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平成２９年度第３回草津市健康づくり推進協議会 健康増進計画推進部会 

日時 平成２９年１０月２６日（木）午後１時３０分～午後３時３０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、酒井純江委員、高嶋直敬委員、

加藤古都乃委員、水田和彦委員、株本加純委員〔計７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、同課専門員･田中亜紀、山岡道子、同課主査･田中優佳 

欠席者 委員 田中晃仁委員 

会議資料 別添のとおり 

 

（部会長） 

 皆さんお忙しい中ありがとうございます。自由闊達な御意見をいただきますように積極

的によろしくお願いいたします。 

 では次第に従いまして進行させていただきます。次第の１、健康くさつ２１（第２次）中

間評価案について事務局より説明をお願いいたします。 

 

事務局より資料１―１，１－２を用いて健康くさつ２１（第２次）中間評価案について説明。 

  

（部会長） 

まず資料について質問や意見があればお伺いします。 

（副部会長） 

１１ページに書いてある健康寿命の現状値が男性８１．６４、女性が８４．１３ですが、

グラフの２７年度の数字は健康寿命が８２．２と違うのはなぜですか。  

（事務局） 

１１ページの健康寿命は毎年確認していきたいと考えており、住民基本台帳の人口から

算出しています。国や県と比較しているものは、国勢調査の人口から計算しています。介護

保険の情報なども、市の情報や県から提供を受けた介護保険情報を使って算出しているの

で、数字は異なっております。資料１－２の１５ページの人口構成を見ていただくと、同じ

平成２７年ですが住民基本台帳の人口の年齢構成と国勢調査の年齢構成が異なっているこ

とがわかります。 

（副部会長） 

 要するに出し方が違うので数字が違うということですね。 

（事務局） 

健康寿命を計算する基本的な計算式が国から提供されていますが、それは同じものを使

っています。ただし、ベースとなる人口や年齢の構成割合が違いますので、最終的に数字が

変わります。住民基本台帳の登録数で計算すると１１ページの数字になりますし、国や県と
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比較する場合は国勢調査がベースで計算します。草津市では学生などは住民票を置いてな

くても、国勢調査では人数に含まれます。住民基本台帳よりも若い人が多いところで計算を

しますのでこのように数字が異なります。国勢調査ですと５年ごとしか比較できないため、

住民基本台帳の人口で毎年の数値を用いたほうが、毎年の状況を確認できるためこちらの

数字を目標値としています。 

（部会長） 

 確かにわかりにくい。１１ページにある基本目標の数字は住基台帳から持ってきていま

すが毎年それを確認する必要があるのか。目標値を設定するにしても、現状を把握するにし

ても毎年やる意味はない気がします。国勢調査にあわせて５年ごとの数字とすると統一で

きると思います。ただし、統計が公表されるのが遅く、国勢調査を待つと時間がかかるとい

う意味もあるのですか。 

（事務局） 

 はい、その通りです。 

（部会長） 

１０ページの重点施策４、地域で取り組む健康づくりの健康推進員の増加を目標として

２９年度の目標が２６６人、３５年度は２０５人に減るのはなぜですか。 

（事務局） 

 以前は目標値が高く現状達成が困難ですので、検討の結果目標値を減らしました。 

（副部会長） 

健康推進員は、現在１８６人です。学区によっては、人数が少なく活動ができないところ

もあります。まちづくりセンターが主に地域の活動をされているので、市の担当の方や健康

推進員が地域の方に声をかけて健康推進員をふやすことができないかと思っています。方

法はまだわかりませんが町内の方に声かけしてもらうような活動ができないかと考えてい

ます。人数が多いところは異なる悩みはあるようですが、人数が少ないと活動が負担になっ

たりしますので、ふやしたいと思いますが難しいところです。 

（事務局） 

健康推進員さんを増やす方法については一緒に考えさせていただいて、働きかける先や

応援してくれる人を増やすことなど相談をさせていただき、積極的にこちらも働きかけを

させていただかないといけないと思っています 

（副部会長） 

 健康推進員は、地域に密着した活動、予防活動を行っていますので、様々な会議に出席し

てあれもこれもと皆さんに期待していただいている気もしますが、健康推進員の人数を考

えると頑張りますとしか言えないです。 

（委員） 

任命などせず、全員が健康推進員だったらいいと思います。健康推進員さんがいて、それ

が核になって広がっていく。全員が健康推進員、例えば草津市民全員が健康推進員というの
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が理想的だと思いますが、今は健康推進員になるにはどうするのですか。 

（事務局） 

広報くさつで募集し、養成講座を１年受けてもらった後、健康推進員として活動していただ

くことになります。 

(副部会長) 

それ以外に地域の活動を見て健康推進員になりたいと思っていただけるとか、反対に健

康推進員に向いている方に養成講座の参加の声掛けや、以前は自治会推薦もあったようで

すが、今は自分で申し込む形です。他の市町では例えば２年と期限を切っているところもあ

ります。必ずその地区から出る利点もありますが２年だけと言われ頼まれてやっていると

いう話を聞くことがあります。草津のように自分から進んで申し込み、養成講座を受けて健

推になっていただいた方の中には、長期間継続して活動をしておられる方もいます。 

（委員） 

当番制の２年でも、その期間参加している意義がないことはないと思います。 

（事務局） 

町内から毎年推薦いただき、健康推進員ではないですが、活動のときには一緒にお手伝い

をしていただき、健康について知識を身につけ活動に参加していただくことで、健康や健康

づくりに関心を持っていただき、すそ野を広げることを目的にしている自治体もあります。

地域の中で活動していただきますので、まちづくり協議会の健康の取り組みを一緒にやっ

ていただくパートナーとしての働きかけも必要だと思っていますし、先ほどの仕組みがよ

いのであれば考えていきたいと思います。 

（委員） 

 質問です。重点施策３の働く世代の健康づくりの指標について、運動やスポーツを習慣的

にしている子どもの増加を見るのですか、２０歳以上の人の増加を見るのですか。 

（事務局） 

 ２０歳以上の人で学校での体育の授業以外で継続的にスポーツをしたことがない人が減

ることを目指している項目になります。２０歳になるまでに子どもの時代からスポーツ、運

動を習慣的にしている人がふえることを見る指標です。資料４３ページの（２）の次世代の

健康という数値目標の④は運動、スポーツを習慣的にしている子どもの増加という大きな

項目がある中のア）、イ）、ウ）からウ）だけを取り出したもので、ここだけを切り出してし

まったので前後のことがわからなくなっています。申し訳ありません。 

（委員） 

 ２０歳以上の現在その方が今も続けているということですか。高校のときは運動してい

ましたが、今はしていない方もふくまれる。例えば、高校３年間テニスしていた方で今はし

てない方も含まれるということですか。 

（事務局） 

 はい、そうです。 
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（委員） 

 この重点目標では働く世代の増加を目指している目標としては、３５年度に評価をする

ときに誰も評価できないと思います。他に評価できる指標を設けないと評価をする委員が

非常に困ると思います。 

（事務局） 

 ３９ページ、１番上に身体活動、運動②にある運動習慣者の増加をあげるほうがわかりや

すいでしょうか。働く世代ということですが、今ごらんいただいている指標の方が年齢幅は

広いです。 

（部会長） 

そちらの方がわかりやすい。一般的に働く世代対象ですよね。 

（事務局） 

 では、こちらに重点施策の指標を変更します。 

（委員） 

 今年度に栄養成分表示店の制度がなくなり、「しがの栄養づくりサポーター」になりまし

た。計画では、食品中の食塩や脂肪低減に取り組む飲食店をふやす目標とありますが、しが

の健康づくりサポーターは、栄養成分表示をしているお店、野菜いっぱいのお店なども含ま

れていますが指標として使ってもらえるのでしょうか。今年度新しく制度ができたこと、草

津市で飲食店に対して健康づくりに関するアンケートを実施し、健康づくりに取り組んで

いる内容や栄養成分表示の内容のアンケート調査をしたので、今後増えると期待していま

す。計画策定時には栄養成分表示のみでしたが今後は広くとらえてもいいのでしょうか。 

(事務局) 

 今回、取り組み店舗をふやすことが計画にあがっていますので、今後評価していく目標と

してはふさわしいと思います。指標の内容がかわっていることは、お伝えしないといけない

と思います。表記については検討させていただくということでよろしいでしょうか。 

（委員） 

健康づくりに取り組んでくださっている飲食店だけに限らず、企業、団体、ボランティア

団体に対して取り組み確認をし、健康づくりに対しての取り組みであれば、認定しています。

県が健康づくりサポーターの認定をし、サポーターはステッカーをかかげて、県民に広く知

ってもらっています。県のホームページにも掲載し健康なまちづくりをつくる事業です。 

（副部会長） 

 若いお母さん方は、ＳＮＳなどスマホを使うことが多いので、広報に載せる、ホームペー

ジに載せるのも一つですが、違う発信のしかたもあっていいと思います。野菜が食べられる、

塩分が少ない、このお店はお野菜がおいしい、地場産業の地産地消の野菜を使っているなど

のポイントが草津市の店に見て分かるシールがあり選ぶことができるといいと思います。 

あと、閉鎖された市役所内の食堂がもったいないと思います。便利がよく会議のときはそ

こで打ち合わせしたりしていますが、厨房があるなら、地産地消の食材を使ったレストラン
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ができればいいと思います。今は、パンとお弁当を売っています。それだけでも会議がある

ときにお昼を食べ、そのあとそのまま打ち合わせに使っています。そこで草津ブランドや野

菜、お米などのＰＲを市で実施してもらえたらいいと思います。 

（委員） 

子どものころからの健全な食生活の施策ですが、朝食を食べない子どもが重点にありま

すが児童生徒の歯と口の健康づくり推進事業として草津市全部の小学校３年生、５年生と

中学校全部に歯科健診とそれ以外の個別指導、クラス全部におやつの指導とあわせて歯科

指導と歯磨きの指導をしています。中学生で歯肉炎の子どもをピックアップし、個別の指導

をするときに受験前などは夜遅くまで塾で夕飯が遅くなり、次の、朝御飯が食べられないた

め、おやつの指導や歯磨きせず寝てしまい歯肉炎がひどくなるなどの指導する事業があり

ます。市の全域で行っていますので、取り組みに口の健康づくり推進事業をあげていただい

たらうれしいです。 

（事務局） 

 計画期間中に進めていく内容で、すでに実施いただいている内容ですが、８ページの重点

施策の取り組みに事業名を教育委員会に確認して入れていきたいと思います。 

（部会長） 

以前から話題になっている企業やコンビニに働きかけていただくなど滋賀県の草津の特産

品を商品として活かせませんか。 

（委員） 

平和堂が国立循環器医療センターの栄養士が監修したお弁当を出しておられます。近く

の平和堂にもあり、減塩と野菜がたっぷりのおかずセット、御飯の入ったお弁当セットを売

っています。お弁当を作っているのは彦根あたりの業者でした。そういった業者にはたらき

かけることはできるのではと思います。 

（部会長） 

 コンビニのお弁当も滋賀県内の工場でつくっているものが多いですね。おいしが、うれし

がなど期間限定の商品などもあります。 

（委員） 

このお弁当はいいです。何回も栄養士さんと試作品をやりとりして、納得がいくまで時間

がかかったと話していただけのことはあるお弁当です。 

（委員） 

ラーメン屋の中には１日分のお野菜、１日の３分の１量の野菜が摂れるところもありま

す。塩分は高いと思いますが、学生など野菜を食べられない人に、食べてもらうのはいいの

ではと思います。ファーストフードでもＨＰなどでカロリーが出ています。携帯で検索かけ

たら栄養成分も出ると思います、チェーン店でも判断の仕方によってはＰＲにいれてもい

いのではと思いました。 
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（副部会長） 

どこ産のレタス、どこ産のキュウリ、誰々さんがつくった野菜という表示を見たことがあ

ります。そこに草津の誰々さんがつくった愛彩菜、山田大根など入っていたら私なら選ぶと

思います。 

（部会長） 

草津市も独自の目線で取り組んでいってもよいかもしれないですね。では議事を進めて

いきます。続いて糖尿病対策ガイドライン第３期について説明願います。 

 

事務局から、資料２－１，２－２を用いて糖尿病対策ガイドライン第３期について説明。 

 

（部会長） 

資料に関する質問、内容に対する協議も続けていこうと思います。いかがでしょうか。 

特定健診の受診率は、無料化しても今のところふえていないのですか。 

（事務局） 

５ページの２８年度の実績が最新になりますが、成果指標にまとめています。空欄はまだ

数字が出ていませんが、他は暫定値として載せております。特定健診の受診率については直

近で３７．９％ということで少し増えています。 

（部会長） 

 ２８年度から無料でしたね。 

（委員） 

 国保ですよね。受けられた年齢層としてはいかがですか、年配の方が多いわけではなく若

い方からいらっしゃるのですか。 

（事務局） 

 特定健診は４０歳からですが、６０歳以降の方が多いです。 

（委員） 

企業をおやめになって、国保に入ってきた方がお受けになるのか、もとから国保の方が受

けるのでしょうか。企業出身者の方は大手企業だと、健康保険組合で特定保健指導を受けて

いる方がいると思います。受けたくないと受けないのか面倒で受けないのかどちらでしょ

うか。退職されたあとも健康保険組合加入の方もいるので、わからないかと思いますが。 

（事務局） 

 国保の方で健診を去年も受けておられるかどうかはわかりますが、企業の健診を受けて

おられるかまではわかりません。受診者は、６５才を超えておられる方が多いです。６５才

から７４歳までの方が圧倒的に多い実数となっています。 

（部会長） 

無料化の意味を評価するときに、６５歳以下の方の受診率が評価になるのではないかと

思います。今まで有料の人が無料になってどれぐらいふえたのか数字として出てくると分
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析できるでしょうか。 

（副部会長） 

 健幸ポイントの参加者は、今年は多いですか。 

（事務局） 

時期で比べると、昨年同様です。昨年はクオカードの交換期間のぎりぎりに来られる方が

多かったので年あけて申請に来られる方がふえると思います。夏ぐらいから日によって来

られる日がふえています。保健事業で健幸ポイントをＰＲさせていただき、若い年齢層の方

に直接ＰＲする、クオカードに交換に来られた方に、御近所にお知らせいただくなど周知活

動を継続しています。 

（委員）   

適正治療・重症化予防の介護サービス事業者のケアチェックプランは、自立支援ケア会議

をしているのですか。１４ページの主な取り組み事業でケアマネジャーに関するケアプラ

ンの点検は医療関係者が集まって会議をしていると思いますが、自立支援ケア会議をされ

ているのですか。 

（事務局） 

ケアプランチェック自体は介護保険の適正化の事業の中で行っていますので、介護保険

課で一定の方をピックアップし、介護保険課の職員と介護保険課の職員で資格を持ってい

るものがケアマネジャーからプランを見せていただき、内容についてアドバイスをしてい

ます。医療関係者には、地域ケア会議という場でアドバイザーとして参加いただいています。

歯科の関係は入っておられないと思います。 

（委員） 

 糖尿病にかかられている方は歯科、歯周病疾患が必ずあります。両方治療をしていかない

と将来食べ物を食べることができなくなる患者さんが多く、草津市でも歯科医や歯科衛生

士を入れて指導なり協議をしたほうがいいと思います。 

（事務局） 

 医師会と歯科医師会の間で、糖尿病の方への歯周病指導に関しては情報交換をされてい

るところもありますが、現在、制度としてはありません。 

（委員） 

医院などにポスターはありますが、ケア会議や介護、要支援でまだ動ける要介護から要支

援２ぐらいまでの方でも、重点的に今から支援が必要だと思う分野です。 

（部会長） 

 糖尿病は難しいですね。本日の意見については事務局でまとめていただきたいと思いま

す。次にパブリックコメントについて事務局から説明をお願いします。 

 

事務局からパブリックコメントについて説明。 
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（部会長） 

事務局でパブリックコメントに向けて準備をしていただき、本日の意見もできるだけ反

映し、協議会でも意見をいただいてください。では次の第３次草津市食育推進計画案につい

て報告をお願いします。 

 

事務局より、資料３－１，３－２を用いて第３次食育推進計画案について説明。 

 

（部会長） 

今報告いただいた件について何か質問等ありますか。 

 草津の給食はおいしいのですか。減塩給食はまずいと言われることはないですか。 

（事務局） 

 残渣率も低く、現状値は１０％未満です。中学給食が始まると変わってくると思います。 

（委員） 

 市直営ですか。業者に全部委託ですか。外注だと業者がかわると味つけがかわるし、一括

して仕入れする関係などもあるからかわるでしょうね。 

（委員） 

 市が発注しますので、その点については大丈夫だと思います。ただ数がふえるのと中学生

がどれだけ食べてくれるのか、給食の配給の仕方はどうするのかはこれからでしょうね。 

（委員） 

 小学校６年生まで給食であれば、味つけも減塩給食を食べてこられたので、中学生になっ

たから食べられないということはないとは思いますが。 

（喜田副部会長） 

 小さいときの食育は、栄養や食べ物についての学習をしているので、中学校でも続けられ

るのではないでしょうか。小さいときの食育が大切と言われるのはそこだと思うので、中学

生になって理解して食べ、残す量が減る。特に女子はダイエットで食べないこともあります

が小さいときからの教育、食育がしっかりしていれば大丈夫だと思います。 

（事務局） 

中学生は運動部の生徒と帰宅部の生徒とでは食べる量が違ったりしますし、調節は難し

いと思います。 

（副部会長） 

小さいときの食育と大人になってからの食育では今までの生活が身についているので、

やはり小さい子どもから若いお母さん、若い男性から、できたら高校生ぐらいから食育を理

解すれば大人になっても継続できると思います。 

（委員） 

 減塩の食事を調理実習のメニューではおいしいと食べてくれますが、あわせにつけもの

がほしいと言われます。今の小学生でも減塩給食を食べても家の晩御飯につけものが出た
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りすると結局塩分が高くなります。お昼は減塩でもほかの食事はどうなっているかわかり

ませんので、家庭でも減塩の話をしてもらうように、子どもたちに伝えていくことはとても

大事です。 

（委員） 

 塩分は、食品や外食に含まれているので限界があります。パンを買えばそれなりに塩分が

あり、行政がパンに含まれる塩分を減らす、企業に働きかける取り組みをあわせてやらない

と難しい。給食は日本中どこでもやっていると思うので、薄い味に慣れればパンの塩分が減

っても、企業としても売れれば塩分を減らすことに抵抗ないと思うので、そういう意味では

社会として塩分を減らすことは、個々人と社会と両方同時に進めないと難しいと思います。 

（委員） 

草津市は農家がたくさんおられ、庭で家庭菜園をする方も多く漬物文化があるようです。

自家製の漬物は塩分が高くなりがちで、つくった野菜は食べたいし、腐らせるのはもったい

ないという話はいろんな人から聞きますが、最終的に漬物に落ち着きます。 

（委員） 

兼業農家、家庭菜園でも兼業農家と変わらない規模でつくっていたりするので、収穫時は

たくさんあるし、全部保存して食べていると塩分が多くなってしまう。我々としては食べ過

ぎないようにという以上のことは言えません。今のところ解決方法はなく、いい減塩の保存

方法を考案して広めていかないといけないと思います。 

（委員） 

ビール漬け、お酢漬け、甘酢漬けなど多少は塩分減りますが、多少です。 

（部会長） 

 企業に働きかけ即席麺の滋賀版、あるいは草津版などをつくっていただいたらおもしろ

いですね。 

ほか何かありますか、それでは以上で議事を終わらせていただきます。進行を事務局にお

返しします。 

（事務局） 

本日は御意見いただきありがとうございます。健康くさつ２１につきましては中間評価

案をパブリックコメントに向けてまとめていきたいと思っております。また、先ほども申し

ましたように１１月２日の健康づくり推進協議会に報告をさせていただきたいと思ってお

ります。パブリックコメントが終わりました後、来年２月１９日に第４回目の部会を開催し

たいと思っておりますので、御出席いただきますようによろしくお願いいたします。本日は

どうもありがとうございました。 


