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3∴市長挨拶
おかし副お急速な高齢化や′土浦習慣の変化により、が／、ノ、心疾患、脳血管疾患なとの生活習慣病の
割合が増加し、医療や介護に関する負担が一層増えていくものと予測されている。一一万、市民の健康
を取り巻く状況は、飽食の時代の現代では、食生活の乱れや、運動不足などにより、働きざかりから、
年齢とともに肥満者の割合が増え、高血圧霜や糖尿病などで治療を受ける方々が多い。
本市では、個人と地域社会が力を合わせて一人ひしりの「健康）を実現していくことを基本理念と
LIこi第2次健康きさらづ21」を平成24年3相こ策定し、推進してきたが、昨年度が計画の最終年
となり、評価分析を加え、今年度、新たにi第3次健康よさらつ211をスタートした。

今後は、本計画に基つき、計は‡や関係者により−一層の二理解、ご協力をいただ辛ながら市民主体の
健康づくりに「卸すと事業を積極的に展開していきたい．、
この3次計画の目標は、健康寿命の延伸と健康格差の縮小。生活習慣病にならないこと、そして悪

化させないこと、そのためには適切な栄養・食生活、身体活動・運動などの生活営慣を千ともの頃か
ら定着させてゆくことが大切。本計画は、健康増進計車両∴母子保健計画、食育推進計画、歯科保健言1
両の4つの計画を合わせもち、基本的な生活習慣等のH標数値を設定して、各種施策を進めるものと
なっている。

このi第3次健康きさらつ211を推進し、進捗管理＝ノていく上で、是非、忌韓のないご意見を賜
りたい。任期は2年間。本市の健康づくりの推進にご尽力郁易りま￣iIよう、よろしくお願い申し上げ

ます。
4

議題

○議題1

役員選出

木口の会議は、委員18名中16名人の出席。．たつ（、木更津市健康づくり推進協議会費綱第6条
第2項の規定により、会議は成立。
なお、同要綱第6条第1頑の助走により会長が議長十五、るが、委嘱期間満了により会長が選出され
ていないため高浦市民部長を仮議長とし議事を進fI。
《，高輪吊民部長 議事進行 か

誠澗1の「役員の選出」で木更津缶健康づくり推進協議会要綱第5条第IJ頁、第2頭で「会長及び

剛会長は、役員の互選により定める」と在っており、事務局

任の声があがる

事紡・予への（案）の提示を求められ、会長に宮津本則同憂舟i会会長の紬l惚I空車捕、副会長に木更

津i同、中学校長会の吉本明広民を雅雄す信
玄員から「異議なし」の声があり、本案についCの承，忍、挙手全員にて会長に神田 委員、副会長
に吉本 委員が運用される（、
大府鮎こついては、後i十事務局から了承を得ることとなる。
《 神同会長 議事進行 か

二の委員は、健康づくり雅雄宮の代表として出席のため、「印の健康課題や健康っくり事業を客観的
に検討し、よりよい事業が美肌できるよう慮見交換をしていただきたい。
一上帯のない意見を頂ける士う会長として務め／こい（，

．設題20）健康つくり推進協議会の概要説明を事務局よりお願いしたい。
（￣）議頬2

健康づくり推進協，議会の慨婁説明（資料lfl）

事務局

山。副課長

木中津市健康づくり推進協講会（レは、第1次国民健廉づくり対策を受け、′朝を通じた健康つくり

を総合的かつ効率細二丈施すみこ言と全日仙こ馴系行政開、俵緯医療機関団体、梗康づくり関係同体、
Il尺代表者の委員18名で構成され、昭和544日こ協議会に発足（，
王／油津事務は、市の館康増進，庸一i「他l東ささJ）つ21」の策定および進捗管理（，

脇議会発足以来、両氏の健席課題が変化し、特に増え続ける′l活習慣病に対応するため、平成24
年∵川に第2次健康きさらつ21を策定。事業の進捗、目標数値の達成状況調査、，評価を行ない、侠
戚っくりを推進してきたく，

畔上、第2次健康きさらづ21の計画最終年度を迎え、取り組み事業、吊民を対象とした健康アン
ケ ト調査の結果、各様統計調査の状況から評価し、旧・県の健康増進の指毎日∴沿い、平成28年：）
月に第3次捷康きさらつ21を策定。
委員の任期は2年閏で平成30年の6月30日まで。協議会を通しノて、市民の縫康課題を生存し、／（

温習情痴の発症・重症化日射こついて行政や関係機関の連燐や取り組み互．ついC、．副韓のないこ意見
えい／二だきたい．，

C）議題3

木更津市の健康課題について（俗料浩一9頂）

事務局ili野寺剛主幹

現有の健康課題は大きく2つ。
（i）心疾患をはじめとした循環器疾患での死亡者が国・県と比較してi諒、
②国保・後期高齢被保険者10力対の人工透析患者数が県内上位を占めている
平成26年での年間の死亡者はi2（−5人。困、がん、心疾患・脳血管疾拙こよる化しし：が709人で5（う聞，。
当ノ数以」が、予防可能な病気。
心疾患では、県や、剛こ比へC多生で，

県の剛呆・後期高齢者被保険者10万対の人十二透析者の割合では、木更津市は県I人）で多い地域（，
平成26年度累計では県内リーースト1：日立4肩管内は県内で高いことが分かります。
新規透析者の年次推移は、年々増加。、i′成26年、27年とクラフトでは減少しCいるが、後期剖齢に
移行し／￣ためで、実際の数としては、変わチノ／串、 、毎年30人前後の大が透析を開始している。

新しく透析を開始した人の原囚疾患は、糖尿痛と高l血圧で7割を占める。
「葉県地図て∴二の末文地域は、メタボの割合も多い。人工透析の地図と 致している。
メタホの原因として内臓賄筋があるが、脚茜の日周．率は卵生では、20〜40歳で鵬読者の剖合が高くな
る。女性は、30歳〜40歳から増える。

30歳代の若年期触診の結果では、メタホ。亥当者は年々増えている。
間隙）用人若40歳〜74歳の特定健診窟果ては、健診受診者11507人の内、メタ在、手筋串合．，日用0人

以同、み。非メタポでの血圧、糖尿病、腎機能が特に悪い人は500人弗。

生活習憤病は、動脈硬化から血管が切れたり、詰まることによるもの。心疾患、脳血管、人IJ卵i

全

〔動脈碩化からおころもの。
動脈偵化は、30年かげ（−進んCいく。手ともの時からのライフステ一一シ（こあわせ／一生活智憤痛手i励、

急務な健康課題。
（⊃議題4

第3次健康きさらつ21について（資料10−11万、佃（31頁）

事務局

山野手刷巨船

1）第3次健康きさらつ21の全体構成について。

日掛よ、健康寿命の建碑・健康格差の縮小。この日標に1両ナC4つの計I面を雅人鮎
健康格差の縮小とは、健康で長′し一きできること、市民識もが健康になるために必要な倍報を得て、
実践できることを目脂す。病気にならず健康でいることを目指す。
そのために2つ、重点で取り組むことがある。（冊731貢の計画全体の図）

（D出一増子憤病にならないこと、創i王予防と悪化させてない重癌化刊折の徹底し，

②の生活習慣の改善、栄養・食色活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙及び蘭・。腔の健康口据−る
改善。これらを4つの計画で推進していく。

鯉康増進計画は、全ての計画に連動しているもの。
がんの予防と循環器疾患（心決患・脳血管疾患）・糖尿痛の予防のために、保健棺寓を克美させること。
がんは、早期発見による検診受診率の向上循環器疾患は、保健指導の充実に士V）メタボ、高血lr、排
尿病の減少。そして心筋便粟、脳卒中の透析の減少（，結果仕出∴ 介，樹保険が必要（1ならない範I束的な同
氏を増やす。
2）母子保健計画について
母子健康手帳の発行高L年間約1000〜1100件前後。1人上

出生2500g未満児は、全体の10男、前後で

推移（，又、1500g未満の極小低出′l児が増えている。

安全・安心な妊娠・出座を文接し、切れ目ない子育て支援の保健対策を行っていく，
′l活習悌病、動脈側ヒ等の予防を図るために、乳幼児期から点りよい生活習慣を擁こつり、行動でき
る。ように支援していく。更に、県卦や生徒自身がニころと体の健康を考え行動でくきる力をつけ⊂いくこ
とを半枚（し協力して取り組ん（￣いく。

育てにくさを感じる親やの女腹、妊娠期からの関わりによる児童虐待予防も行っていく，

：）食育推進計画について
計画の基本理念は、健やか有休と豊かな心を獲得するための食行動ができ、次回＝こつな〈二と。
食は、親から子へつながっていく。
木両こおいても、飲食店、コンヒ二、の商業施設の増）用がみられ、ライフスタイル、食U）スタイルの

多様化から、健康な体を担う食放論の必要性が重要．，
二の基本理念を実現する為に3つの基本方針に沿って計画を蓮華）ていきよう。
C）鮮やかに育てよう伝えよう一食に関する許得〜

教育的な要素。

（少食の知識・体験を深め、選択力をつけよう〜食に関する理椿〜

食材の意識、「地産地消」等作物など農林水産的な安泰。
③鎚やかな体を獲得するための食′日活を実践しよう〜健全な食′l活の実践一
休にとって必要な食品バランスよく食へるなと健康の要素。
雌康な体をつくるのは難しいことではなく家族そろって主食・工業・副菜を揃えた11木型食′口舌在朝

量食へ、体を動かし、質の良い睡眠をとる栗本的な生活智樹を規子双方から啓発していくく，
4）商科保健計画について
本吊は、平成25年4月に木更津高相と［i腔の鯉康づくり推進条例を制定し、その中で具体ti′）な）庖策

を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画の策定を義務つけている。

碕科保健計画では、むし幽及び蘭l母病の発症予防と重畠化予防を行い、作問これ上り便仝なLi肝機
能が維持てきることを推進（，

幼児健診のむし的有病者率は年々減少傾向など、幼児期からの指導の徹底を図る。
掌前期における歯磨き指導、フッ化物指導の継続実施や成人期の成人歯科触診の九実在との環境整
備を図ん。
5）第3次低康きさらつ21計画の特徴（冊子133頁）
ライノスナ一一シ別解康Fi標が挙げられている。妊娠・胎児期から成人i宕櫛期まで、各項目の現状と、
言I軸の最終年平成34年まCの口標を数値で示している（，
市の様々疾保健衛生ラー一夕一一か自ら分析し、現状を出している。

「出勤、歳になるための取り組みを美服できるよう、指導中へさ項目を明らかにし、効果的な事業展
開や、Pr）CAサイクルにもとっさ評価をし、推進委員）］々（レ共通認識のもと具体角質推進を図って
いきたいのC協力をお顧いしたい《i

本計画ノ「諒こ、肩民・行政・関係機関などが−一体となっ7￣健康つくりに理解れ、たたき、元気左

手ども／−￣与、病気に在らず、医航こ小からず、介護保険も41囲し加、「山王を増やし、鰹康寿命の延伸
と健康格差の縮小に努めたい
（）議題5

苓・部会の取り組木方帥こついて（冊子139−140、Ill2頁）

斬窃局∴草苅剛モ幹

部会は、，計画推進のため、庁向各課の委員が、課題解決に向けた活動を行うもの1，
計画の効果的な推進及びネノトワークを図るため、4部会で活動。
最終帥二、健康ぎょっ了）21掘進委員会に計画遂行の進捗状況報告や提案をし、健康つくり推進協議会
に謀る。
部会委封は、証職員て偶成（162員）。検討内容により、外部有識者を呼んで意見を聞くなと日南な
裁畏て運営する仕組みとなっている。
7月20日の第1回健康きさらつ21推進委員会での、各部会の取り組み方針を樹上）￣る「、
1）子ともの健康づくり推進部会
2次計画馴嵩同一には、両人I公、 ／「中年雪 校の敷地内全面禁煙を実施できたこと、小字1年、中学2年実

胤の′日韓欄病了悌健診の）事後指導を、市内小学校モデル校で実施し、マニュアルを完成させた。
マニュアル作成にあたっては、封津木更津医師会の学校保健部会に監修協力を得た′
3次計画では、マニニーナルを活用した保健揃導を養護教諭、′‡′校栄養士、保健的とで実践するととも
に、マ二￣っアルの柿杏をはかっていく。

加えて、母子保健計画の捕進弓，加わった。母子保鮭のスター十、は姉娘屈、母子手帳の交付。妊婦自身
の生活習崎や食習慣が乱れていること、乳幼児健康診杏でも′し活や食が乱れている実渡があることから、
栗木に、ilt，返る意味でも「早寝・早起き・執ごはん」運動を好娠期から字義・思春期まで

一員して啓発

C‡るよう部会で取り組む）毒1を加えた。
2）働きざかりの健康っくV）推進部会
働キざがり世代である壮年期北上を減少させることと（道政寿命の建碑を目的に活動，
2次計画ては、両両事業I掴）継戚管理の実纏を調査し、捷診後の事後ノオLI−体制がI勘、二とや家族
の触診IEで手がまわっていない実態がわかった。

：；次計画については、実態を踏まえ健診を受けやすい体制・環境つくり。具体的には、圃某のイ息旧

健診と、協会りんI排特定健診の同店実施の体制作りの検討、腫脹講座を面内事業所に実施するなと、事
業所と連携した縫康づくり活動をしていく方針（，

の、￣ころの鯉康つくり推進部仝
2次計画では、窓「同報員の研修会の開笹や、姐炎対応でニLfル、相談窓「l

覚リー一一￣ノレットの作成、

1，【くスッ￣ノカ一一を市内配布など、∴￣らの佃談にあたる職員の資質の向日こ力をいれてき／こ。

3次吉日珂（信、窓口対応にあたな職員の資頓の向」に努めるとともに、若者が命を大1州こ思えるよう、

高内申享年＿／＼の命の教育を定期的に実施していく方針。（若年期対策の線化）

4）食育雅進部会
食育推進計画を推進する。2次計画で、保育園、半枚、ショ／′ビング七一一ルて啓発活動を行ってきた。
縫康：）次高I帥）方針としては、′高手削姑痛手iリ）としての食指導に加え、子ともの頃からのノI活甜嫡病
耶方言家族で食事を整えていくこ（しの啓発を硫化していくこと、また食事マナ

についても、半枚の食

器改善宥働きかけて同然の恩恵、生産者への感謝、無駄や施薬を少なくするi士，／ノたいない」という環
魔への配慮、地醇地溝への推進を方針とします（，
6∴議題についての質疑応答

意見 呂律木更津医師会副会長∴神川医師（推進協議会長）
後期間断富に腎透机者が多い現状であれは、後期触診にも若年期健診同様に、クレアチーン検査を
いれ仁らとうか。千葉市では後期捷診にクレアチニン、アルブミン項目を入れている．，
桑を多量服用している人や鎮痛剤を使うケ

ースも、腎機能との関係が深いのCクレアナ二ン値が気

に在る（、この件についてはI矧師会に持ち帰って検討させていただきたいし、
古：黄市庁二意見ありがとうございます，

質問

社会福祉協議会理事 金納氏
人1透勅者が南房総地域に月例的に多いが、原因分析は出来ていますか ）

巾回答

高齢化率が高いというのもめる。年齢とと1日こ腎機能は低下するので、高齢者が多いことが関
係していると思われるが、具体的な原因分析には千っていない。

意見 社会福祉協議会理由二 金網氏
過疎化率と人工透析率も関係L Cいるがもしれません九。

質問：社会福祉協議会理事 金納民
事の保健衛生士

関する計画で木更津iFlが1番罷れている計卿はありますか？

三した、1番進んでいる計I刷上ありますか？

i陸−i答

本庁丁の食育計副ま、県下Cも早く作成した、，千葉県自体の食詰計画策定が、国内でソー

スト何

位という状態であったが、4両管向でも、矧）は1番で、県下Cも7−8番出立に早く策定し／二J

質問it会福祉協議会堺事∴金網民
食青が1番遅れていると思っていた。

他の計i画工いろいち耳にするLPRもされている。しかし、食育推進と叫居れ始めて久しいが、
食台と農水産との連携もはかとっていなし、感じがする。家庭、学校、職場の中になかなか浸透し
ていない気がする。千葉県が遮れているから、県内では進んているという認識太のて㍉上江，

血中答

補足になりま十が、健康増進計画は努力目標ということで、千葉県内の全ての市町村が策定し
ているわけではない。
そんな中で、本市は全ての計胸を策定している、脾科保健計画策定i囲l村は、県国でも少ない，

母子保健や成人保髄は、小太り以前から積み重ねてキた実績がある。健診や保健指導、健康相
談など事業として確立している。それら仁比鞍弓ると、食奇の推進は遅れていると感じるのか
もしれない。，それは、食台の場が家庭、幼保、学校、職域それぞれが主体とならなければいけ
太いから。市や県は1也席地梢を推進し

Cいるが、ラインスデーシ触∴主体があるので直が望ん

でいるような活動が出来ていないと思う，また、各主体の連朕が望ましいが、通燐も難しく、

なかなか計画通りにいかない状況である。
質聞

社会福祉協議会理事∴金納尺
よくわかりました（．

君津木更津医師会副会長 神川医師（推進協議会長）
食青はすく給某が用ないし、なかなか難しいのかもしれよ11／完工

額田：君津木更7回実姉会面会長 神川医師（推進協議会長）
部会ではこともから働きざかりまでの人達が対象になってい7）。高齢者は含まれていないのですれ
I師自答 はいて，

質問日直P

l＾連絡協議会会長

白石民

食fi推進部会で、宇検の食器改醤とあるが具体的にはどんなことが？
向r・i答・各半枚、・施設てハラハラな状況（，少しずつ雪枝給食センター一に習った彬にしていも。
おiiiLに米をよそっている半枚もある。これは「大食い」になってしくよう。

食数台として、ちゃんとお茶椀を持って白米を食へられるようにしたい。

中郷小学校は整備できた。随時進めて行きたいl

質問言上会福祉協議会理事∴金網氏
若い人が、ニ飯とおかずを受用こ食へない光景をよく存かける。（i陣古食い）
健康上の＿し一ヒテンスに何かあおかつ

有事」答現時点の椅報は把握していない。食教育として3点食べが翌ましい。白米は、おれlを引き立
C、おいしく「貞子る役割があなので味覚帥こら望ましい言継凍上で言えば、食物繊細をIi摘Jに
食へることで血‡親任の上昇が軽やかになる。

社会福祉協議会地車 金納氏
行政指導（栄養措導）の飾星，ゆうでかいということで￣吊れ
7

閉会

l鮎こ意見・質問がないようて当ので、本日の議事を終了しま「上
以上を持ちまして、「平成28年度木史狂iII健康つくり推進協議会）を朝会します。

以

l

