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次第１．小川副部長挨拶 

 開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げたいと思います。 

 委員の皆様には、大変御多用の中、今年度第１回目の草津市健康づくり推進協議会健康増進

計画推進部会にお越しいただきまして、ありがとうございます。また、日頃は、本市の保健衛

生行政に多大なる御支援、御協力を賜わりまして、この場をお借りいたしまして感謝申し上げ

たいと思います。 

 さて、この部会におきましては、草津市の健康増進計画であります「健康くさつ２１」につ

きまして、策定から５年目を迎えましたことから中間評価を御協議いただきたいと思っており

ます。本年度、草津市におきましては、本日、委員の皆様に御協議いただきます、「健康くさ

つ２１」をはじめとしまして、健康や福祉に関連します１０の計画について、策定や見直しを

予定しております。昨年度、策定した健幸都市基本計画を踏まえまして、健康づくりの総合的

な推進につきましては「健康くさつ２１」を中心にしてまいりたいと考えております。 

 また、地域共生社会につきましては、「草津市地域福祉計画」を中心といたしまして、全体

の調和を図りながら、各計画の策定、見直しを進めていきたいと考えております。今回、御協

議いただく「健康くさつ２１」につきましては、他の計画等と関連してまいりますので、委員

の皆様におかれましては、この全体像を少し頭の隅に置いていただきながら、御審議を進めて

いただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 また、関連します計画のうち、「糖尿病対策ガイドライン」、「第３次食育推進計画」の策

定につきましては、当部会と大変関連が深く、当部会へも策定の内容等について御報告させて

いただきながら、進めてまいりたいと思っております。 

 「健康くさつ２１」につきましては、健康福祉部のみならず庁内の関係各課、また、関係機

関と連携しまして、数多くの事業を進めております。本日の会議では、今年度第１回目となり

ますので、これまでの事業の進捗状況や指標の実績値などを御確認いただきながら、評価内容

や今後の課題について御協議いただきたいと考えております。本日、頂戴いたしました御意見

につきましては、健康づくり推進協議会に御報告させていただきますとともに、中間評価とし

てまとめさせていただきたいと考えておりますので、委員の皆様におかれましては、忌揮のな

い御意見を頂戴したいと思っております。本日は、どうぞよろしくお願いいたします。 

平成２９年度 第１回草津市健康づくり推進協議会 健康増進計画推進部会会議録 

日時 平成２９年６月２７日（火）午後１時３０分～３時１０分 

会場 さわやか保健センター １階 視聴覚室 

出席者 

委員 

中嶋康彦部会長、喜田久子副部会長、田中晃仁委員、株本加純委

員、酒井純江委員、水田和彦委員、加藤古都乃委員、高嶋直敬委員

〔計８名、順不同〕 

事務局 

健康福祉部副部長・小川薫子、健康増進課長･田中みどり、 

同課参事・奥谷幸生、小林淳子、古川郁子、同課専門員・田中亜

紀、山岡道子、同課主査・田中優佳、保険年金課長・田中歩        

会議資料 別添のとおり 
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次第２．各委員および事務局の自己紹介 

 

次第３．会議の位置づけについて事務局より説明 

 

次第４．部会長、副部会長の選出 

 委員より事務局提案を求める声あり。事務局が中嶋委員を部会長に、喜田委員を副部会長に

推薦し、一同了承。 

 

（部会長） 

皆様、改めまして、こんにちは。部会の開催に当たり、円滑な議事進行につきまして、御協

力をよろしくお願いいたします。それでは、次第に従いまして、進行させていただきます。 

 

 次第５．「健康くさつ２１（第２次）」中間評価について、事務局より説明。 

 

（部会長） 

ただ今、説明いただきましたが、委員の皆様から御質問や御意見等をいただきたいと思いま

す。 

ボリュームのある資料ですが何かあればぜひお願いします。 

 すごく基本的な質問ですけど、例えば、資料４の１ページに出ている、肥満者の割合のデー

タの出典は何ですか。 

（事務局） 

資料には、出典を記載させていただいておりませんが、資料の多くの部分を占めているのが、

滋賀の健康栄養マップです。滋賀県の中の１９市町で実施される調査ですけれども、市の人口

の１％の人を無作為抽出した上で、調査をさせていただき、草津市の値について算出していま

す。 

（部会長） 

 健康診断のデータではなくて、ランダムに選んだ無作為抽出の人からの聞き取り調査の結果

ということですね。バランスのとれた食事に気をつけてといった主観的な、かつ曖昧なものを

アンケートでお答えいただいたということですね。 

（事務局） 

 アンケートは聞き取り調査したものですが、今回の調査は、食事、野菜やお肉、穀類などそ

れぞれのバランスを組み合わせた食事を心がけているといったもう少し細かい質問の項目に

回答している方を調べています。策定時点では、バランスのとれたという聞き方であったと思

いますが、今年度の質問項目では変わってきたところです。 

（委員） 

 健康寿命についてですが、どのようにして算出しているのですか。 

（事務局） 

 健康寿命の出し方については、厚生労働省のプログラムを使っており、草津市の人口や死亡

者数などと国からもらったデータをあわせて入力して、専用のプログラムから算出した数字で
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す。 

（委員） 

この第２次の健康くさつ２１の前の１次でも同じようなことが検討されて、実施されてきた

と思うのですけど、その総括があって第２次が策定されているのでしょうか。 

（事務局） 

 健康くさつ２１（第２次）計画書の冊子３ページから５ページまでにかけて、各１次での取

り組みの課題と今後の方向性としてまとめています。 

（部会長） 

 がんの死亡者数や、特定疾患等に関するものなどの数字は、かなり客観性のあるものだと思

いますが、以前から胃がんの死亡率は滋賀県では結構低い方でしたよね。 

（委員）  

 そうですね。滋賀県は、がんによる死亡率は割と低いほうです。 

（部会長）   

 全国の都道府県別などのデータは出てきますが、もちろん都道府県にも差があったりします

が、特徴的な傾向がずっと継続しているような気がしますね。それを解析するのは非常に難し

いとは思いますけれども。生活習慣病に関しては、最近は、各急性期病院が、専門の集中治療

室を設置していっているので、脳血管障害に対してはよくなるのではと期待されているところ

だと思います。 

（委員）  

 がん検診は、今まで国が進めており実施できますが、受診率は改善していません。ほかの資

料を見ていたら、平成元年と平成２７年とデータを比べても全然変わらない。そもそも対策型

の検診を受けている人数が同じぐらいで、受診率は、ちょっと下がっているというような状況

でしたでしょうか。 

（部会長） 

 対策型検診をすることで、本当に死亡率を改善する意味があるのかと言われると・・・。 

（委員）  

 受診率が５％や８％ですから、それはないと思います。５０％ぐらい行って初めてあると言

われています。実際、胃がんはどんどん減っていますけども、大体、１，０００人ぐらいで、

対策型のデータで見つけているのが、平成元年で５０人ぐらい、平成２７年でも４０人ぐらい

でした。 

（部会長） 

 そうでしょうね。肺がん検診でもたまに見つかるのですけど、全体の死亡率を下げているか

というと、こんな受診率ではそこまではまだ行かないでしょう。 

（委員） 

 早く見つけることはいいことですけれど、大腸がんは便の検査で簡単ですが、胃の場合は、

バリウムも内視鏡も、非侵襲的（生体を傷つけないような）とも言いがたいところがあります。 

（部会長） 

 内視鏡もハードルを高目に設定されるのでなかなか普及しそうもなく、胃がん検診の受診者

は非常に低い。その中でも少しの増減がありますという話です。 



- 4 - 

 

（委員） 

 色々優先順位があり、がんも多種にわたり、それは全部同じじゃないはずで、こっちをやっ

たほうがよりこうだとか、これが多いからなどがあると思います。そういう視点で検討すべき

で、一部の自治体などでは始めています。これらは、市町のやる事業なので、市町が実施する

といったらいいわけです。あくまでも市町が実施する事業になっていますのでね。 

（部会長） 

 若年者でピロリ菌検査をして、除菌してしまうというのが、胃がんり患者を確実に減らしま

すから、もしかしたら、対策型検診よりお金がかからないかもしれません。 

（委員） 

 国の指針は全部均等にした指針を示さないといけないのでなかなか難しい。そこで、地域の

特性があり、地域で考えてやる方法はあると言っているわけです。国の指針となると、どこに

でも通用するものを出さないといけないので、指針が出ないからといって、待っているとなか

なか事業をするのは難しい。様々な地域で様々なことを始めていますが、ただ、エビデンスが

ないという攻撃は受けますね。 

（部会長）  

 ぜひ、草津市は先進的な取り組みをやっていただきたいと思います。何か御意見がありまし

たら、お願いいたします。 

（水田委員） 

 たばこ対策は、一応総じて◯になっているのでいいと思います。国や東京でもなかなか決め

られていない状況ですが、これも待っていても、なかなか進んでいかないことだと思います。

県では禁煙の店など、受動喫煙ゼロの店などの取り組みはあるのですか。 

（委員） 

 県内でも受動喫煙ゼロのお店はあります。 

（委員） 

 その活動のＰＲはどうしていますか。みんな知っているのでしょうか。 

（委員） 

 啓発は、ホームページで、また保健所で登録の受付をしています。飲食店の営業許可に来ら

れたときに、飲食店にこれらの取り組みをしているので、ぜひ登録と取り組みをとＰＲをして

います。 

（委員）  

 県民なり市民が、受動喫煙ゼロのマークなどを見て、選んで入ってくれているかというとこ

が一番大切だと思います。最近はたばこを吸わない人が多いので、禁煙店であることをアピー

ルしたら、お客さんは来ると思う。嫌煙条例をつくっても嫌煙の設備に投資するお金の問題が

あるのでうまく行かない。嫌煙装置に対する補助などではなく、テレビなどのメディアを使っ

て禁煙店の宣伝をしていって、そのように誘導してあげたら、禁煙の店でないと営業していけ

ない方向に自然と世の中がそうなっていくのではないか。嫌煙や分煙ができますや罰則では無

理だと思う。 

（委員） 

 受動喫煙ゼロのお店や、栄養成分表示店をことし４月から市民の健康づくりサポーターとし
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ています。その健康づくりサポーターの中に表彰部門があり、頑張っているお店、企業には知

事から表彰するなどしてアピールしていますが、どれだけ浸透しているかというところです。 

（委員） 

 興味があって調べてみたら、やっていることが初めてわかるでは不十分です。今の世の中、

みんなスマホですから、例えば、ぐるナビなどに禁煙の店リストがあって、近くではどこにあ

るかということがぱっと出るようになるといいと思います。 

（部会長）  

 興味をもって調べていかないと、そこにたどり着かないでは浸透しないでしょうね。そうい

う意味では、その検索ページなど、会社、企業との連携や情報共有ができるかどうかですね。

ところでデータ上では虫歯は減っているのですね。これは、啓発活動などを歯科医師会がして

いますが、ある程度効果があってということなのでしょうね。 

（委員）  

 虫歯自体は明らかに減っていますので、高齢者の歯周病や若い人なら矯正など、そちらが治

療の対象になっているのが現状ですね。 

 歯周病自体がふえているのというよりも、歯周病についての知識が広まっていて、その需要

に関しては、官、民、大学、企業、メディアも含めて広告をして知識を広めているというのが

現状ですね。 

（部会長）  

 糖尿病有病者がふえているというのは、全国的な話ですので、増加抑制は難しいのかもしれ

ないですが。 

（委員） 

 特定健診の受診率は◯ですが、目標とはほど遠いのですね。これは一般的にこのぐらいのも

のなのですか。 

（事務局） 

県内で行きますと、草津の場合は、真ん中より下ぐらいのところで、野洲市は５０％を超え

ています。草津市も２９年度の目標値が６０％という中で、本年度は、特定健康診査等実施計

画を立て、３０年度から３５年まで６年間、受診率向上対策をしていきますが数字的には厳し

い状況です。分析しますと４０歳代の方の受診率が低いことが大きな問題で、県内、ほかの市

町もですが、これらの課題がありますのと、５０代以降の方は受診率が比較的高く、２０歳か

ら５０歳以下の方の受診率が低く、この方々の受診率をどうやって上げていくかが大きな課題

と考えております。 

（部会長） 

 これは、検診受診率が３６．７は、２７年のデータですか。 

（事務局） 

 はい。２８年の途中のデータでは３７．５です。若干上がったところです。 

（部会長）  

 平成２８年から、特定健診の受診料を無料にしたのに効果は少ないのですね。 

（事務局）  

 ２８年度から社会保険などの適用拡大があったこと、また、人口構成的に７５歳に移行され
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る方が結構おられ、分母が若干影響を及ぼしているのですが、無料化したにしてはちょっとあ

まり伸びていないのが現状です。 

２９年度は、協会けんぽと集団健診を実施する予定をしており、８月と９月の４回ぐらいで

すが、集団健診とがん検診もあわせながら、広く健診を受けていただこうと考えており、健診

やがん検診、特定保健指導など総合的に実施していきたいと考えています。 

（部会長）  

 細かい２８年度のデータがわかってくると、無料化の評価ができると思います。前から言っ

ていますが、無料クーポンがあると多くの人が診察にこられます。先日来た若い男性も無料ク

ーポンを持っていて、よくわからないけどとりあえず来ているわけです。健診の受診料を無料

にしますというのではなく、無料クーポンをあえて送るというのも一つの手法ではないかと思

いますね。無料クーポンは心理的効果が高く、使わないと損だという感じが強い。 

（委員）  

 診療所で、健診を受けてくださった方の栄養相談をしていますが、今年度から特定健診を受

けられた方は、その場で腹囲とＢＭＩと血圧などの数値が高い方をピックアップして、栄養相

談ができるという話を聞きましたが違いますか。 

（事務局） 

 医療機関で実施しているところもありますが、健診結果を全部まとめてお返しして、初めて

保健指導となりますので、健診を受けた当日に保健指導ができるということは通常しておりま

せん。結果返しが別日となり、保健指導を受けていただきたい方にうまく受けていただけない

状況にあります。確かに、最終の結果が帰ってくるまでに時間差があり、その点は改善できな

いかと思います。 

（委員） 

 ４月から今の職場に変わり、健診をしたことがありますが、その場で保健指導できる方が受

ける方も、モチベーションが高く一番タイミングが良いと思いますが、今の仕組みを変えない

と難しい。 

（委員）  

 私の知人が特定保健指導をしているところは、それをやっています。健診会場で、ひっかか

った人をその場でチェックして、栄養士が保健指導するという話をしていました。 

（部会長）  

 協会けんぽの集団検診があれば、そういうことが可能かもしれないですね。個々の医療機関

でやるには、その都度行うのは難しいですけど、集団検診をするのであれば、そういう取組み

を考えてもいいかもしれません。 

（委員）  

 今年度は、市が協会けんぽと合同で集団健診をしますよね。そのときに、栄養士会からも派

遣させてもらうことになっています。よろしくお願いします。 

（部会長）  

他に何かございませんか。 

（委員） 

 朝食を食べない子どもの減少について、何か良い方法があるのですか。立命館大学で１００
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円朝食をやっています。朝食を食べない子どもがふえている現状ですので、どうやって対策し

ていくかが問題です。 

（副部会長）  

自分の所属している立場から話をさせてもらいますが、資料４の最初のページの評価に×が

多い。内容を見ると、私たちの活動に関係あることが多く、朝食をとりましょうなどの活動を

していますが、活動をしている割には×が多く、私たちの活動がまだそこまで到達していない

と反省しています。各地域のまちづくりセンターなどで、今後も健康推進員の活動を頑張って

いき、少しずつでもこの×が◯や◎になったらいいなと思います。 

今年、市から無料クーポンではなく、あなたはこういう検診が受けられますというお知らせ

が初めてきました。節目受診は無料クーポン券がついてきますが、今回のお知らせは、がん検

診の種類が書いてあり、無料クーポン券ではありませんでしたが、この案内が来ていたので、

検診に行ってみようかなという気になりましたので、この方法はいいと思いました。 

今年も健幸ポイントがありますね。毎日健康に気をつけ、その結果として、クオカードがも

らえるというのはうれしいですよね。抽せんで賞品が当たるのもうれしいし、その抽せんの賞

品が、健康や食に関係がある賞品で私も頑張って応募しようと思っています。 

（部会長）  

 ほかに、御意見等よろしいですか。では、本日は、いろいろな御意見をいただきましたので、

中間評価の素案として、また健康づくり推進協議会へ御報告いただくようにお願いいたします。 

 では、次第を進めます 

 

次第６．「第３次草津市食育推進計画」の策定および「糖尿病対策ガイドライン（第３期計画）」

について事務局より説明。 

 

（部会長） 

 ただいま御報告いただきました件につきまして、何か御意見、御質問等ありませんか。 

 ところで、糖尿病対策ガイドライン策定には個別の委員会があるのですか。 

（事務局）  

 これまでは庁内の健康福祉部の関係課だけで策定していましたが、今年からは、子ども家庭

部や教育委員会も含めて策定を進めていく予定です。 

（部会長）  

 糖尿病に関して、もちろん健診等で早期発見をして、治療につなげていくことは大切ですし、

課題にもありましたけど、治療継続をいかにしてもらうかというのは、非常に大きな問題です。

特に、比較的若い人の糖尿病の人が大変だと思います。言葉はよくないですけど、糖尿病は最

近、貧困層の病気となっていて、栄養に関する知識や、そこにお金をかけられない人が重症化

していき、若い男性でも重症糖尿病という方がおられたりします。休んだら退職になりますの

で、仕事は休まず、高い薬は困ります、インスリンなどとんでもないというケースが、非常に

ふえてきている実感としてあり、できるだけ早くに発見し治療を継続させるための施策に取り

組むことは、重要だと思っていますので、ぜひ、いろいろな取り組みをしていただきたいと思

います。 
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続いて、今後のスケジュールに関しまして、事務局のほうからお願いいたします。 

 

次第７．今後のスケジュールについて事務局より説明。 

 

（部会長） 

全体を通しまして、何か御意見、御質問等ありましたら、お伺いしようと思いますが何かあ

りますか。 

 

事務局より、草津市健幸都市基本計画の概要について追加説明 

  

（部会長）  

 ほかに御意見等は、よろしかったでしょうか。では、司会進行を事務局にお返しします。 

（事務局）  

ありがとうございました。次回の第２回健康増進計画推進部会は、８月３日木曜日１時３０

分から、場所は、アミカホール２階の文化教室で開催しますので、よろしくお願いします。長

時間ありがとうございました。 

 


