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愛知県 豊川市 
 

   

【お問合せ先】 豊川市役所子ども健康部 

◎保育課 外山・小林  TEL:0533-89-2274 E ﾒｰﾙ: hoiku@city.toyokawa.lg.jp  

◎保健センター 中村(歯科衛生士) TEL:0533-89-0610  E ﾒｰﾙ: hokens@city.toyokawa.lg.jp 

 

ＴＥＬ 0533-89-0610  Eメール：hokens@city.toyokawa.lg.jp（保健センター） 
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地元保育士 が 作詞作曲♪ ～とよかわっ子のむし歯予防のために～ 

 

平成 28 年 1 月 4 日 

豊川市政記者クラブ加盟社 各位 

 

 

 

 

 

豊川市では、愛知県で「子どもの永久歯にむし歯を持っている子の割合が多い」こと

や、「保育園で歯みがき実施している園の割合が少なかった」ことから、園で安全に歯

みがきができる環境づくりができるようにと、市内保育園に勤める保育士と保健センタ

ー歯科衛生士が協働し「ピタ・コチョソング♪（豊川オリジナル歯みがきの歌）」を作

成しましたので下記のとおりお披露目会をします。ぜひご取材ください！ 

記 

１ 開催日時・場所 

平成 29年 1月 19日（木）14：30～勤労福祉会館 1階大研修ホール   

※添付の研修会の第Ⅰ部で「ピタ・コチョソング♪お披露目会」をします。 

       
２ 作詞作曲者 

市内保育士 2名 （御油保育園 清水
しみず

崇史
たかし

、国府保育園 鈴木
すずき

 心
しん

） 

※普段、趣味でギター・ウクレレなど音楽活動をしていることから、有志で作詞作曲を申し出てくれる。 
  

３ ピタ・コチョソング♪がつくられた経緯 

歯みがきをしていなかった御油保育園・国府保育園が「豊川市の現状をどうにかしな

くちゃ！」と、H27年度から昼のはみがきを開始。園児が音楽を聴いて、安全に楽しく

歯みがきタイムをつくれたら！と、音楽好きの保育士が有志で、豊川市オリジナル「ピ

タ・コチョみがき」を使って作詞作曲を手がける。 
 

４  ピタ・コチョみがきとは？ 

 保健センター歯科衛生士が、歯科保健の地域啓発のために豊川市オリジナルとして 

ネーミングを作成。「ピタっとあてて・コチョコチョみがく～ピタ・コチョ運動～」と 

して、子どもから大人までのむし歯や歯周病予防のために啓発している。 

 

５ 今後の予定 

 ＣＤと譜面を作成し、市内保育園と幼稚園へ配布予定。 
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平成 年

Ⅳ ワークショップ
むし歯未処置歯を放置させない環境づくりにむけて

『お知らせ票どう使う？』
進 行：豊川市保健センター歯科衛生士 中村恵奈

平野 義雄 氏

平成28年度 地域啓発活動（歯科）『園関係者むけ研修会」・ H28年度愛知県豊川保健所地域歯科保健課題対応事業

裏面へ

日 程

場 所

かとう かずお

1月19 日 （木）

講師

時 間 14：30～17：00 

29

勤労福祉会館 1階 大研修ホール

愛知学院大学歯学部 准教授
口腔衛生学講座 歯学博士

出席者
連絡必要

主催： 豊川市 ( 保健センター ・ 保育課 ）
共催：一般社団法人豊川市歯科医師会 ・ 愛知県豊川保健所

加藤 一夫氏

豊川市歯科医師会
理事 副会長
(歯科医師）

の

ひ ら の よ し お

開場14：00～

※ 車は、保健センター駐車場へ停めてください！！

Ⅲ講演
園児期における生活習慣の大切さ ☆

『園の環境による影響・健康格差』
◎健診の役割 ◎フッ化物洗口のウソ・ホント！
◎園児期の生活習慣の影響 など

対 象 各園1名ご参加ください♪

Ⅰピタ・コチョソング♪お披露目会
御油保育園 清水崇史 保育士 ・ 国府保育園 鈴木心 保育士

内 容

助言者

なるべく園長・主任級の方の出席をお願いします。

う蝕予防強化対策研修会

とよかわっ子
豊川市の子ども達は、愛知県の中で「永久歯にむし歯がある子の割合が多く！」

そして「多数のむし歯を持つ子の割合が多い！」のが特徴だそうです。

さらに、最近では大人の特定健診結果からは（国保加入者）

血糖値は高い人の割合が多いことなど、この地域の特徴としてわかってきました。

健幸・健口（けんこう）は、地域の環境によってつくられます！

地域みんなでチカラを合わせれば、環境はまだまだ好転できる♪

健幸・健口を守ろう！

Ⅱ還元 豊川市の子どもの歯科保健状況 ～歯科健診データーの報告～

愛知県豊川保健所（歯科衛生士） 小栗智江子 氏

けんこう けんこう



御油保育園・国府保育園は、歯みがきをしていなかったの

ですが、豊川市の子どもたちは、永久歯にむし歯が多いこと

を聞いて、歯みがきをはじめました。「保育園で安全に楽し

くに歯みがきタイムができたら♪」「まだ歯みがきしていな

い園もこの曲で歯みがきできるようになれば♪」「地域の役

にたてたら♪」という思いでつくりました。ＣＤと譜面がで

きたらまた配布します。ぜひ使ってください

名 前 役職 名 前 役職

ふりがな ふりがな

ふりがな ふりがな

＜講師＞

愛知県歯科医師会PR

キャラクター

豊川市保健センター行き FAX 0533-89-5960

１９８５年（昭和６０年）

３月 東京歯科大学卒業

４月 東京歯科大学矯正学教室研修課程入局

１９８８年（昭和６３年）

３月 東京歯科大学矯正学教室研修課程修了

現 平野歯科医院（豊川市山道町） 院長

Ｈ29/1/19 う蝕予防強化対策研修会 申込み

愛知学院大学歯学部 准助教

口腔衛生学講座 歯学博士

加藤 一夫 氏

豊川市歯科医師会
理事 副会長

ひらの よしお

豊川市保健センターへ問合せ
・

申込み先
①メール hokens@city.toyokawa.lg.jp

②上記を記入しＦＡＸ （0533） 89-5960

℡ 0533-95-4803

かとう かずお

はちまるくん にいまちゃん

清水 崇史せんせい

平野 義雄 氏

鈴木 心せんせい

御油保育園 保育士 国府保育園 保育士
紹介

園名（ ）出席 ・ 欠席

日本口腔衛生学会指導医
日本公衆衛生学会認定専門家
ORCA(European Organisation for Caries Research)会員
IADR(International Association for Dental Research)会員
平成17年度日本口腔衛生学会学術賞

1975年 3月愛知県立岡崎高校卒業
1981年 3月愛知学院大学歯学部卒業
1988年 1月歯学博士
1993年 4月～1994年 3月英国リーズ大学歯学部客員研究員（Div. of oral 

Biology）
1998年 4月愛知学院大学歯学部助教授
2007年 4月愛知学院大学歯学部准教授（教員組織変更のため）

1998年より
NGO：AGUDAA-V-フィリピンでの活動（マニラ・スラム地域のボランティア活動）
2003年 4月より 豊田市学校評議員（学校アドバイザー）
2011年 7月より 愛知学院大学歯学部同窓会AGUDAA-V-フィリピン事務局長

＜助言者＞

ピタ・コチョソング♪作詞作曲者
すずき しんしみず たかし
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