
４　健康増進

  (１)　健康づくり文化創造事業

　　　健康づくり応援施設認定状況（運動分野）

新規

総数

　　　健康づくり応援施設認定状況（食事分野）

新規

総数 （取り消し３）

　　　健康づくり応援施設認定状況（禁煙分野）

新規 43 新規 44

総数 641 総数 668

 (２)　禁煙支援事業

（平成26年度）

施　設　数
1

15

（平成26年度）

施　設　数
0

49

（平成26年度）

禁煙施設
分煙施設 計

敷地内禁煙施設

〈禁煙支援コーナー〉
　・呼気中一酸化炭素濃度測定、簡易肺年齢測定
　・無料禁煙相談、禁煙指導
〈普及・啓発コーナー〉
　・禁煙宣言箱の設置、タバコをやめる宣言書交付
　・禁煙標語コンクール表彰式及び応募作品展示
　・パネル展示、DVD放映
　・禁煙クイズ

施　設　数
1

27

　①世界禁煙デー関連イベント　（平成26年度）

日時 平成２６年６月１日（日）午後１時３０分～４時

194

10

②禁煙治療費助成金交付事業　（平成26年度）

申請件数 交付件数

３件 ３件

場所 倉吉ショッピングセンターパープルタウン　パータン広場

参加者数

呼気中一酸化炭素濃度測定　２２名
簡易肺年齢測定　　　　　　　　 ２２名
無料禁煙相談、禁煙指導　　　１５名
タバコをやめる宣言　　　　　　　  １名

内容



１組：7月29日（火）
2組：7月30日（水）
時間はいずれも9:00～12:00

おおぞら組：10月17日（金）
たいよう組：11月10日（月）
時間はいずれも9:00～12:00

12月5日（火）
9:00～12:00

1組：43名
(年長児17名、保護者10名、
スタッフ14名、職員等2名）
2組：46名
(年長児18名、保護者14名、
スタッフ14名）

おおぞら組：44名
(年長児21名、保護者12名、
スタッフ11名）
たいよう組：44名
(年長児21名、保護者12名、
スタッフ11名）

年長児クラス：34名
（年長児15名、保護者11名、ス
タッフ8名）

栗ご飯、味噌汁 さつまいもご飯、味噌汁

参加者数 保育所関係者、食生活改善推進員、行政関係者等２３人

内　容

・事業報告「『幼児の心と体を育てるクッキング活動実践モデル事業』
　　　　　　　―中部圏域３年間の取組と成果について」
　　中部総合事務所福祉保健局　管理栄養士　小塩　和泉
・活動紹介
　①北栄町における「子どもの心と体を育てるクッキング活動」について
　　　　「幼児の心と体を育てるクッキング活動実践モデル事業」の取組について
　　　　　北栄町健康推進課　栄養士　佐古　菜奈子　氏
　　　　北栄町立北条こども園の食育活動について
　　　　北栄町立北条こども園　主任　岩本　美香　氏
　②「琴浦町こどもクッキング」を通しての食生活改善推進員との連携について
　　　琴浦町健康対策課　栄養士　黒木　裕子　氏
　③「幼児の心と体を育てるクッキング活動」のスタッフ活動
　　　　鳥取短期大学生活学科食物栄養専攻　 ２年生　大城　麻子　氏
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　２年生　影山　真友美　氏
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　２年生　見生　由美子　氏
・意見交換
　　「食を通じた子どもの健全育成」を目指して
　　　　～子どもが主役の体験型食育活動への期待と私達の役割

参加者

クッキング
実施日時

　ウ）幼児の心と体を育てるクッキング活動実践モデル事業活動実践報告会

実施日時・場所 平成２７年３月１３日（金）午後１時３０分～午後４時　鳥取短期大学

実施献立 ご飯、味噌汁

実施施設

（１回目）平成２６年５月２２日（木）　午後１時～午後４時４５分
（２回目）平成２６年６月１９日（水）　午後１時～午後４時４５分

（１回目）
①行政説明「幼児の心と体を育てるクッキング活動について」
②保育専門員による講話
・困り感を抱える子どもについて
・子どもの発達と食育について
③活動紹介
北栄町「幼児の心と身体を育てるクッキング活動」
④グループワーク「幼児のクッキング活動でSWO分析」
（２回目）
 演習：「クッキング活動指導の手引き」を活用して

鳥取短期大学食物栄誉専攻学生、行政栄養士、保育所職員、食生活改善推進員等

（１回目）２２人　　（２回目）３２人

　イ）幼児の心と体を育てるクッキング活動実践モデル事業

大誠こども園 北条こども園 由良こども園

（３）栄養改善事業
（平成26年度）

　ア）クッキング活動実践研修会

　　①食育推進普及事業

参加者数

日時

内　容

対象者

場所 鳥取短期大学



（平成26年度）

回数 延人数 回数 延人数 回数 延人数 回数 回数 延人数 回数 延人数

0 0 0

0 1 2 195 3 202

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 296 5 303

　　②給食施設指導状況

特　定　給　食　施　設 その他の給食施設

合　　計

1回 100食以上 1回 300食以上 1回 ５０食以上

又は1日250食以上 又は1日750食以上 又は1日100食以上

栄養士が 栄養士が 栄養士が 栄養士が 栄養士が 栄養士が

い　る いない い　る いない い　る いない

個別指導延施設数 8 3 1 0 2 2 16

　　③栄養改善指導状況 （平成26年度）

個　別　指　導

合
計

集　　　団　　　指　　　導

合　計

未
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　複　　数
ﾘｽｸの有す

る患者
難病患者 その他

延人数

母　　　　子
0 0 0

（妊婦 及び 乳幼児）

20歳未満

20歳以上 7

指　導　者
0 2 101 2 101

（食生活改善推進員）

合　　　計 0 7

　④管内行政栄養士業務検討会　（平成26年度） 回　数 ２回 延人数 １６人

場　所 三朝町立竹田公民館

内　容

・講話「『ざっこの会』の活動が結ぶ地域のつながり」
　　講師：竹田地域協議会産業振興部「ざっこの会」会長　岩世黎子氏
・体験実習「ノルディックウォークによる地域散策と美味しいヘビパンづくり」
　　ノルディックウォーク講師：三朝町子育て健康課　岩山美由紀副主幹
　　ヘビパンづくり講師：「ざっこの会」会員の皆さん
・ランチョンセミナー「竹田地域の魅力を知る―焼きたてヘビパンと地域の食材を楽しみ
ながら」
・意見交換「食を通した地域づくりの可能性」
　　参加者：交流会参加者、竹田地域協議会及び「ざっこの会」会員

参加者 行政栄養士、食生活改善推進員等７人

内　容

・講義「鳥取県の農業の現状と今後に向けた取組」
　　講師：鳥取県立農業大学校　為計田ひろみ校長
・施設見学及び実習
　　「施設見学、収穫体験、収穫野菜を使った調理実習」
・活動紹介「農業大学校卒業後の取組と私の思い」
　活動紹介者：数馬明展氏、山中清司　氏
・意見交換「これからの農業と私達にできること」

参加者 教諭、行政栄養士、食生活改善推進員等１８人

第2回体験交流会

日　時 平成２７年３月５日（木）　午前９時３０分から午後２時まで

場　所 鳥取県立農業大学校

　エ）中部圏域食育推進ネットワーク交流会

日　時 平成２６年１２月５日（金）　午前９時～午後２時

第1回体験交流会



  （４）歯科保健事業

　①８０２０運動推進事業

平成２６年１１月２０日（木）　午後１時３０分～３時３０分

中部総合事務所　２０５会議室

中部総合事務所２号館　保健指導室

８２５人

７０７人（８５．６％）

７組（倉吉市：母子１組、湯梨浜町：母子２組、琴浦町：母子１組、北栄町：母子３組）

母子の部最優秀組：湯梨浜町親子　(父子の部は参加なし)

②健口食育プロジェクト事業

　健口キッズ支援コース

３３人

　③歯科保健事業実施状況 （平成26年度）

集

団 延人数 0 91 91

個別（延人数）

開催回数 0 2 2

中部総合事務所２０２会議室

参加者数

内容

① 講演第一部
　テーマ：「子どもの口腔機能向上とその支援
　　　　　　　　　～ヘルスプロモーションを中心に考えてみる～」
　講　師：桑名慎太郎　歯科医師（パープル歯科クリニック）
② 講演第二部
　テーマ：「口腔機能と遊び～お口をつかった遊びのメニューの活用」
　講　師：鳥取県中部療育園　居組千里　言語聴覚士

区　　分
健　診　・　保　健　指　導

乳幼児 障害者 その他 計

平成２５年度
３歳児歯科健診受診者数

　うちむし歯のない児の数

※母子の部最優秀組を県審査へ推薦し、優秀賞を受賞。

日時 平成２６年１０月２２日（水）午後１時３０分から３時３０分まで

内容

（１）講演
「障がいのある人のお口の健康について」
講師：谷口晶英歯科医師（谷口歯科医院）
（２）実習
「障がいのある人の口腔ケアについて」
鳥取県立総合療育センター　佐々木智子歯科衛生士

　ウ）中部圏域における親子のよい歯のコンクール

日時 平成２６年６月２日（月）午後１時３０分から午後３時

場所

９組（倉吉市：父子０組・母子２組、三朝町：推薦なし、湯梨浜町：父子０組、母子２組、
琴浦町：父子０組、母子１組、北栄町：父子０組、母子４組）

日時

（報告事項）
・中部圏域各歯科健康診査結果
・平成２６年度中部圏域各市町村歯科保健事業実施状況
・平成２６年度鳥取県歯科保健事業実施状況
・平成２７年度鳥取県歯科保健事業（案）
（協議事項）
・フッ化物洗口について
・歯周病予防対策の推進について
（その他）
・歯と口腔の健康づくり推進条例制定記念フォーラムについて

　イ）中部地域歯科保健関係者研修会（１回／年）

平成２７年２月５日（木）　午後１時３０分～４時

中部総合事務所　講堂

２９人

　　ア）中部地域歯科保健推進協議会開催状況（１回／年）（平成26年度）

最優秀組

場所

場所

内容

日時

場所

参加者数

管内市町推薦組数

コンクール参加組数


