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平成２８年度第２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１月１９日（木）午後１時３０分～午後３時３０分 

会場 草津市役所６階 ６０１会議室 

出席者 

委員 
中嶋康彦部会長、喜田久子副部会長、水舩展克委員、酒井純江委員、

北脇恭子委員、高嶋直敬委員、高須緑委員、〔計７名、順不同〕 

事務局 

健康福祉部副部長･小川薫子（挨拶のみ）、健康増進課長･田中みどり、

同課参事･中瀬明美、同課参事・古川郁子、同課副参事・松尾晶子、

同課専門員･田中亜紀、同課専門員・山岡道子、同課主任･大隅ゆか

り 

欠席者 委員 草野文嗣委員 

会議資料 別添のとおり 

 

次第１．副部長挨拶 

 平成２８年度第２回目の健康増進計画推進部会の開会にあたりまして、一言御挨拶申し

あげたいと思います。本当に、今日はお寒い中、また、御多用の中を会議に御出席いただき

ましてありがとうございます。平素から本市の保健衛生行政に関しまして多大なる御支援

御協力をいただいておりますことに厚くお礼申しあげたいと思います。 

本日は第２回目の会議ということで、前回の第１回目の部会に引き続きまして、若い世代

の方への事業展開ということを主なテーマとさせていただきまして「健康くさつ２１（第２

次）」、また「第２次草津市食育推進計画」の中での主要事業の実績について、まず御報告申

しあげたいと思っております。その内容等を御確認いただきながら、今後の取り組みに向け

まして、どのように推進していけばよいかということについて、御協議いただきたいと思っ

ております。どうぞ皆様の忌憚ない御意見や御提言をお願いいたします。簡単ではございま

すが、御挨拶とさせていただきたいと思います。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

次第２．「健康くさつ２１（第２次）」および「第２次草津市食育推進計画」について～若い

世代への事業展開について～ 

資料１に基づき、部会長より説明。 

資料２，３，４，５に基づき、事務局より説明。 

（部会長） ありがとうございました。それでは、協議に入りたいと思いますが、これま 

での事業報告に関しまして、わからないところや質問等ありましたらお願い

します。 

（委  員） 食と運動のヘルスチェックデーで体力チェックをされているということで 

すが、具体的にはどんな項目でやっておられるのでしょうか。 

（事務局） 食と運動のヘルスチェックデーでは、身長、体重、体脂肪の測定、長座体前 

屈で柔軟性を測っていただくこと、足のかかとで骨量を測ること、握力の測定



2 

 

などをしております。 

（委  員） 気軽にどこでも簡単にできるものなのですか。 

（事務局） 今回は、スポーツジムと契約させていただいて、トレーナーや健康運動指導 

士さんにきていただきました。 

（委  員） 今まで商業施設などでＰＲされていたので、もっと２０～３０代の方が集 

まられるところはないかと考えていたのですが、スーパーは結構高齢者も集

まるんですけれども、子どもさんとか若い方が集まるところというと動物園、

植物園やこの辺では水生植物園、ロクハ公園そういったところもよく若い人

が子連れで集まられるかなと思ったので、身体チェックが気楽にできるなら、

ちょっと木陰で休んでおられる方で、子どもさんをお父さんに見てもらって

いる間にお母さんに測定してもらえたらどうかなと思いました。 

（部会長） ヘルスチェックに参加される方の年代などの詳細もわかっているのですか。 

（事務局） 実施する場所にもよるのですが、イオンで開催した場合には、若い方が多い 

ことになりますが、ディオワールドで開催した時には、年代の高い方が多いと

いう状況です。 

（委  員） 確かに、この若い世代は健診も受けない世代で、そこにポイントを当てるの 

は大事ですよね。草津市ですでに実施されている事業で、対象年齢が参加する

ような事業というのはどのような事業がありますか。商業施設を使ってやる

ようなイベントはどのようなものがありますか。資料５の健康づくり推進協

議会で意見としてすでに実施している対象年齢の参加者が多い事業とコラボ

するというのがありますが、どういう事業とのコラボが対象なのでしょうか。 

（事務局） 対象とするイベントとしましては、パワフル交流市民の日や宿場まつりや 

      市民さんが多く来られるような事業です。商業施設となりますと、市外の方が

案外多かったりします。そういうこともありまして、市が開催するようなイベ

ントの時に、ちょっとブースを設けられると、小さいお子さんを連れてこられ

る方が多いので、そういうところでできたらと考えています。 

（委  員） 歯科医師会も「かむカムフェスタ」をやっていまして、その資料をみていま 

すと、やっぱり来ないのが１０代、２０代なんですよね。１０歳までの子ども

さんがいると３０代４０代は親だから一緒に来られます。アンケート結果で

は、２０１５年と２０１６年と大体一緒です。だから１０代２０代はどんな事

業に参加するのかということです。たとえば思ったのが、大学の学園祭ですが。 

（事務局） 大学の学園祭なども考えたりはしていますが、なかなか大学側に入ってい 

く壁が高いです。毎年、草津市であれば立命館大学とお話する機会があるので、

そういったところで、学生課さんとできるだけ大学に入っていけるような体

制を取っていけるように働きかけはしていますが、学園祭でも実行委員さん

が、学生さんがされていていらっしゃるので、大学の職員さんとしゃべってい
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ても、連絡がうまくいかないということがあります。それともう一年前には、

企画は決まっているので、次の年となると次の実行委員さんに代わっている

といったむずかしさがありますけど、委員がおっしゃっていただいているよ

うにやっぱり健康づくりもそうですし、健診の啓発や、ただ大学の方では健診

をされていますので、それを受けていただくのでも十分ですので、そういった

ところで今後動きたいと思います。 

（委  員） 学区の健康祭りに、健康推進員さんがブースを出しておられます。小学校区 

ごとにお祭をしておられますよね。発表会とか。 

（委  員） 私の学区では、ふるさとまつりというのをやっています。健康推進員さんは、 

何かを作って売っておられます。いろいろなグループがあって、知り合いに連

れていかれたのですが、体重や身長、血圧、体脂肪そういうのを測ってくれる

ところがありました。休日なので、出にくいかもしれませんが、親子もいっぱ

い来られるし、そこでやったほうがいいかなと思います。学区のお祭りなら、

行きやすいと思います。そこに出かけて行って、測定してくれたら、行く機会

も増えるし、そういうところでブースを設けてしてくれたほうが、人が集まり

やすいかな。参加される人も多いかなと思います。 

（副部会長） どうしても健康推進員は、町内のお祭では、炊き込みご飯作るとか、何かお

料理作ってと販売が主になっています。市の方がブースを設けたほうが、健康

推進員もお手伝いくらいはできると思います。ただ、私の町内は、販売分を自

分たちの活動費にするためにやっていたのですけど、学区内の町内会の数は

増えましたが、テントの数は決まっており、場所がなくなりました。それで、

健康推進員は、はつらつ体操を舞台でさせてもらっています。販売などには全

然お手伝いができていないので、学区によって全然やりかたが違うと思いま

す。各学区大体ありますよね。そういうふれあいまつりみたいなのは。だから

もし、市の方がテント一つ用意して啓発活動するのも、いいかなとは思います。

ただし、志津南は夜です。学区によっては昼のところもあるし、組み合わせや

学区や、なかなか難しいところはあるかもしれませんが、一つの考えとしては、

いいかなと思います 

今さっき話題になった立命館大学の学祭も以前行ったことがありますが、

若い人の活気があって、雰囲気がちがうなというのはふっと思ったのですけ

どね。また全然違って、そういうコーナーを置かせてもらえてそれはそれでい

いかなと思いますけど、ただ、あの雰囲気はみんなに立ちよってもらえそうに

はないように思いました。 

（委  員） 大学によっては、フリーマーケットをやっておられたりとかして、のんびり 

したゾーンがあったりします。 

（副部会長） 立命だと新歓祭もあり、学園祭とはまたちょっと小規模な感じだと思うので、
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入りやすいかもしれません。 

（事務局） 学園祭について聞いていますと、大学側でも健診センターをもっておられ 

て、そこで草津市がやっているような測定会を開いたりとか、食の関係やその

他サークルなどで同じようなことをすでに学生さんなどがされているという

ことも聞いています。 

（委  員） 食堂で体脂肪計だとか、骨密度の測定をしていて、私も栄養相談に行きまし 

た。大学生協の組合さんの主催で、学生さんが主体になって、年に１回か２回、

立命館では、春か秋かにやっています。 

（事務局） それは一般市民の方が参加できますか。 

（委  員） いえ。生協さんが学生さん向けにしておられます。結構来られるかな。生徒 

数を母数で考えると、参加は少ないですがね。 

       私たちが３人くらい行って、栄養相談に１人が１０人くらい、合計３０人か

ら５０人くらいです。１、２日くらい、午後からずっと夕方までやっているん

ですけど。 

あと、先ほどの町内の祭りは、皆さん時期がおんなじだと思います。１０月

１１月のしかも土曜日、日曜日。たとえば今の時期ぐらいで、広報で、市がお

手伝いできますけどといった、来てほしい町内を募集しますみたいなことを

やると、最初からブースを割り当てていただけるので、途中からいきなりいき

ますよりは、なんとかなる気はします。 

あともう一つ、みなくさまつり、あれは若い方が多いですし、結構、各町、

南草津周辺ですけど子ども会さんやＰＴＡさんがブース出したりもしますの

で、子どもさんがたくさんお見えになるし、立命館の学生さんもブース出され

ますし、意外とあそこに入れたらいいのかなと思ったりします。 

（事務局） この間、見に行ったのですけれど、たくさん子連れでこられてました。 

（委  員） 多いですね。地域的にも住宅地ですので、いいのかなと思いますね。 

（事務局） 場所的にも、密集しているので、ヘルスアップ事業は結構場所を取るのでこ 

こでやらせてもらえるかなあと思いながら見ていました。 

（副部会長） 駅のすぐのテントの辺りくらいなら、各学区のお店が出ていたりするので、

志津南のまちづくり協議会では、今年は段ボールの迷路など子どもさん向け

の取り組みをされていたと聞きました。けっこう、みなくさまつりのほうが入

りやすいですね。 

（委  員） 行きやすい感じはありますね、イメージとしては。図書館も、コラボレーシ 

ョンしてらっしゃるし、ビブリオバトルとかされるので、若い方が結構多いで

す。ちょっと屋根のあるところでできたらいいのじゃないかと思いますけど。 

（部会長） みなくさまつりの主体はだれですか。 

（事務局） 地域の実行委員会ですね。 
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（部会長） 宿場まつりの主体はどこですか。 

（事務局） 宿場まつり実行委員会です。どちらかと言うと商工会関係です。 

  今のお話を聞かせていただいていると、草津中心のお祭と南草津中心と分

けてやってみるのも一つと思いました。 

（部会長） そうですね、大学の学園祭だとターゲットがかなり若いですしね。 

（副部会長） 立命館大学だったら、結構地域密着型なので、自宅のポストにプログラムが

入っています。小学生とか中学生とかみんな自転車に乗っていったりしてい

ます。引っ越してきたころは珍しくて私も見に行ったことがありますけど、す

ごくにぎやかですよ。 

（部会長） 市内の企業は、なにかそういったことはしないのですか。お祭とか。従業 

員さん対象とか。 

（委  員） 地域の方も参加できる屋台が出たり、花火があったり、夏の夕方にダイキン 

さんでやっています。 

（事務局） パナソニックさんもやっています。 

（副部会長） 夜の催しに出ていくっていうのは少し出にくいのと、多分、夜はアルコール

が入るお祭だと思うので、骨密度測るとか血圧測るとかっていっても、皆さん

興味示さないですよね。そこは考えた方がいいと思いますが、そういう催しに

出ていくことを考えていくっていうことがいいことかなと思います。 

（事務局） 市が主体でやるというのは、人を集めるのが大変ですけど、どこかすでに 

あるところに一緒にさせてもらうと人が集まっておられるところへいくとい

うことになりますし、方向転換もしていこうと考えています。 

（部会長） 行こうといっても、向こうも受け入れてくれない場合もあるでしょうし、企 

業さんも大学も含めてできるだけたくさん参加依頼し、受けてくれるところ

で１回試しにやってみるというのでもよいのかもしれませんね。 

（副部会長） かむカムフェスタは来年度場所が変わると言っておられたし、今度は会場が

広くなるみたいなので、いつも職員さんも来てくれますけど、それとは別にひ

とつ健康のブースを設けるのはどうでしょうね。 

（委  員） 場所はこれまでと一緒です。時期が１１月になるのと、会場の形が変わるん 

ですよね。リニューアルされたから。ステージとかができるのですよね。 

 要は、一か所でやっていたのが、分かれて実施するというその辺が変わるみ

たいです。 

（部会長） ヘルスチェックは、スポーツクラブが実施と伺っていますが、毎年いろいろ 

入札しているのですか。 

（事務局） はい。入札です。また来年は違う業者となる場合もあるかもしれません。 

（部会長） どれくらい気軽にできる規模なのですか、測定機器の問題とかありますよ 

ね。 
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（事務局） 測定機器については、国保連合会に市の方で借りに行き、搬入搬出を今年は 

市で行いました。 

（部会長） スタッフの問題としてスポーツジムの力を借りているということですか。 

（事務局） 前年度までは、職員が器材をもっていって実施していました。今年度から、

アウトソーシングできるものはアウトソーシングしていくという市全体の動

きがございまして、健康運動指導士さんがいらっしゃるところとなると、ど

うしてもスポーツジムさんになってしまいます健康運動指導士さんにきてい

ただいてというかたちで実施しました。市のスタッフも、今は一名当日行っ

ています。 

（委  員） 来てもらうのに入札があるのですね。こちらから頼まないと来てもらえな 

いものなのかと思っていました。 

（委  員） お客さんに、つながる可能性もありますからね。 

（委  員） 結構、ジムに来られる方がお見えになっていました。 

（部会長） いろいろお祭に出すと、スペースの問題や、出す規模、機材の関係とかが 

あるので、どれくらいフレキシブルに対応できるのかな、スペースがないとで

きませんとなるといろいろ縛りがでてきますよね。いろいろな項目をおっし

ゃっていたけれど測るものが多いといろんなものを持っていかなければなら

ないし、もっとコンパクトな仕組みもあって、ここでは簡単なものだけをやっ

てみようとかその場所に応じてできると気楽に行けるかなと思いました。 

（事務局） 必ずしも、セットでというわけではないのですが、最低限させていただくに 

はこれだけあったほうがいいかなということや、リピーターの方も多いので、

前回はこれが測ってもらえたのに、今回はないのかというお声もあると思う

んです。 

（部会長） ヘルスアップに行くたびに骨量測っている方とかおられますね。 

（委  員） 何回目ですかとういう方や、ほとんど毎回来ておられる方もいます。 

（事務局） ただ、骨密度の機械だけは、靴下を脱いでもらって測るので、本来は室内で 

場所がないとちょっと難しいと思います。いま言っていただいたように、場所

に応じて何か対応ができると、健康づくりという大きな概念でとらえますと、

実際に行ってＰＲすることがまず大事なのかなと思いますので、なにかでき

ることで魅力のあることを考えていければいいなと思います。 

（委  員） なかなか骨密度測ってもらうことないですからね。大津市では何年か前で 

すが、皇子山の体育館などで、骨密度を測ったり、反復横とびとか、どれだけ

跳べるかといったことをやっていました。 

（委  員） 骨密度は結構女性の方に声を掛けると興味を持ってきてくださるので、あ 

るといいなと思います。皆さんストッキングをはいている方は、場所によって

は、脱げないので季節的に暖かいときでないとできないですね。体脂肪計はお
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家で測れる方もいらっしゃいますけど。骨密度は食いつきがいいです。それと

血圧ですね。かむカムフェスタのときにそれこそ女性の若い方には、健康診断

も受けに行かれないので、お母さん方が血圧なんか測ったことないわと言わ

れるので困りました。 

（委  員） かむカムフェスタで歯を見ると、それを健診代わりって考える方がいるの 

ですよね。簡単に見ているだけなのですが、でも、関心があるだけまだいいか

なととらえているのですけど。 

（委  員） 面白いですよね。列がある方がそこに来てくれるんですよね。 

（委  員） かむカムフェスタというのは、本当は、歯科医師会がやるっていうよりも、 

場を提供しているというスタンスなんですよ。いろんな人に参加してもらっ

て、発表する場がない人に来てもらいたいという、各団体が各自で催事をやっ

てもなかなか難しいので、みんなのところが寄ってきてやろうというのが本

当のスタンスなんですよね。だから、草津市がブース出すとかいうのもありだ

と思うのですけど。 

（部会長） 確かに、骨密度みたいな目玉があると、わざわざ病院に行って測るのも、大

変ですし。どんな機器が調達できるかどうか、血管年齢を測りますだとか、な

にかしらこうみんなが興味を引くようなことがあると人集めができますね。 

（副部会長） 血管年齢とか、肌年齢とか。龍谷大で、催し物があった時に血管年齢、肌年

齢チェックとかした覚えがあります。たくさん並んでいました。近鉄のとき、

薬剤師会さんが、やっていましたね。それもたくさん並んでいました。 

（事務局） 近鉄でのイベントは、近鉄の方から申し出というか何かやりませんかとい

うお声がかかりまして実施しました。 

（部会長） ヘルスチェックのイベントを中心に、話をしていますが、食育や、健幸ポイ

ントやそのほかのことについてご意見はありませんか。 

  ４，５，６年を対象の料理教室は、親子ではなく、子どもだけで来ることもあ

るといっていましたよね。 

（事務局） はい。４，５，６年生のうち、５年生と６年生については、子どもさんだけ

でも受けられるようにしていました。 

（部会長） 子どもさんから御両親や、おじいちゃんおばあちゃんに言ってあげるとい

うのが、ものすごく効果があるような気がします。散々言っても禁煙しなか

った方が、お孫さんに言われたからとすぐに禁煙したみたいなこととか。 

（委  員） ありますね。たばこ吸って、おじいちゃん臭い言われて、やめるという。 

（部会長） それで止められるなら、早くやめてという感じですけど、こういう子どもさ 

んから祖父母の世代に伝えてもらうことってすごく意味があると思います。

御両親の世代、３０代４０代は忙しい、確かに忙しいし、いろんな状況があっ

て、健康イベントに参加するのは難しいので、子ども側からアプローチしてい
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くというのは、非常に意義があるんじゃないかというように思います。料理教

室も、今年度２回ということでしたが、機会を増やすということもよいのでは

ないかと思いますし、学校にどうやってアプローチしていくかってことです

よね。健康に関する、減塩のことだけではないですけれども、生活習慣に関す

る正しい啓蒙みたいなことを子どもにすることで、「たばこはあかんねんで」、

「塩分取りすぎはあかんねんで」みたいなことをね。草津は給食が結構減塩を

主だってやっていると聞いたので、そういうことを親御さんに伝えてもらえ

るようなことをもっと文書を作って、定期的に配布するとか、みんな御存知な

いと思いますしね。 

（委  員） 子どもが料理してくれるようになったら、親のお手伝いもできますよね。お 

手伝いできて、子どもが健康なものを作るようになったら、親も健康になって

くれるかもしれないですものね。 

（委  員） どうしても子どもって野菜が苦手で、でも、調理実習で習ってきたメニュー 

はやっぱりおいしいみたいです。自分で作って、一から作ってできて食べるも

のはおいしいみたいです。それを私に教えてくれて、今度作るわというと喜ん

で食べてくれるので、子どもの成長もみられて親もうれしいというか、食べら

れる野菜もいろいろ広がるところもうれしいだろうなと、すごくいい取組み

だなと思います。 

（部会長） 親世代でも、３０代４０代の人でもすごく食生活が偏っている人いっぱい 

      いるじゃないですか。朝ご飯食べたほうがいいよということを含めて、子ども

が親に言ってあげると少しは聞く耳もつのかもしれませんし、お父さんでも

お野菜食べない方いますよね。 

（委  員）（高須委員） 質問ですが、健幸ポイント制度を健幸宣言企業にもお知らせし

たってことですけど、健幸宣言企業さんというのは、どこかに公表されて

いたりするのですか？ 

（事務局） 草津市のＨＰで公表されています。 

（委  員） うちは、地域職域連携推進事業として、給食施設をもつ事業所への指導など 

にいかせていただいているのでこういう企業であればコラボできるようなこ

ととか、お声掛けできるかなと思いまして。ちょっと知りたいと思いました。 

（事務局） 健幸ポイントに取り組んでおられる方の年代が、この表にもありますよう 

に、１０代というのは非常に少ない状態です。２０代３０代も。草津の立命館

大学には、チラシをお渡しさせていただいています。様々な目に触れるような

場所、商業施設などにもおかせていただきました。 

（副部会長） ポイントが１０点、２０点、３点の１０回難しいですよね、健康診断受けて

いるだけでは点数が足りない、こちらの各種健康のイベントに行っただけで

も足りない。どっちにしろ、いくつかしないと５０点集まらないっていうので、
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なかなか私も最後焦りました。健康診断は受けているんですけれども、期間外

に受けているのでポイントに入らず、イベントには健康推進員をしているの

でどうしても出ることが多いので、地域の健康活動も入っているのですが、Ｄ

のポイントの取り組みのところで、歯科健診でいただきました。健康推進員の

会議の時には、こういうのをもらえるんですよ、皆さんも頑張ってくださいと

ＰＲはさせてもらいましたけど、結構、健康推進員さんも、もらいましたって

いう人がおりますし、やはり地域の活動をある程度やっている人は健康診断

受けると点数がなんとかできる。ふつう何もしていないと、なかなか難しいと

思いました。 

（委  員） 反対に言えば、親子クッキング教室のチラシに「健幸ポイント対象」のマー 

クを入れるとか、イベントのチラシに必ずゆるキャラがいるみたいに、健幸ポ

イントのマークをＰＲしてもいいのかな。 

（副部会長） このイベントに来たらポイントがもらえるとわかるのは面白いかもしれな

いね。 

（事務局） 始めるときに、前例の市がありますので、参考にさせていただいて、対象の 

マークを作っておられましたが、マークがないと、せっかく行ってもそれはつ

かないのですかとか、逆に絞ってしまう形になるというのがあって、定着する

までは極力広き門で、どんな形でも皆さんが健康に関連すると思っていただ

いたらそれはマルですよと、窓口を広くとるというところからスタートさせ

てもらいました。定着していくと、今言っていただいたように、やっぱりマー

クがあると分かりやすいですね。 

（委  員） 今までデータが集まってきているから市民の方がこういうものに参加され 

ているというのも、わかるのでは？ 

（事務局） 市の主催のイベントだけでなく、広く健康イベントであればＯＫです。民間

の健康イベントもですし、まち協でやっておられるのも全然かまいません。

公民館の講座やどちらかいうとそちらの方が活発ですので、地元の方で、町

内でされているイベントも健康に関するものであれば該当します。様々なと

ころでＰＲしていただいて、来られた人に、お声かけていただけるような仕

組みが作っていけるとなおいいのですが。 

（部会長） 予算の関係もありますが、どれくらいの数を期待していたみたいな想定は 

ありますか。 

（事務局） 目標は５００でしたが、現在、超えています。ほかの先進地の例をみて、草

津市なら数は５００だなという想定です。実際は、他市の例から行くと３０

０幾つぐらいでしたが、５００を目標にしようということでしたが、今回そ

れよりは皆さんに参加いただいています。 

（副部会長） １年で終わるのでなく、２年で終わるのでなく、続けていってもらうとさら
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に皆さんに浸透します。 

（委  員） 企業さんなんかにも参加いただいてね。 

（副部会長） 一生懸命やってくださっているけど、結構知らないという人も中にはいて、

私が健幸ポイント制度の説明をしたよという話も聞いたりしますし、同じ草

津に住んでいて、知らないという人もおられるので、やはり市民皆さんにＰＲ

できるような形がないでしょうか。自宅ではケーブルテレビが映りますけど、

見ているとローカルな公民館でシニアの方の歌や、地域の行事がＴＶにでて

います。本当に、町内の身近な事業です。ＢＢＣや、ケーブルＴＶは一部の方

だけかもわかりませんが、そこにこういうイベントをやっています、ヘルスチ

ェックやっていますと画面でもいいし、少し何回か出してもらえるとみる人

は見てますし、１人でもわかってもらえる。やはり、メディアを使う方が、Ｐ

Ｒできますよね。かむカムフェスタも去年していましたね。 

（委  員） ケーブルＴＶは結構来てくれますよ。 

（副部会長） でも、身近にそういうメディアを使ってＰＲする、ホームページ掲載するこ

とも大切ですし、いろんな広報誌に載せるってことも大切ですし、いろんなと

ころに出していくのも見る人がそれだけ増えるってことじゃないかなと思い

ますし、そうするとまたいろんな形で参加してもらえると思います。 

（事務局） どんな事業をしても、今おっしゃっていただいたようにＰＲが難しいです。 

（部会長） ターゲットに直接ＰＲするわけにもいかないので難しいですね。どうして 

も偏りがでてきますよね。関心のある人のところにしか届かない。 

（副部会長） ケーブルＴＶで、幼稚園、保育園のお餅つき、おいもほりとかいうのも見ま

したけど、子どもたちが出ていると、やっぱり親が見るだろうな、そういうペ

ージになにか事業のＰＲがでていたら一緒に見るかな。直接は関係ないかも

しれないけど、そういう方法もあると思います。 

（委  員） 次もあるのなら、やっぱり回数重ねてみんなに覚えてもらうことですよね。 

かむカムフェスタも何で知ったかをデータ取ったら、学校や園に配布したチ 

ラシという回答が多いです。これも何年も続けてやっているからやっと覚え 

てきてもらったという感じで、人が通るところなので偶然来場してという理 

由が一番多いのは仕方がないですけどね。ところで、そのＱＵＯカードに 

は何か書いてあるのですか？ 

（事務局） 普通のＱＵＯカードです。ただ封筒には、５０ポイント達成おめでとうござ 

いますと書いてあります。 

（委  員） たとえば、健幸ポイント達成おめでとうとか書いてあるとか、賞状みたいに 

なっていてたり、なにか印刷されていたら自慢できるかな。印刷するのにコス

トがかかるようであれば、別ですが、他とちょっと違うといいと思います。 

（委  員） 健幸ポイントについては、部会でお話聞いて、広報にも入っていて、市民セ 
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ンターにもビラが置いてあったけど、健康診断は市からくるからやるけども、

なかなか自分では難しいですね。誰かが誘ってくれたら。 

（事務局） 仲間内でやっていただいているのもありますし、町内とかで健康づくりを 

定期的にやってらっしゃるところで声かけて、Ａメニューは毎日しているの

で、健診行ったらいけるなという風に取り組んでいただいている町内の方も

いらっしゃいます。 

（委  員） 運動したっていうのは難しいから、例えば子どもの幼稚園、保育園をいつも 

は自転車送迎だけど歩いて送っていこうとか、主婦の人でしたら、レンジの掃

除をしました、そこまで広めて例を書いてあげるとそういうのも体動かすこ

とになるのだな、というのはどうでしょう。 

（部会長） いろいろと御意見いただきました。ありがとうございます。議事を進めよう 

と思います。次第３ 平成２９年度の予定について事務局よりお願いします。 

 

資料６を用いて事務局が説明。 

 

（部会長） ありがとうございます。なにか御意見、御質問等ありますでしょうか。 

（委  員） 話は違いますが、節目健診ってありますよね。私には、かかりつけ歯科医が 

いないので、歯科はどこに行こうかなと思って探していたのですが、ある歯科

医院で７０歳の時に節目健診を受けたんです。その結果は異常がないって。で

も歯石たまっているかもと思って行ったんですけどね、健診の結果悪くない

のにね、支払の明細にすごく点数がかいてあるの。わかっているからよけい腹

が立つんですよ。節目健診では、どれくらい見てくれてはるんかな。健診後は

どこまで結果をみてはるんですか？そんなのは見られないのやね。健診受診

数しかわからないのよね。 

（事務局） そうですね。 

（委  員） 節目健診の結果、実際どうだったかまでデータはとってないということで 

すよね。たとえば、定期的に受診している人なら節目健診は受けなくていいよ

と歯科医師はいいますよ。だから、なかなか健診受診率が伸びないところもあ

るんです。それは定期的に来ている人で、来てない人に対して、とっかかりで

きてもらうのが、節目健診なんですよね。 

（委  員） もっとこう、節目健診のあとのフォロー、その後どんな感じですかとかがで 

きないかな。節目健診に行く人数少ないんでしょう？その貴重な受診者に全

部じゃなくてもいいけど、どうでしたかって。 

 節目健診は、その年で１回してもらったらそのあとは、5 年か 10 年かない

ですよね。節目健診を受けてどういうふうになっているかとかね、いろいろ骨

密度とかもあるけど、歯の方もね、フォローみたいな後のこともできたら観察
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というのか、できたらいいかなと思って。 

（委  員） あったほうが、そのあとも続けて行っているかどうかというのもわかるか 

ら、そういうのをしてもらったらどうかということですね。感想を 1 回とっ

てみてもということですよね。 

（副部会長） ちょっといいですか。この協議いただきたい事項の若い世代への事業につい

て、一人暮らしで、食生活が悪いためにすごく太るという若者が多いと聞いて

いて、全体に若い世代 20 代 30 代にいえることかなと思いますが、外食が多

い、食生活が悪いで、見るからに太っている。変な言い方ですけど、若い世代

は太っていくのが悪いのはある程度自分でわかっているから、気を付けてい

ても食生活が直らない。いい何かないでしょうか。 

（委  員） 私は、今某社で産業医をやっているんですが、若い人で太っている方はたく 

さんいます。40 代 50 代くらいは血圧が上がるか糖尿病になるか周りで倒れ

る人がでるかということで気を付けますけど、20 代の方はみんな太っていて

も、よっぽどでなければ血圧も高くないし、コレステロールも正常だし、血糖

値も高くないし、別に何も悪くない、ただ、太っているだけ。じゃ、本人も困

らないし、会社ですから、そういう方は呼び出して説明して、保健師からいろ

いろいわれますが、全然改心はしないというか。会社だから、本人が行きたく

なくても、命令で行かされて、痩せなさいって言われて、ひどければまた、体

重測りに来なさいって言われて、こういうところではできないような濃厚な

ことをしてもいてもやっぱり難しい。何かに困らないと、変わらないんです 

（副部会長） やっぱり食生活っていうのが大切だなと思うんですけど、私たちの活動でも

一番入りにくい年代でもあるので、どうしたらいいかなっていつも片隅にお

いて考えているんですけど。 

（委  員） ひとつは食事に関しては、大きな会社や工場だと食堂を持っていたり、ある 

いは若い人だと寮に入っていたり、寮だと食事がでたりするんで、会社がちょ

っとでも健康なものをといろいろやるんですが、野菜増やしてとかもやった

ことあるんですが、結局、売れ残ったりします。学生が会社にいってやってい

る食育教室の事業報告を聞いていたりすると、たとえば健康ランチを出すと、

40 代や 50 代は食べる人がいますが、20 代 30 代が食べていると負け組にな

るんだ、だから食べないんだとかという話がでてきたりします。 

（委  員） 健康ランチが負け組ですか？ 

（委  員） 負け組が食べると言うそうです。そういう話があると、若い方への指導は難 

しいというのはあります。健康に気を付けなくてはいけなくなったというの

が、この世代にとってはマイナスイメージみたいで、何をしても次の日から元

気に仕事ができるっていうのがいいみたいで、こういう事業は関心がないと

いうか、逆に健康に気を付けないといけないというと、もう若くないねという



13 

 

ことにもつながるようで、難しいです。 

（委  員） なかなか受け入れられない。 

（委  員） 例えばイギリスのように加工食品の塩分を国として減らしましょうとすれ 

ば、若かろうがどうだろうが、どんどん塩分は減ってくるみたいに社会として

動けば若い人は本人が意識しなくても巻き込まれるのでいいのですけど。 

（委  員） ある企業で私も健康教室をやった時に思いましたが、そのときは今回の様 

に筋肉量を測ったんです。工場で働いている人たちで男性の 20 代の方は競っ

て筋肉量を測りに来られて、俺の方が多いとか、体脂肪は俺が少ないとか、そ

ういう話になりました。そうすると、筋肉増やすためにどんな食事したらいい

かとか、お野菜食べないとだめですよとか、食に関する話が結構できたんです

ね。これを食べて筋肉付けましょうみたいな感じで持っていくと一つの提案

としていいじゃないでしょうか。 

（委  員） このままだと将来病気になりますよではなくて、筋肉でもなんでも、今より 

ポジティブ方向はこれですとやると若い人も来るのかもしれません。マイナ

ス方向を防ぎましょうだと、まだ気にする年ではないといわれてしまう。 

（委  員） 女性の場合は、今、隠れ肥満が多いといわれていますので、そちらの方向へ 

話を持っていくと、結構話を聞いてくださったりしますね。 

（委  員） 若い人は、大学に入るとサークルに入ったり、体動かしたり、下宿していて 

もそれなりに体を動かしているんですけど、工場でも大学卒業して入ってく

る社員は現場じゃないポジションで、モノを一生懸命運んだりとかすること

がないので、やっぱり動かない。動かないけどこれまでと同じだけ食べるので、

最初半年、1 年で、びっくりするほど増える子もいます。絶対太るから食べる

なって、最初の面談で新入社員と出会ったりするときには一応指導している

んですが。 

（委  員） 大きな企業では、特定保健指導が 40 歳から始まりますが、その前に 30 代、 

20 代にそういう話をしださないと 40 になってからでは遅いという企業があ

りますね。そういうところで、産業医の先生や保健師さんがいらっしゃったり、

看護師さんがいらっしゃったりしますが、そういう方たちを集めて、お話され

たりとか大きな企業さんではそんなことをしているようです。 

（副部会長） 最初が肝心ですね。 

（部会長） 難しい問題ですよね。ペナルティを課すというのは一つの手ですけど、これ 

また世知辛いですからね。 

（ 一 同 ） そうですね 

（部会長） 太ったら来年から保険料上がりますよみたいなことをやるとすごく効果が 

あるけど、例えば、たばこ吸ったら保険料高いですよとか、それをやりだすと

ものすごく嫌な世の中になってしまうので、できないですけど、もうちょっと、
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ポジティブ面から考えていかないとだめでしょう。非常に難しい大きなテー

マですね。ありがとうございます。ほかなにか事務局からありますでしょうか。 

（事務局） 当部会の任期は 2 年間となっており、今年度末をもって現委員の皆様につ 

きましては任期満了となります。そこで、これまで部会で協議いただいた事項

や、委員をしての感想など委員の皆様の御意見を頂戴したいと考えておりま

す。また、健康増進計画推進部会の委員の構成は現状のままと考えております

が、もし、委員として参加してもらった方がよいのではとお考えの団体等がご

ざいましたら、今後の参考とさせていただきたいと思いますので、御意見をよ

ろしくお願いいたします。 

（部会長） 何かありませんでしょうか。今回が任期 2 年の最後の部会ですね。皆さん 

御苦労様でした。最後にありましたけど、こういう団体の方に部会に来ていた

だいたらどうだろうかというようなことありませんか。今は、薬剤師会は入っ

てないのですか。 

（事務局） 健康づくり推進協議会には入っていただいています。 

（部会長） 先ほどもヘルスチェックの話題の時に薬剤師会の力を借りると、少し広が 

るかなと思ったので。どんどん広げていくのも問題ですが。 

（委  員） 地域との連携を考えると健幸宣言企業の代表の一企業に入ってもらうとい 

うのも一つかなと思いました。草津にある大き目の会社で。 

（部会長） 最初の協議にもありましたけど、企業への働きかけというのもこれから一 

つの方法ではないかと思います。御検討いただければ。ほかに御意見等は。 

（委  員） 健康づくり事業の認知度が低いとか、健康づくりに関心が低いとか、自分は 

健康だと考えているっていうことが各事業に共通する課題で、たとえば、今 40

代の人では、８０％が歯周病みたいなことが言われています。歯周病は慢性疾

患なので、急に歯周病になったという感じではなくて、若いころから徐々に

徐々に歯が減ってきて歯周病になっているわけですから、ちょっとでも早い

時期に予防に対して取り組みを始めてもらえたら、もっとゆっくりと進行し

てくれるかもしれないですよね。もっと歯も残していけるし、生活習慣病の一

つなので、予防にシフトしていかないと病人が増えるばっかりになります。本

当に悪くなって、血圧の薬飲み始めました、じゃ、いつまで飲み続けるのと言

ったら、ずっとなんですよね。だからちょっとでも早くに気が付いてもらえた

ら、薬を飲むにしても少し遅くから、少しでも長く健康な時期を過ごしてほし

いなと思うんですけどね。慢性疾患は、急に悪くなるものではないから、そこ

に気が付いてほしいと思うので、今日のこの話題はすごくいいお話で、どんど

ん煮詰まってきているなと思います。頑張って欲しい。 

（委  員） その通りだと思います。虫歯もね、昨日できたわけではないしね。 

（委  員） やっぱり生活習慣ですから。ちゃんと磨いていて、規則正しく生活していた 
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ら、そんなに虫歯にもならないのですよね。噛み合わせとかもありますが、早

いうちに健診にいってもらったりすると、歯の磨く部位にしても、どこから歯

周病になっていくかというと、歯の間、磨きにくい部分。そういうところを磨

くのも、補助的な歯間ブラシや、フロスを使ってもらえれば、それも若いころ

から続けてやってもらっていたら、そんなに悪くならないのと違うかなと思

うんですけどね。 

（委  員） 全くその通り。 

（委  員） 早いうちから、なる前に、ひどくなる前に予防的な処置を始めて欲しいなと 

思います。それだけ啓発が大事ということですよね。そのために若い人にどう

やってきてもらうかを今日も話していましたね。 

（事務局） 一番近い事業で若い方に会うのは、乳幼児健診なんです。だからそういう機 

会を使って、乳がんの自己触診法のＰＲを、今始めてみたところなので、歯科

についても歯科健診のある月齢があるので、そういう時に一言親御さんに伝

えていけたらいいなと思います。ありがとうございます。 

（部会長） そういう意味では、胃がん検診にピロリ菌検診を、どこかの都道府県では、 

学生に尿検査で全部やろうとしています。ひっかかった人は、どこかの時点で

除菌して、この時点でかなり減りますよね、たとえば成人式の時に希望者だけ

でもいいけど、草津市がピロリ検査をやりますみたいに。２０歳で除菌すれば、

ほぼ胃がんにはならない。何かしら一貫したテーマですけど、若い世代に、早

くアプローチする方法を考えてもよいのではないか、歯の問題もそうだし、生

活習慣病をチェックするのはなかなか難しいですけど、２０歳の時とか、高校

を卒業する時とか、なにかの節目には行政としてアプローチしやすい。小中学

校の間とかに何かできることがあれば、そっちにお金かけていくのもひとつ

かな。 

（委  員） フッ素の実施も幼稚園と保育園と一つずつですし、それがまた増えたらい 

いなと思いますね。 

（事務局） 今後も広げていきたいと考えています。一年だけで終わってしまっても、意 

味がありませんので、続けていくことに意味がありますので。そのあたりにつ

いては、今後も課題だと考えています。 

（委  員） おんなじところで続けて、データがでると、ほかのところも同じようにやっ 

て効果があるというのを実感してもらうとまた違ってくるのでしょうね。 

（委  員） こう順番にあがっていくといいですよね。今してもらっていた子がもうそ 

こで終わりじゃなくて、幼稚園終わったら、小学校とかね、次、中学校とかね、

そういう風になればいいかな。 

（委  員） もうちょっと、市民さんにＰＲできるといいかもしれませんね。お母さん方 

から声が上がってくるといいですね。 
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（委  員） また違うでしょうね。 

（委  員） やっぱり、ＰＲを頑張っていかないとだめですね。 

（部会長） ほかに委員のみなさん、御意見ございますでしょうか。では、一通り議事を 

終わらせていただいたので、事務局お願いします。 

（事務局） ありがとうございました。本日いただきました御意見等につきまして、事業

の推進に役立ててまいりたいと思います。本日はどうもありがとうございま

した。 


