
平成２８年度 第１回 四街道市保健福祉審議会 会議録 

 

日 時 平成２８年９月７日（水） 午後１時３０分～午後３時１５分 

会 場 四街道市役所 新館５階 第１会議室 
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秋山 峰子 

中村 修治 

 

会議次第 

 

１ 開  会 

 

２ 副市長挨拶 

 

３ 会長選出 

 

４ 議  題 

① 諮問 

・第２次健康よつかいどう２１プランの策定について 

② 第２次健康よつかいどう２１プランの概要、策定スケジュール及び市民意識調査項目に

ついて 

 

５ そ の 他 

 

６ 閉  会 
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１． 開会 

（配布資料確認） 

（欠席委員確認） 

 

 

２． 副市長挨拶 

（副市長より挨拶） 

 

 

３． 会長選出 

（会長：柴委員より挨拶） 

（副会長：矢口委員より挨拶） 

 

 

４． 議題 

① 諮問 

・第２次健康よつかいどう２１プランの策定について 

 

【会長】 

 次第４．議題に入らせていただきます。①諮問について、事務局よりお願いします。  

【事務局】 

 議題の①「第２次健康よつかいどう２１プランの策定について」、副市長より諮問をさせていた

だきます。 

【副市長】 

（「第２次健康よつかいどう２１プランの策定」について副市長より諮問） 

（副市長退席） 

 

② 第２次健康よつかいどう２１プランの概要、策定スケジュール及び市民意識調査項目につ

いて 

【会長】 

 議題の②「第２次健康よつかいどう２１プランの概要、策定スケジュール及び市民意識調査項

目について」、事務局より説明をお願いします。 

【事務局】 

（「第２次健康よつかいどう２１プランの概要、策定スケジュール及び市民意識調査項目につい

て」、資料１～４の説明） 

【会長】 

ありがとうございました。ただいま、資料１～４の説明がありましたが、各委員から事前に提

出された質問等が整理されております。このことについて、何かご意見・ご質問等はありますか。 

【伊佐委員】 

ただいまの説明の中に口腔衛生の計画策定がありましたが、かかりつけ歯科医を検討してほし
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いというご意見を以前聞いたことがあります。歯科口腔の計画策定にあたりまして、かかりつけ

歯科医を持つことを市は奨励しますか。 

【会長】 

かかりつけ歯科医奨励に対してご回答をお願いします。 

【事務局】 

一般医療と同様に、かかりつけ歯科医も重要になります。歯科口腔の条例を策定する予定であ

り、かかりつけ歯科医についても検討していきたいと思います。 

【伊佐委員】 

ありがとうございます。 

【会長】 

他には何かご質問等はありますか。 

【長澤委員】 

健康診断を様々な理由であれ、受けられない・受けない人達のことが心配です。特に非正規労

働等の若い方達が、健康診断を受けられる対策の検討を希望します。 

【会長】 

若い方達が健康診断を受けられる対策の検討について、事務局のお考えをお願いします。 

【事務局】 

ご指摘いただいたとおり、若い世代の方が自分の健康について振り返る機会はなかなかありま

せん。患ってからでは治療が長引いたりすることなどを含め、計画策定の課題の一つになってい

ます。今回の意識調査の中でも、健康診断・がん検診等については、受けられない・受けない理

由等をお聞きし、さらにどのような方法だったら受診可能かなど、状況を把握した上で、対策の

検討を行って参りたいと考えております。 

【会長】 

就職されている方は、事業主側に国の法律で健康診断の実施を義務付けていますが、事業主の

都合等で健康診断を実施しないこともあり、これも課題の一つであります。実施しない事業者に

も問題があると認識をしています。 

他に何かありますか。 

【澁谷委員】 

資料３－１[21プラン■調査項目一覧【一般】]－１ページ目－設問「基本属性：健康保険への

加入状況－追加」については、国保・社保等の健康保険全部の加入状況ですか。加入状況を聞い

て、クロス集計をするという理解でよろしいですか。 

【事務局】 

“国民健康保険・社会保険・その他”でお伺いし、それぞれをクロス集計する予定でおります。 

【会長】 

“その他”とは、具体的には何を想定しているのですか。 

【事務局】 

“生活保護・後期高齢者医療制度・わからない”などを想定しています。 

【澁谷委員】 

先程の長澤委員からのご指摘は、国保の自営業の方についてだと思うのですが、それ等の問題

がクロス集計でうまく表れるような基本属性の検討を希望します。 
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【会長】 

ご検討のほど、よろしくお願いします。他に何かありますか。 

【岡田委員】 

一般的に、若い世代の方達の回収率が悪いことへのフォローは、どのようにお考えなのですか。

若い世代の方達は意識が低かったり、回答が少ない状況でデータが得られるのでしょうか。 

【事務局】 

ご指摘のとおり、若い世代の方達に私達が行っている事業などに参加していただくのは、基本

的に難しい現状があります。意識調査につきましても、回収率が低い状況になると予想されます

が、アンケートの調査項目等をあまり複雑にせず、分かり易い形を精査していきたいと考えてお

ります。また、意識調査ではないのですが、例えば休日に行っている健診などの事業の中で、お

会い出来た方達からのご意見等を伺うようなことも検討していきたいと考えております。 

【岡田委員】 

 よろしくお願いします。 

【大渕委員】 

 まずは、子どもの朝食を欠食した際のリスクについてですが、欠食することにより体力だけで

はなく、大きく学力にも影響することを親がきちんと理解しているかを案じております。その部

分の状況・理由・認識等を調査していただきたいと考えます。次に、受動喫煙の被害が大きく、

８月 31日に出された『たばこ白書』の中でも指摘されております。本計画の中にも、分煙を強調

したり、必要以上の喫煙を止めることを謳っているにも関わらず、四街道市役所内には、たばこ

の自動販売機が設置されており、その自動販売機は、職員の互助組織でもある懇親会が提携して

設置しています。未だ職員の中にも喫煙者はいらっしゃるのですが、喫煙は個人の嗜好や好みの

問題だけではなく、明らかに害であることを認識していただきたいです。これについても、子ど

もがいる家庭への調査・対策・見解について、お伺いしたいと思います。最後に、“性の問題”に

ついてですが、健康問題の中で取り上げるのは非常に難しいと思います。現行計画には、性病を

予防する内容や性的な不適切な行為を止めるような内容の記載があるだけでしたが、十年前の計

画と違って一番大きな課題は、“性的マイノリティー”の問題をどのように認識するのか、それを

子ども達にどう意識させるかだと思います。本計画の中で、“性に関する倫理”まで踏み込むとす

ると、今の設問では不十分ではないかと私は考えます。 

【会長】 

いくつかご質問・ご指摘がありましたので、事務局の方からお願いします。 

【事務局】 

まずは朝食についてですが、ご指摘のとおり欠食のリスクは子どもの成長には大変大きく、私

ども（健康増進課）としても伝えていきたい部分であります。実際の朝食の欠食状況については、

「四街道市教育振興基本計画」の意識調査の中で、小学校５年生と中学校２年生を対象に調査し

ており、その結果からより多くの状況を把握することが出来ると考えております。欠食のリスク

については、保健センターだけではなく、学校の養護の先生や管理栄養士から“食育”として保

護者に伝えることがかなり進んでおります。計画については、もう少し内容を整理して、組み込

んで参りたいと考えております。次にたばこの害についてですが、ご指摘いただいたとおりたば

この害は重要な課題であります。今回の第２次計画は、環境づくりに重点を置いていて、ご指摘

いただいたように、たばこの自動販売機を設置しないことなども大事な視点ではないかと思いま
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すので、この点につきましてはご意見として事務局がお預かりさせていただきます。 

最後の“性的マイノリティー”の部分までは、今回の項目の中には入っておりません。ただ、

“自殺対策”も今回の課題の一つでありまして、その悩みの中には“性”も大きな部分ではある

のではないかと考えますが、“性的マイノリティー”の内容まで広げる予定は今のところありませ

ん。学校関係の現状の部分や養護教諭との情報交換を踏まえた上で検討してまいります。 

【会長】 

 補足になりますが、二十数年前、筑波大学の教授の研究で、朝ごはんをきちんと食べる人と食

べない人では、学校に来た時点での体温に差があり、その差は午前中の学習にも影響があること

が調査・認識されております。また、生活習慣病のことにも触れていて、糖尿病の発症の度合い

と、コンビニエンスストア・自動販売機・ファーストフード店・自動車台数の増え方のカーブが

一致するそうです。その中でも、ご指摘のあったたばこがどれだけ関係するかは不明ではありま

すが、市役所内にたばこの自動販売機があることは好ましくないのは確かであります。アンケー

ト調査をすることにより、朝食を欠食する児童数や喫煙者数など様々な細かなデータを把握する

ことが可能であり、十分な知識の基で解決していかなくてはならないと考えます。 

他には何かご質問はありますか。 

【山根委員】 

資料４[市民意識調査項目に対するご意見についての事務局の考え方]－１ページ目「生活習慣

病・自己管理：（一般）「特定健診・健康診査」について、かかりつけ医がいる人に対して健診は

必要か？また、検討の余地があるのではないか。」についてですが、非常に素朴な疑問だと思いま

す。「健康診査」の基本健診項目にはないけれども、「特定健診」では女性なら乳がんなど、男性

なら前立腺がんなどのがん検診も本人が申し出れば受診出来ることを、もっと市はアピールしな

いといけないのではないかと思います。医師である会長の立場からはいかがですか。 

【会長】 

 私は「特定健診」を勧めない医師のことが理解出来ません。「特定健診」はその人が意識してい

ないものや、医者が調べる必要がないと判断したことも調べることができますので、例えかかり

つけ医がいたとしても、是非「特定健診」は受診するべきだと考えます。 

【山根委員】 

健診の受診率など数値的なものについては、市はどのように捉えているのですか。 

【事務局】 

受診率については課題に上がっており、受診率を上げる為にも施策を実施する予定でいます。

ご指摘のとおり、普段出来ない検査も受診出来ることをアピールすることで、受診率アップにも

繋がって行くと考えております。ありがとうございます。 

【会長】 

 他には何かありますか。 

【上田委員】 

「第２次健康よつかいどう 21プラン」は、資料１－２ページ目に 

第２次健康よつかいどう 21 プランは、国・県の健康増進計画である、「健康日本 21（第２次）」

及び「健康ちば 21（第２次）」の内容を踏まえ、庁内の各計画（上記図）との整合性を図り、次

の３つの計画を一体的に作成するものとする。 

  ・健康増進計画 
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  ・歯科口腔保健推進計画 

  ・自殺予防対策計画 

と記載があります。 

その中の“自殺予防対策計画”についてですが、資料３－１[21プラン■調査項目一覧【一般】]

－３ページ目に“自殺”に関連した設問がいくつか追加されております。この追加設問は、国や

県が示している「健康日本 21（第２次）」及び「健康ちば 21（第２次）」を踏まえた設問になって

いますか。また、第２次計画は健康づくりのための社会環境の整備など、新しい項目が盛り込ま

れていますが、そうしたことに対処する為の内容を含んだ追加設問になっていますか。再度、市

民調査を行う可能性はありますか。 

【事務局】 

アンケートの構成は、現在の計画と中間評価を行ってきた経緯があり、国が第２次計画を定め

るにあたっては必ず前計画の評価も行いますので、同じ項目を使わなければならないこともあり

ます。ご指摘のとおり、新たな視点も踏まえて計画策定は行って参りますので、その部分は追加

した項目で拾えるようにしています。今回のアンケート調査以外に、再度の調査をやることは考

えていません。 

【上田委員】 

再度調査をしないと新しい計画を策定するのが難しいということにはならないのですか。計画

自体の構成はまだ明確になっていないでしょうが。四街道市以外の調査結果も引用するのですか。 

【事務局】 

アンケートは、出来るだけ目指そうとする項目が拾えるように設定するようにしていますが、

他の庁内の計画で設定されている項目につきましては、計画の内容を加味しながら策定するよう

にしてまいります。 

【会長】 

 他にはご質問・ご意見等はありますか。 

【伊佐委員】 

スケジュールに関わることで２点あります。１点目、意見交換会が計画にありますが、具体的

にはどのような団体と行う予定ですか。２点目、来年度は「第７期高齢者保健福祉計画及び介護

保険事業計画」と「第５期障害福祉計画」の策定年度ですが、本計画「第２次健康よつかいどう

21プラン」の策定終了年度にもあたり、大きな計画３つを策定することになると思います。前回

の高齢者と障害者の計画時には専門部会を設けておりますが、来年度の３つの計画策定時にも専

門部会を設置する方向になるのか、お聞かせ下さい。 

【事務局】 

ただいまお話しにありましたように、来年度は「健康よつかいどう 21 プラン」「高齢者保健福

祉計画及び介護保険事業計画」「障害福祉計画」の３計画につきまして、保健福祉審議会での審議

となります。つきましては、３計画それぞれに部会を設置する予定でおります。部会のメンバー

につきましては、来年度に説明をさせていただきたいと思います。 

ご質問１点目の意見交換会の団体につきましては、保健センターを使用して健康づくり活動を

行っている団体が 10 団体程あり、その 10 団体の皆さんとの意見交換会を予定しております。他

には、市で委嘱している保健推進員さん、歯科医師会の先生方、小中学校の養護教諭、自殺対策

連絡協議会、それぞれとの意見交換も考えております。 
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【伊佐委員】 

私が接している健康を損なっている方の中には、介護業務に携わっている方や育児中の方など

もおります。可能であるならば、介護業務に携わっている方達や子育て中の方達のグループにも

ヒアリングすることを検討していただきたいです。 

【事務局】 

意見をお伺いする予定の団体には、高齢者の方達に接する機会の多い介護保険のケアマネジャ

ーの団体も含める予定です。 

【会長】 

他には何かありますか。 

【長澤委員】 

 平成 20年３月策定の「健康よつかいどう２１プラン」の中には、たくさん良いことが記載して

ありますが、これ等はどの程度実現されているのですか。また、途中経過はまとめられているの

ですか。 

【事務局】 

現在、お手元にある計画は最初の計画になります。平成 24年度に中間評価報告を行っておりま

すが、今回の資料には添付しておりません。 

【長澤委員】 

 計画書の 63ページには、市民からのアイディアが記載されています。例えば、バス路線の拡充

や運賃の値下げ、地域の人たちが交流できる場所、無料で使える運動場など、ここに記載されて

いることが実現の方向に向かうようになればと思います。 

【会長】 

平成 24年度に中間評価報告は行われましたが、最終評価報告には至っていないのですか。 

【事務局】 

中間評価報告は行っておりますが、その時点で未解決のものもありますので、今回次期計画を

策定する過程で、最終評価を行った上で次期計画の策定を進めてまいります。 

【長澤委員】 

 審議会委員にも報告されるのですか。 

【事務局】 

最終評価報告は、審議会の中で皆様にご報告させていただきます。 

【内本委員】 

 中間評価でも評価したものがあると、例えば 63ページに記載のある項目が、やってどうだった

のかの評価が知りたいし、その評価を次の機会にでも示していただきたいと思います。 

【事務局】 

中間評価のおおまかなご説明をさせていただきます。 

（「健康よつかいどう 21プラン」、中間評価報告書の説明） 

 

【会長】 

よろしいですか。他には何かありますか。 

【岡田委員】 

 かなり進んでいる箇所がありますので、情報の提供を希望します。 
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【会長】 

 他に全体を通じて、何かご質問・ご意見等はありますか。 

よろしいですか。それでは、本日の議事は以上で終了させていただきます。傍聴人の方は、資

料をご返却の上、ご退室をお願いします。最後に事務局から連絡等がありますので、よろしくお

願いします。 

 

 

５． その他 

（事務局より事務連絡） 

 

 

６． 閉会 

 

以 上 

 


