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第１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８月８日（木）午後１時３０分から２時５０分 

２ 場所 碧南市役所 会議室３ 

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、 

禰宜田知司、杉浦弘晃、石原智子、中根みはる、杉浦秀司、中川英治、亀島政司、 

鈴木裕、石川素子 

 （２）欠席者 ３名 

    山本直仁、木戸美代子、山田昌宏（代理 杉浦あゆみ出席） 

 （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）碧南市の健康の現状と課題 

 （２）目標指標の状況及び取り組みの状況 

 （３）主な課題のまとめ 

６ 議事の要旨 

１ 会長の指名 

事務局（齋藤

課長） 

それでは定刻となりましたので、ただいまより「第１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。本日は大変お暑い中、また、

ご多用中のところご出席いただきまして誠にありがとうございます。本日

の進行を務めさせていただきます健康課長の齋藤と申します。よろしくお

願いします。 

まず、会議に先立ちまして、会議の公開について説明させていただきます。

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あり、会議

資料及び会議録が公開となりますことをご承知おきください。なお、本日

の傍聴者は 0 となっております。 

本日の委員の出席はただいま 19名中、代理の方を除きまして 16名になり

ます。へきなん健康づくり２１プラン検討委員会設置規程の第５条の規定

により、本日の委員会が成立していることをまずはご報告させていただき

ます。 

へきなん健康づくり２１プランは、碧南市の健康づくりをすすめていくた

めの計画で、平成 15 年にへきなん健康づくり２１プランを策定し、取り

組みを進めてまいりました。そうした中、今後も継続が必要な取り組みや
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新たな課題も出てきており、平成 24年度に最終評価を行い、平成 25年度

に現在のへきなん健康づくり２１プラン第二次計画を策定いたしました。

第二次プランは、国・愛知県の第二次計画の基本方針を踏まえ、前の計画

を継承し、新たに碧南市バージョンの健康づくりを展開する内容となって

おります。計画期間は、平成 26年度から令和５年度までの 10年間となっ

ております。 

今年度はこの第二次プランの見直しの年となっておりまして、目標指標の

推移や健康づくりの取り組み等を評価し、最終年度に向けて計画の見直し

を行っていくために、この委員会において皆様のご協力をお願いするもの

でございますので、よろしくお願いいたします。 

それでは早速、次第の１会長の指名ですが、へきなん健康づくり２１プラ

ン検討委員会第４条の規定により、会長は市長が委嘱するとされておりま

して、碧南市健康を守る会会長の山中寛紀様が会長に委嘱されましたの

で、山中様に会長をお願いいたします。 

それではまず始めに、会長よりご挨拶をお願いいたします。 

２ 会長あいさつ 

会長 失礼いたします。大変な猛暑な中となりましたけれども、お昼のお休みの

貴重な時間にお集まりいただきましてありがとうございます。世界中どこ

の国も経験していないような超高齢化社会と言いますか、急速に我が国の

高齢者が進んでおります。少子化の問題も非常に深刻な問題となっており

ますが、これからの日本の社会の中でどのように健康を維持していくの

か。特に問題となっているのが、健康寿命の延伸をどうしていくかという

ことで、この健康づくり２１プランというものが各市町村それぞれの特徴

を活かし、市町村が持っている課題をどう解決していくのかということ

で、こういった策定会を設けさせていただきました。 

第一次の時の 10年のスパン、これから第二次の 10年のスパンということ

で、私も第一次の時からずっとこの事業の策定に関わらせていただきまし

た。最初の第一次の 10 年を見てみましても、生活習慣病が増えてまいり

まして、平成 20 年から始まりました特定健診はメタボ健診とも言われて

おりますが、メタボリック症候群の問題は健康に対して非常に大きな害を

及ぼします。特に糖尿病の問題、高血圧の問題、脂質上昇の悩みですが、

糖尿病人口の住民が多いというのは碧南市においては非常に大きな課題

となっております。そんな中、糖尿病という一つの問題だけではなく、歯

周病や認知症との関わり合いもありますので、高齢化社会の中で問題にな

っていることと大きな関わりを持っています。皆さんがとにかく健康で暮

らせるように、いい策定をしていきたいと思っておりますので、これから
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の１年間の２１プランについてご協力をお願いしたいと思います。どうぞ

よろしくお願いします。 

３ 副会長の指名 

事務局（齋藤

課長） 

ありがとうございました。次に副会長の指名となっておりますが、規定に

より副会長は会長が委嘱するということになっておりますので、山中会長

よりご指名をお願いします。 

会長 副会長には保健センターの医長であります医師会の原田公先生にお願い

したいと思います。よろしくお願いします。 

副会長 原田です。よろしくお願いします。 

事務局（齋藤

課長） 

原田公様が指名されました。よろしくお願いします。 

委員の方々の紹介につきましては、お手元に配布しました名簿で紹介とさ

せていただきます。 

それでは早速、議題に移らせていただきます。これからの議事進行は山中

会長にお願いします。 

４ 議題 （１）碧南市の健康の現状と課題 

会長 ４議題（１）碧南市の健康の現状と課題（資料１）について、事務局より

説明をお願いします。 

事務局（石川

係長） 

＊資料１に基づき説明 

会長 ただいま碧南市の健康の現状と課題ということで、資料１についての説明

がございました。今の説明につきまして、ご意見や質問等ございませんか。 

委員Ａ 資料１について説明がありましたが、特に課題として出ている部分がどの

部分か説明を伺いたいのですが。 

事務局（石川

係長） 

議題（３）の主な課題のまとめでご説明させていただきますが、当初重点

項目としてメタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少というこ

とと、8020 達成者、80歳で歯が 20本あるという達成者の増加と、肥満者

の減少、成人の喫煙率の減少を掲げました。現在の碧南市の健康の現状と

課題をまとめましても、引き続きこちらの課題は重点課題かと考えており

ます。 

会長 よろしいでしょうか。 

委員Ａ ありがとうございます。 

会長 他はいかがでしょうか。４頁のところにありますが、膵の悪性新生物が男

女ともに 100を超えております。＊がついていないというのは、絶対数が

少なくて比較の統計学的な意味合いが出ないということでよろしいです

か。 

事務局（石川 そうですね。 
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係長） 

会長 他はよろしいでしょうか。 

ないようですので、議題（２）に移らせていただきます。目標指標の状況

及び取り組みの状況（資料２）について、事務局より説明をお願いいたし

ます。 

４ 議題 （２）目標指標の状況及び取り組みの状況 

事務局（石川

係長） 

それでは、へきなん健康づくり２１プラン（第二次）の 17 頁をお開きく

ださい。 

このプランは健康寿命の延伸を目指しまして、「生涯健やかでいきいきと

過ごせるまち碧南市」を基本理念としまして、４つの基本方針をあげてお

ります。基本方針は、（１）生活習慣病の発症予防と重症化予防、（２）生

活習慣の見直し、（３）ライフステージに合わせた市民主体の健康づくり、

（４）地域全体で進める健康づくりの４つです。この基本方針にあわせま

して、目標項目と今後の取り組みを掲げております。これに沿いまして、

26年から 30年度の目標指標及び取り組みの状況について報告をさせてい

ただきます。 

＊資料２、参考資料１・２に基づき説明 

目標指標につきまして、Ｅ判定の指標は把握できるデータソースがありま

したら、変更設定等も検討してまいりたいと考えております。 

また、指標そのものや目標値を見直した方がよい項目につきましても、変

更すべきかどうかを検討してまいりたいと思っております。 

Ｂ判定以上の指標につきましては、最終年度に向けまして現状維持、さら

なる改善ができるように、引き続き取り組みを実施してまいりたいと思っ

ております。 

次回の検討委員会にて、そちらの案をお示ししたいと考えております。検

討にあたりまして、本日委員の皆様方よりご意見を頂戴できればと思って

おりますので、よろしくお願いいたします。 

会長 ただいまの説明につきまして、ご意見やご質問はございませんでしょう

か。 

委員Ａ 10 頁の喫煙の項目で碧南市は上がっているということですが、県平均も

上がっているのですか。上がっている印象があったものですから。 

事務局（石川

係長） 

愛知県は平成 30 年度の３月に愛知新計画の中間報告書を出しております

が、そちらでいきますと、県は男性が策定時 28.4％で、28年度は 26％と

下がっております。女性も 24 年度は 6.5％で、28 年度は 6.4％と下がっ

ております。 

会長 よろしいでしょうか。他、どなたかご質問はございませんでしょうか。 
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委員Ｂ 指標の見直しというところでご提案したいのですが、歯周疾患を有する者

の減少として受診率を上げるといいのではないかというところと、テレビ

の視聴ですが、今はスマホやタブレットになりますので、集合化された方

がいいのではないかと思います。それから、脂質異常に関しては LDL もそ

うですが、今はどちらかと言うと HDL をあげる方が主流かと思います。 

会長 はい、ありがとうございました。大変貴重なご意見だと思いました。よろ

しくお願いします。 

事務局 ありがとうございます。 

会長 他はどうでしょうか。若い年代の方を見ても、8020など受診されている方

が増えているように思いますが、6024や 40歳健診の数というのはかなり

統計取れないのが。 

委員Ｃ ･･･今、ご提案がありましたように、先ほどのう蝕を有する者の割合とい

うのもかなり減ってきて、むし歯自体はかなり減っております。先ほどお

話にあった 40歳における歯周病を有する者の割合というのが、母数が 72

名とかなり少ないということで、健診をしていてもご自身に何か不安があ

ったり出血がある方などは、健診の葉書が来ると受診される方が多いで

す。ご自身に問題がない方はあまり健診を受診されませんので、どうして

もパーセンテージというのは増えてしまうのかと思います。これをどのよ

うに検討していくのかは、まだ考えておりませんが。 

会長 はい、ありがとうございます。他はよろしいでしょうか。 

特にないようですので、議題（３）に移りたいと思います。主な課題のま

とめについて、資料３を事務局より説明をお願いいたします。 

４ 議題 （３）主な課題のまとめ 

事務局（石川

係長） 

＊資料３に基づき説明 

今回は主な課題のまとめとして資料３とさせていただきましたが、今後の

取り組みの方向性につきましては、次回の検討会でお示ししたいと思いま

す。 

ですが、メタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少と、成人の肥

満者の減少につきましては、ハイリスクアプローチ、健診等で基準値以上

になった方の保健指導等、そういったハイリスクアプローチを引き続き継

続して取り組むことは重要と考えております。対象となられた方に一人で

も多く健康相談、健康教育事業をご利用いただけるように、工夫を重ねて

まいりたいと考えております。 

また、この第二次プラン策定後は、推進講習会を毎年開催しておりますが、

この講演会だけではなく、生活習慣病を市民全体で取り組めるようなポピ

ュレーションアプローチについても検討したいと考えております。例え
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ば、へきなん健康マイレージ事業を通じた健康づくりキャンペーンや、健

康推進員さんと活動を協働してイベントを開催するなど、多くの方の生活

習慣病予防に関心を持っていただいて、市民の方には楽しく健康づくりに

ご参加いただき、それを継続していただけるようなしかけを検討していき

たいと考えております。 

こうした今後の取り組みにつきましても、次回の検討会でお示ししたいと

思いますので、検討にあたりましてご意見をいただければと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

以上、議題（３）の説明とさせていただきます。 

会長 はい、ただいま（３）の説明が終わりました。これに関しまして、ご意見

やご質問はございますか。 

委員Ｄ 喫煙率の減少で、私は電子たばこに変えたのですが、喫煙者として思うの

はたばこを吸っている人数としてはとても減っていると思います。そうい

った電子たばこに変える時代が、そういう指標も含めて数値化すれば、健

康とどう繋がるのかは分かりませんが、段階的な喫煙率の減少でもいいか

なと思います。 

会長 例えば具体的に、たばこというものと電子たばこと分けるような形にし

て、それから更に禁煙率と分かりやすく表現をするということですか。 

委員Ｄ そうですね。吸っている者としては喫煙率も少し減っていると思います

が、それよりも電子たばこに変わっている率が非常に多いと思いますの

で、そうすると喫煙率の数％以外にもっと細かな部分が見えてくるのでは

ないかと思います。 

会長 喫煙自体の中身をもう少し細かく分析というか。 

委員Ｄ ･･･そうですね。 

会長 ありがとうございます。他、よろしいでしょうか。 

最後の議題（３）の問題というのは、特にへきなん健康２１の大きな課題

として事務局から提示していただいたと思います。こうした方がいいので

はというアイデアがございましたら、次回の策定委員会の中でぜひご意見

をお伺いしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

では、特にご意見やご質問がございませんようでしたら、その他にまいり

たいと思います。事務局の方からよろしくお願いいたします。 

５ その他 へきなん健康づくり２１プラン検討委員会予定 

事務局（羽佐

田係長） 

＊資料４に基づき説明 

会長 その他まで終わりましたけれども、最後に、今日の第１回の会議の中で言

い忘れたことや、こういったことを検討してほしいというようなご意見な
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どがあれば伺いたいと思います。どなたか何かご意見はございますか。 

委員Ｃ 初めて出席させていただきましたが、健康寿命の延伸ということですが、

骨粗しょう症については何も触れられていませんが、そういう方針という

ことですか。 

会長 特に方針ということではないと思いますが、いかがでしょうか。 

委員Ｃ 今後、取り組みに入れていくとか。骨折の問題を取り上げるとか。 

会長 実は今まであまり取り上げられていませんでした。先生がおっしゃるよう

に非常に大事なことです。来年の２月に予定しております２１プランの講

演会の中で、初めて骨粗しょう症についてあげていく計画をしております

ので、事務局の方と相談してプラン作りの方に反映させたいと思います。

ありがとうございました。 

事務局（石川

係長） 

ありがとうございます。先生よろしいですか。高齢者の保健事業と介護予

防の一体的な実施ということを、国の方から示されつつありますので、そ

ういった中で骨粗しょう症の問題やフレイルの問題も入ってきておりま

すので、検討してまいりたいと思っております。 

会長 他よろしいでしょうか。それでは特にご意見等もございませんので、私の

議長としてのお役目はこれで終了させていただきたいと思います。あと

は、事務局お願いいたします。 

事務局（齋藤

課長） 

ありがとうございました。山中会長、委員の皆様、たくさんの意見をいた

だきましてありがとうございます。 

委員の皆様に置かれましては、お忙しいところお集まりいただき、様々な

意見を本当にありがとうございました。 

それではこれをもちまして、第１回へきなん健康づくり２１プラン策定委

員会を閉会いたします。どうもありがとうございました。 

一同 ありがとうございました。 

 


