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平成３０年度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３１年１月２４日（木）午後１時３０分～午後３時２０分 

会場 草津アミカホール ２階 文化教室１ 

出席者 

委員 
中嶋康彦部会長、喜田久子副部会長、二宮健司委員、高嶋直敬委員、

加藤古都乃委員、水田和彦委員、宮本菜摘委員〔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･山田高裕、同課係長･清

水葉子、同課副係長･山岡道子、同課主査･田中優佳、同課管理栄養士・

大槻真里、同課事務員・岡根久美子 

欠席者 委員 酒井純江委員 

会議資料 別添のとおり 

 

次第１．挨拶 

 皆さんこんにちは。健康福祉部の小川でございます。 

 本日は、健康増進計画推進部会を開催させていただきましたところ、御多忙の中、また寒

い中御出席いただきありがとうございます。また、平素は本市の保健衛生行政に多大なる御

協力、御支援を賜りまして厚くお礼申し上げます。 

 昨年度は、草津市の健康増進計画「健康くさつ２１（第２次）」の中間評価等をさせてい

ただきました。この部会におきまして、さまざまな御意見を頂戴しながら、目標数値の見直

しや重点施策の見直しを進めさせていただき、中間評価を行うことができました。当部会に

おきましては、「健康くさつ２１（第２次）」の中間評価に沿いまして、今後の計画の進捗管

理をしていただきたいと考えてございます。 

 ただ、健康増進計画につきましては非常に内容も幅広く、取り組みの内容もたくさんござ

います。本日は、重点的な取り組みにテーマを絞りながら、皆さんの御意見を伺い、事業の

見直し等も図ってまいりたいと考えてございます。 

 どうぞ本日も御忌憚のない御意見をよろしくお願いいたします。 

 

次第２）自己紹介 

 

次第３）部会の位置づけについて事務局から説明。 

 

（部会長）他の行政の会議も同じですが、全体における会議の位置づけを整理して、できれ 

ば健康福祉部内だけでも関係図を作っていただけたらわかりやすいのではないか 

と思います。各職域の皆さんが代表して各会議に出席されていますが、草津市の中

での位置づけを理解した上で出席いただいて意見いただくことが非常に大事なこ

とだと思います。我々医師会も、様々な会議に参加していますが、それぞれの関係

がわかりません。一度整理してください。 

 

次第４）各計画の取組と課題について事務局より説明。 
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（部会長）今の説明について何か御意見や御質問等がありましたらお願いします。 

     健康推進員の人数が１７２名ですが、平成２９年では１８５名になっています。 

現状ではさらに減っているということですか。 

（事務局）休会された方もおりますので、今年度活動いただいている方は１７２名です。多

くの方に健康推進員さんになっていただくために、健康推進員の養成講座の履修

時間４０時間を、時間数を減らして実施しております。３０代から４０代の子育て

世代の方が養成講座に参加されたりしており、少しずつではありますが人数がふ

えていけばと考えています。 

（部会長）今、受講中の人もおられ、終了されたら増えていくということですか。 

（副部会長）１１人の方が養成講座を受講し、今年修了されます。新しく４月から活動してい 

ただきますが、現健康推進員さんにも、休会者や退会者がおられますので、プラス

マイナスゼロかプラスか、今の段階ではわかりません。様々な機会を捉えて声かけ

させていただいていますが、介護や孫の面倒など事情があって健康推進員を続け

ることができないという方が多いです。仕事を持っていても介護をしながらでも

子育てをしながらでもできる健康推進員活動をという話をしているところです。

活動には各地域にある程度人数が必要で、人数が少ないと負担が大きくなります。

人数が十分ですと分担することもできますが今は６０から７０歳が平均年齢にな

ります。若い世代にお声かけしたいと思っていますが、その年代の方々は仕事を持

っている方が多くできる範囲で活動に参加いただければと思いますが、課題もあ

ります。 

（部会長）ハードルを下げて受講時間を減らしていただいたりしても、難しいところなの 

ですね。 

（副部会長）今回養成講座を受けた方の中には、仕事を持った方、若い方が何人かおられます。 

去年は小さい子どもさんがいる方も受講いただきました。今では子どもを連れて 

や、家族の協力のもと活動しておられます。このような事例を紹介しながら声かけ 

したいと思っています。 

（部会長）学区による偏りは、かなり大きいのですか。 

（副部会長）はい。ゼロという学区があります。今年はその学区に市と一緒にまちづくり協議 

会やまちづくりセンターで健康推進員の話をさせていただき、何とかふやしたい 

ことを相談したり、学区の方々にも声かけをしています。声かけだけでなく、本部 

で来月に食育の講座を１回実施して、皆さんに健康推進員に興味をもっていただ 

くことから始めようと思っています。 

（部会長）まずは健康推進員そのものを知らない方もおられるわけですからね。 

（副部会長）参加申し込みいただいた９名の方と来月に食育講座をさせてもらい、併せて健康 

推進員をＰＲしていきたいと思っています。今はゼロの学区も、３人の方が今年の 

養成講座を受講いただいているので、活動する上で難しいことは健康推進員連絡

協議会が協力しながら、スムーズに地域の皆さんと活動できるようにしたいと思

っています。 

（部会長）以前から健康推進員の数を増やすことが課題の一つであったと思いますが、強 
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制するようなものでもないですしね。 

（副部会長）市町によっては、学区から何人と決めて自治会推薦するところもあります。ただ、 

２年任期なので自治会推薦ですと２年でやめる方が多いそうです。人数は足りる 

けれど長続きしないという良い点と悪い点とがあります。 

（部会長）学区にゼロあるいは１人となると活動ができないので、ある程度人数を確保す 

るために任期制で交代していく仕組みも含めて考えていく必要がありますね。 

（副部会長）一昨年は県の協議会が３０周年で、草津市も去年３０周年を迎えました。中には 

３０年間健康推進員活動を続けている方もおられます。長く続けている健康推進 

員の中には国から地域活動貢献で勲章等をいただいた方もおられます。 

（ 委 員 ）健康推進員さんは具体的にどんな活動をするのですか。 

（副部会長）ボランティアで、地域の皆さんと健康づくりを中心に活動しており内容は様々で 

す。地域の皆さんに食育や、生活習慣病予防のための料理講習をしたり、病気の予 

防方法など、主には料理をつくることで活動することが多いのですが、地域のサロ 

ンに参加してお話ししたりと高齢者の方々や子どもさんなど対象は様々です。幼 

稚園に行ってエプロンシアターという手法で歯科啓発もしています。高齢者の方 

にはお口の体操、口腔ケアや誤嚥予防を紙芝居でお話したり、地域でのお祭りや地 

域のスポーツ大会で「くさつ健康はつらつ体操」を披露したりと学区ごとに様々な 

形で活動をしています。毎年受講する市の研修を地域の料理講習などで活かした 

り、県の事業を受託したりもしていますので、多種多様な活動をしております。 

（二宮委員）ある程度知識があり社会的な人望がある方など人選が難しいですね。自ら手を

挙げてやりたいという方は少ないでしょうね。 

（副部会長）幸いにして草津市はこれまで自分から進んでという方が多いです。健康推進員の 

活動の中で、一緒に活動したいなと思う方には声かけをし、健康に興味がある方、 

ボランティアを楽しんでやっていただける方を受け入れています。 

（ 委 員 ）できる人ができるときにできることをやることで、健康推進員さんが楽しく活 

動し、周りの人を引き込んでいく形が一番広がっていきやすいし、健康づくりは参

加してもらわないと広がっていかないので、いい制度だと思います。役員となった

２年間に健康推進員活動に取り組むというのも意味があると思いますよ。 

（部会長）興味が出るかもしれないですし、活動の継続につながるかもしれない。ただ、み 

なさんそれぞれ忙しいので、毎回参加は難しいかもしれません。参加できる時間帯 

や時期などに融通性があるといいですね。あるいは得意分野を持っている方に参 

加いただくのも良いですね。 

（副部会長）人数がいるといろいろ活動できますので、まずは健康推進員を増やしていくこと 

が大切だと思います。 

（部会長）健康推進員の仕組みの根幹ですからね。どうやって増やしていくかという課題 

は市もきちんと取り組んでいくべき大きな課題だと思います。 

（副部会長）ありがとうございます。これからも頑張っていきたいと思います。 

（ 委 員 ）特定健康診査の結果返し会は、どういう方法で実施されましたか。 

（事務局）日時を設定し、希望者に結果を直接お返しする会を設けました。運動教室や薬剤
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師会との連携によるミニ講座、栄養士会栄養士による講座、企業による骨密度の測

定など結果返し会だけではない形で実施しました。また、結果返し会では、検査の

数値の見方などを個別に説明させていただいています。 

（ 委 員 ）何％ぐらい来られましたか。年何回くらい開催したのですか。特定健診を受けた 

方全員にお知らせしているのですか。 

（事務局）何％来られたか、何人の参加があったかについては後日お伝えします。開催は年

６日しました。また、特定健診を受けた方には通知をしております。 

（ 委 員 ）結果を聞くときが一番モチベーション高いと思うので、健診結果を直接返せる 

と一番いいですが、なかなかそうはいきません。 

（部会長）滋賀県全体でも特定健診の受診率はなかなか増えませんし、がん検診も含めて、 

検診受診率を上げることは非常に大きな課題です。 

（ 委 員 ）健診を受けてその日に簡単に指導されるのが一番いいですよね。１カ月後に結 

果が返ってきても関心が向かない。ただ、多くの方が来られる中で健診日に指導で 

きないのが現実です。 

（部会長）糖尿病有病者の現状値、２９年１０．７％は草津市の話ですね。草津はとりわけ 

多いのですか。特定健診データがありますよね。年齢や構成が違うので単純に比較 

する問題ではないかもしれませんが、２８年より少し減っているポジティブなデ 

ータなのでしょうか。取り組みの成果として結果がでているのでしょうか。 

（事務局）前回の協議会でも、ほかの市町と比較した結果について御意見がありましたが、

現在、他市町と比べたデータがございません。 

（ 委 員 ）これは特定健診の受診者なので、レセプトなどのデータと矛盾していなければ 

いいのですが、明らかに矛盾している場合は、糖尿病と診断され病院に通院するよ 

うになったことで特定健診の対象者から外れたため、受診者データが減少した可 

能性が考えられます。レセプトのデータでは治療をうけていない方は不明です。健 

診の血液のデータは受けた方についてはわかります。というようにそれぞれ良い 

点、悪い点があります。全体として同じ傾向であればおそらく事実だと思いますが、 

明らかに傾向が違っていれば原因を精査しないと、違う解釈をしている可能性が 

あると思います。糖尿病や高血圧もですが、慢性の疾患はわからないですよね。治 

療している人は個人情報問題を抜きにして、保険治療を受けている人のみになり 

ますが法制度を整えデータを収集するシステムをつくることは可能だと思います 

が、治療しない人のデータを取ろうと思うと年１回強制的に採血か血圧を全部計 

測するなどするしか方法がないので難しいと思います。 

（部会長）研究によって様々なことがわかりますが、実際にはなかなか難しいですか。 

（ 委 員 ）昔だと健康調査を行うと採血の参加率が高かったので、無作為に選ばれた方の 

結果といえましたが、今は参加率が低いですし、調査地域の方すべての方に協力し 

てもらっているわけではないので、どこまで正しいか。最近は法律で協力について 

記載されましたがなかなか協力いただけませんので、何が事実に近いかはわから 

ないです。 

（部会長）実感として糖尿病の人は増えています。特に若い人で多いですね。糖尿病に対す 
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る取り組みは大事ですが、実態を把握することは非常に難しい課題です。 

 

次第３）第３次食育推進計画の取り組みと課題について、事務局より説明。 

 

（部会長）学校給食の１食につき塩分２グラムはすごいですね。食べたことありますか。 

（事務局）１食分全部を食べたことはありませんが、部分的に食べたことはあります。レモ

ンの風味を使っていたり、香辛料を使ったり、薄味でもちゃんと味がしておいしく

食べられるように工夫されています。 

（部会長）学校に通っている子どもさんの保護者は、草津の減塩給食を知っていますか。 

（事務局）小学生のお母さんは給食だよりで御存知だと思います。食育推進デーでも市内商

業施設４店舗で学校給食レシピを採用させていただいています。アルプラザ草津

では試食コーナーで学校給食のメニューですと声かけをしながらレシピをお渡し

されていると聞いています。少しずつ小学生のお子さんがいない方でも草津市の

減塩給食のメニューを知っていただく機会ができてきていると思います。 

（部会長）２８年度と比べて２９年度はこの１年で２．１５グラムが２グラムに減ってい 

ます。みなさん知っているのでしょうか。私は、今初めて知りました。 

（事務局）給食センターからの報告ですが、毎月最も塩分の少ない日を減塩献立の日と設定 

し、全校配布の放送資料で減塩献立のＰＲと減塩の効果をお知らせし、給食センタ 

ーでも試食会をされています。１年１０～１４回の実施で、全対象者約６，７００

人中約３００人に試食いただいています。先ほど紹介させていただきました給食

だよりは全校生徒に配布しております。 

（部会長）問題は子どもに渡しても、保護者が読んでいるかですね。子どもを通して大人に 

どのような方法で情報を伝えていくか。日清さんやコンビニに言うのは難しいの 

かもしれないですが、減塩の活動が広まり草津バージョン減塩カップヌードルが 

できればいいなと思います。 

今、お年寄りのひとり暮らしやお年寄りのみの家庭が大変多く、我々診療所でか 

かわる方でもひとり暮らしの方は、スーパーのお総菜の電話注文サービスなどを

利用しておられます。その方は糖尿で腎臓も悪く塩分を控えないといけないので

すが総菜などは安い値段で食べたいものが食べられるからと言っています。食育

活動に取り組んでいる地域のスーパーもあるということなので、活動を広げてい

ただいて、減塩食品をスーパー側から提供していただけるといいと思います。 

草津市の減塩給食の素晴らしさを知らせるのは１つのきっかけだと思います。 

（ 委 員 ）働く世代は子どもさんがおられる世代でもあるので、給食センターの試食会は 

わざわざ行く必要がありますが、授業参観など保護者を呼ぶ行事で減塩給食を提 

供し学校で子どもたちが食べている給食を知ってもらうことと、塩分はこのくら

いが良いことを伝えられるといいと思います。 

（部会長）１校ずつぐらいならできるかもしれないですね。減塩給食を知って、次は草津の

企業さんの社食や大学の学食などにアプローチができるといいですね。大企業の

社食に取り組んでいただくのは大きな意味があると思います。 
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（ 委 員 ）歯と口腔内を専門にしている者としては、食べ物の固さにも目を向けてほしい 

と思っています。近頃食品がやわらかくなり、噛むことが減って、特に子どもたち

のあごの形が小さくなってきたと言われています。３世紀の半ばごろの食べ物は

噛む回数は三千回か四千回。今の食事では６００回ぐらいでしょうか。食事の時間

も昔は１時間弱、今は大体１１分ぐらいといわれています。噛む回数も食事の時間

も、昔に比べると随分減ってきています。噛まないとあごが小さくなり、歯が小さ

くなって結果として歯並びが悪くなる、八重歯が多くなる。歯並びが悪くなると歯

が磨きにくくなります。上下のかみ合わせが悪くなると、咀嚼能力も落ちますので、

食べることができなくなっている子どもたちもふえていると言われています。 

  調理の時、食べ物の大きさを大きくすると、噛む回数が多くなり咀嚼回数が増え

ますので食べ物の硬さ、よく噛むことにも目を向けてほしいと思います。 

 

次第５）働く世代の健康づくりについて、事務局より説明。 

 

（ 委 員 ）健幸ポイントを今初めて知りましたが、どこでお知らせをしているのですか。 

（事務局）広報くさつやホームページ、食と運動のヘルスチェックデーなど、さまざまな

事業で健幸ポイント制度をお知らせしています。ＢＩＷＡ－ＴＥＫＵアプリにつ

きましては昨年１月から開始し、昨年４月にテレビで取り上げられたり、えふえ

む草津などさまざまな機会を捉えて啓発しております。 

（ 委 員 ）自分から積極的に知ろうという考えがないと知ることは難しいです。 

（事務局）健幸ポイント制度を利用されている方には、広報だけでは広がりにくいのでお

知り合いに声をかけていただくようチラシをお渡ししたりもしております。 

（ 委 員 ）参加者千何人は少ないですよね。 

（事務局）今までの紙媒体で７００～８００人の参加があったことに比べると、アプリを

始めたことで１，０００人まで増えていますが、働く世代にはもっとＰＲが必要

と考えています。 

（副部会長）ＢＩＷＡ－ＴＥＫＵは草津市だけではないですよね。先日、琵琶湖を回るウオー 

キングに参加したら、後ろで話していた方が、ＢＩＷＡ－ＴＥＫＵの話をしておら 

れました。滋賀県の事業について話しているのを初めて聞いたので周知が行き届 

いてきたのかなと思いました。 

（事務局）今年度は草津市だけではなく、大津市、栗東市など県内１０市町、この１月か

らは彦根市も含まれ、１１の市町と協会けんぽ、滋賀県市町村職員共済、県薬剤

師会で取り組みをしています。今回の景品については企業に協賛いただいて景品

を提供いただき、たくさんの景品から選ぶことができました。 

（部会長）いかに周知するかということですよね。 

（事務局）各団体からは各所属の対象者に啓発をしていただいております。薬剤師会さん

は薬局でポスターを掲示しＰＲをしていただいていますが、目に触れる機会がま

だまだ少ない状況です。 

（副部会長）景品の応募には健康診断かがん検診の受診が必要なので、それを上手に使ったら
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受診率もアップもできるのではないかと思います。 

（事務局）ＢＩＷＡ－ＴＥＫＵアプリでは、前日のポイントランキングや前月１カ月間の

トータルのランキング、１年間のランキングが出たりしますので楽しんで取り組

んでいるというお声も聞いています。 

（副部会長）高校生の皆さんに食育の授業で、栄養のバランスや減塩など普段の健康推進員の 

活動内容をお話しています。幼稚園、小学校、中学校、高校できちんと食育を学ぶ 

と大人になっても活かせるのではないかと考えています。健康推進員の活動は、働 

き盛りの方に入り込むのは難しいですが、小学校、中学校、高校などの若い世代で 

勉強してもらって将来につなげたいと考えています。 

（事務局）２歳半の乳幼児健診で、乳がん検診の啓発も兼ねてＢＩＷＡ－ＴＥＫＵの御案 

内をしています。子どもさんを対象にした事業に絡めて、ＢＩＷＡ－ＴＥＫＵを紹

介したり、親子で参加できるスタンプラリーコースにしてみると、他のコースに比

べて参加者が多かった事例もあります。 

（部会長）リサイクルフェアとは何ですか。 

（事務局）クリーンセンターで行われたごみ減量関係のイベントです。今年度は新しいク

リーンセンターで開催されました。リサイクルですので例えば牛乳パックを使っ

た工作、フリーマーケットなどのイベントに交じって参加させていただきました。 

（部会長）５０代の人の参加が、やっぱり少ないですね。 

（事務局）１１月に、草津川跡地公園でウオーキングと絡めた健幸フェアが行われました。 

（副部会長）ウオーキングは割と高齢者の方が参加されています。周りも自分より上の方が多 

いような気がしました。 

（事務局）ウオーキングは３コースあり、一番短い距離は比較的若い世代が参加され、１

０キロコースは年配の方がたくさん参加されていました。健康をテーマに挙げた

イベントは健康に関心のある方が来られますので、健康以外に健康の要素を加え

た形のイベントをしていくことで若い世代に働きかける取り組み強化をしている

ところです。 

（部会長）参加型イベントは意識のある人しか参加しませんよね。無関心層に対する働き 

かけをどうするかは一番の問題だと思います。 

（ 委 員 ）大企業は健康経営を推進しており、健康経営に取り組むことで全ての課題解決 

につながっていくように思います。逆に大きくない企業は難しいですね。 

（事務局）健診も中小企業さんがどこまで健診を受診しているのか課題になっています。 

（部会長）仕事をしているけれども健診を受けてない人はたくさんいます。大企業では９ 

５％ぐらいが健診を受けていますが。 

（ 委 員 ）歯科健診では７０歳以上と７０歳未満の受診率に差がありませんか。実感とし 

ては７０歳以上の受診率が高いように感じます。特定健診の無料化のように歯科 

健診についても草津市で一度無料化を検討していただきたいと思います。 

案内もはがきより封書で届いたほうが受診の必要を感じると思います。郵送料 

もかかりますが検討していただきたいと思います。 

（ 委 員 ）食育チャレンジ事業の参加１６店舗はどのように決められたのですか。 
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（事務局）事業実施前に市内の飲食店さんに案内を送らせていただきました。希望された

のが１６店舗です。また、案内に併せて、滋賀の健康づくりサポーターに加入さ

れている店舗、草津市の健幸都市宣言へ賛同されている飲食店さんを訪問し事業

の御案内をさせていただきました。 

（ 委 員 ）店舗数だけでは事業の評価ができないので、会計時に簡単なアンケート等で、食 

育や食に関心があるのか無関心なのかなど来店者意見を入れた評価ができれば事 

業もより深いものになると思います。 

（事務局）食育チャレンジの評価は、現在、聞き取り中でまだ結果が出ていません。飲食

店さんの中には実施してよかったという声が多いように思います。来店者の評価

も必要と考えておりますので今後の参考とさせていただきます。 

（部会長）１６店舗は市内の飲食店数の内どれくらいの数ですか。 

（事務局）草津市内の飲食店数５００店舗以上中の１６店舗になります。 

（ 委 員 ）５００店舗の中にはチェーン店やフランチャイズでその店に権限がないところ 

もあると思いますがいかがですか。 

（事務局）本部に確認してフランチャイズ店も２～３店舗参加いただいております。 

（ 委 員 ）店舗側にはどれぐらいコスト含めて負担がかかるものですか。 

（事務局）コストがかからないように実施を考えていただきました。ＰＲや啓発物品のコ

ースターなどは市で準備しました。苦労いただいた点は、毎月の取り組み内容を

各店舗で考えていただいたところです。野菜をたくさん取るテーマでは、メニュ

ーに１品野菜を追加するなど、各取り組みについては各店舗の負担で実施いただ

きました。 

（部会長）市のＰＲは、広報やホームページですか。 

（事務局）広報、市のホームページ、フェイスブックや記者提供をさせていただきました。 

また、期間中の店舗利用でＢＩＷＡ－ＴＥＫＵポイントがつきました。 

（部会長）何をみて訪れたのかなどの来店者からの意見、感想があると、企業側に来店者数 

増加につながる情報を影響できると思います。 

（ 委 員 ）あと、断っている店舗に理由を聞くのもいいですね。全てが健康のために料理を 

提供しているわけではないですし、９割以上が不参加だった理由、参加できない理

由もしくは興味がなかった理由を知るべきです。 

（事務局）事業のイメージが分かりづらいところもあると思います。１６店舗以外の飲食

店でも、野菜をたくさん提供しているお店もありますが、十分な説明ができず参

加いただくことができませんでした。 

ＢＩＷＡ－ＴＥＫＵでは様々なイベントの情報提供をしていますが、食育チャ

レンジ事業でのポイント取得率が１０市町の全イベントの中で一番多かったです。

草津の事業ですが、他市の方がポイントをとりに来られた方もいました。ＢＩＷＡ

－ＴＥＫＵをダウンロードされている方については何人来られたかわかります。 

（ 委 員 ）草津市が１，３００人。全体では、ちなみにどのくらいですか。 

（事務局）全体では県外の方も含めてですが、１万人を超えています。今、昨年１月から

１２月に健康づくりでためたポイントで景品に応募していただいている状況です 
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（副部会長）３０１０運動＋
プラス

はお店側ではなくて、食べにいった方が取り組むことですよね。 

（事務局）コースターやポップを使って声かけをしていただいた飲食店さんが多かった

です。特に１２月の忘年会シーズンで飲食店さんと側は食品ロスの問題を抱えて

いらっしゃるところも多く、お声かけがしやすかったという意見がありました。 

（副部会長）３０１０活動＋
プラス

を推進していることを表示していたら理解してもらいやすいの 

かもしれませんね。 

（事務局）３０１０にプラスがついていますので、最初は野菜から食べましょう、バラン

スを考えましょう、といったことも添えていただいています。 

（部会長）他に何か意見等ありませんか。 

（副部会長）健康推進員でクリーンセンター見学に行かせてもらい、いろんなことを知りまし 

た。ごみの出し方について、料理だけではなくその後も考える必要性を感じました。 

（ 委 員 ）禁煙も糖尿病も全部歯周病が絡んでくるので、全てに歯科の文言が入ってくる 

といいなと思います。４０代、５０代の方が初診で節目健診に来られる方は見かけ 

ないです。これまでの患者さんが４０代、５０代になって再び来られたりしていま 

す。かかりつけ歯科医を持っていない４０代、５０代の方が歯科健診を受けるのは、 

内科受診よりもハードル高いのではないかと思います。 

（部会長）健康意識の高い人が節目健診にも行かれるし、内科健診も同じなのでしょう。本 

当に無関心層にアプローチする方法が一番大きな問題ですね。 

（ 委 員 ）歯科や禁煙や糖尿病も継続したアプローチが必要だと思います。 

（部会長）特定健診は無料化しても余り増えませんでした。無料化しても検診率が上がら 

ないのが現状です。行く人は行く、節目健診も同じかもしれない。そこが本当に大 

きな課題ですね。病気の治療じゃなくて予防の取り組みとなるとね。 

歯科の問題については、保健推進部会において、これから重点的に検討いただき 

たいと思います。  

以上ですべての議題について終了しましたので、事務局にお返しします。 

（事務局）ありがとうございました。皆様におかれましては、５月３１日までの任期とな

ります。来年度、委員の委嘱替えとなりますが、当部会では働く世代の健康づく

りを中心に進めていくこと、健康増進計画全体の進捗管理も進めていきたいと思

います。本日は長時間ありがとうございました。 


