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定刻となりましたので、ただ今から平成 24 年度木更津市健康づくり推進
協議会委嘱状交付式を開催いたします。本日の進行を担当いたします健
康推進課の宮野でございます。よろしくお願い申し上げます。
それでは早速、委嘱状の交付を行います。市長が皆様の正面に伺います
ので、お一人づつその場でご起立ください。
―委嘱状交付―
つづきまして、市長よりご挨拶申し上げます。

市長

皆様、おはようございます。
市長の水越でございます。
本日は大変お忙しい中を、木更津市健康づくり推進協議会「委嘱状交付
式」並びに「平成２４年度第１回協議会」にご出席をいただきまして、
誠にありがとうございます。
皆様方には、平素より本市の保健行政はもとより、市政各般にわたり多
大なるご支援とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
また、只今、委嘱状を交付させていただきました 18 名の皆様方には、委
員をお引き受けいただきまして、誠にありがとうございます。
今後２年間、本市の健康づくりの推進にご尽力を賜りますよう、よろし
くお願い申し上げます。
さて、私が申し上げるまでもございませんが、わが国は、諸外国に例を
みない速さで人口の高齢化が進行し、急速に超高齢化社会へと移行して
おります。
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一方、市民の皆様の健康を取り巻く状況は、飽食の時代を迎えている現
代にあっては食生活の乱れや、運動不足などにより、肥満をはじめ高血
圧症や糖尿病といった生活習慣病が増加しております。本市といたしま
しては、市民の皆様の多様化する健康ニーズを的確に受け止め、質の高
い保健サービスを提供するため、平成 18 年 3 月に「健康きさらづ 21」
を策定し、広く市民の皆様の健康づくりの支援に取り組んでまいりまし
たが、昨年度をもちまして、その計画期間も終了となりましたことから、
これまでの成果を検証するとともに、生活環境や疾病構造の変化などを
踏まえ「第 2 次健康きさらづ 21」を本年 3 月に策定したところでござい
ます。
この 2 次計画では、市民一人ひとりが健やかに暮らし、心豊かに長寿を
全うできる、いわゆる健康寿命を延伸するために、昨今増加傾向にあり
ます、
「糖尿病を中心とした生活習慣病予防」と「食育の推進」を重点施
策に掲げ、「健康寿命の延伸」、「生活の質の向上」「壮年期死亡の減少」
の３つを基本目標として、市民の健やかな生活の基盤となる、健康づく
りを目指し、数値目標を設定して各種施策を積極的に進めてまいります。
また、近年、大きな社会問題となっている、自殺対策に視点を置いた「心
の健康づくり」も推進してまいりたいと考えております。
この「第 2 次健康きさらづ 21」を進捗管理していく上で、皆様には是非、
忌憚のないご意見を賜りたいと存じます。
結びにあたりまして、委員の皆様には本協議会の更なるご支援とご協力
をお願い申し上げますとともに、皆様の益々のご健勝・ご活躍をご祈念
申し上げまして挨拶とさせていただきます。
本日は、よろしくお願いいたします。
事務局（宮野）

以上をもちまして委嘱状交付式を終了いたします。なお
市長は公務の都合によりここで退席させていただきます。
―市長退席―
それでは、引き続き「平成 24 年度 第 1 回木更津市健康づくり推進協議
会」を開催いたします。
会議の開催にあたり、お手元の資料の確認をお願いします。
資料は、会議次第と会議資料、委員名簿、座席表、木更津市健康づくり
推進協議会要綱、要綱新旧対照表、第 2 次健康きさらづ 21 の冊子でござ
います。
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よろしいでしょうか？不備がございましたらお申し出ください。
それでは、これから議事に入りますが、本日の会議は、委員１８人中
14 人の出席をいただきました。
よって、木更津市健康づくり推進協議会要綱第６条第２項の規定により、
会議は成立いたしました。
なお、同要綱第６条第１項の規定により会長が議長となることとされて
おりますが、会長が選出されておりませんので鹿間市民部長を仮議長と
し議事を進行させていただきます。
鹿間市民部長

―

鹿間部長 議長席へ移動

―

市民部長の鹿間でございます。
よろしくお願いいたします。
しばらくの間、仮議長を務めさせていただきます。
ご協力のほどお願いします。
それでは議題１の「役員の選出」でございますが、木更津市健康づくり
推進協議会要綱第 5 条で「会長及び副会長は、役員の互選により定める」
となっておりますがいかがいたしましょうか。
鳥飼委員

事務局一任

鹿間市民部長

事務局一任の声がありましたので、事務局から（案）がありましたら、
お願いします。

事務局（草苅）

それでは、事務局（案）を発表させていただきます。
会長に君津木更津医師会監事の重城

利國（じゅうじょう

様、副会長に木更津市小中学校長会の永島

としくに）

博文（ながしま ひろぶみ）

様にお願いしたいと考えております。

鹿間市民部長

ただいま、事務局（案）として、会長に君津木更津医師会監事 重城 利
國様、副会長に木更津市小中学校長会の永島

博文

様にお願いしたい

とのことですが、いかがでしょうか。

鳥飼委員

異議なし

鹿間市民部長

ただいま「異議なし」の声がありました。本案について、ご承認される
方は挙手をお願いします。
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挙手全員でございます。
皆様の賛同をいただきましたので、会長に重城

利國様、副会長に永島

博文様にお願いいたします。
役員の皆様には、２年間よろしくお願いいたします。以上をもちまして、
議長席を交代させていただきます。ご協力ありがとうございました。
事務局（宮野）

それでは、これからの議長でございますが、会長に選出されました重城
利國様にお願いしたく存じます。
重城会長、よろしくお願いいたします。

議長（重城会長）

ただいま、ご紹介いただきました
君津木更津医師会の重城でございます。
さて、皆様には既にご承知のことと存じますが、
昨年度、
「健康きさらづ２１」の計画期間が終了し、
これを受けまして、今年 3 月に「第２次健康きさらづ 21」が新たに策定
されました。平成 27 年度の計画終了に向けて、目標が達成できるよう各
種の取組みを強化していただきたいと思います。
本日、お集まりの皆様は、健康づくり推進者の代表としてご出席いた
だいておりますので、市の健康づくり事業を客観的に評価し、よりよい
事業が実施できるよう意見交換をしていただきたいと考えております。
皆様からの忌憚のないご意見を頂戴できるよう会長として務めさせて
いただきます。
ご協力の程よろしくお願いします。
それでは、規定により、議長を務めさせていただきます。
本日はじめて協議会に出席された方もいらっしゃると思いますので、議
題 2 の健康づくり推進協議会の概要説明を事務局よりお願いします。

事務局（草苅）

健康づくり推進協議会は、昭和 53 年から昭和 63 年の間に取り組まれた
第１次国民健康づくり対策の中で健康づくりの普及・啓発を目的として、
設置が位置づけられ、木更津市においては、昭和 54 年に市民一人ひとり
が自分の健康は自分でつくるということを基本に、運動・栄養・休養の
調和を基調とした、生涯を通じての健康づくりを総合的かつ効率的に実
施することを目的として設置されました。
その後、昭和 63 年の第２次国民健康づくり対策、平成 12 年からの 21 世
紀における国民健康づくり運動と現在に至っています。
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ここ数年の健康づくり推進協議会では、「健康きさらづ 21」の進捗管理、
母子保健計画の推進、その他協議会が必要と認める事項に関することに
ついて審議企画する場として機能しています。
昨年は、平成 23 年度に「第 1 次健康きさらづ 21」の計画期間が終了す
ることから計画の進捗管理に加えて、第 2 次計画の策定について意見を
いただきながらすすめてきました。
本日お手元にあります「第 2 次健康きさらづ 21」がその成果品となりま
す。
今回の健康づくり推進協議会は、第 1 次計画の最終年である平成 23 年度
の取り組み結果について幹事から発表していただき、1 次計画の最終評価
とします。
平成 24 年度以降の推進協議会については、お手元の第 2 次計画の 77 ペ
ージを開いてください。健康きさらづ 21 推進委員会の下部組織に４つの
部会を設けました。
それぞれの部会は、庁内の関係各課から担当者や学校の養護教諭や栄養
士が選任されて委員がそろいました。
８月より各部会を開催して、第 2 次計画を進行していくための協議に入
る予定となっていますので、今後、協議会の委員の皆様におかれまして
は、推進委員会から出た意見について助言や方向付けや提案をいただき
たいと考えております。
平成 24 年度の後半で、部会の活動報告や方針について説明できますよう、
第 2 回の協議会を予定しておりますのでよろしくお願いします。
最後に、今回の協議会から会議内容をホームページで公表していきます。
議長（重城会長）

ありがとうございました。
それでは、議題３の「健康きさらづ 21」の取り組み結果について、幹事
からおおよそ 5 分以内で説明をお願いします。なお、障害福祉課、高齢
者福祉課、健康推進課の 3 課については、議題４のその他保健事業の取
り組み結果、平成 24 年度の事業計画についてもあわせて報告をお願いし
ます。
質問・意見についてはすべての報告が終了後に受ける形とします。
それでは、まずはじめに職員課からお願いします。

職 員 課 （ 吉 原 主 職員課では、たばこの分野ですが、世界禁煙デー・禁煙週間の周知と庁
舎内及び公用車全面禁煙の確認と徹底について周知するとともに、喫煙
査）
後には短時間で職場に戻るよう掲示をいたしました。
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保険年金課

保険年金課の長嶋です。よろしくお願いします。保険年金課の取り組み

（長嶋副課長）

としましては生活習慣病ですが、資料に記載してありますとおり生活習
慣病予防のための知識の普及、健康診査事後指導の充実、適切な健診機
会の提供でございます。平成 23 年度の取り組み結果ですが、生活習慣病
予防のための知識の普及では三者共催保健事業を 6 月から 12 月まで、市
内 15 公民館で実施いたしまして計 181 人が参加しました。
また、慢性腎臓病をテーマにした「第 2 回国保いきいきフェスタ」を 10
月に開催し医師の講演会、健康測定会、健康相談を実施し 650 人の来場
がありました。
資料の下段、適切な健診機会の提供ということで特定健康診査を実施し
ました。対象者が 29,745 人、受診者が 10,659 人となっておりこの数字
は人間ドック受診者も含めた数字になっています。
受診率は 35.8%でした。なお、平成 22 年度の実施結果よりも受診率は向
上しております。
後期高齢者健康診査の実施については対象者が 11,852 人、受診者が 4,699
人で、受診率が 39.7％となっています。
後期高齢者人間ドックは平成 23 年度からの事業となりますが受診者数は
84 人でした。
中段の項目となりますが、特定保健指導を実施しました。対象者は 1,421
人、実施者 383 人、実施率 27.0％となっております。
保険年金課からの報告は以上です。

健康推進課

健康推進課長の茅木でございます。よろしくお願いします。

（茅木課長）

本協議会の事務局を担当させていただいております。健康推進課におき
ましては、健康診査、健康相談、がん検診、予防接種などの市民の健康
推進のための各種保健事業を実施しております。
健康きさらづ２１がめざす、すべての市民が健やかで心豊かに生活でき
る活力ある社会の実現に向けまして、発病を予防する 1 次予防を中心と
して８つの基本領域のすべてにおいて取り組んできました。
平成 23 年度の取り組みでございますが、ボリュームが多いので、新規あ
るいは拡充した事業について説明させていただきます。
資料 1 ページの栄養・食生活ですが肥満対策事業として、減量を考えて
いる市民を対象にメタボ撃退塾を開催しました。
また食教育の充実といしたしまして、1 歳 6 ヶ月児、3 歳児健診の会場で
保護者への健康教育を実施しております。また生活習慣病予防のための
栄養指導として各種健診の事後相談の中で栄養相談を実施しています。
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食生活改善推進員活動の充実の中で地区活動として高校生を対象として
太巻き寿司講習会を実施しました。
続きまして、身体活動運動ですが、健康増進センターいきいき館を会場
としてプールやスタジオを活用したエアロビクスやヨガなど各種健康運
動教室を開催しました。いきいき館の利用者数は年間 9 万人を超えた状
態で、自主事業については延べ約 6,600 人の参加がありました。
運動評価事業は、からだセルフチェック・健康相談を実施し、74 人の参
加があり、運動の評価、健康運動指導士による個別相談を実施しました。
３つ目休養こころの健康ですが、相談者の年齢が幅広く、妊娠期から子
育て、心身の健康など相談内容も様々ですが、相談者の悩みを聞き、相
談窓口の情報提供、家庭訪問による育児支援も行っています。
市民向けの講演会として、
「ストレスと上手につきあうための講座」や庁
内の窓口相談を実施する担当課、民生委員や学校関係者などを対象とし
た研修会を開催したところです。
3 ページ、たばこについて、禁煙支援対策の推進としまして、結核・肺が
ん健診実施時に、禁煙や COPD（慢性閉塞性肺疾患）に関する情報を掲
示するとともに、禁煙チャレンジ教室を開催しました。
妊娠中の喫煙防止教育としては、パパママ学級の中で禁煙教育を実施し
ました。乳幼児の防煙教育として、乳幼児健診の中で分煙指導を実施し
ました。アルコールでございますが、各種教室の参加者に対して、適正
飲酒について教育を実施しています。また妊娠中の飲酒防止としては、
パパママ学級の中で飲酒が胎児に及ぼす影響について健康教育しまし
た。
6 つ目の歯の健康ですが、1 歳 6 ヶ月健診時にフッ素ジェルの塗布を行う
とともに、小学校 3 校、中学校 1 校でフッ素洗口事業を実施しました。
成人高齢者歯科保健事業の充実としまして 40・50・60・70 歳の節目年齢
にある市民に対して成人歯科健診事業を実施しました。
４ページ生活習慣病では、若年期健康診査、医療保険未加入者の健康診
査を実施し、適切な健診機会を提供するとともに、健診結果に応じて健
康相談を実施しました。
最後に、がんですが、乳がん、子宮がんの無料クーポン券に加え、大腸
がん検診の無料クーポン券、また肝炎ウイルス検診の受診勧奨通知を実
施するなど、受診率の向上につとめました。資料 10 ページからの平成 23
年度のその他保健事業の取り組み結果は後ほどご覧ください。
なお、16 ページからの平成 24 年度の取り組み計画では、ポリオワクチ
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ンが生ワクチンから不活化ワクチンに切り替わることで、集団接種から
個別接種へ移行します。17 ページの母子保健事業ですが、前年度まで保
健相談センターで実施していました 1 歳児教室をいきいき館へ会場を移
し、健康運動指導士による親子参加型の教室内容に変更しました。
18 から 19 ページ、の成人保健事業ですが、市民の声を取り入れまして
乳がん健診のスタッフをすべて女性にしたことと、健診実施時の保育環
境の整備をしていきます。
生活習慣病では、若いうちからの取り組みが重要なことから乳幼児健診
時にピーアールして、若年期健診の受診者数を伸ばす取り組みをしてお
ります。
健康推進課からは以上となります。

障害福祉課
（佐藤課長）

障害福祉課の佐藤です。よろしくお願いします。
4 ページをご覧ください。分野としましては、休養・こころです。相談機
関情報の整理として、木更津市自立支援協議会を 3 回実施しており、下
部組織として調整会議、各専門部会を年 4 回開催しております。
新きさらづ障害者プラン策定委員会を設置しました。年 10 回、作業部会
を 45 回、計 55 回を開催しました。
精神保健相談員による相談業務を実施しました。平成 23 年度より精神保
健福祉士の資格をもつ相談員を配置しまして、相談業務にあたっていま
す。相談延べ件数は 263 件です。指定相談支援事業所による相談業務を
実施しました。相談延べ件数は 2,757 件、相談延べ人数は 1,601 人でし
た。
育児支援家庭訪問ですが、関係機関による個別支援会議を 10 月より月 2
回開催、年 11 回開催しました。療育支援事業は、15 歳までの障害をもつ
お子さんを対象に実施していますが、実人数は 25 人に対し、機能訓練を
延べ 68 回、言語訓練を延べ 157 回、療育相談を延べ 2 回、開催しました。
次にライフサポートファイル「クローバー」という障害のあるお子さ
んを持つ保護者が出生から現在までの発育の記録を綴るファイルです。
平成 23 年度につきましては 86 件配付しました。
続きまして、8 ページをご覧ください。その他の保健事業になりますが、
平成 23 年度の事業実績です。第 34 回君津地域心身障害児者スポーツ大
会を実施しました。昨年は、君津市民体育館を会場に実施し木更津市で
は 30 名が参加しております。平成 23 年度千葉県障害者スポーツ大会で
ございますが、これは主催が千葉県及び千葉県手をつなぐ育成会、千葉
健支身体障害者福祉会等々で障害者スポーツ競技の祭典です。木更津市
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からは 4 名参加しています。平成 24 年度事業計画でございます。第 35
回君津地域心身障害児者スポーツ大会で平成 24 年 6 月 24 日に木更津市
民体育館で実施しました。全体で 114 名の参加があり、木更津市の参加
は 25 名で、準優勝しました。平成 24 年度千葉県障害者スポーツ大会で
ございますが、千葉県で行われています。平成 24 年 5 月 27 日、6 月 3
日で実施されています。木更津市では 6 名の参加をしており、その中で
視覚障害者の方 1 名が砲丸投げで優勝しておりまして、今年の 12 月の障
害者スポーツ大会が岐阜で行われますが、それに出場予定です。
高齢者福祉課
（奥出課長）

高齢者福祉課の奥出でございます。よろしくお願いします。高齢者福祉
課の取り組み事業について説明させていただきます。5 ページをお開き下
さい。歯の健康分野ですが、高齢者福祉課では介護予防事業を実施して
います。これは、直営、あるいは委託で実施し、市内の介護事業者との
協働で運動機能向上、口腔機能向上を実施してきております。平成 23 年
度はここにございますように、口腔機能の向上に力をいれてきておりま
す。
これによりまして、誤嚥、肺炎、窒息の予防、むし歯、歯周病などの口
腔内の崩壊を止め、経口接取の質と量を高めることなどを目指しました。
具体的には、歯科衛生士から摂食、嚥下機能を高めるため、口腔清掃に
ついて 20 回 307 人に対して健康教育を実施しました。
次に、その他保健事業としまして資料の 9 ページに記載しております、
介護予防事業として自立生活体操を実施しました。23 年度は 1 年間で 376
回開催し、延べ参加人数 5920 人を数えております。この教室に参加され
た方へアンケートを実施しましたところ結果をみますと、効果として体
が軽くなったと答えた方が 3 割、楽しみが増えたが 3 割、会話が増えた
が 2 割、気持ちが明るくなったが 2 割、介護予防の効果が高いのではと
伺えます。その他認知症予防の講演会を開催したり、老人クラブ連合会
のスポーツ大会を開催しました。高齢者の健康保持に努めてきておりま
す。平成 24 年度につきましては、さらなる充実をはかりたいと考えてお
ります。以上でございます。

児童家庭課

児童家庭課の星野です。お手元の資料 5 ページを開いてください。

（星野課長）

私ども児童家庭課は、保育園を所管しております。その中で 3 分野 5 事
業について取り組みを行ってまいりました。まず、食に関する正しい知
識の普及・啓発に関して、園庭開放の参加者に対し、給食の試食を提供
しました。子育て講座の中で離乳食講座を開催し、その中で離乳食づく
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りの実習及び試食をしました。
続きまして、秋に実施します生涯学習フェスティバルでは、食育コー
ナーを設置し、保育園で実施した畑づくりやクッキング、具体的にはカ
レーを作りましたが、その資料の展示を行いました。
また、健康推進課主催の 1 歳児教室の中で食育に興味関心を持っても
らうよう給食の資料について提供をしました。
食教育の充実では、保育園では、6 月の食育月間、19 日の食育の日を
実施し、食育月間では、保育参観を利用して太巻き寿司づくりを実施、
毎月 19 日は木更津産を使用した献立を提供しました。
昨年 7 月から健康推進課と協力しまして新生児訪問指導対象者 350 人
について、主任児童委員名簿を配布しました。今年度も引き続き実施し
ていきます。
たばこの分野ですが、保育園ではすでに全面禁煙をしていますが引き
続き実施していくとともに園便りの中で喫煙に関する、情報を周知して
いきます。
学校教育課

学校教育課ですが、栄養・食生活では、朝食の大切さなどについて保

佐々木主幹

護者向けの食習慣啓発活動を小学校 14 校で、中学校 2 校で実施しました。
児童生徒向けの食教育についても、小学校 15 校で、中学校 9 校で実施し
ました。
休養・こころでございますが、スクールカウンセラー、心の相談員を
配置し、児童生徒の相談に応じました。中学校には 13 校すべてに配置し
ておりますが、小学校については、18 校中 8 校に配置しています。
たばことアルコールについては、禁煙防止教育の推進として喫煙に関
する健康教育、飲酒防止教育を実施しおります。
生活習慣病に関しては、健康診査事後指導の充実として、小学校 4 年
生、中学校 2 年生で行う生活習慣病予防健診の事前指導の実施、また結
果に基づき、養護教諭、学校医による事後指導を実施しました。

体育課
原課長

体育課の原です。
体育課の取り組みは、6 ページをご覧ください。健康づくりの一環として
各種スポーツ・レクリエーション大会の実施とスポーツ団体活動への支
援を行っています。
内訳は、スポーツレクリエーションである元旦マラソンは、一昨年まで
は 300 人程度の参加でしたが、本年 1 月の参加者は 648 人でした。過去
最高の参加者数でした。これは、今年 10 月のアクアラインマラソンの影
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響が考えられます。
スポーツ教室、山歩き講習会ですが春は県外、秋は県内での実施をして
います。参加者の傾向としましては比較的高齢者が多いです。
学校開放事業は昨年は第３中学校が改修中でしたので 30 校での学校開放
事業でした。利用団体 197、登録者は 4276 人となっています。
ま な び 支 援 セ ン まなび支援センターの武田です。
ター
青少年育成関係業務として取り組んでいるものです。資料は 7 ページか
武田所長
らとなります。啓発活動としては年 5 回、青少年健全育成だより等で、
未成年者の喫煙防止、および飲酒防止に努めております。
また、実働部隊としてまなび支援センターの職員および青少年補導員
80 名が街頭指導を行っていますが、昨年度は 246 回の街頭指導を実施し
たところです。
キャンペーンとしては、6 月の久留里線、12 月の内房線で主に高校生
を対象として、JR マナー指導を実施しました。
その他、木更津市のたばこ商業組合とともに、未成年者の喫煙防止キ
ャンペーンを木更津駅前で高校生と一緒に実施しました。
中央公民館

中央公民館長の伊藤です。

伊藤館長

みなさまご存知のとおり、生活習慣病と呼ばれる多くの疾病につきまし
ては、正しい食生活と適度な運動で防げるものと確信しております。
公民館で取り組んでいる健康づくりの事業は大きく分けて３つありま
す。まず１つめは食に関するもの、男性の料理セミナーをはじめとして
適正な食事がとれるよう、単に、料理を作るのではなく講師をお願いし
ています食生活改善推進員さんとともに食に関する知識を深めていま
す。
運動ですが、ウォーキングでは参加者同士が知り合い支えあう仲間づ
くり、また個人でも取り組めるよう、継続できるよう心がけて実施して
います。
生活習慣病については、健康について学ぶ機会を設けており、健康推
進課、保険年金課と生活習慣病予防ミニセミナーをはじめ、熟年世代を
対象とした健康講座などを実施しました。
その他、健康づくりを目的としたサークルなどへの会場貸し出しなどの
支援を実施しています。

重城会長

ありがとうございました。
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ただ今の説明について、ご質問やご意見がございましたらお願いします。
ご質問がないようですので議題５の「木更津市健康づくり推進協議会要
綱」の改正について、事務局の説明をお願いします。
事務局（三浦）

私から、
「木更津市健康づくり推進協議会要綱」の一部改正について、
ご説明いたします。
まず 1 点目、要綱第 2 条第 1 項第 2 号中の「母子保健計画の推進に関
すること」を削除し、3 号を 2 号とするものです。
改正理由としましては、木更津市第 3 次母子保健計画の計画期間が平
成 20 年度から平成 23 年度の 3 年間で終了しましたが、平成 24 年度から
は、
「木更津市次世代育成支援後期行動計画」の中に母子保健計画に基づ
いた母子保健施策の目的や目標が包含されていることから、母子保健計
画の単独計画ではなく次世代育成支援後期行動計画の中で一体的な推進
をしていきます。なお、進行管理も別途行われていますことを申し添え
ます。
続きまして、第 7 条の幹事を改め、委員以外の者の意見等とし、
協議会の所掌事務について調査、検討するため必要に応じて委員以
外の者の出席を求めることができるものとします。改正理由としま
しては、
「第 2 次健康きさらづ 21」の策定にあたり、健康きさらづ
21 推進委員会を組織したことから、本協議会での進捗状況報告は、
推進委員会の事務局を中心に行うこととし、必要に応じて委員以外
の出席を求めることができることとします。

重城会長

事務局の説明が終わりました。ご意見等がありましたらお願いします。
意見がないようですので、質疑終局と認め、議題 5「木更津市健康づく
り推進協議会要綱」の改正について、採決いたします。
「木更津市健康づくり推進協議会要綱」の改正に賛成の委員は、挙手願
います。
挙手全員であります。
よって、議題 5「木更津市健康づくり推進協議会要綱」の改正について
は、可決いたしました。
以上をもちまして本日の議事を終了させていただきます。ご協力ありが
とうございました。

事務局（宮野）

重城会長ありがとうございました。
以上を持ちまして、「平成 24 年度
会」を閉会させていただきます。
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第 1 回木更津市健康づくり推進協議

長時間にわたるご審議、お疲れ様でした。
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