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第２回 へきなん健康づくり２１プラン検討委員会 会議録 

１ 日時 令和元年１０月４日（金） 午後１時３０分から２時２５分 

２ 場所 碧南市役所 会議室１ 

３ 出席者及び欠席者 

（１）出席者 １４名 

   山中寛紀、原田公、加藤丈博、水野博史、奥村晋平、山田正教、杉浦弘晃、 

石原智子、中根みはる、杉浦秀司、中川英治、山田昌宏、亀島政司、石川素子 

 （２）欠席者 ５名 

    沢井智美、山本直仁、木戸美代子、禰宜田知司、鈴木裕（代理 石原 竹春出席） 

 （３）事務局職員 

    健康課長 齋藤雅人、母子保健係長 羽佐田美和子、成人保健係長 石川麻子、 

    庶務係長 遠藤恵里 

４ 傍聴者なし 

５ 協議事項 

 （１）へきなん健康づくり２１プラン中間評価報告書の素案について 

６ 議事の要旨 

事務局 

（齋藤課

長） 

皆さん、こんにちは。定刻となりましたので、ただいまから第２回へき

なん健康づくり 21プラン検討委員会を開催いたします。 

本日はご多用中のところ出席いただきまして誠にありがとうございま

す。私は健康課長の齋藤と申します。よろしくお願いいたします。 

まず会議に先立ちまして会議の公開について説明します。前回の会議で

も申し上げましたが、碧南市では会議の公開を行っており、この会議は

傍聴が可能で会議資料及び会議は公開となります事をあらかじめご承知

おきください。 

本日の委員の出席は現在委員 19 名中、1 名を除き 14 名となっておりま

す。これはへきなん健康づくり 21 プラン検討委員会設置規定の第５条

の規定により本日の会議が成立している事をご報告申し上げます。 

それでははじめに山中会長にご挨拶お願い申し上げます。 

山中会長 失礼します。台風が過ぎ去りましたが昔は 10 月になると衣替えと言っ

ていましたが、最近はまだ半袖が十分通用するような暖かい天気で、地

球の温暖化とかなり関係があるのではないかと思います。健康づくり

21 の企画の中でもこういった地球環境の変化や温暖化の問題など色々

な環境が我々の健康を脅かしているという事があります。そういった流

れの中で第２次の場合１次と違った問題に関しても変化が表れてくるの

ではないかと思います。本日は第２回の会議ですが中間評価報告という

事で皆さんに検討いただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い

いたします。 

事務局 

（齋藤課

長） 

ありがとうございました。ここからの議事進行は山中会長にお願いいた

します。 

山中会長 それでは早速議題に入りたいと思います。議題（１）へきなん健康づく
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り 21 プラン中間評価報告書の素案について事務局より説明お願いしま

す。 

事務局 

（石川係

長） 

＊へきなん健康づくり 21 プラン（第二次）中間評価報告書（素案）に

基づき説明 

１８ページ 

資料にはありませんが、第１回検討委員会で脂質異常症の減少について

はＬＤＬコレステロールいわゆる悪玉コレステロールの減少だけではな

くてＨＤＬコレステロール善玉コレステロールにも着目したらどうかと

いうご意見をいただきました。ＨＤＬコレステロールの増加をデータで

確認しましたが、適切な目標指標となるようなものは難しかったので、

今回追加は見送ることにしました。しかし、脂質異常症の予防に関する

健康相談や健康教育等の現場においては、そういった内容は常に盛り込

んでいますので、取り組みは引き続き継続していきます。 

 

２９ページ 

今後の方向性をご覧いただいて、第１回検討委員会で、骨粗しょう症予

防について触れられていないがいかがでしょうかとご意見いただきまし

た。策定時のプランもこの身体活動・運動の分野の中でロコモティブシ

ンドローム運動器症候群の予防に含めて骨粗しょう症の予防について取

り上げています。中間評価の中でも同様にこちらに記載していきます。 

 

３０ページ 

現在の状況の上から３つ目ですが、テレビの視聴時間が４時間以上の子

ども（３歳児）の割合は、減少しており目標値を達成しておりますが、

第１回検討委員会で現在では幼児でもテレビよりスマートフォンやタブ

レット等の視聴時間の方が問題になるのではないかとご意見いただきま

した。乳幼児健康診査の検診項目に現在スマートフォンやタブレットに

ついての内容追加も検討されているところで、そちらに項目が入ってこ

れば取れるデータもありますが、現地点では得られる情報がありません

ので今回の指標の追加は見送りました。乳幼児健診や健康相談、健康教

育において保健指導はスマートフォンやタブレットについても必要に応

じて行っていきます。 

 

３２ページ 

１点訂正ですが、この指標の見直しの表の中の目標値ですが、３歳児の

父の目標値が 30％以下になっていますが、３か月児、１歳６か月児検

診と合わせて 20%以下です。大変申し訳ありませんが 20%以下に訂正を

お願いします。 

 

資料にはありませんが、第１回検討委員会で加熱式たばこの使用者が現

在増加しているため紙巻たばこと分けた指標にしてはどうかとご意見い

ただきました。現在厚生労働省が示している加熱式たばこの科学的知見

ですが、加熱式たばこの主流煙に含まれる発がん物質は、紙巻たばこに

比べて少ない事と、紙巻たばこと同定分ニコチンを含む製品も加熱式た

ばこの中にはあると言われています。喫煙時の室内にけるニコチン濃度
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については、紙巻たばこに比べれば加熱式たばこの方が低いと言われて

いますが、受動喫煙のリスクについては策定開始が平成 26 年 11 月から

でデータが整っておらず十分な科学的根拠が得られていないので研究を

続けていくことになっています。目標指標となるデータは得られない為

今回の中間評価の判定には見送りしたいと思います。しかし加熱式たば

こについては、ＷＨＯや国から示されることがあるかと思うのでそちら

に留意していきたいと思います。 

山中会長 ありがとうございます。42 ページにわたって施策が書いてあります中

間評価報告書素案でありますが、大変内容も盛りだくさんですが、ご意

見ありましたらお願いします。いかがでしょうか。 

Ａ委員 22 ページの歯科疾患で、指標の状況の２つ目う蝕のない者の増加とあ

ります。ここの 12 歳のところを見ていくと、策定時が 67.7％で、現状

値が 78.0％、目標値が 77.0％以上で、以上という言葉が付いているの

で、それ以上になっていけばいいですが、判定もＡなので、例えば現状

値が 78 あるという事は、これよりも上げた方がいいと考えを持つの

か、とりあえず５年後も 77 を超えていればよしとする考えでいくの

か、Ａ判定のところが何か所もあるので、そこのところを５年後どうい

う風に持っていくのか。変えた方がいいのかそのままでいいのか何かお

考えがあれば教えてください。 

事務局 

（石川係

長） 

Ａ判定については、指標を更に上げるという事は考えていません。当然

これを維持向上を目指すことで、特段数値を変える事は考えていませ

ん。ご意見があればいただきたいと思います。 

山中会長 どうですか、よろしいですかそれで。 

Ａ委員 今までの５年間ももちろん変動あってのこれだと思うので、なかなかそ

れ以上に上げるというのは難しいと思うので、現状値を下げないように

という努力はしていただけたらと思います。 

山中会長 ありがとうございます。他にいかがでしょうか。 

Ｂ委員 資料を見ると、８ページ医療費の変動が平成 28 年度が最終的なデータ

として表になっていますが、平成 28年度以降 29年、30年とデータがな

いので、こういうものになっているのでしょうか。９、10 ページだと

29 年度になっていますが、決算が終わっているので当然ここは 30 年度

の数値はあるはずですが、29 年度で記載してある、また他のところは

28 年度ということだと、かなりデータが古いなという感覚を持ちま

す。これは最新のものに変えていくつもりなのか、このままこれしかデ

ータがないのかどちらでしょうか。 

事務局 

（石川係

長） 

第１章については、この資料を作った時に得られる既存の資料から作っ

ているので国保年金課より提供されたその時の資料で作っています。29

年に揃えようと思えば揃える形でデータを取り直して作れますので、差

異があってという事であれば。 

Ｂ委員 差異があるというよりは、最新のがあればそれを載せておいた方がいい

のではないかと思うので、30 年度があるなら 30 年度にするべきだと思

うし、無いようなら 29 年度という風に変えた方がいいのではないかと

思います。 

事務局 

（石川係

８ページについては、この時に出来ていたデータベース検索のものをそ

のまま載せているのでこういう形になっていますので検討させていただ
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長） きます。 

Ｂ委員 

 

もう 1 点ですが、今産後ケア事業を進めている方向がある中で、この内

容には産後ケアの事が全然載っていないですが、それならば今後の方向

性のところで載せていくべきではないかと思いますが、どうでしょう

か。 

事務局 

（石川係

長） 

24 ページをご覧ください。（４）精神疾患（うつ病等気分障害）の今後

の方向性に掲載をするかどうか実際に事務局でも迷った経緯があります

ので、ここに取り組む方向性の方がよいのであれば、載せていく方向で

考えたいと思います。 

山中会長 最初の質問にあった年度が少しバラバラではないかという話しは、でき

たら揃える方向で、やはり年度が変わってしまうと少し違和感を感じま

すので、できるだけ最新の年度に揃えられればより新しいデータで揃え

て記載するという事でよろしいでしょうか。 

他はいかがでしょうか。 

Ｃ委員 28 ページの身体活動・運動の指標の見直しのところで、運動習慣の割

合という事で、男性が 30％目標、女性 35％。この％を出てきた根拠は

どこからこの数字を考えて決めてきたのでしょうか。 

事務局 

（石川係

長） 

健康日本 21 愛知新計画の方に同様の指標があります。県は現状値より

も５～６％で設定しています。特段計画の方に理由はないのですが、こ

ちらも同じような感じで４～５％上昇ということで設定しました。 

Ｃ委員 何故これを聞いたかと言うと、同じような様々な計画があって、最近で

言うとスポーツ推進計画で、運動の目標値があって 50％や 70％という

そのくらいの数字で目標をあげているところがあったので、ここの部分

の％はこれに基づいてというものがしっかりしているならいいなと思っ

たのですが、同じ自治体がやっている中で同じような内容で、目標値が

すごくぶれているのが少し心配だなと思いました。 

事務局 

（齋藤課

長） 

スポーツ計画の中の指標というのは、週に１回以上だったと思います。

こちらの方は運動習慣者で若干違う。基本的には従事していますのでそ

のようにご理解いただきたいと思います。 

事務局 

（石川係

長） 

ここの運動ですが、健康日本 21 では、１日 30 分以上の汗をかく運動を

週２日以上、１年以上実施している人という定義になっております。 

山中会長 できればそういった定義があるのを説明していただいて、こういったケ

ースはこうなると説明があった方がいいのではと思いますがどうでしょ

うか。 

Ｃ委員 そうですね、あった方が分かりやすいです。 

山中会長 していただく方向でお願いします。他にいかがでしょうか。 

Ｄ委員 先程の報告の中にあったように、40 歳の歯周疾患の割合の判定がＥ判

定で、なかなか目標値に近づかない、悪化している現状がありますが、

前の会議の時に話しも出ましたが、受診率が非常に低いのでどうしても

母数が少ない事によって、データに信憑性がないということで、ここに

新しく出た見直しという形で受診率を上げるという事はいい事だと思い

ます。 

山中会長 ありがとうございます。他にいかがでしょうか。Ｅ委員いかがですか。 

Ｅ委員 特にありません。今後の対策を、実際利用していても会社の検診と、会
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社員であっても会社の検診から逃れてしまったり、ほかっておいて、足

が壊死してからくる患者さんも最近あるので、しっかりやらなくちゃい

けないなと思います。 

山中会長 他にいかがでしょうか。特別ありませんか。 

それでは（１）議題についてはご意見色々いただきながら第 3 回に繋い

でいただきたいと思います。今日提出しました議題については全体につ

いて特別何かへきなん健康づくり 21 プラン感想等あればもらいたいと

思いますがどうですか。 

質問する立場ではないかもしれませんが、色々な形で検討会をやってプ

ランの策定等作られますが、その策定されたものが市民の皆様に行き届

いてそこからフィードバックがどのくらいあるいのか。実際こういうの

ものが出来たのをどのくらいの形で浸透させていくかがとても大事です

が、今後の見通しとかはどうですか。 

事務局 

（石川係

長） 

本編と概要版も作成しますので、概要版については広く市民の方に配布

していきたいと思います。また広報やホームページでも周知はしていき

たいと思います。21 プラン推進講演会や市民ふれあいフェスティバル

等で 21 プランについての取組も紹介しているので、そういったイベン

トの時にもＰＲしていきたいと考えています。 

山中会長 他にいかがでしょうか。なければ今日の会議は終了としたいと思いま

す。 

Ｆ委員 40 歳の歯周病の件ですが、実は私は去年ハガキを貰って行かなかった

です。それは何故かというと面倒くさいというのが先にきて。子どもだ

ったら体育館でハガキ持っていくと検診して、フッ素塗ってくれて。あ

あいうのだったらまだ集まるのかなと思うのですが。 

事務局 

（石川係

長） 

イベント的な 

Ｆ委員 イベント的な日にちが決まっていて、この時間からこの時間の中でいつ

でも受けれるようだったら行きやすいかなと思います。 

事務局 

（齋藤課

長） 

貴重なご意見です。 

山中会長 ありがとうございます。他にいかがでしょうか。 

特にないようですので今日の議題については終了としたいと思います。 

お忙しいところ貴重なご意見いただきましてどうもありがとうございま

した。以上を持ちまして終わります。 

事務局 

（齋藤課

長） 

ありがとうございました。次回検討委員会 11 月５日火曜日午後１時半

から今回と同じ会議室で会議を予定しておりますのでよろしくお願いい

たします。 

お忙しいところ誠にありがとうございました。これをもちまして第２回

へきなん健康づくりプラン 21 策定検討委員会を閉会致します。どうも

ありがとうございました。 

 


