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第３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１０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 １６名 

   山中寛紀、原田公、加藤丈博、水野博史、奥村晋平、沢井智美、山田正教、木戸

美代子、禰宜田知司、杉浦弘晃、杉浦秀司、中川英治、山田昌宏、亀島政司、鈴

木裕、石川素子 

 （２）欠席者 ３名 

    山本直仁、石原智子、中根みはる 

 （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 議題 

（１） へきなん健康づくり２１プラン中間評価報告書の案について 

（２） へきなん健康づくり２１プラン中間評価報告書・概要版の案について 

（３） その他 パブリックコメントの実施について 

６ 議事の要旨 

（１）会長あいさつ 

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只今から第３回へきなん健

康づくり２１プラン検討委員会を開催致します。本日ご多用中のところご

出席いただき有難うございます。健康課長の斎藤と申します。よろしくお

願い致します。 

会議に先立ち会議の公開について説明します。碧南市では会議の公開を行

っており、会議は傍聴が可能であり、会議資料及び会議公開となる事をご

承知おきください。尚、本日の傍聴者は０人です。 

本日の委員の出席者は委員１９名中、現在のところ１６名でへきなん健康

づくり２１プラン検討委員会規定の第５条により本日の委員会が成立する

ことをご報告致します。 

それではまず初めに山中会長にご挨拶をお願い致します。 

山中会長 ここ２、３日朝晩急に冷え込み、そろそろインフルエンザの流行が心配

される時期となりました。この会も各２回を数えて皆さんに貴重な意見

をいただき、本日また新しい案が出来上がりましたので３回目という事

でお集まりいただいております。 

貴重な意見をいただきましたが、会議の中でまたご意見ありましたら頂

戴して、更に良いプランを作成していこうということですので、よろし

くお願い致します。 

事務局 
（齋藤課

長） 

有難うございました。それではここから議事進行は山中会長にお願い致

します。 
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（２）へきなん健康づくり２１プラン中間評価報告書の案について 

山中会長 それでは早速議題に入ります。（１）へきなん健康づくり２１プラン中間

評価報告書の案について、事務局より説明お願い致します。 

事務局 

（石川係

長） 

＊資料１、追加資料１に基づき説明 
９ページ ４医療費の状況 

データの掲載年や現状を他と同様にと意見を前回いただいて、素案では２

８年までの掲載でしたが、２９年のデータに揃えて掲載しています。 

 

１６ページ ２目標の達成状況 

表に０件の表記がなかったので、０の表記を入れています。 

 

１９ページ （１）生活習慣病 

指標の見直しの１番目メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減

少目標値の表記変更をしましたが、素案では文章のみの説明になっていた

ので、分かり易いように表で記載しました。 

 

追加資料１の１ 

今日欠席の中根委員より保健指導の健康へゴー！は、小児メタボリック症

候群の視点を入れているのでその記載を説明に加えた方がいいとご意見い

ただいたので、追加資料１で修正案として追加して記載をしたいと思いま

すのでご確認をお願いします。 

 

２４ページ （３）歯科疾患 

指標の見直しとして歯周病個別健診受診率を追加しました。第２回の検討

委員会で受診率の向上の為に、口と歯の健康週間に伴うイベントのような

歯科健診の機会を設ける事で受診のし易さにつながるのではないかとご意

見いただきました。計画には具体的な方策までは記載しませんが、いただ

いたご意見を参考にさせていただいて、歯科医師会の先生方と連携して進

めていきたいと思います。 

 

追加資料１の２ 

ＥＰＤＳの記載が素案と今回の資料１ではエディンバラ産後うつ病自己調

査票となっていますが、これをエジンバラの表記に訂正したいと思いま

す。ＥＰＤＳは、産後うつの早期発見と早期支援が目的となっているの

で、産後うつの早期発見という文言の記載をした方がいいのではないかと

中根委員よりご意見いただいたので、追加資料１のように修正したいと思

いますので、ご確認をお願い致します。 

 

２７ページ （４）精神疾患（うつ病等気分障害） 

今後の方向性、第２回検討委員会で今後実施予定の産後ケア事業の掲載を

とご意見いただいて、３点目に掲載をしているのでご確認いただきたいで

すが、１点修正があり、出産直後から生後３か月ごろまでとありますが、

母親の心理的な安定や身体的な回復等を目的とする事業となるので、出産

直後から３か月ごろまでのという表記でお願いします。 

 

２９ページ （１）栄養・食生活 

これまでの取組①規則正しい食習慣の定着に向けた取組の推進の課題の２
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つ目の施策になりますが、食生活改善のための人材の育成、健康づくり食

ボランティア養成講座が内容となり、市の担当課が素案では農業水産課・

健康課となっていましたが、記載誤りでしたので、健康課でお願いしま

す。 

 

３０ページ 健康づくり食ボランティア協議会 

最後の行に各年で健康づくり食ボランティア養成講座を開催していますと

ありますが、各年が２年に１回の開催になるので、隔年に漢字の訂正をお

願いします。 

 

追加資料１の３ 
健康づくり食ボランティア協議会の記載が漏れていたので、健康づくり食

ボランティア養成講座の前に追加資料１にあるように健康づくり食ボラン

ティア協議会という事で取組内容を追加記載したいと思います。 

 

３１ページ （２）身体活動・運動 

指標の見直しのところで、運動習慣者の増加で指標の変更をしています

が、第２回検討委員会で運動習慣者の定義が他の市の各計画で異なって目

標値も分かりづらいとご指摘いただきましたので、健康づくり２１プラン

の中でうたう運動習慣者の定義を一番下のところに記載しています。 

 

４３ページ （６）歯・口腔の健康 

これまでの取組から、E６保護育成事業を紹介しておりますが、説明分の１

行目、第一大臼歯（６：永久歯６歳臼歯）は入試が、受験の漢字の入試に

なっていますので、子どもの歯の乳歯に訂正をお願いします。 

 

追加資料１の４ 

メタボリックシンドローム該当者と予備群の該当率は、減少していますが

…の部分、説明書きが漏れていたので、これを追加しています。 

 

４５ページ １計画における今後の課題 

（１）重点項目について①メタボリックシンドローム予防についてです

が、特定保健指導利用率が伸び悩んでいるので、向上に力を入れていきた

いと思います。現在の碧南市の特定保健指導は、集団教室、個別相談、家

庭訪問と様々な形態を実証しており、対象となった方の利用意思の確認に

ついても電話や文章等で現状把握に努めていますが、今後も個々に応じた

利用し易いような支援方法やサポート体制の充実をはかっていきます。 

④成人の喫煙率の減少についてですが、これも難しい課題ですが、成人の

健康教育、健康相談事業、母子保健事業の乳児検診、教育相談事業におい

ても、禁煙や受動喫煙についての内容を必ず盛り込んでいく等取組は継続

していきたいと思います。 

 

追加資料１の５ 

説明文章が分かりにくいというご意見をいただいたので、追加資料１の表

記に修正したいと思います。 

 

４８ページ ２推進体制 

高齢介護課より、介護保険制度の改正により現在は高齢者の介護予防健康
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づくり事業に地域包括支援センターだけでなく介護サービス事業所も連携

協働して携わっているという事で、素案より追加して関係機関、関係団体

のところの包括支援センター右の下段の地域包括支援センターの下に介護

サービス事業所も追加して掲載しています。 

 

６３ページ ２検討委員会について 

（１） へきなん健康づくり２１プラン策定委員会設置要綱と記載があり

ますが、ここの要綱を規程に訂正してください。 

 

説明は以上です。よろしくお願い致します。 

山中会長 はい、只今（１）について説明がありました。只今の説明についてご意

見、ご質問等ありますか。 

A委員 ４６ページのへきなん健康マイレージについてお尋ねします。薬剤師会

も協力して健康マイレージやっていきましょうという事で、今までも取

り組んできましたが、実際ほとんどまいかも配られていなくてほぼ機能

していないと思います。それでもこういう中に入ってくるのは、本格的

にやりたいという事なのか、現状のままだと多分ほぼ意味がない状況に

なっているのではないかと思います。その辺はいかがでしょうか。 

事務局 

（石川係

長） 

具体的な方策まではこの計画の中では示しませんが、今は通年通してい

つでも取り組める利点はあるが、例えばまいかを沢山発行しているとこ

ろだと、年代で区切って、今からだと健康マイレージを始めますと一斉

に応募して期間を区切ってチャレンジしていただいて、健康づくりに。

それを報告してもらってその中で抽選とかして健康づくりに関する景品

が当たったり、という取り組みをしている市町もあります。そういった

形でもう少しキャンペーンとしてへきなん健康マイレージも事業を進め

る事を今は検討しています。 

A委員 

 

仕事量的にはプラス α で増えると思うが、それでもやっていくという

事で理解しておけばよいですか。 

事務局 

（石川係

長） 

先生方の方にですか。 

A委員 いや、うちらではなくて、皆さん側の覚悟によって薬剤師会側もどれく

らい協力するのかを考えていかないといけないので。今までだとそんな

に熱が伝わってこなかったので、こちらも会員にそれほど伝えていない

状況で、正直まだ続くのかと僕は思ってしまったので。 

事務局 

（石川係

長） 

愛知県の事業に乗っかっていることころはありますが、市民の方が身近

で楽しく自分の食生活や健康づくりに関心をもっていただくツールとし

て充実して継続していきたいと考えています。 

A委員 はい、分かりました。有難うございました。 

山中会長 他はよろしいでしょうか。どうぞ。 

B委員 ４５ページの重点項目の件で事務局の説明の確認ですが、（１）の①と

④の関係で今追加で説明がありましたが、重点項目その他の②③は歯周

病予防に取り組みますという事で取り組むと書いてあるし、肥満者の減

少についても生活習慣病対策をすすめますという事でこれから進めると

いう事ですが、①は充実をはかることも必要です。と重点項目なのに感

想的なので、今事務局の方で具体的な受診勧奨していきますとか具体的
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に取り組みますや実施しますというような表現の方がいいかなと思った

事と、④の成人の喫煙率の減少についても取り組みは必要ですとほわん

としているので、先程成人の色々な健診や母子の健診 7 で具体的に実施

していきますと言っていたのでそういう書き方のほうが具体的かなと思

いますので、いいのではないかと思いました。 

事務局 

（石川係

長） 

はい、有難うございます。検討します。 

B委員 お願いします。 

山中会長 はい、有難うございます。他はよろしいでしょうか。特別ありません

か。それでは（２）に移ります。へきなん健康づくり２１プラン中間評

価報告書・概要版の案について、事務局より説明をお願いします。 

（３）へきなん健康づくり２１プラン中間評価報告書・概要版の案について 

事務局 ＊資料２、追加資料２に基づき説明 
追加資料２の３ページ（１）重点項目について文章だけでは分かりにくい

とのご意見をいただいたので、修正案のように関係する目標指標について

は抜粋して掲載したいと思います。 

本編を変更した箇所は概要版も変更していますので、お願い致します。 

以上となります。よろしくお願い致します。 

山中会長 はい、只今説明ありました概要版の案について何かご意見ご質問等あり

ましたら。どうぞ。 

C委員 はい、ここの概要は木戸委員が言われたような内容については、紋切り

型の重要項目でしてあるような言い方があるので同じ内容ですよね。 

事務局 

（石川係

長） 

そうです、本編の変更を検討させていただくので、概要版も同じところ

は同じように変更したいと思います。 

C委員 概要はこのままでいいのではないですか。もっと具体的に書くのか、お

願いします。 

山中会長 よろしいでしょうか。追加資料の概要版に載っているの①と④は非常に

積極的にこういう事をやります進めますと書いてある。先程の本文も同

じような書き方にするという事で、よろしいでしょうか。 

他によろしいですか。はい、どうぞ。 

D委員 これは中身の問題ではないが、最後のページは中間報告書案の一番最後

のページと概要版の最後のページのどこで発行していますかというのを

書いていますが、中間報告書だと碧南市碧南市役所健康課になっていま

すが、概要版だと碧南市健康推進部健康課となっています。どちらかに

統一した方がいいのではないですか。考え方としては、概要版が正しい

のではないかと私は思いますが。そこは事務局の考えで統一した方がい

いのではないかと思います。 

事務局 

（石川係

長） 

はい、有難うございます。 

山中会長 はい、有難うございます。他はよろしいでしょうか。特別ありません

か。 
その他のパブリックコメントの実施について事務局より説明をお願いしま
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す。 

（４）その他 パブリックコメントの実施について 

事務局 

（羽佐田

係長） 

＊資料３に基づき説明 

山中会長 はい、パブリックコメントの実施について説明でした。 

議題は以上ですが、全体を通して何かご意見、ご質問あればよろしいでし

ょうか。特別にありませんか。はい、有難うございます。それでは、第３

回健康づくり２１プランの検討委員会に本日提出された議題については以

上となりますので、取り回しは終了します。事務局お願い致します。 

事務局 
（齋藤課

長） 

ないです。 

山中会長 では以上をもちまして、本日の会議は終了となりましたが、次回開催の

予定のアナウンスをよろしくお願い致します。 

事務局 
（齋藤課

長） 

委員の皆さん、どうも有難うございました。色々意見いただいて修正箇

所ありましたので、また個別に連絡させていただきたいと思います。次

回の検討委員会はパブリックコメント終了後令和２年２月７日(金）午後

１時半から本日と同じ会議室で開催予定しておりますので、お願い致しま

す。 

委員の皆さまにおいてはお忙しいところ貴重なお時間を誠に有難うござい

ました。 

これをもちまして第３回へきなん健康づくり２１プラン検討委員会を閉会

させていただきます。本日はどうも有難うございました。 

 


