
課

事業名：子育て支援センター
における食育相談

事業内容：市内４か所の子育
て支援センターにおいて、栄
養士相談を実施した。

R3 有

市内４か所の子育て支援センターにお
いて、隔月１回の栄養士相談を実施
し、毎月２か所で相談を受けられるよう
に体制を整えることができた。

引き続き、担当課と連携をしながら、
食に関する情報提供を行い、食育相
談に取り組んでいきたい。

３５
妊娠期～乳幼児期の
健康管理体制の整備

健康増進課

事業名：乳幼児相談事業（乳
幼児健康相談、すくすく７か
月児育児相談、のびのび２歳
児歯と遊びと育児の相談）

実施内容：乳幼児の保健、栄
養、育児の相談を実施した。

R3 無

予約制で相談に応じることにより、保
護者の不安を軽減し、乳幼児の発達
確認を行うことができた。

引き続き感染症対策のため予約制で
相談に応じていく。

３６
妊娠期～乳幼児期の
健康管理体制の整備

健康増進課

事業名：妊婦健康診査

実施内容：妊婦健康診査の
費用を助成し、妊婦の健康管
理の推進を図った。

R3 無

母子健康手帳交付時に妊婦健康診査
費用補助券を交付し、受診勧奨を行う
ことができた。

令和４年度からは産婦健康診査費用
の助成を開始し、産褥期の心身の回
復状況を確認し、必要時は産後ケア
事業等の支援につなげる。

３７
妊娠期～乳幼児期の
健康管理体制の整備

健康増進課

事業名：乳幼児健康診査事
業（４か月児健康診査、１０～
１１か月児健康診査、１歳６
か月児健康診査、３歳６か月
児健康診査）

実施内容：乳幼児の身体測
定及び発育・発達の確認等を
行い、必要に応じて保健指導
の実施、精密健診のための
医療機関紹介を行った。

R3 無

乳児の健康診査について、新型コロナ
ウイルス感染症罹患や濃厚接触者と
なった場合は実施期間を１か月延長
することとした。幼児集団健診につい
て、集団での受診ができない事業があ
る場合は個別健康診査を実施できた。

適切な時期に受診していただけるよう
勧奨するとともに、乳児健診はコロナ
罹患等による期間延長や、幼児個別
健診の実施について取り組んでいく。

３８
妊娠期～乳幼児期の
健康管理体制の整備

小和田公民
館

健康増進課

事業名：こわだ乳幼児健康相
談

実施内容：乳幼児の心身の
健康について相談を受ける。

R3 無

コロナ禍のため、今年度はおもちゃや
シーツ、毛布の用意は廃止し、消毒・
換気等対策を講じた。対面で保健師に
相談できる機会がなかったからか、予
定していた１組１５分では足りないよう
であった。

引き続き取り組んでいく。
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３９
妊娠期～乳幼児期の
健康管理体制の整備

松林公民館
健康増進課

事業名：乳幼児健康相談

実施内容：乳幼児の身長・体
重計測と栄養相談等

R3 無

コロナ禍で他者との交流ができず、不
安な子育てを送っている保護者の相
談場所となっている。また、公民館が
どういう所か知ってもらう機会にもな
る。

引き続き共催で開催していく。

４０
妊娠期～乳幼児期の
健康管理体制の整備

公民館５館
共催

事業名：スマイリングままサロ
ン（オンライン）

実施内容：産後体操、保育士
による手遊び、育児の相談を
オンラインで開催した。

R3 有

「息子と触れ合いながらできる体操も
知ることができたので、続けていきた
いです。」、「他の参加者の方とブレー
クアウトセッションでお話しできたことも
嬉しかったです。」などの意見があり、
子育て中の母親同士の交流場と気分
転換の場を提供できた。

引き続き共催で開催していく。

４１
妊娠期～乳幼児期の
健康管理体制の整備

松林公民館

事業名：ぎゅっとして♪ママと
ダンス

実施内容：赤ちゃんを抱っこ
ひもで抱っこしながら簡単な
ステップを踏みながらダンス
を行った。

R3 有

「抱っこひもの使い方が上手にできな
かったので教えてもらえてよかっ
た。」、「久しぶりに動けて楽しかったで
す」などの意見があり、対面での開催
だったため、子育て中の母親同士が
情報交換、交流、気分転換する場を提
供することができた。

内容に変化を持たせながら、引き続き
対面で開催していく。

４２
妊娠期～乳幼児期の
健康管理体制の整備

松林公民館

事業名：Relaxままヨガ（オンラ
イン）

実施内容：子育てに追われる
お母さんが抱っこによる体の
ゆがみ等をヨガによってリラッ
クスして正す講座を開催し
た。

R3 有

「ｚｏｏｍ開催でしたので赤ちゃんと一
緒に周りに気を遣わず参加できた事
が良かったです。」など子育て中の母
親がリラックスできる場を提供すること
ができた。

内容に変化を持たせながら、対面での
開催も視野に入れて引き続き開催して
いく。

４３
妊娠期～乳幼児期の
健康管理体制の整備

南湖公民館

事業名：乳幼児健康相談

実施内容：乳幼児の身体測
定や育児相談。栄養士によ
る栄養相談。

R3 無

新型コロナウイルス市内感染まん延
防止のため、４回のうち２回が中止と
なり、参加者も少なめだったことは残
念であった。

健康増進課との連携により今後も継
続して実施していきたい。

４４
子どもから高齢者ま
での予防接種の実施

健康増進課

事業名：こども予防接種事業

実施内容：感染の恐れのある
疾病等の発症・蔓延を予防す
るため、個別予防接種を実施
する。

R3 無

新型コロナウイルス感染症の流行によ
り接種控えが懸念されたため、ホーム
ページや広報紙で接種を遅らせないよ
う周知した。

接種控え懸念について、引き続き周知
を行う。国からの通知により、９歳にな
る方への予診票送付を１年間中止した
ため、次年度に１０歳になる方への送
付を行う。
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４５
子どもから高齢者ま
での予防接種の実施

健康増進課

事業名：おとな予防接種事業

実施内容：高齢者インフルエ
ンザ、高齢者肺炎球菌、第５
期風しんの予防接種を行う。

R3 無

インフルエンザワクチンの供給不足に
より、対象者が予防接種の機会を逃し
てしまうことがないように、接種期間を
１か月延長した。

広報紙や「おとなの予防接種のお知ら
せ」の発行、高齢者肺炎球菌対象者
への個別通知、第５期風しんクーポン
券の再一斉送付等により広く市民周
知を図る。

４６
健康づくりのための

環境整備
教育施設課

事業名：学校体育施設の開
放

実施内容：小・中学校の体育
施設の開放を実施した。

R3 無

新型コロナウイルス感染症拡大の影
響により、学校施設開放を一時中止ま
たは利用時間の短縮を行った。
学校施設解放を引き続き行うため、新
型コロナウイルス感染症拡大防止対
策についての留意事項の周知や、施
設利用の前に感染防止対策チェックリ
ストを必ず確認してもらうなど、感染防
止対策を徹底した上で事業継続してい
くための取り組みができた。

引き続き取り組んでいく。

４７
健康づくりのための

環境整備
香川公民館

事業名：卓球開放

実施内容：健康増進と地域の
仲間づくりを目的に卓球開放
を実施した。

R3 有

コロナ禍での開催だったため計画した
７回のうち３回は中止となり、参加者も
少数であったが、子どもの居場所づく
り、大人と子どもの交流機会の場と
なった。

引き続き取り組んで。いく。

４８ その他
高齢福祉介

護課

事業名：介護予防従事者及
びボランティア等研修

実施内容：介護予防事業の
質の向上を目指して、介護予
防事業を推進する従事者及
びボランティア（高齢者支援
リーダー等）に対して研修会
を実施した。

R3 無

歌体操ボランティア、高齢者支援リー
ダー、フレイルサポーターの研修会を
それぞれ実施。感染症予防対策を講
じた上で、会場や日時を分けて同じ内
容の研修を複数回行っい、介護予防
ボランティアのモチベーション維持向
上につながった。感染対策の面から養
成講座は実施していない。

新型コロナの影響を含む様々な理由
からボランティアをやめる人も増えてき
ている。
モチベーションの維持につながるよう
な研修なども検討していく。
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第２次茅ヶ崎市健康増進計画　取組実施状況調査表 【施策2】【二次予防】生活習慣病の
早期発見・早期治療と重症化予防対策の推進

【施策２】【二次予防】生活習慣病の早期発見・早期治療と重症化予防対策の推進

参加者意見の有
無

※「有」の場合は意
見を踏まえて評価

を記入
※「無」の場合は実
施者の評価を記入

事業の実施過程や実施結果の評価
（工夫・改善した点等を記入）

４９ 健康診断等の実施 保険年金課

事業名：特定健康診査・特定
保健指導
実施内容：国民健康保険加
入者を対象に、生活習慣病
予防や重症化予防を目的と
して、特定健康診査・特定保
健指導を実施。

R3 有

手紙や電話による受診勧奨・利用勧
奨により、特定健診実施率、保健指導
終了者数(初回)が昨年度より向上し
た。

引き続き受診勧奨・利用勧奨を行って
いく。

特定健診実施
率33.7%、特定
保健指導終了
者数(初回)106
名(R4.4.22暫定
値)

５０ 健康診断等の実施 保健予防課

事業名：特定感染症検査・相
談事業

実施内容：エイズ及び性感染
症対策として、ＨＩＶ即日検査
及びウイルス性肝炎検査を
行う。

R3 無
毎月1回保健所でＨＩＶ即日検査及び
ウイルス性肝炎検査を実施することが
できた。

引き続き取り組む。

５１ 健康診断等の実施 保健予防課

事業名：風しん抗体検査事業

実施内容：対象者に対して無
料で風しん抗体検査を行う。

R3 無

・妊婦周り等の対象者に対して委託医
療機関で無料で風しん抗体検査を実
施することができた。
・特定年齢の男性に対して委託医療
機関で風しん抗体検査を実施すること
ができた。

引き続き取り組む。対象の特定年齢
の男性に対しては、個別に受診券を
送付する。

【行政の主な取組】
・健康診断等の実施
・かかりつけ医の推進
・健康づくりの体制整備

通し
番号

取組

※リストから選択（該当ない
場合はその他）

担当課 事業名と実施内容 年度

実施内容に対する評価

今後の予定 備考
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第２次茅ヶ崎市健康増進計画　取組実施状況調査表 【施策2】【二次予防】生活習慣病の
早期発見・早期治療と重症化予防対策の推進

５２ 健康診断等の実施 健康増進課

事業名：健康診査事業

実施内容：心身の健康状態
を自覚し、健康の保持増進を
図るため、後期高齢者医療
保険加入者及び40歳以上の
生活保護受給者を対象者と
し、10月から12月まで健康診
査を実施した。

R3 無

対象者に個別通知し、受診勧奨を
行った。がん検診と同時受診できる実
施期間、実施医療機関を設けるととも
に、追加検診項目について、実施基
準を設けず、受診者全員に実施するこ
とができた。

個別受診勧奨、同時受診機会設定等
について、継続して実施するとともに、
受診率向上できるように工夫する。

５３ 健康診断等の実施 健康増進課

事業名：肝炎ウイルス検診事
業

実施内容：肝炎による健康被
害を回避し、または症状を軽
減し、進行を遅延させること
を目的とし、40歳以上を対象
に肝炎ウイルス検診を実施し
た。

R3 無
節目年齢である40歳の市民に自己負
担金が無料となる受診券を個別送付
し、受診勧奨を行うことができた。

引き続き、40歳の市民へ個別受診勧
奨を行い、周知を実施していく。

５４ 健康診断等の実施 健康増進課

事業名：がん検診事業

実施内容：がんの予防及び
早期発見、早期治療を推進
することによりがんの死亡率
を減少させることを目的とし、
施設検診及び集団検診を実
施した。

R3 無

対象者に個別通知し、受診勧奨を
行った。集団検診の申込受付につい
てHPの申込フォームからの受付を開
始し、検診を実施することができた。

引き続き検診対象者への個別受診勧
奨を行うとともに、受診券の再発行等
の電子申請を開始する。HPやメール
配信等を活用しがん検診の周知・受
診率向上に努める。

５５ 健康診断等の実施 学務課

事業名：健康診査等の充実

実施内容：学校保健安全法
に基づく児童生徒の健康診
断を実施した。

R3 無
疾病の予防措置や受診の指示等、健
康状態に応じた適切な保健指導を行
うことができた。

新型コロナウイルス感染症対策を図り
ながら、引き続き法に基づく健康診断
を実施する。
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第２次茅ヶ崎市歯及び口腔の
健康づくり推進計画

【施策１】 【一次予防】生涯を通じた歯と口の
健康づくりの推進

　　【施策２】 【二次予防】歯科口腔保健対策の推進



第２次茅ヶ崎市歯及び口腔の健康づくり推進計画　取組実施状況調査表 【施策1】【一次予防】生涯を通じた
歯と口の健康づくりの推進

【施策１】【一次予防】生涯を通じた歯と口の健康づくりの推進

参加者意見の有
無

※「有」の場合は意
見を踏まえて評価

を記入
※「無」の場合は実
施者の評価を記入

事業の実施過程や実施結果の評価
（工夫・改善した点等を記入）

１
歯と口に関するイベン

トや教室
高齢福祉介

護課

事業名：介護予防講演会

実施内容：：介護予防に関す
る知識の普及啓発のため、
講演会や実習を行った。（栄
養講座・歯科講演会）

R3 有

介護予防講演会を２回（栄養と歯科）
実施した。栄養については、男性対象
に講義とグループワークを行い、歯科
は歯科医師によるフレイル予防の講
演と口腔チェックを行った。アンケート
回収した２１人全員から、大変参考に
なったという意見があり、参加した方
の介護予防に繋がった。

参加者のアンケート等からテーマを選
ぶとともに、市として介護予防の観点
から必要なテーマで実施するものを組
み合わせる必要がある。

２
歯と口に関するイベン

トや教室
高齢福祉介

護課

事業名：フレイルチェック

実施内容：早期に虚弱の兆
候に気づき、予防するため、
簡易的なチェックを実施し
た。

R3 無

高齢者自身が自分でフレイル度を把
握し、その改善や維持に向け取り組む
べきことが分かるため、参加者のモチ
ベーションは高い。令和３年度は、感
染対策のため一部内容を中止・変更
して実施した。年間４回実施し、計３５
名の参加があった。

感染対策の観点から、測定内容を一
部中止・変更しているため、感染状況
に応じた実施内容の見直しを行ってい
く。

３
歯と口に関するイベン

トや教室
高齢福祉介

護課

事業名：地区組織支援活動
事業

実施内容：地区社会福祉協
議会等が開催する高齢者事
業において、保健師等が健
康相談や健康教室を行い、
介護予防に関する知識の普
及啓発と地区組織の高齢者
福祉事業を支援した。

R3 無

地区社協等の担当者と相談しながら、
血圧測定やミニ健康講座を実施でき
た。（ミニ健康講座のテーマはちがさき
体操、口腔体操等）

今後も地域の関係者からの依頼によ
り継続して実施する。

今後の予定 備考

【行政の主な取組】
・歯と口に関するイベントや教室、学校教育などを通した普及啓発
・歯と口に関する相談体制の充実

通し
番号

取組

※リストから選択（該当ない
場合はその他）

担当課 事業名と実施内容 年度

実施内容に対する評価
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第２次茅ヶ崎市歯及び口腔の健康づくり推進計画　取組実施状況調査表 【施策1】【一次予防】生涯を通じた
歯と口の健康づくりの推進

４
歯と口に関するイベン

トや教室
健康増進課

事業名：１歳児の食事と歯の
教室（オンライン）

実施内容：１歳児の生活習慣
や口腔衛生、食事、遊び等に
関する知識の普及を行った。

R3 有

感染症対策のため、オンライン教室を
実施した。参加者からは、「オンライン
だと子どもが騒いでも迷惑かけないの
でありがたい」といった意見があり、離
乳完了期の食事の進め方や口腔ケ
ア、生活リズムに関する知識を普及す
ることができた。

基本的には対面での教室を実施した
いが、感染症の拡大等によっては、オ
ンライン教室を検討していく。

５
歯と口に関するイベン

トや教室
健康増進課

事業名：歯と口の健康週間イ
ベント「歯っぴぃデー」

実施内容：歯科保健に関す
る普及啓発のため、講演会
や歯科医師による個別相
談、くち体操、歯磨き指導、お
口チェックなど市民参加のイ
ベントを実施する。

R3

６

歯と口に関する普及
啓発（学校教育などを

含む）
地域保健課

事業名：8020運動推進員育
成事業

実施内容：オーラルフレイル
予防対策を普及推進する歯
及び口腔のボランティアへ活
動支援としての研修を行う。

R3 有

普及啓発を行うボランティアへ育成及
び活動支援として書面研修を行った。
口腔の健康づくりについて知識の習
得が図られた。

引き続き取り組んでいく。

７

歯と口に関する普及
啓発（学校教育などを

含む）
健康増進課

事業名：歯と口の健康週間
の啓発

実施内容：広報紙やサイネー
ジ、展示、ラジオでの歯周病
や歯間部清掃用具などに関
する普及啓発を実施した。

R3 無
歯周病や歯間部清掃用具などについ
て周知することができた。

引き続き、歯と口腔の健康づくりの重
要性について普及啓発を実施する。

８

歯と口に関する普及
啓発（学校教育などを

含む）
学務課

事業名：歯の衛生に関する
図画・ポスター及び歯科保健
啓発標語

実施内容：歯科疾患の増加
を踏まえ、予防等の啓発を図
るため歯の衛生に関する図
画・ポスター並びに標語につ
いて募集を行った。

R3 無

応募のあった作品の中から地区審査
会による選考・県へ推薦を行うことに
より学校歯科保健の向上を図ることが
できた。

県の取り組みに合わせ、引き続き実
施する。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。
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第２次茅ヶ崎市歯及び口腔の健康づくり推進計画　取組実施状況調査表 【施策1】【一次予防】生涯を通じた
歯と口の健康づくりの推進

９
歯と口に関する相談

体制の整備
地域保健課

事業名：在宅歯科衛生士活
動支援事業

実施内容：歯科保健事業従
事者等に対する研修を行い、
資質の向上、地域における
歯科保健指導内容の充実及
び標準化を図る。

R3 有

定期的に連絡会を開催し情報の共有
等を行った。新型コロナ感染症対策と
して、SNSの活用や書面による情報交
換を実施した。歯科保健指導のスキ
ルの向上や標準化が図られた。

引き続き取り組んでいく。

１０ その他 保険年金課

事業名：歯と口腔の健康づく
り事業

実施内容：令和3年度は歯周
病と生活習慣病の関係につ
いての啓発を実施（特定保健
指導で歯科講座の開催、市
内医療機関や歯科医院へ歯
科リーフレットを配布）。

R3 有

特定保健指導で歯科講座を2回開催
し、参加者の多数が歯周病予防への
意識変容に繋がった。歯科リーフレッ
トは約171件の医療機関や歯科医院
に配布。

歯科講座が好評だったため、令和4年
度も実施予定である。その他、歯周病
と生活習慣病の関係について、今後も
普及啓発に取り組んでいく。
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第２次茅ヶ崎市歯及び口腔の健康づくり推進計画　取組実施状況調査表 【施策2】【二次予防】歯科口腔保健対策の推進

【施策２】【二次予防】歯科口腔保健対策の推進

参加者意見の有
無

※「有」の場合は意
見を踏まえて評価

を記入
※「無」の場合は実
施者の評価を記入

事業の実施過程や実施結果の評価
（工夫・改善した点等を記入）

１１
歯科健康診査等の実

施
地域保健課

事業名：重度う蝕ハイリスク
幼児予防対策事業

実施内容：口腔内診査、歯科
保健指導、フッ化物局所応用
によるう蝕予防処置等を継続
的に行い、必要に応じて保健
師・栄養士等による総合的な
保健指導・育児支援を行う。

R3 有

新型コロナ感染症の感染対策を講じ
ながら、歯科検診・相談事業を実施し
た。う蝕発生等のリスクを下げる歯科
保健行動につながった。

引き続き取り組んでいく。

１２
歯科健康診査等の実

施
地域保健課

事業名：障害児者等歯科保
健事業

実施内容：口腔内診査、歯科
保健指導、フッ化物局所応用
によるう蝕予防処置等を継続
的に行い、必要に応じて保健
師・栄養士等による総合的な
保健指導・育児支援を行う。

R3 有

新型コロナ感染症の感染対策を講じ
ながら、歯科検診・相談事業を実施し
た。う蝕発生等のリスクを下げる歯科
保健行動につながった。

引き続き取り組んでいく。

【行政の主な取組】
・歯科健康診査等の実施
・かかりつけ歯科医の推進
・歯科保健の体制整備

通し
番号

取組

※リストから選択（該当ない
場合はその他）

担当課 事業名と実施内容 年度

実施内容に対する評価

今後の予定 備考
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第２次茅ヶ崎市歯及び口腔の健康づくり推進計画　取組実施状況調査表 【施策2】【二次予防】歯科口腔保健対策の推進

１３
歯科健康診査等の実

施
健康増進課

事業名：成人歯科健康診査

実施内容：口腔内の健康を
保つため、歯科健康診査を
実施した。

R3 無
対象者に受診券を個別送付し、受診
勧奨を行うことができた。

引き続き、健診対象者への個別受診
勧奨を行い、周知を実施していく。

１４
歯科健康診査等の実

施
健康増進課

事業名：幼児歯科健康診査
事業（1歳６か月児歯科健康
診査、３歳６か月児歯科健康
診査）

実施内容：幼児期における口
腔内の状況を確認し、う蝕の
早期発見と予防等に関する
指導を行った。

R3 無

個別に案内を送付し、健診の受診勧
奨を行った。また集団健診に来られな
い人には個別健診が実施できる状況
を整えることができた。

引き続き、集団健診の受診勧奨をす
るとともに、集団健診に来られない事
情がある方に、個別健診を案内してい
く。

１５
歯科健康診査等の実

施
学務課

事業名：歯科健康診査の充
実

実施内容：学校保健安全法
に基づく児童生徒の健康診
断を実施した。

R3 無
疾病の予防措置や受診の指示等、健
康状態に応じた適切な保健指導を行
うことができた。

新型コロナウイルス感染症対策を図り
ながら、引き続き法に基づく健康診断
を実施する。

１６ 歯科保健の体制整備 地域保健課

事業名：茅ヶ崎市歯科保健
推進会議

実施内容：関係機関、関係団
体と地域の歯科保健の課題
の共有や情報交換を行い、
効果的かつ円滑な歯科保健
の推進を図る。

R3 有
書面による会議を開催し情報及び意
見交換を行った。地域の歯科保健の
推進について共有が深まった。

引き続き取り組んでいく。
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