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平成 29年度 第２回四街道市保健福祉審議会 健康づくり部会 会議録  

 

日 時 平成 29年 10月 4日（水） 午後１時 30分 

会 場 保健センター３階第２会議室 

＜出席委員＞        ＜欠席委員＞      

 

   柴  忠明        古川 恭子 

   大内 健太郎       中村 修治 

   上田 康彦 

   橋本 美枝 

   古川 美之 

 

＜傍聴人＞ 

 

   ０名 

 

  

＜会議次第＞ 

 

  １．開  会 

  ２．部会長挨拶 

３．健康こども部長挨拶 

４．議題 

  ①第２次健康よつかいどう２１プラン素案 

   ・第１部 総論について 

   ・第２部 施策の展開について 

  ②その他 

５．閉  会  

 

 

＜配布資料＞ 

 

  １．第２次健康よつかどう２１プラン素案 【資料１】 

  ２．現状のまとめと課題 【資料２】 

３．第２次健康よつかいどう２１プラン行政の主な取り組み（健康増進計画）【資料３－１】 

４．第２次健康よつかいどう２１プラン行政の主な取り組み（歯科口腔保健推進計画） 

 【資料３－２】 

５．第２次健康よつかいどう２１プラン行政の主な取り組み（自殺対策計画）【資料３－３】 
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１． 開会 

 ――資料一覧にて、資料の確認―― 

 

 

２．部会長挨拶 

 ――大内部会長より挨拶―― 

 

 

３．健康こども部長挨拶 

 ――健康こども部長より挨拶―― 

 

 

４．議題 

  ①第２次健康よつかいどう２１プラン素案 

   ・第１部 総論について 

   ・第２部 施策の展開について 

  ②その他 

 

【大内部会長】 

本日の会議は公開となっています。傍聴希望者の方はいらっしゃいますか。 

 

【事務局】 

 本日、傍聴希望者はいらっしゃいません。 

 

【大内部会長】 

 では、議題にうつります。①第２次健康よつかいどう２１プラン素案 第１部 総論について

事務局より説明をお願いします。 

 

【事務局】 

 それでは、はじめに今までの策定経過について、ご説明させていただきます。 

前回 7 月の部会では、衛生統計、市民意識調査、団体意見交換会からの当市の現状と健康課題

についてご報告し、第２次プランの骨子案としての構成イメージをお示ししたところです。 

その後、庁内の健康づくり推進本部会議も経て、それぞれから頂いたご意見を検討し、素案の

作成を進めてまいりました。８月から９月には、庁内関係各課へ照会し、市の取り組みと位置付

ける事業等の調整を行い、本日皆さまにお示しすることとなったところです。 

 

では、資料１ 第２次健康よつかいどう２１プランの素案について、ご説明いたします。 

まず目次ですが、全体の構成としては、第１部で総論として、プランの概要、市の現状と課題、

基本理念や体系などを記載します。第２部は、施策の展開として、１章を健康増進計画、２章を
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歯科口腔保健推進計画、３章を自殺対策計画としております。前回の会議の際はまだ未設定でし

た各計画の目標についても記載しております。最終案では、この後に推進体制や資料編を追加し

ていく予定です。 

本日は、まず、前回の報告資料から、第１部を整えましたところの確認をさせていただきます。 

第２部の施策の展開については、後程ご説明し、別途ご意見をいただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。また、事前に頂いたご質問等につきましては、説明の中で随時補足を

させていただきます。 

 

２ページをご覧ください。 

第１部総論の第１章、プランの概要です。ここから４ページにかけて、策定の社会的背景、国・

県の動向を記載しています。自殺対策につきましては、現在国が新しい大綱を策定したりといっ

た動きがありますので、最終案に間に合う範囲で内容の更新をしてまいります。 

５ページをご覧ください。 

市の関連計画の中での本プランの位置づけを示しています。本プランは、当市の健康づくりを

推進する上での基本的な理念・方向性を定め、関連する諸計画と整合性や連携を図りながら、健

康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進していくことを目的としています。なお、関連

計画の各分野固有の課題や施策については、各個別計画において対応することとします。プラン

の期間は３０年度から３９年度までの１０年間となります。また、プラン後半で出てまいります、

ライフステージについての区分を、表のように定義いたします。 

６ページをご覧ください。 

ここからは、第２章 市の現状と課題です。まず、統計資料について前回から変更していると

ころをご説明いたします。６ページの(1)人口の動向につきましては、推計のデータを国の人口問

題研究所のデータから、市の人口ビジョンのデータに差し換えました。 

１３ページをご覧ください。 

要介護者の状況ですが、高齢者の 7 期計画の調査結果が出ましたので、その中から、介護・介

助が必要になったきっかけについてのデータを追加しました。きっかけとしては、「高齢による衰

弱」が最も多く、「骨折・転倒」や「関節の病気」などの身体機能の低下や、「心臓病」「脳卒中」

等、生活習慣病の影響が要因となっているもの、および認知症と続いています。 

１４ページをご覧ください。 

幼児の歯科検診の状況ですが、右側のグラフ、県・全国のデータを最新の２７年のものに更新し

ました。分析結果の傾向についてはほぼ変わりはありません。 

ここで、事前にいただいているご意見をご紹介いたします。 

上田委員より、グラフの見出しの年号について、１３ページの上のグラフのようにすべて表記

すると見づらいので、１４ページのようにしてはどうかとのご意見をいただいております。仰せ

の通りと思いますので、各ページ、そのようにさせていただきたいと思います。 

また、１０ページの医療費に関して、市の支出額の推移も示して市民への動機づけにしてはど

うかとのご意見をいただいておりますが、単純に歳出の総額としてしかお示しできるものがなく、

傾向は１０ページの費用額の推移と同様でありますことから、健康づくりの視点としては、医療

費の額でお示しするほうがよいのかなと考えております。 
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１６ページをご覧ください。 

市民意識調査の結果です。１７ページから１９ページに健康意識についての回答結果を追加し

ました。２１ページ以降の生活習慣ごとのデータについては、前回の資料では、生データを単純

な帯グラフでお示ししていましたが、それを、注目すべき選択肢で作成し直したり、つながりを

持つデータを隣に記載するなどして見やすくし、さらに課題につながる特徴を上の枠に整理しま

した。また、２６ページには、市民からの積極的なニーズについて追加しています。回答者の約

半数が６０歳以上ということもあり、認知症や介護予防に関する取組への関心が高くなっていま

す。 

２７ページをご覧ください。 

ここから３０ページまでは、団体意見交換会のまとめですが、前回の資料では、出された意見

を生活習慣領域ごとに記載していたものを、④のように健康課題として整理し直しました。 

３１ページをご覧ください。 

ここから４２ページまでの１次プランの評価については、内容は前回資料と同じですが、指標

の達成状況ＡＢＣの判断の仕方がわかりにくいという指摘があり、３３ページ以降、各表の下に

くどいようですが説明文を追加しています。また、分野ごとに今後の課題と考えられることが文

末にくるように文章の構成を統一しています。 

４３ページをご覧ください。 

４３・４４ページには、２次プランにおける重点課題を整理しています。各項目のテーマとし

ては前回と同様の内容で６項目とも変わりありませんが、文言の修正等を行い統一感を図ってい

ます。また、これらの課題を導いた根拠や過程については、資料２にまとめさせていただきまし

た。 

４５ページをご覧ください。 

第３章では計画の基本理念、各計画の目指す姿、体系図などの計画を進めていくうえでの基本

的な考え方を記載しています。 

こちらも文章の若干の修正のみで理念等は変えていません。体系図は、前回は４７ページの部分

だけだったのですが、今回、４８ページに各計画の目標と、対応する行政の主な取り組み項目を

追加しました。 

 

では、体系図で、各計画の構成、目標を設定した考え方についてご説明いたします。 

健康増進計画については、生活習慣病の予防や介護予防に向けた望ましい健康習慣の獲得、実

践ということが大きなテーマになりますが、大人と子どもとではそこに影響する因子やアプロー

チの仕方が異なりますので、子ども期をすくすく、大人期をはつらつ、とライフステージを２分

割し、それぞれに目標立てをしています。 

 

すくすく期の３つの目標の考え方ですが、すべて４３ページの重点課題の①から導いています。

目標１については、乳幼児から学童期の望ましい生活習慣獲得のためには、まず家庭または保育

環境など周囲の大人が子どもの生活習慣を整えることとなるため、「家庭で取り組む生活習慣の

基盤づくりを支援します」としました。目標２については、そうした保護者の孤立しがちな育児

を支える周囲の環境が近年は必要となっているため、「地域の中で保護者が安心して子育てでき

る環境を作ります」としました。目標３については、主に学童期、思春期において、家庭の力が
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手薄であっても、子ども自身が自分の健康を考え行動できるようにしていくことで立て直しが図

れることから、「子どもが自分自身を大切にし、生きていく力を育みます」としました。 

 

はつらつ期については、重点課題の②より、働き盛り世代の生活習慣病予防のため、目標１は

基本的な生活習慣の見直しなどのポピュレーションアプローチとして「自分の将来や大切な人の

ために、生活習慣病の発症を防ぎます」としました。目標２は重点課題の②及び④から、糖尿病

などの合併症を防ぐことや、高齢期に向けた介護予防も含めたハイリスクアプローチの視点から

「自分らしく過ごせるように、生活習慣病が重症化しないように支援します」としました。目標

３は重点課題の③から、健康づくりに関心を寄せにくい人を健康に近づけていくという、難しい

ですが、進めなければ全体の底上げにはならない部分に新たに取り組んでいく目標として、また

重点課題④の閉じこもり予防としての地域参加の推進という視点も含めて「健康づくりに取り組

む余裕のない人も、地域の中で健康に近づくような仕組みづくりを目指します」としました。 

 

歯科口腔保健推進計画については、重点課題⑤の視点を盛り込みながら、目標１は健康増進計

画との整合を持たせ、すくすく期、はつらつ期それぞれに応じた取り組みでむし歯や歯周病によ

る歯の喪失を予防するため「ライフステージに応じた歯と口腔の健康づくりに取り組みます」と

しました。以下２.３.４の目標は新しいもので、従来歯や口の健康というとむし歯や歯周病の予

防をすることと思われがちでしたが、これからの高齢社会では、噛む力や飲み込む力、しゃべる

力などの口腔機能の維持改善も重要であることから、目標２を「個々に応じた口腔機能の維持・

向上を推進します」としました。また、ライフステージの切れ目や生活環境が変わるところで生

じている、歯科保健の空白期間が課題であることから、目標３は「一生を通じた切れ目ない歯と

口腔の健康づくりに取り組みます」としました。そして、歯や口の健康はそこだけでなく全身の

健康づくりと連動して推進していく必要があることから目標４を「歯と口腔の健康づくりを通じ

て、心身の健康が維持増進される社会環境を整備します」としました。 

 

自殺対策計画については、歯科同様に、目標１の部分をベースとして健康増進計画との整合を

持たせ「ライフステージに応じたこころの健康づくりに取り組みます」としました。目標２.３は

新たに自殺対策としてのもので、目標２では、気になる人を幅広く把握し支援につなげていける

環境が必要であるため「地域の中で気づき・つなぎ・支えあう体制を作ります」としました。目

標３は、よりリスクの高い人への支援体制を構築していく必要があることから「自殺のリスクを

低下させ、生きることへの支援を行います」としました。 

 

第 1部につきましての説明は以上となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

【大内部会長】 

 ありがとうございます。ただいまの説明に対してご意見・ご質問がございましたら、お願いい

たします。特によろしいですか。では、今の議題はこれでよろしくお願いいたします。 

続いて、①第２次健康よつかいどう２１プラン素案 第２部 施策の展開について事務局より

説明をお願いいたします。 
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【事務局】 

 では、５０ページをご覧ください。 

第２部、施策の展開につきまして、健康増進計画のすくすく期を例に構成のご説明をいたしま

す。 

まず、その計画分野の「現状と課題」を整理しています。そこから先ほどご説明させていただ

きましたような、３～４個の目標を設定し記載しています。以下のグラフ等のデータは、課題や

取り組みにかかわるもので、第１部に掲載していないようなものを取り上げています。 

 

５２ページをご覧ください。 

続いて目標ごとに、「取り組みの方向性」、「数値目標」、「市民の皆さんに心がけてほしいこと」、

「行政の主な取り組み」の４項目をまとめています。 

数値目標につきましては、今回は指標の案とそれを取り上げた考え方を記載していますが、次

回、計画案とする際には、考え方の欄を現況値、指標、出典に置き換える予定です。原則として、

１次プランの評価で悪化したものは引き続き指標としています。ただし、母数が少なく統計的に

判断が難しくなるものは、取り上げていません。また、国・県の指標になっているもので当市の

課題や取り組みと関連し成果としてデータが入手できるものは、取り入れるようにしています。 

市民の皆さんに心がけてほしいことの中には、目標によって、個人の行動だけではなく、地域

の一員として取り組んでほしいことなども盛り込んでいます。そのため、「市民の皆さんに心がけ

てほしいこと」だとタイトルではそぐわないため、少し見直しをしたいと考えております。 

 

５３ページをご覧ください。 

行政の主な取り組みについては、取り組みの基本となる考え方と主な取り組み内容、担当課の

記載とし、具体的な事業名は掲載しておりません。１０年間の計画ですので、事業の改廃等があ

った場合でも、その道しるべとなる理念を継承していけるようにしたいという考えからです。 

直近の具体的な事業としては、今後継続予定または実施予定の事業を庁内照会の上、資料３に

まとめています。これらの事業については、庁内で進捗管理を行い、ＰＤＣＡサイクルの中で継

続的に見直していくことといたします。 

来年度以降の新たな取り組みは太字にして下線をしていますが、実際のところそう多くはあり

ません。事業としてやれることの多くはすでに取り組んできており、既存事業の中であまり経費

をかけずできる工夫をしていくことが中心にならざるを得ないという事情もありますのでご理解

賜りたいと思います。 

行政の主な取り組みの下の、空白の枠はコラム的に市民のみなさんに、お伝えしたいことを記

載していきます。記載しているテーマはまだ案としてのものです。構成の概要は以上です。 

 

では、改めて、事前に頂いているご意見などもご紹介しながら、目標毎にご説明いたします。 

すくすくの目標①ですが、家庭での望ましい生活習慣の獲得に親子で取り組むことにより、親

世代の生活習慣改善にもつながることを狙っています。 

行政の主な取り組みとしては、５３ページになります。全般的な周知のほか、栄養、運動、喫

煙、飲酒の生活習慣項目を取り上げています。 



7 

 

栄養についての基盤としては、よく噛んで食べること、楽しく食べられることを大切にしてほ

しいと思っています。具体的な事業としましては、資料３－１の１ページにございますとおり、

主に保育の場や、母子保健事業での啓発が中心となりますが、食への興味、関心を育むというと

ころで、学童対象の朝ごはんコンテストや年長児向けの食育活動などに新規に取り組んでみよう

と考えております。 

運動については、やはり体を動かすことは楽しい、という感覚を基盤に持つことが将来の運動

習慣につながりやすいと思われるため、親子で楽しく体を動かせる場や機会、情報の提供をした

いと考えました。成果指標としては、国の指標に準じた「外遊びを週に３日以上行う」という項

目を取り上げました。先ほどの栄養の項目に関しては、成果指標の設定が難しいため、数値目標

は掲げてはおりません。 

喫煙・飲酒については、この世代ではまず保護者の知識が重要ですので、母子保健事業を中心

として周知啓発の機会を活用し、成果としては、市で行動データを把握できる妊婦の飲酒率・喫

煙率で評価したいと思います。これは国の指標でもあります。指標下の２項目は意識調査での評

価となります。 

 

５４ページをご覧ください。 

すくすくの目標②については、孤立しがちな親を支える環境づくりについてです。 

行政の主な取り組みとしては、５５ページになります。1 項目めでは、それぞれの「家庭にあ

った情報提供と支援」として直接・間接の情報提供や相談体制の整備などを行っていきます。 

２項目めとしては、「地域で支える体制づくり」として場や仕組みの提供をしてまいります。具

体的には、資料３－１の２ページめにありますが、支援専門職だけでなく、地域の中でお互いに

交流したり、助け合ったりできる環境づくり（子育て支援センター、ファミリー・サポートセン

ター等）を目指します。 

５４ページの成果指標としては、２つめは国の指標、１つ目は市独自の設定ですが、いずれも

母子保健事業で把握するデータとなっています。 

市民の皆さんに心掛けてほしいことの中で、下の３つは、当事者でなくても、地域社会の一員

として心がけていただきたいこととして掲載しています。 

５６ページをご覧ください。 

すくすくの目標③については、子ども自身が判断・行動できるようにしていく支援についてで

す。 

行政の主な取り組みとしては、５７ページになりますが、１項目め「セルフケアの獲得支援」

として、主に学校教育の場での健診や、保健体育、食育活動などの中で教育をしていくことと、

特に食と歯科に関しては健康増進課でもかかわりを持っていきたいと考えています。成果指標と

しては、引き続き、児童・生徒の欠食割合を取り上げました。 

２項目め「地域での見守り・支え」としては、家庭、学校以外での見守りや育ちの場として青

少年相談や児童センター、子どもルームの運営、放課後の居場所づくりなどを支援していきます。 

３項目め「自分自身を守るための支援」としては、思春期教育や保健体育、命の教育などによ

り、正しい知識や自他を大切にする心をはぐくんでいきます。この項目で、委員よりご意見をい

ただいているので補足します。「喫煙・飲酒・薬物・性感染症などに対しては、市だけではなく、

警察や保健所などの関係機関との連携が重要であり、それを入れたほうがよい」とのご意見をい
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ただいております。仰せの通りで、実際に薬物乱用教室や非行予防教室などは警察や県の薬物乱

用防止指導員の協力を得て実施しています。関係課と文言の調整を検討させていただきます。 

５６ページの成果指標につきましては、国の指標である高校生の飲酒・喫煙経験を取り上げて

います。 

５８ページをご覧ください。 

はつらつ期については、青年期・壮年期以降、高齢期も含みますが、あくまでも予防的な観点

からとご理解ください。 

６１ページをご覧ください。 

はつらつの目標①ですが、すくすく同様、栄養、運動などの生活習慣を項目として望ましい生

活習慣の維持・改善を支援していきます。 

数値目標では、がん検診の受診について、数ではなく率で記載していくこととします。合わせ

て特定健康診査の受診率とバランスの良い食事をとる人の割合を新たに加えています。その他の

項目は国においても指標となっているものであり、引き続き成果指標といたします。 

事前意見として、「がん検診受診率の関連資料として、現況値の図表を６０ページまでのデータ

に追加してはどうか」というご意見をいただいています。他の項目で現況を掲載しているものも

ありますが、５種類の検診で見やすいものが作れるかも含めて、検討させていただきます。 

市民の取り組みについてもご意見をいただいております。本日欠席の古川恭子委員より、「欠食

や運動しない理由が時間がないということだったので、そこを考えてもらうために「健康のため

に使う時間をつくるように心がけよう」ということを市民に取り組んでほしいこととして入れて

はどうか」とのことでした。少々盛りだくさんになってしまいますが、必要な視点かと思います

ので、取り入れさせていただきたいと思います。 

また、同じく古川委員より、「子どもだけでなく、大人も欠食の問題があったはずだが、それに

は触れないのか」というご意見がありました。行政の主な取り組みの２.食生活・栄養の 1つめの

取り組みに含まれているものですが、改めて、大人の欠食としては文言にしていないので、市民

に心がけてほしいことの中に表現できたら、と思います。なお、５２ページのすくすくの目標①

では親子での取り組みとして、市民に心がけてほしいことの中に「早寝早起き朝ごはん」として

触れています。 

それから、上田委員からのご意見として、６２ページ、行政の主な取り組みの１.健康管理の２

項目目に歯周病と全身の健康について記載していますが、歯科口腔保健推進計画での取り組みと

重複するので削除してよいのでは、とのご意見ですが、こちらにつきましては実は意図的であり

まして、と申しますのは、今回、歯科分野が別計画になったことで、生活習慣の中に歯科がある

ことが見えづらくなっています。そこで、健康増進計画の中でも歯科分野に関することを記載し、

関心を持っていただこうという意図です。そのため、コラムも 1 つ歯科のことを６５ページに持

ってきています。スペースの関係もありますし、ＣＯＰＤなどの用語解説も有効と思いますので、

掲載位置はこことは限りませんが、そのような意図がございますので、ご理解いただければと思

います。 

 

６４ページをご覧ください。 

はつらつの目標②ですが、発症前の健康な方へのアプローチが中心となる目標①に対して、発

症間近または、発症している方へのハイリスクアプローチの取り組みとなります。 
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数値目標としては、生活習慣病の重症化予防の取り組みの成果として、特定健診でのメタボ該

当者や検査値の異常がある方の割合を減らす等を成果指標としています。また、ロコモ認知率に

ついては、介護予防に向けた啓発への評価として設定しています。 

介護予防へのアプローチとして、６５ページの行政の主な取り組みでは、最後の項目に「加齢

による健康リスクに備えるための情報提供や健康教育を行います」としてひとくくりにしていま

すが、介護の問題で大きいのは認知症であるから、それに対する取り組みを特出しで設けるべき

ではないか、との意見がありました。しかし特に当市で要介護となったきっかけの上位が認知症

というデータもなく、介護予防の中には、認知機能だけでなく、運動機能の低下、低栄養、口腔

機能の低下、うつ、閉じこもりなどの社会機能の低下への対策も含まれますので、取り立てて認

知症だけを取り上げてはいないことと、それらの取り組みについては介護分野の個別計画に載っ

てくるものですのでここであまり細かく触れてはいないのですが、そのような考え方でよろしい

か、何か関連してご意見があれば、後程お願いしたいと思います。 

 

６６ページをご覧ください。 

はつらつの目標③ですが、健康に関心を向けにくい人に対する取り組みとなります。 

行政の主な取り組みとしては、６７ページになりますが、１項目め「健康行動の定着に向けた

支援」では、まず基本的な情報として、目標①のような望ましい生活習慣の周知に努めます。 

そして、２項目め「健康づくりにつながる環境整備」として、健康を入り口とせず、全く関係

のない特典、インセンティブにより健康に近づく行動を誘導する仕組みを工夫していきます。ま

た、一人では取り組みにつながらない人も他者とのつながりの中で、社会参加をしながら健康行

動がとれるような、地域活動を後押ししていきます。 

３項目め「行事での健康情報の提供」についても健康とは一見関係のないイベントなどにも参

画し、さりげなく健康に関する情報提供を行い、関心につなげていこうと考えています。 

４項目め「生活状況に応じた支援」としては、結局のところ、健康を意識する余裕のない人は

福祉サービスを必要とされている場合も多いため、そうした制度利用者に対し、関係課と連携し

て健康面の支援を行うことで、市民の健康の底上げを図っていきます。 

６６ページの成果指標としては、健康に関心がある人を増やすという項目を新たに設定すると

ともに、引き続き、地域活動にかかわる指標を取り上げています。 

 

６８ページをご覧ください。 

第２章 歯科口腔保健推進計画となります。 

７１ページをご覧ください。 

目標①ですが、健康増進計画との整合を持たせ、すくすく期とはつらつ期のライフステージに

応じた取り組みとしています。 

行政の主な取り組みとしては、７２ページの１項目め「妊娠期をスタートとした歯科口腔保健

の啓発」、２項目め「むし歯と歯周病予防のための生活習慣の定着支援」、３項目め「セルフケア

の定着支援」がすくすく期の取り組みとなります。子どもの歯科保健データは１次プランでもす

べて目標達成しており、かなり望ましい状況ですが、大人になってもそれが維持していけるよう

に定着させていく必要があり、特に３項目めの取り組みを学校とも連携して進めていきたいと思

います。 
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７３ページは、はつらつ期の取り組みです。４項目め「歯と口腔の健康を見直すきっかけづく

り」では、大人になってついおろそかになっている歯科保健について見直すタイミングをとらえ

て支援していきます。５項目め「一人ひとりの状態に適したセルフケアの支援」では、健診や相

談で自分の口腔状態や生活に合わせたセルフケアを知り、維持していくことを啓発していきます。 

７１ページの成果指標としては、子どものむし歯の状態、成人は歯周病の状態を引き続き取り

上げるとともに、食習慣とのかかわりの部分で最後の指標を取り上げています。 

 

７４ページをご覧ください。 

目標②ですが、これからの高齢社会で重要な、噛む力や飲み込む力、しゃべる力などの口腔機

能についての目標です。 

歯の喪失はなるべく防げたほうが口腔機能は維持できるため、引き続き、６０２４,８０２０運

動を数値目標としています。また自分の歯でなく義歯であっても適切に管理できれば、良好な口

腔機能が維持できることから、成果として新たに、国の指標でもある最後の項目を取り上げてい

ます。 

行政の主な取り組みとしては、７５ページになりますが、まず、口腔機能の重要性を知っても

らうこと、それから、自分の口腔機能の状態を知り、その維持改善方法の指導を受けられる機会

を提供していきます。また、障がいや介護を要する状態の人でも、個々に応じて口腔機能の維持

改善が図れるよう、必要な情報提供を行っていきます。 

 

７６ページをご覧ください。 

目標③ですが、ライフステージの切れ目や生活環境が変わるところで生じている、歯科保健の

空白期間が課題であったことから、下段の行政の主な取り組みとしては、「環境変化の切れ目をつ

なぐ支援」として、すくすく期のセルフケアの定着支援の中で、将来にわたる動機づけができる

ような教育をしていくことや、職域での歯科検診への理解の促進、子育てをきっかけとした親自

身の見直し、全身の健康と絡めた周知啓発などに取り組んでいきます。 

数値目標としては、適切なセルフケアの継続を支えるかかりつけ歯科医を持つことが重要であ

ると考え、指標として取り上げました。 

７７ページをご覧ください。 

目標④ですが、歯や口の健康はそこだけでなく糖尿病や心臓病、肺炎などの全身疾患とも深い

関わりがあり、全身の健康づくりと連動して推進していく必要があります。 

行政の主な取り組みとしては、７８ページになりますが、まず、定期健診の推進、そして、医

療・教育等の関係機関と連携した周知、などに取り組んでいきます。さらに東日本大震災などの

教訓を踏まえ、災害時に忘れられがちな口腔ケアの重要性についても全身の健康とのかかわりと

して周知していきます。 

ここで古川恭子委員より「災害時だけでなく、普段からの口腔ケアが全身の疾病予防につなが

ることをもっと強調して伝えたほうが良い」とのご意見がありました。コラムや市民の皆さんに

心がけてほしいことの中にうまく盛り込んでいけたらと考えております。 

数値目標としては、７７ページになりますが、歯科検診の受診者については引き続き、他の２

項目については新たに成果指標として取り上げます。 
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７９ページをご覧ください。最後に、休養・こころの健康づくりを含む、自殺対策計画となり

ます。 

８０ページから８２ページまでは第１部に加え資料データとなっております。８２ページの市

と県の統計データにつきましては、上田委員より、「年齢階層別の数も必要ではないか」とのご意

見をいただいておりますが、第１部１５ページで年齢階級別のデータは率としてお示ししている

ので省略しております。当市は小規模市のため実数の明記をしていくと個人が特定されてしまう

可能性が懸念されるため、実数の記載は控えさえていただきます。 

 

８３ページをご覧ください。 

目標①ですが、歯科計画と同様に、健康増進計画との整合を持たせ、すくすく期とはつらつ期

に分けて、こころの健康づくりについて記載しています。 

行政の主な取り組みについては８４ページになりますが、すくすく期は１項目めの「子育てに

対する不安や負担感の軽減」と、２項目め「自分自身を守るための支援」として、ＳＯＳ教育や

いじめ対策に取り組みます。はつらつ期では、３項目め「ストレスと向き合うための支援」とし

て大人にもＳＯＳの出し方や、適切なストレス対処法などの周知啓発を行います。 

成果指標としては、８３ページの通り、不安、悩み、ストレスの解消ができているか、睡眠に

よる休養がとれているか、を指標として取り上げています。 

 

８５ページをご覧ください。 

目標２ですが、自殺はその多くが追い込まれた末の選択であり、未然に防ぐことができる問題

であることから、周囲で誰かが気づき支援につなげることが重要です。 

行政の主な取り組みについては８６ページになりますが、１項目めとして地域の皆さんへ、ベ

ースとなる「こころの健康や自殺対策に関する正しい知識の普及」に取り組みます。２項目めと

して、地域での気づきの担い手となる「人材の育成と連携体制の構築」に取り組みます。３項目

めとして地域の中での「孤立予防や交流の場の提供」に取り組みます。 

成果指標としては８５ページの通り、「ゲートキーパーの認知率」と、近所で声掛けできる関係

の評価として「挨拶できる人を増やす」という項目を設定しました。 

 

８７ページをご覧ください。 

目標③ですが、よりリスクの高い人への取り組みとなります。 

行政の主な取り組みとしては、８８ページとなります。１項目めとして相談対応職員の資質向

上や連携体制などの「相談支援体制の整備」、２項目めとして自殺ハイリスクである「自殺未遂者

や遺された人に対する支援」、３項目めとしては、人口規模が小さいので特性が出るかは不明です

が、今後県から提供される予定の自殺プロファイルなどからの「自殺要因の地域性に関する調査

分析」に取り組み、必要な対策を検討していきます。 

成果指標としては８７ページの通り、新たに３つの指標を取り上げます。 

 

長くなりましたが、以上で第２部の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
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【大内部会長】 

 ありがとうございます。ただ今の説明についてご意見・ご質問がございましたら、お願いいた

します。 

 

【上田委員】 

 聞き落としたのかもしれませんが、歯周病に関する記述が６２ページの【行政の主な取り組み】

で歯周病と全身の健康との関係について周知しますと取り上げられています。これと同様の記述

が７３ページにもあります。これはダブってしまう内容ではないでしょうか。内容的には違うこ

とをしようとしているのですか。それとも同じことですか。もし、違うことであるとすれば、も

う少し表現の方法があるのではと思いました。 

 

【事務局】 

 周知啓発の内容としては、同じ内容になるかと思います。健康増進計画の中では、生活習慣病・

糖尿病といったところとの歯周病との関係ということになります。そちらを知ってもらい考えて

もらう為に載せております。７３ページは歯科口腔保健推進計画になります。そちらの歯科保健

の推進というところから、全身の健康との繋がりから歯科口腔保健推進計画をきちんと行ってい

くことの重要性をお知らせしました。少し角度は違いますが、基本的には同じものです。 

 

【上田委員】 

 担当課も同じで、やることは一緒だとすると何かどちらか一方にまとめてもいいのではないか

と感じます。あえて分ける必要性とは何でしょうか。 

 

【事務局】 

 これは意図的に分けております。もしかしたらというところですが、健康増進計画はご覧にな

っても歯科口腔保健推進計画の方は、見なくても構わないと思ってしまう方が中にはいるかと思

います。歯科口腔保健推進計画も読んでいただきたく、そちらに繋げる意味で健康増進計画の中

で、生活習慣の中に歯科保健もあることをお示ししたいということです。そこから全く抜けてし

まうと、歯科口腔保健推進計画を開かなければ、全く歯科の部分に触れられなくなってしまいま

す。 

 

【上田委員】 

 もし、皆さまから意見があればお聞きしてほしいのですが、同じようなことが両方出てきてい

るということでよろしいでしょうか。私は違いがあまりピンときていないです。他の委員の方で

意見があるようでしたらお願いします。 

 

【大内部会長】 

 歯科医師会の代表としてお話させていただきますと、言いづらい意見ですが、口のことと全身

のことがリンクしていることを認知されていない方はまだまだたくさんいらっしゃいます。特に、

高齢の方では口の機能が弱ってくる、またフレイルという言葉がだいぶ周知されてきましたが、

体のことであるとロコモティブシンドローム、口の中は虚弱という意味でフレイルという言葉が
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あります。口の機能が衰えてくると、まず栄養が取れなくなる、話をするコミュニケーション能

力が衰えてきます。そうすると、噛むことと話すことの機能の低下が脳に刺激を与えることが少

なくなり、認知症に繋がるというデータも実際に出てきています。また、歯周病と糖尿病の関係

も非常に出てきています。口の中は、口だけでなく全身とも繋がっていることを周知していただ

く為に、恐らく全身の方にも同様の内容を入れていただいたのではないかと理解しております。

あえて口だけというと、口の中だけでいいと思われている方が結構まだいらっしゃいます。極端

な話ですが、悪い話をすると入れ歯なのだから関係ないという方も中にはいらっしゃいます。し

かし入れ歯もプロの目から話をさせていただくと、定期的に体はどんどん変わっていきます。入

れ歯はプラスチックですので変わらないように思うのですが、実はすり減ってきて変わってきて

います。それで気づかずに機能が落ちてきているのですが、本人は毎日の中で使われている物な

ので変化に気づかないことが多かったりします。口は口、体は体ではなく、口も体の一部の臓器

であるという意味で計画の中に入れていただいていると解釈しているので、非常にありがたいと

思っております。よろしいでしょうか。 

 

【上田委員】 

主旨は分かるのですが、計画としてバラバラに出すことがいいのか、どちらか一方にするとど

ちらかが補完されるという関係にあるのかと思ったのですが、やはりそれぞれの立場で行った方

が良いということですか。 

 

【大内部会長】 

私は個人的には、そのように思っておりますが事務局としてはいかがでしょうか。 

 

【事務局】 

 その通りです。 

 

【上田委員】 

ありがとうございました。 

 

【大内部会長】 

 貴重な意見をありがとうございます。他にございますか。 

 

【柴委員】 

 これは国に出す、こういった施策をしますといった報告書なのですか。それとも住民一人ひと

りに理解してもらう為のものなのでしょうか。あるいは、行政の担当者がこれに従って行うマニ

ュアルなのですか。 

 

【事務局】 

 どの要素も含んでいると思っております。特に市民への取り組みについては、市民の皆さまに

も分かっていただきたいというところがあります。 
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【柴委員】 

 １００ページ弱に渡るものを市民の方が、くまなく目を通すという自信がありますか。あるい

は、過去のこういったものが、市民にどの程度読んでいただいて受け入れていただく、認知をさ

れたというようなデータはないのですか。私は、国がそういったことを行う以上、何かあるので

はと思います。それが一番の問題なのかと思います。書くことはいくらでも可能です。しかし、

誰をターゲットにして、何を調べたいのか、住民にもし理解をしていただくということになると、

読んでくれるでしょうか。私ならば読まないと思います。これが悪いと言っているのではなく疑

問に思います。従って、最後にいかにこれを住民の方に読んでいただく、理解していただくこと

を考えることが次の問題であると思います。それなくして計画の達成はあり得ないのではないで

すか。また、こういったことを国が指示をしてくるということは、対費用効果ということが当然

あると思います。そういった施策をつくり、年余に渡ってこの計画を立て、業者に依頼をして計

画を作り上げていくことに対して、具体的に対費用効果という面で何かこういったことがあると

いう、目標やあるいは過去の健康プランの結果、どのような効果があったといった具体的な評価・

経済的評価はあるのですか。行ったことがないですか。 

国はおそらくそれを望んでいると思います。この計画を作った会社ではそれを把握していない

のですか。ただ、依頼をされたからと作っているだけなのでしょうか。これを作ることで、市全

体としての財政にどの程度の対費用効果が上がるかということは考えていないでしょうか。一人

の方だけが健康であればよい、一生保険がかかってもよいということは簡単なことです。しかし、

そうではないわけです。是非ご検討をお願いします。いつも何となく全ての計画をお聞きします

が、果たしてこれを皆さんは見るのかなと思います。 

 

【事務局】 

 市民への周知については、前回の計画の時にも、計画書本編全ては、なかなかハードルが高か

ったため、概要版といった短いページ数で作って、健康教室や健康教育の時にそれを使って教育

を行っていました。今回も概要版は作る予定となっており、健診の時に受診者にお知らせしたい

と考えております。 

 

【柴委員】 

 子どものことについて出ています。そうすると例えば、当然、教育委員会やその方の方々は義

務的に目を通していただけるのでしょうか。 

 

【事務局】 

 市の教育委員会ということでよろしいでしょうか。 

 

【柴委員】 

 教育委員会、あるいは教育関係者でおそらく保育所から始まってということになると思います。

是非そういったことも徹底するようにお願いしたいと思います。 

 

【事務局】 

 庁内の事業を一緒に行っていく方には、全て読んでいただいて目的の共有や事業の共有をでき
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るようにしております。 

 

【柴委員】 

 ずっと拝見をしていて我々にも重要な課題が与えられたと思って聞いておりました。例えば、

特定健診を受診されて、このような結果であったといったことでいらっしゃいます。いらした方

に対して、我々の側の見解が全くバラバラであります。つまり、糖尿病なら糖尿病に対しても何

故 HbA1c の基準を５.５、５.６で切っているのかということに対する考え方がバラバラだと思い

ます。これは私も、その点きっちりといらっしゃる方に知らしめる行動を取らないといけないと

思っています。ここへ来てこのように言われた、何かよく分からないので来たという時に、これ

ではまずいということがあります。今度は私自身が、反省の材料として、我々は特定健診その他

の健診の結果を医療側が無駄にしてはいないかどうかということに非常に反省の念を持ちました。 

 

【大内部会長】 

 柴委員がおっしゃっていただいたことは、正直我々（歯科医）も健診も医師によって異なるこ

とが多いです。私も先日、市の１歳６ヵ月健診に行った時にも、担当衛生士の方から先生によっ

て月によりバラつきがあるということもありました。ただ、これは、なかなか言い出しにくいこ

となのですが、やはり個々の先生にお任せしている以上は、どうしても統一することは難しいと

ころでもあります。そういう意見が出たということは、我々も歯科医師会の方にもご報告させて

いただきたいと思っております。他にご意見ございますか。 

 

【古川（美）委員】 

 ５４ページ「目標２ 地域の中で保護者が安心して子育てできる環境をつくります」の数値目

標の「育てにくさを感じた時に相談先を知っている人を増やす」とあります。次の５５ページに

も「地域における子育て支援の環境を充実します」との文言が書いてあります。前回も話をしま

したが、やはり市内を見渡しますと地域格差があると思います。市の中心部にはかなり相談でき

る場所や健診場所、子育てに関しての情報がたくさんあります。支援センターであっても、保育

所がある場所には支援センターを併設したところがあるので多いのです。しかし旭中学校区や子

どもたちの人数が四中学区と同じくらいである西中学校区については、なかなか支援の場所が十

分にないのではないかと、地域の子育て中のお母さんの声を聞きました。地区ごとの格差がある

ことはよく聞くことです。相談先を知っている人を増やすということも大事なことですが、地域

の格差をなるべく減らしていく、場を増やしていくことも、この計画の中に盛り込んでいると思

います。しかし車を運転しないお母さんたちは、悩みを相談できる場所がないといいます。支援

センターはとても充実しているのですが、そこに行くには車でないと行けない、と発達障がいを

抱えている子のお母さんたちが悩んでいるということも聞きます。車が運転できないので夫が休

みの時にしか行けず、しかし夫の休みが土日しかないとなると、平日子どもを抱っこしてバスを

使って行くことはかなりハードルが高いです。結局、悩みを抱えて悶々と過ごしている母子の孤

立ということがあります。車を運転できない状況もあるということを少し念頭に置いていただい

て、ベビーカーを押して行ける距離に子育ての悩みを解消できるような場の設定ということで、

文言として入れるかはお任せしますが、地域で支える体制というところに地域性も入るとよいの

ではと思います。８５ページでは心の相談ができるゲートキーパーを増やしていくことはとても
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よいことであると思います。しかし実際、ゲートキーパーがどこにいるのかということが現状で

は、私自身もどこに行けばよいのか分かりません。保健センターは市の中心部にしかないので例

えば地域で開業している薬局や、支援センターであるとか心の相談ができるというはっきりした

場所に合わせて、ゲートキーパーがいる場所を示していくとより体制が実働していくと思います。 

 

【大内部会長】 

 今の意見に対して事務局はいかがですか。 

 

【事務局】 

 ゲートキーパーですが、確かに市で養成研修を実施しています。どちらかというと市民一人ひ

とりが自分の身の周りに気になった方がいたら、気づいて声をかけて必要なところに繋いでいき

ましょうというもので、プロフェッショナルなものではなく、そういった方が増えていくことを

目的として実際に養成しているところです。先生方に伺ったようにゲートキーパーもそうであり

ますが、相談窓口が今まで障がいは障がい、保健センターは保健センターということでいろいろ

なところで行い、周知も様々であったので今回の計画を策定するにあたって、それを１つに集約

して分かりやすいように市民の皆さまに示していこうと考えているところです。今、アイデアを

いただいた薬局のような身近な場所で車がない方が気軽に行ける場所での周知方法について、取

り組みとして検討させていただきたいと思います。 

 

【古川（美）委員】 

 よろしくお願いします。 

 

【橋本委員】 

 文言がどうとかそういった意味ではないのですが、自殺対策計画で出てくるように、こころの

健康や精神保健福祉でいつも問題となるのが、教育と福祉の部分がいかにネットワークをうまく

とり行っていけるかというところが、重要になってくると思います。教育は教育の縦割りのよう

な、別々に計画があり行うことがあり、なかなかそこがリンクしないと、やはり子どもの頃から

も教育の中で心の健康や精神の病気について学んでいかないと、大人になりいきなり心の健康で

あるとポンと出しても、なかなか入りにくいところであります。それをどう落とし込むのかは分

からないですが、いろいろと計画の中にも書かれているのですが、それが実際に行われるもので

あってほしいと思うところがあります。指導課とは、教育関係のところですか。ＳＯＳの出し方

に関する表記は子どもでも大人でも重要と書かれており、まさに自殺に関してもそうであると思

います。こちらで行うような計画になっていることは良いと思いますが、きちんとリンクして出

ていると良いと思います。また、８７ページの数値目標の「Ｋ６の点数が１０点以上の割合を減

らす」で、これは一般市民調査で８０ページの部分で取っているということですが、これは何年

に一度とか決まっているのですか。 

 

【事務局】 

 成果指標でご承認いただけると、市民意識調査で評価をさせていただく項目になります。次の

評価年が平成３４年なので、平成３３年に市民意識調査を行い、評価をすることを考えておりま
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す。 

 

【橋本委員】 

 計画に載せることとは違うことなのですが、こういった意識を自分が今どういう状況なのか認

識するということも、自殺を防止する為には大事なことであると思います。心の健康診断ではな

いですが、そういった取り組みのようなことがどこかで行えると良いかと思いました。 

 

【大内部会長】 

 他にご意見はございますか。特にないようですので、議題①第２次健康よつかどう２１プラン

（素案）施策の展開については以上となります。ご報告ですが、中村委員は事務局に体調不良の

為欠席ということでご連絡がありました。 

続いて、議題②その他として事務局からお願いいたします。 

 

【事務局】 

 次回の会議の開催について、現在の時点で１１月下旬を予定させていただき日程を調整してお

伺いできればと考えております。次回の内容については、第２次健康よつかいどう２１プランの

計画最終案を予定しております。 

 

【大内部会長】 

 ありがとうございました。以上で全ての議事は終了いたしましたので事務局にお返しいたしま

す。 

 

【事務局】 

 委員の皆さま、長時間に渡るご審議をどうもありがとうございました。以上で本日の健康づく

り部会を終了させていただきます。ありがとうございました。 

 

 

５．閉会 

 

                                        以 上 

  


