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健康増進計画
における項目

実施内容
計画書
ページ

担当部署 担当課 平成３０年度実施状況

第1節　生活習慣病予防と健康管理

P.42 市民協働部 健幸・スポーツ課 毎月の広報にて健康づくりの特集ページを掲載した。

P.42 市民環境部 医療保険課

４０歳～７４歳の飯塚市国民健康保険被保険者：ホーム
ページ及び広報５月号特集ページの他国民健康保険税の
ページに特定健診啓発文掲載
１９歳～３９歳：若年者健康診査のホームページに掲
載。

P.42 市民協働部 健幸・スポーツ課 生活習慣病予防教室を8回（107人参加）実施

P.42 市民環境部 医療保険課 特定健診案内チラシに掲載

医療機関や事業所、学校など各機関関係と連携し、生活習慣の
向上に向けた取組や疾病の重症化予防に努めます

P.42 市民協働部 健幸・スポーツ課 働き盛り世代への健康出前講座を2回（35人参加）実施

県や関係機関と連携し、「福岡県糖尿病性腎症重症化予防プロ
グラム」を活用した取り組みを進めます

P.42 市民環境部 医療保険課

５月・１１月にHCと糖尿病重症化予防（糖尿病性腎症含
む）について打ち合わせ実施。また、医師会・２市１町
で飯塚医療圏糖尿病性腎症重症化予防推進協議会準備会
を立ち上げ二次健診実施に向け打ち合わせを実施。

P.42 市民協働部 健幸・スポーツ課
広報・ホームページでの勧奨のほかに穂波イオンでのが
ん検診時に買い物客への受診勧奨を行った。

P.42 市民環境部 医療保険課

特定健診・特定保健指導：個別通知・広報・ホームペー
ジ等で案内。
特定健診：４０歳到達者や今年度未受診者等にハガキで
受診勧奨を実施。
特定保健指導：個別に案内。
若年者健診：広報・ホームページ・保育所等にポスター
掲示。３０歳到達者、受診歴ありの者にハガキで受診勧
奨を実施。

特定健診等の結果から、高血圧や糖尿病等の治療や検査が必要
と思われる方への受診勧奨に努めます

P.42 市民環境部 医療保険課 郵便又は電話等で受診勧奨を実施。

健康教室・健康相談等を実施し、栄養・運動・喫煙・飲酒等の
生活習慣と疾患との関連について市民に対する理解を広げるた
め正しい知識の提供を行います

P.42 市民協働部 健幸・スポーツ課
健康教室448回（4,589人参加）、健康相談147回
（2,187人参加）実施

一次予防の推進を図る観点から、生活習慣の改善、糖尿病や循
環器疾患の早期発見に取り組みます

P.42 市民環境部 健幸・スポーツ課

前期（6月～7月）・後期（10月～12月）で1教室4回
シリーズで血管若返り教室を実施する。血管年齢測定、
生活習慣予防の食事、減塩、健診結果の見方、運動指導
員による体力測定及び体操を実施する。参加者は前期14
人、後期16人の実施

予防接種の受診勧奨 予防接種に関する情報提供を行い、接種勧奨に努めます P.42 市民協働部 健幸・スポーツ課

1歳、１歳９月の月齢時にはMRワクチンの勧奨通知を毎
月計１２回１，１９８人、３歳、４歳、５歳、９歳の月
齢時には日本脳炎の勧奨通知を毎月計１２回２，８１０
人、MRワクチン２期の勧奨は就学前健診時に勧奨通知
１，１７５人、小学６年生の６月には二種混合１，１９
３人の勧奨通知を個別で郵送している。また、乳幼児健
診時やホームページに掲載し勧奨を実施している。

妊婦・乳幼児に対する健
康増進

乳幼児健康診査や訪問指導などの母子保健事業の啓発に取り組
みます

P.42 市民環境部 健幸・スポーツ課
母子手帳交付、マタニティ教室・両親学級、健診、訪問
などの際に適宜、母子保健事業の情報提供を行う。

第2節　健康的な食生活の推進

ライフステージにあった食事や野菜が多く摂れるレシピ等の情
報をホームページ、広報いいづか等を通して周知を図ります

P.49 市民協働部 健幸・スポーツ課
ホームページ・広報のほかに、健康展やイオン等での健
康相談などで周知を実施。

食育いいづか（広報誌）の配布を行い、食育に関する啓発を行
います

P.49 教育委員会 学校給食課 毎月学校で配布、７月から市HPに掲載（８月を除く）

P.49 教育委員会 学校給食課
衛生研修会を年1回実施（7月26日開催）参加人数151
人

P.49 福祉部 子育て支援課
福岡県主催食中毒予防研修会（７月24日）に各園１名程
度参加し、その後各園の給食調理員に研修内容を報告。

P.49 教育委員会 学校給食課
調理員が自ら考えた献立をそれぞれに調理し、外部審査
員が審査及び評価するコンクール形式で実施（8月9日開
催）

P.49 福祉部 子育て支援課 実施していない。

家庭との連携
「早寝」「早起き」「朝ご飯」の習慣を身につけるように、家
庭と連携を取りながら、取組を推進します

P.49 教育委員会 学校教育課
県PTA連合会「新・家庭教育宣言」を活用して家庭に向
けて早寝・早起き・朝ごはんの奨励を行った。

高齢者のみ世帯で食事の確保と栄養改善が必要と認められる方
に対してバランスの取れた夕食を配達し、併せて訪問時に安否
確認を行います

P.49 福祉部 高齢介護課
利用実人数506人が利用し、バランスの取れた夕食を提
供し、安否確認を実施した。

高齢者を中心とした集いの場や市主催の教室において低栄養予
防・改善のための講座を開催します

P.49 福祉部 高齢介護課
フレイル予防教室の一環として10会場各1回講座を開催
した。

健康教室・健康相談等の
実施

情報発信

高齢期の低栄養予防・改
善

給食の資質向上

各ライフステージに応じた、健康づくりに関する活動や取組等
の情報をホームページ、広報いいづか等を通して周知を図りま
す

循環器疾患の危険因子（高血圧・脂質異常症・糖尿病等）につ
いて栄養・運動・喫煙・飲酒等の生活習慣病との関連について
周知を図ります

特定健診・特定保健指導、若年者健診、がん検診といった健診
（検診）等に関する情報提供を行い、受診勧奨に努めます

情報発信

関係機関との連携

健康診査等の受診勧奨

安全で安心な給食が提供できるように、衛生管理の充実並びに
給食調理員の資質向上を図ることを目的とし、講話や演習を行
います

献立内容の多様化による学校給食の充実に資するとともに、各
調理員が個々に調理技術の向上を図ることを目的に、学校給食
調理技術講習会を実施します
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第3節　身体活動・運動の習慣化

情報発信
運動の必要性や世代ごとの運動等の情報をホームページ、広報
いいづか等を通して周知を図ります

P.55 市民協働部 健幸・スポーツ課
ホームページや広報いいづか、交流センターだより等を
通して、運動教室やイベント等の周知を行った

関係機関との連携
医療機関や事業所、学校など各関係機関と連携し、運動習慣の
向上に向けた活動を支援します

P.55 市民協働部 健幸・スポーツ課
筑豊地区の中学生を対象としたソフトテニス教室を2回
学校主体のもと開催し、多くの参加があった。

誰もが気軽にスポーツに親しみ、健康で活力ある充実した生活
が送れるよう、各種スポーツイベントなどスポーツに親しむ機
会の充実、創出を図ります

P.55 市民協働部 健幸・スポーツ課

3月に頴田地区で開催したアビスパ福岡との共同事業
「健康づくり地域交流フェスタ」を三世代交流を目的と
して実施し、体を動かしながら、楽しめるイベントとし
て行った。

健康寿命の延伸を目指し、運動習慣の定着を図るため、健幸プ
ラザ「いいけん広場」を中心に、市内各トレーニング室の利用
を促進します

P.55 市民協働部 健幸・スポーツ課
健幸プラザをはじめとする6会場のトレーニング室利用
者数は延べ156,025人であった

福岡県の「体力アップシート」を活用して、休み時間における
運動の習慣化を図るとともに、運動する楽しさや達成感を抱か
せたり、体力の向上を図ります

P.55 教育委員会 学校教育課
市内小・中学生に体力アップシートを配付し、継続的に
運動・スポーツに取り組むことができるよう活用した。

学習指導要領に基づく教科のねらいを踏まえ、病気の予防に関
する指導を行います

P.55 教育委員会 学校教育課
小学校保健領域、中学校保健分野において系統的に病気
の予防について学習している。

児童センターにおいて、児童に健全な遊びの機会を提供し、そ
の健康を増進し、情操を豊かにすることを目的に、地域とのふ
れあい交流事業をはじめ、ボランティアによる各種体験活動や
スポーツ教室等を行います

P.55 教育委員会 学校教育課
児童センターで、三世代交流会や地域の子どもたちに卓
球教室を行った。

子育て支援センターでは、親子が交流し、一緒に遊べる事業を
実施し、楽しく運動・活動できる場づくりを行います

P.55 福祉部 子育て支援課
各支援センターで外遊びや季節に応じた行事を取り入
れ、月に一度は4支援センター合同での育児講座を実施
した。

年間通じて、サン・アビリティーズいいづかでは、アーチェ
リーや盲人卓球など障がい者スポーツを推進します

P.55 福祉部
社会・障がい者福
祉課

Ｈ30.11.18にアーチェリー大会、H30.6.17に盲人卓
球大会を実施した。また、これらの大会の実施に向け
て、練習の機会を確保した。

障がい者・障がい児及びボランティアの参加によるさわやかス
ポーツ大会を実施し、スポーツを通じた健康づくりを図ります

P.55 福祉部
社会・障がい者福
祉課

H30.6.17さわやかスポーツ大会を実施した。その結果
障がい児者150人、ボランティア92人が参加した。前
年度アンケートの結果に基づき、競技種目を検討し、参
加者の体力等を考慮した種目を実施した。

夏休み期間中、サン・アビリティースいいづかにて障がい者専
用利用日を設け、障がい児のプール利用を促進します

P.55 福祉部
社会・障がい者福
祉課

夏休み期間中、週２回障がい児者の専用利用日を設け、
プール利用の促進を行った。

高齢者を対象にフレイルチェック及びフレイル予防教室を実施
し、運動・栄養・社会参加分野におけるフレイル予防を促しま
す

P.55 福祉部 高齢介護課 市内11会場にてフレイル予防教室を開催した。

高齢者を対象とし、転倒予防、認知症予防を目的とした講座を
開催します

P.55 福祉部 高齢介護課
転倒予防目的の教室を16教室、認知症予防目的の教室を
8教室を開催した。

要支援・要介護認定者に対し、適切な介護サービスを提供しま
す

P.55 福祉部 高齢介護課
介護サービス利用を希望する認定者に適切にサービスを
提供した。

スポーツ施設の有効活用を進め、適正な施設管理とともに、誰
もが快適にスポーツを楽しむことができるスポーツ環境の整備
に努めます

P.56 市民協働部 健幸・スポーツ課 施設毎に修繕が必要な箇所を確認し、修繕を行った。

公園や児童遊園等の環境を整備し、老朽化した公園施設・遊具
の撤去・修理等を行い、安心して安全に利用できる公園づくり
に努めます

P.56 都市建設部 都市計画課
長寿命化対策支援事業として、19公園の遊具及び施設の
改築・更新を行った。

第4節　休養・こころの健康管理

情報発信
こころの健康に関する相談機関や窓口、専門医療機関等の情報
をホームページ、広報いいづか等を通して周知します

P.62 市民協働部 健幸・スポーツ課
情報をホームページ、広報いいづかのほかに、窓口にパ
ンフレットの設置等を通して周知した。

交流機会の充実
子ども、若者、高齢者、障がい者等、地域の様々な人が参加
し、交流できるような機会を提供します

P.62 市民協働部 健幸・スポーツ課
みんなの健康・福祉のつどいや健幸ウオーキング教室
（雨天のため中止）を実施

ゲートキーパーの育成を推進します P.62 市民協働部 健幸・スポーツ課 ゲートキーパー養成講座を1回（51人参加）実施

P.62 市民協働部 健幸・スポーツ課
各種相談センターについて健康相談・健康教育・訪問時
のほかに窓口にパンフレットの掲示等を通して周知し
た。

P.62 福祉部 高齢介護課
地域包括支援センター、在宅高齢者総合相談支援セン
ターに関する情報提供として年4回「いいづか在介だよ
り」を全戸配布にて発行し、周知を行った。

P.62 福祉部 子育て支援課
市報やホームページにて、家庭児童相談室の周知を図っ
た。

P.62 福祉部
社会・障がい者福
祉課

障がい者基幹相談支援センターの相談窓口を市ホーム
ページ、パンフレット、ガイドブックにより周知した。

P.62 市民協働部 健幸・スポーツ課 職員がこころの健康に関する研修会を受講した。

P.62 福祉部 高齢介護課
介護相談員を対象として年2回研修を実施し、延50人が
参加した。

P.62 福祉部 子育て支援課
県が主催する要保護児童連絡協議会調整担当者研修等に
参加した。

P.62 福祉部
社会・障がい者福
祉課

飯塚市障がい者相談員に対し、福岡県や当事者団体が主
催する研修会出席に交通費を支給するなど、研修を受け
やすい環境を整えるとともに、飯塚市主催で研修会を実
施し、相談員の質の向上を図った。

運動機会の充実

子どもへの健康指導

相談支援体制の充実

介護予防・フレイル予防
の取り組み

各種相談員や子育て支援センター、地域包括支援センター、在
宅高齢者総合相談支援センター、障がい者基幹相談支援セン
ター、生活自立支援相談室等の身近な地域の相談窓口につい
て、周知を図ります

研修会等の開催や受講により、各種相談員の資質や技術の向上
を図ります

障がい者のスポーツ機会
の推進

スポーツ施設や公園等の
環境整備

遊びの機会の充実
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P.62 市民協働部 健幸・スポーツ課
必要時、各種行政相談窓口と、地域の相談員・相談窓
口、関係機関との連携強化を図っている。

P.62 福祉部 高齢介護課
行政窓口、市内委託の地域包括支援センター、地域福祉
ネットワーク委員会等との連携を図り、相談支援体制づ
くりを継続して整備した。

P.62 福祉部 子育て支援課
飯塚市要保護児童連絡協議会を中心に、児童相談所など
の関係機関と連携を図った。

P.62 福祉部
社会・障がい者福
祉課

社会・障がい者福祉課職員が、民生委員や地域福祉に携
わる人を対象に「障がい者差別解消法」に関する研修会
の講師を務めることで、市職員と福祉関係者の連携強化
を図った。

P.62 市民協働部 健幸・スポーツ課
毎月2会場（穂波・庄内）で育児相談を行い、計２４回
（572人参加）実施。身長・体重測定、希望に応じて育
児相談や栄養相談を行った。

P.62 福祉部 子育て支援課
養育訪問支援事業にて、家庭児童相談室と保健センター
で訪問して、相談・助言・指導を行った。

学校での相談支援体制の
整備

いじめや不登校、非行等、複雑化・多様化する相談に、より専
門的な見地から早期に対応するため、スクールカウンセラーや
スクールソーシャルワーカーの配置を進めます

P.62 教育委員会 学校教育課
SC、SSW（計5名）の専門性を生かし、幼児・児童・
生徒が抱える悩みや不安、ストレス等の緩和、本人を取
り巻く環境への働きかけを行っていった。

第5節　喫煙の対策

情報発信
たばこの健康への影響や禁煙外来などの情報を、健診（検診）
時や母子健康手帳交付時の面談、両親学級、マタニティ教室等
を通して周知を図ります

P.68 市民協働部 健幸・スポーツ課
健診（検診）時や健康相談時の面談、健康教室、母子健
康手帳交付時の面談、両親学級、マタニティ教室等を通
して禁煙について周知した。

P.68 飯塚市役所
全課
(社会・障がい者
福祉課）

社会・障がい者福祉課で所管しているサン・アビリ
ティーズいいづか、穂波福祉総合センター、庄内保健福
祉総合センターの喫煙所は、敷地内の建物外に設置し
た。

P.68 飯塚市役所
全課
(生涯学習課）

イイヅカコミュニティセンターにおいて、屋外一か所の
みに喫煙所を設置し分煙を実施した。

P.68 飯塚市役所
全課
（総務課）

喫煙所を設置し、分煙に努めた

P.68 飯塚市役所
全課
（各支所市民窓口
課）

喫煙所を設置し、分煙に努めた

P.68 教育委員会
全課
（小中学校）

学校によっては煙場所を設置、それ以外は敷地内禁煙
小学校１９校中９敷地内全面禁煙、１０校喫煙場所を外
に設置
中学校１０校中１０校喫煙場所を外に設置

P.68 企業局
全課
（市立病院）

敷地内全面禁煙

必要に応じて専門機関を紹介し、禁煙をサポートしていきます P.68 市民協働部 健幸・スポーツ課
窓口にパンフレットの設置、必要時は、保健師が個別に
対応

P.68 市民協働部 健幸・スポーツ課
妊娠届出書のアンケート項目にて、妊婦の喫煙の有無を
確認した。また、母子手帳交付時の個別面談で禁煙の相
談を行った。

P.68 市民環境部 医療保険課
特定健診後の保健指導等で喫煙の有無を確認して必要に
応じて禁煙指導を行う。

第6節　飲酒による健康被害の減少

情報発信
飲酒の健康への影響やアルコール依存症などの情報を、健診
（検診）時や両親学級・マタニティ教室等を通して周知を図り
ます

P.71 市民協働部 健幸・スポーツ課
健診（検診）時や健康相談時の面談、健康教室、母子健
康手帳交付時の面談、両親学級、マタニティ教室等を通
して飲酒による健康被害について周知した。

P.71 市民協働部 健幸・スポーツ課
必要時、専門相談機関と連携を図りながら相談支援の充
実を図っている。

P.71 教育委員会 学校教育課
家庭や患者への支援は,学校教育課として行うことはない
が、下記のように児童生徒への啓発授業を実施してい
る。

アルコール教育
学校と連携し、アルコール教育の充実を図り、未成年飲酒の防
止に努めます

P.71 教育委員会 学校教育課
小・中学校における薬物乱用防止教室や保健体育分野に
おけるアルコールと健康に於いて、児童生徒に授業を実
施している。

妊産婦飲酒防止
アルコールが胎児や乳児に及ぼす影響についての周知徹底と妊
産婦の飲酒を防止します

P.71 市民協働部 健幸・スポーツ課
妊娠届出書のアンケート項目にて、妊婦の飲酒の有無を
確認した。また、母子手帳交付時の個別面談で禁煙の相
談を行った。

第7節　歯・口腔の健康

歯科保健に関する知識の普及啓発を図ります P.77 市民協働部 健幸・スポーツ課

母子手帳交付時に、安定期の歯科検診受診勧奨を行い、
歯の健康ブックを配付した。また、1歳6か月・３歳児健
診受診者に、歯科衛生士によるブラッシング指導を実施
した。

正しい歯磨きの方法や歯周病予防について情報提供を行います P.77 市民協働部 健幸・スポーツ課

母子手帳交付時に、安定期の歯科検診受診勧奨を行い、
歯の健康ブックを配付した。また、1歳6か月・３歳児健
診受診者に、歯科衛生士によるブラッシング指導を実施
した。

定期的な歯科健診の受診勧奨を行います P.77 市民協働部 健幸・スポーツ課 健康相談事業等を通じ、受診勧奨を実施した。

P.77 市民協働部 健幸・スポーツ課 歯科医師会と連携し、健康展でのコーナー設置。

P.77 教育委員会 学校教育課
依頼されたポスター等を学校に配布を行った。
歯ミガキ大会の募集を行った。

相談支援体制の充実
ライフステージに応じた個別の相談支援を図り、必要に応じて
専門機関を紹介します

P.77 市民協働部 健幸・スポーツ課
妊娠時から、ライフステージに応じた健診や相談事業を
通じて支援を図り、必要に応じて専門機関を紹介した。

口腔がん検診を実施します P.77 市民協働部 健幸・スポーツ課 年1回実施（２月）

高齢者を中心とした集いの場や市主催の教室において、オーラ
ルフレイル予防・口腔機能向上を目的とした講座を開催します

P.77 福祉部 高齢介護課
口腔機能向上としての出前講座として40回、認知症予防
教室の一環として10回、フレイル予防教室の一環として
22回実施した。

口腔機能維持向上の取り
組み

情報発信

関係機関との連携
学校や歯科医院等との連携により、むし歯や歯周病の予防に市
民全体で取り組まれるよう、啓発を行います

母子健康手帳交付・両親学級・マタニティ教室や特定保健指導
などで、禁煙の相談に応じ、必要に応じて専門機関を紹介しま
す

禁煙の相談支援体制の整
備

相談支援体制の充実
専門相談機関との連携を図りながら、アルコール依存症患者・
家族に対する相談支援の充実を図ります

公共施設での禁煙・分煙を徹底します禁煙の推進

各種行政相談窓口と、地域の相談員・相談窓口、関係機関との
連携強化を図ります

育児や子育てに関する相
談

家庭児童相談室では、家庭や社会における人間関係や児童養育
上の相談を行います。また、保健センターでは、乳幼児の発
育・発達相談、子育て・育児に関する相談、妊産婦の食事や授
乳に関する相談、離乳食・幼児食などの栄養に関する相談に随
時対応し、助言・指導を行います

相談支援体制の充実
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飯塚市健康づくり計画進捗確認シート 

食育推進計画における項目 実施内容
計画書
ページ

担当部署 担当課 平成３０年度実施状況

第2節　家庭・地域における食育の推進

P.86 市民協働部 健幸・スポーツ課
食生活改善推進会事業として実施（①男性料理教室　１
９回　２１８人　②元気食教室　１６回　１６５人　③
うちごはん学べるーむ　５回　６２人）

P.86 市民協働部 まちづくり推進課 実施事業なし

P.86 市民協働部
男女共同参画推進
課

年３回開催（１１・１２・１月）、延べ３６名参加

P.86 教育部 生涯学習課 年３４回開催

P.86 市民協働部 健幸・スポーツ課
ホームページや広報、ポスター等の掲示で食中毒予防の
啓発を行った。食生活改善推進員研修会・食生活改善推
進員養成講座においても食中毒予防について学習した。

P.86 市民協働部 まちづくり推進課 実施事業なし

P.86 市民協働部
男女共同参画推進
課

年１回情報誌サンクスを発行し、ホームページへの掲載
や公共施設等に配架

P.86 教育部 生涯学習課 交流センター報に掲載

P.86 教育部 生涯学習課 年27回開催

P.86 市民協働部 健幸・スポーツ課
食生活改善推進会事業として実施（①親子料理教室　６
回　１０１人　②エコ工房依頼親子料理教室　５回　４
４人　）

地域に伝わる郷土料理や四季折々につくられる行事食、伝統料
理等を市のホームページで紹介し、情報発信を行います

P.86 市民協働部 健幸・スポーツ課
食生活改善推進会事業として実施（①ふるさと料理講習
会　５回　４２人　②和食文化講習会　３回　５１人）

P.86 市民協働部 まちづくり推進課 実施事業なし

P.86 教育部 生涯学習課 年１４回開催

健康づくりの担い手育成・支
援

食育推進ボランティア等の育成及び支援のために、食生活改善
推進員の養成講座や勉強会等を行います

P.86 市民協働部 健幸・スポーツ課
食生活改善推進員研修会　４６回　８２５人
食生活改善推進員養成講座　２教室　修了者　１３人

第3節　学校、幼稚園・保育所等における食育

P.89 教育委員会 学校給食課 献立検討委員会を11回開催

P.89 福祉部 子育て支援課
給食栄養ソフト「わんぱくランチ」を活用し、栄養バラ
ンスや食育を踏まえた献立を作成し提供。

P.89 教育委員会 学校給食課
郷土料理やカルシウムデーなど毎月の献立にそれぞれ1
回取り入れ実施

P.89 福祉部 子育て支援課 行事食や季節の食材を使用した献立を提供。

P.89 教育委員会 学校給食課
衛生研修会を年1回実施（7月26日開催）参加人数151
人

P.89 福祉部 子育て支援課
飯塚市公立こども園・保育所給食における衛生管理マ
ニュアルを改訂し、給食調理員に周知徹底を図った。

P.89 教育委員会 学校給食課 給食試食会24校（延べ38回）実施

P.89 福祉部 子育て支援課 年1回保護者対象に給食試食会を実施。

P.89 教育委員会
学校教育課
学校給食課

「食育めざしの日」を年11回（月1回）設定し実施。

P.89 福祉部 子育て支援課
食育の日や食育月間、保護者向けに食育講座を実施し
た。

P.89 教育委員会 学校教育課
給食時間や学活、家庭科の時間等に担任や栄養士が子ど
もたちに食について話をした。

P.89 福祉部 子育て支援課
給食時間に保育士が子どもたちに食べものや栄養につい
て話をした。

P.89 教育委員会 学校教育課
県PTA連合会「新・家庭教育宣言」を活用して家庭に向
けて早寝・早起き・朝ごはんの奨励を行った。

P.89 福祉部 子育て支援課
食育だより5月号で「早寝、早起き、朝ご飯」について
記載した。

P.89 教育委員会 学校教育課 家庭科等において、食事の準備に関する学習を行った。

P.89 福祉部 子育て支援課 給食当番の活動で食事の準備や後片付けを体験した。

各学校、幼稚園・保育所等で、食育の日や食育月間の取組を推
進するとともに、保護者向けに食育講座を開催します

学校、幼稚園・保育所等の給
食の充実

栄養バランスの取れた献立を作成し、食育を踏まえた給食を提
供します

地域に伝わる郷土料理や行事食などを通して、季節を味わえる
献立を取り入れていきます

安全で安心な給食が提供されるように、衛生管理の充実ならび
に給食調理員の資質向上を図るための研修会等を実施します

ＰＴＡと連携して給食試食会や栄養士の講話、栄養士・調理員
との意見交流会などを行います

健全な食習慣の推進

子どもマナビ塾や子ども料理教室、親子料理教室を開催し、地
域の人と交流しながら食べ物を選ぶ力や調理をする楽しさ、食
べ物の大切さなどを学ぶ機会をつくります

男性料理教室やレディースカレッジ、交流センターなどの食育
事業を開催し、ライフステージに応じた正しい食習慣の確立や
安全・安心な食生活を送るための支援を行います

市のホームページや公共機関の掲示板等を利用して、安心・安
全な食生活の正しい知識の普及を行います

食文化の継承

交流センターなどで、四季折々の行事食や保存食・加工食の講
習会を実施し、食文化の継承に向けた取組を推進します

給食時間や教科等における取組として、担任や栄養教諭等によ
る食育教室を実施します

家庭での食事の準備など（買い物・料理・食事の準備・後片付
け）の体験学習を啓発します

明日を元気に過ごせるように、「早寝、早起き、朝ご飯」の実
践、啓発に取り組みます

食に関する指導の充実
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P.89 教育委員会 学校教育課
各学年において食に関する年間指導計画を作成し、教育
活動全体を通して学校における食育の推進を図った。

P.89 福祉部 子育て支援課
食に関する年間指導計画を作成し、健康・安全など食生
活に必要な基本的な習慣や態度を身につけさせるため、
年齢に応じた指導をした。

P.89 教育委員会 学校教育課
食育の一環として、特活の時間等に調理現場の見学を
行った。

P.89 福祉部 子育て支援課
健康スポーツ課による「出前授業」で食育講座を依頼し
行った。

P.89 教育委員会
学校教育課
学校給食課

給食献立表・食育いいづかを毎月作成し、学校にて配布

P.89 福祉部 子育て支援課 家庭へ定期的に月1回の食育だよりを配付。

P.89 教育委員会 学校給食課

毎月1回給食献立表・食育いいづかの配布。
平成31年1月27日（日）に学校給食体験イベントを実
施。試食会や色々な食に関わる体験コーナー、講演会を
実施。参加人数157人

P.89 福祉部 子育て支援課
保護者や市内各支援センターに月1回食育だよりを配布
した。

P.89 教育委員会 学校給食課 給食献立表・食育いいづかの配布：毎月1回実施

P.89 福祉部 子育て支援課
保護者対象の年1回の給食試食会の実施、及び月1回の給
食献立表、食育だよりを配付。また、各支援センターに
月1回食育だよりを配布。

保護者をはじめ市民に広く周知するために、学校給食体験イベ
ントなどを実施します

P.89 教育委員会 学校給食課
平成31年1月27日（日）に実施。試食会や色々な食に
関わる体験コーナー、講演会を実施。参加人数157人

P.89 教育部 生涯学習課 年27回開催

P.89 市民協働部 健幸・スポーツ課
食生活改善推進会事業として実施（①親子料理教室　６
回　１０１人　②エコ工房依頼親子料理教室　５回　４
４人　）

第4節　地産地消における食育の推進

各種イベントにおいて、関係機関・団体と連携し地場産農畜産
物の提供・直売などを行い、利用促進を図ります

P.94 経済部 農林振興課
「Ｉ ＬＯＶＥ 遠賀川」にて、農業体験学習で収穫した
お米とJAから提供された地元産のお米を使用したおにぎ
りを配布。

５年ごとに飯塚市地方卸売市場開場記念として、「市場まつ
り」を開催。市民に市場を開放し、地元農畜産物等のＰＲ及び
利用促進を図ります

P.94 経済部 農林振興課 実施なし。

P.94 教育委員会 学校給食課
毎月1回、全小中学校で旬の地場産野菜使用した献立を
実施。他、主にＪＡ嘉穂を通じ可能な範囲で地場産農産
物を使用。

P.94 福祉部 子育て支援課
食材の納品業者に飯塚市でつくられた農産物の積極的な
納品を働きかけ、毎月地元食材の占める割合の調査し
た。

マップや市の公式ホームページ等を使って、市内にある直売所
等を紹介していきます

P.94 経済部 農林振興課 「ＪＡふくおか嘉穂」へのリンクを掲載。

市の公式ホームページ等でレシピ紹介や各種イベントの情報提
供の充実を図ります

P.94 市民協働部 健幸・スポーツ課
ホームページ・広報のほかに、健康展やイオン等での健
康相談などで周知を実施。

P.94 経済部 農林振興課
市内小学校4校で実施（飯塚東小学校、鯰田小学校、椋
本小学校、大分小学校）。

P.94 福祉部 子育て支援課
園の菜園で種または苗植えから収穫、調理（カレー作り
など）まで体験した。

食に関する指導の充実

農業体験の推進

情報提供の充実

家庭・地域・関係機関と連携
した取組の推進

保護者や各関係機関等へ食育活動を啓発します

給食試食会の実施や給食献立表・給食だよりを通して、保護者
や地域へ学校給食・保育所給食の情報発信を行います

地元農畜産物等の利用促進

地産地消を推進するために、飯塚市でつくられた農畜産物を計
画的に学校や幼稚園・保育所等の給食に取り入れ、「いいづか
の台所」として提供し、推進します

調理現場の見学、栄養士による食育講座などを行います

食に関する年間指導計画を作成し、年齢に応じた指導により、
健康･安全など食生活に必要な基本的な習慣や態度を身につけさ
せます

学校や幼稚園・保育所等において、農業体験による菜園づくり
活動や収穫や調理体験等を通して、農作物への関心を高めると
ともに、農業への理解や感謝の気持ちを育てます

子どもマナビ塾や子ども料理教室、親子料理教室を開催し、地
域の人と交流しながら食べ物を選ぶ力や調理をする楽しさ、食
べ物の大切さなどを学ぶ機会をつくります

家庭への給食だよりや食育便りの定期的な配布を行います
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飯塚市健康づくり計画進捗確認シート 

がん対策推進計画における項目 実施内容
計画書
ページ

担当部署 担当課 平成３０年度実施状況

第2節　がん対策の推進

がんの種類や症状、治療法に関する正しい知識の普及に努めま
す

P.105 市民協働部 健幸・スポーツ課
情報を健康相談・健康教育時のほかに窓口にパンフレッ
トの設置等を通して周知した。

がん予防に関する情報提供の充実に努めます P.105 市民協働部 健幸・スポーツ課
情報を健康相談・健康教育時のほかに窓口にパンフレッ
トの設置等を通して周知した。

飯塚市立図書館では、筑豊地区のがん診療連携拠点病院（飯塚
病院・社会保険田川病院）の「がん相談支援センター」と連携
し、がんに関する書籍・チラシ・パンフレット等の案内サービ
スを行い、啓発に取り組みます

P.105 教育部 生涯学習課

がん情報に関するアンケートの実施。図書館イベントに
てがん相談支援センター協力による「がん専門相談員に
よる出張相談の実施」。がん情報普及のための連携会議
の実施。

がん検診に関する情報提供の充実に努めます P.105 市民協働部 健幸・スポーツ課
広報・ホームページでの情報提供のほかに穂波イオンで
のがん検診時に買い物客へ情報提供を行った。

子宮頸がん及び乳がんの早期発見、及びがん検診の受診促進の
ため、対象者の方に「無料クーポン券」を送付し、受診率の向
上を図ります

P.105 市民協働部 健幸・スポーツ課
無料クーポン券利用による子宮頸がん受診55人（受診率
9.1%）乳がん検診受診者199人（受診率25.3%）

P.105 市民協働部 健幸・スポーツ課 集団検診49回実施のうち、土日祝日に12回実施

P.105 市民環境部 医療保険課
特定健診の受診勧奨時に集団健診ではがん検診の同時実
施が可能な旨説明を実施。

精密検査が必要とされた方が確実に精密検査を受けるように、
受診勧奨を行い、受診率の向上を図ります

P.105 市民協働部 健幸・スポーツ課
精密検査未受診者には、電話、訪問等で精密検査の受診
勧奨を行った。

がん患者やその家族の心身の健康を維持するために関連機関と
連携し、支援体制の充実を図ります

P.105 市民協働部 健幸・スポーツ課
必要時、関係機関と連携し、支援体制の充実を図ってい
る。

がんのセルフチェックの方法について、普及啓発を行います P.105 市民協働部 健幸・スポーツ課
情報を健康相談・健康教育時のほかに窓口にパンフレッ
トの設置等を通して普及した。

相談支援体制の充実
相談窓口の周知や相談体制を充実し、がん患者や家族からの相
談に適切に応じます

P.105 市民協働部 健幸・スポーツ課
窓口にパンフレットの設置、必要時は、保健師が個別に
対応

情報発信

がん検診の受診促進

関係機関との連携

土日祝日での実施等、受診者の立場に立った検診を実施します
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母子保健計画における項目 実施内容
計画書
ページ

担当部署 担当課 平成３０年度実施状況

第1節　妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援

P.111 市民協働部 健幸・スポーツ課
窓口へリーフレットの設置、必要時は都度保健師が個別
に対応。

P.111 福祉部 子育て支援課
毎年子育てガイドブックを発行し(年間約5000部)、妊
娠から子育てにおける支援事業や
相談機関等を掲載している。

いいづか子育て情報紙すくすくを発行し、子育てや食生活、親子
で参加できる教室に関する情報提供を行います

P.111 福祉部 子育て支援課
年間22949部発行。保健センターや子育て支援セン
ター等の子どもと一緒に参加できるイベントを掲載。

母子健康手帳交付時に妊婦健康診査補助券を合わせて交付し、妊
婦健診の受診啓発を行います

P.111 市民協働部 健幸・スポーツ課
妊娠届出者数1.047名。
妊婦健診受診実人員1.562名、受診延人員12.513名。

P.111 市民協働部 健幸・スポーツ課
マタニティ教室…3回シリーズ×3回実施（２７名の参
加）、両親学級…年６回実施（１６８名の参加）

P.111 福祉部 子育て支援課
毎年子育てガイドブックを発行し(年間約5000部)、妊
娠から子育てにおける支援事業や
相談機関等を掲載している。

P.111 市民協働部 健幸・スポーツ課 新生児訪問39人、未熟児訪問21人、乳児訪問181人

P.111 福祉部 子育て支援課 赤ちゃんすくすく元気訪問件数778件

P.111 市民協働部 健幸・スポーツ課 H30年度特定妊婦把握数：110人

P.111 福祉部 子育て支援課
ファミリー・サポート・センター事業、子育て短期支援
事業、病児保育事業、休日等子育て支援事業などを実
施。

相談支援体制の充実
育児相談、栄養相談、発達相談等の相談窓口の周知や相談支援体
制を充実し、妊産婦や乳幼児の保護者からの相談に適切に応じま
す

P.111 市民協働部 健幸・スポーツ課

・育児相談：月１回（２会場）　・栄養相談：乳幼児健
診、育児相談、離乳食教室、食育出前講座、電話相談等
・発達相談：運動、言語、心理相談等専門職に協力を得
ながら　実施している。

第2節　子どもの健やかな成長を見守り育む地域づくり

P.114 市民協働部 健幸・スポーツ課
妊娠届出者数1.047名。
妊婦健診受診実人員1.562名、受診延人員12.513名。

P.114 福祉部 子育て支援課
母子手帳交付時やブックスタート等で、ガイドブックや
すくすく情報紙、子育て支援事業のチラシを配布しても
らい、情報提供を行っている。

母子手帳交付時や両親学級及び乳幼児健診時に、父親への育児参
加を促していきます

P.114 市民協働部 健幸・スポーツ課 両親学級…年６回実施（８４名の父親参加）

P.114 市民協働部 健幸・スポーツ課 Ｈ30年度に子育て世代包括支援センターを設置。

P.114 福祉部 子育て支援課 家庭児童相談員３名、母子父子自立支援員２名

P.114 教育委員会 学校教育課
児童・生徒に関する様々な問題（相談）について、子育
て支援課と連携し、対応にあたった。

第3節　「育てにくさ」を感じる親に寄り添う支援

P.117 市民協働部 健幸・スポーツ課
子どもの社会性の発達過程を知っている親の割合
88.2%

P.117 福祉部 子育て支援課
ガイドブックやすくすく情報紙において、子育て支援セ
ンターや子育て団体の紹介、子育て支援事業について掲
載。

P.117 教育委員会 学校教育課
発達障がいの悩みのある就学前の保護者を対象に相談会
を開催し、就学後はスクールカウンセラー事業の活用、
発達障がい研修を開催し情報を提供した。

乳幼児健康診査の受診率向上に努め、身体計測、医師・歯科医師
の診察などにより、疾病や異常の早期発見に努めるとともに保健
指導や育児に関する相談を行い、健康診査未受診者への訪問・連
絡を行います

P.117 市民協働部 健幸・スポーツ課

各健診毎月２回、年２４回実施（２会場に分けて実施）
H30年度乳幼児健診受診者数…4か月児健診：974人、
8か月児健診：1032人、1歳６か月児健診：1083人、
３歳児健診：1127人

地域子育て支援センターにおいて、保健師等による身長・体重測
定、育児相談等を行い、保護者の子育て不安の解消や支援に努め
ます。また、保健センターと各地域子育て支援センターとの連携
を強化し、相談体制の充実を図ります

P.117 市民協働部 健幸・スポーツ課 4会場×各3回実施　延人員84名

P.117 市民協働部 健幸・スポーツ課
H30年度特定妊婦把握数：110人
(内訳)精神疾患がある:41人　経済的困窮:47人　支援者
がいない:18人　入籍予定なし:30人

P.117 福祉部 子育て支援課 子どもなんでも相談、養育支援訪問事業等で相談対応

P.117 教育委員会 学校教育課

困り感のある保護者に対しては、スクールカウンセラー
等との面談をすすめた。また、虐待問題等に関しては、
子育て支援課、児童相談所、警察機関と連携し支援を
行った。

情報発信

子育てに関する情報提供の充実に努めます

妊産婦の健康管理

マタニティ教室・両親教室を開催し、出産・育児の不安を軽減す
るとともに、子育てに必要な情報を提供します

乳幼児の健康管理
「新生児訪問」や「赤ちゃんすくすく元気訪問」を実施し、親子
の健康状態を確認するとともに、子育ての悩みや心配事の軽減が
できるようなお手伝いをします

関係機関との連携 関連機関と連携し、子育て支援体制の充実を図ります

情報発信

母子健康手帳の交付をスタートに、子育てに関する地域の社会資
源の情報提供の充実に努めます

相談支援体制の充実
各種相談員や子育て支援センター等の相談窓口の周知や相談支援
体制を充実し、保護者からの相談に適切に応じます

情報発信
親が安心して子育てを楽しむことができるように、子どもの発達
段階や特性、より良い関わり、地域にある資源や制度について周
知し、学べる機会を提供します

子どもへの健康指導

相談支援体制の充実 身体的、精神的、経済的、社会的な支援が必要な世帯を妊娠期か
ら把握し、適切な支援を包括的に提供できるよう努めます
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母子保健計画における項目 実施内容
計画書
ページ

担当部署 担当課 平成３０年度実施状況

第4節　妊娠期から児童虐待予防への取り組み

児童虐待防止推進月間に取り組み、啓発活動に努めます P.121 福祉部 子育て支援課 11月に講演会及び街頭啓発活動を実施

乳幼児揺さぶられ症候群の啓発をし、正しい知識を伝えます P.121 市民協働部 健幸・スポーツ課 乳幼児揺さぶられ症候群を知っている者の割合　96.6％

妊娠届出時から相談ごとに応じ、関係づくりに努めます P.121 市民協働部 健幸・スポーツ課
妊娠届出者数1.047名。
妊婦健診受診実人員1.562名、受診延人員12.513名。

身体的、精神的、経済的、社会的な支援が必要な世帯を妊娠期か
ら把握し、適切な支援を包括的に提供できるよう努めます

P.121 市民協働部 健幸・スポーツ課
妊娠届出者数1.047名。
妊婦健診受診実人員1.562名、受診延人員12.513名。

保健指導、新生児訪問等の母子保健事業や、地域の医療機関等と
の連携により、支援を必要とする親子の早期発見に努めます

P.121 市民協働部 健幸・スポーツ課
新生児訪問等の母子保健事業や、医療機関等との連携に
より、支援を必要とする親子の早期発見に努めている

「飯塚市要保護児童連絡協議会」では、代表者会議・専門部会・
実務者会議を適宜開催し、虐待をはじめとした要保護児童の支援
に関わる関係機関の連携強化に努めます

P.121 福祉部 子育て支援課 代表者会議２回、部会３回、乳幼児部会２回開催

P.121 市民協働部 健幸・スポーツ課
地域での子育て支援、保育所や学校、医療機関等と連携
し、児童虐待の予防及び早期発見、早期対応に努めてい
る

P.121 福祉部 子育て支援課
会議、訪問、窓口、電話等で関係機関と連携して児童虐
待の予防及び早期発見、早期対応を実施

P.121 教育委員会 学校教育課
児童・生徒虐待について、関係機関と連携し、具体的対
応にあたった。

子どもへの健康指導
乳幼児健診未受診者を把握し、電話や訪問による受診勧奨や必要
な福祉サービスの利用に向けた支援を行います

P.121 市民協働部 健幸・スポーツ課

各健診毎月２回、年２４回実施（２会場に分けて実施）
H30年度乳幼児健診受診者数…4か月児健診：974人、
8か月児健診：1032人、1歳６か月児健診：1083人、
３歳児健診：1127人

情報発信

支援体制の充実

地域、保育所や学校、医療機関等と連携し、児童虐待の予防及び
早期発見、早期対応に努めます
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