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１．挨拶 

皆様、こんにちは。今年度２回目の健康づくり推進協議会健康増進計画推進部会を開催させ

ていただくに当たりまして、一言御挨拶を申しあげたいと思います。 

 平素は草津市の保健行政各般にわたり御協力・御支援をいただきまして、まことにありがと

うございます。また本日は大変暑い中、また御多用の中、当部会にお越しいただきましてあり

がとうございます。 

 前回は「健康くさつ２１」の中間評価ということで御協議いただきました。本日は、引き続

き中間評価につきまして、素案をこちらで作成いたしましたので、その内容につきまして御協

議いただきたいと思っております。 

 次回１０月に、もう一度素案につきまして御協議いただきました後、市民の皆様へパブリッ

クコメントを実施するに当たりまして、次回はもうほぼ完成まで持っていきたいと思っており

ますが、今回はそれに向けまして下案ですので、皆様からいろいろ御意見をいただきたいと考

えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

次第２．報告事項 草津市健康づくり推進協議会について 事務局より説明。 

 

（部会長） 

 説明の内容について御意見や御質問があればお伺いします。 

 

 （特に質疑等なし） 

 

次第３．協議事項 「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） 

今、説明していただいた中間評価の素案につきまして何か御意見があればお願いします。 

ところで、計画期間を１年延ばすというのは、県に合わせたということでしょうか。 

（事務局） 

平成２９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 

日時 平成２９年８月３日（木）午後１時３０分～３時１０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、田中晃仁委員、酒井純江委

員、加藤古都乃委員〔計５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 水田和彦委員、高嶋直敬委員、株本加純委員〔計３名、順不同〕 

会議資料 別添のとおり 
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 草津市の国民健康保険保健事業計画、特定健診の計画や草津あんしんいきいきプラン、自殺

対策行動計画、県の健康増進計画である「健康いきいき２１（第２次）」も１年延長される予

定がございます。また、県の食育の計画も１年、これから策定する計画について延長される予

定になっております。その他、国の医療計画が６年になるということで、各県、市町の医療計

画に関しては、計画期間を６年間にとの国の通知があり、県の中で検討されて、健康いきいき

２１と食育推進計画についても６年の計画とし、平成３５年まで延長される動きがあることを

情報としていただいております。 

（副部会長） 

 市の他の会議にも参加させてもらっていますが、ばらばらだと感じます。そこでも、計画期

間を一緒にしていこうという動きがあります。計画期間がまとまると一緒に始めて一緒に終わ

ることになり良いと思います。並行して動くことで、縦割り、横割りを取っ払って、市全体で

動くことができるのではないかと思います。 

（部会長） 

 国の健康日本２１の終期は３４年ですか。 

（事務局） 

 今、国でも中間評価をされていますが、国について終期は今のところ未定です。県は国の方

針を考慮して計画を立てられていますし、市としましても策定の年に評価をしながら策定して

いきます。今回、平成３５年度の改定としますと、国の改定の内容も踏まえて、策定すること

ができますので、１年計画期間を延長させていただいたほうが市としても国、県とも整合性の

とれた計画を策定できると考えております。 

（副部会長） 

 数値評価について、例えば生活習慣病発症予防について、１９位中１６位で評価は×ですよ

ね。ただ数値だけで見て評価しておられます。他の指標では、１９位中１７位で大して変わら

ないけど◎など、さっと見た感じで、◎は達成、×は未達成を示していると思いますが、数値

の少ないほうがよいものや、数字が多いとよいものがありますね。測定値と現状を比べて、◯

や△の評価をしているということですよね。何も知らない素人が見たときに、わかりにくいの

はよくないと思います。表現の仕方は難しいと思いますが。 

（事務局） 

 委員がおっしゃっていただいている項目については、１つの項目に２つずつ評価しています。

全体の平均値を１００として、１００より数字が低いほどよいということを１つの評価として

持ちながら、もうひとつ県内で死亡者数が多い順を合わせて評価しており、順位が下にいくほ

ど死亡者数が少ないという評価になります。片方はよくなっているけれども、片方は悪くなっ

ているといった、ここは相対評価で絶対評価ではないところもわかりにくいところではござい

ます。 

（部会長） 

 確かにこの評価の欄の◯や×の与えるインパクトが大きく、この細かい数字の評価よりも◯

や×をみんな見ると思いますので、この表示の仕方などもう一回検討されたほうがいいのでは

ないでしょうか。 
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（事務局） 

 評価については、素案の８ページの「５．中間評価時点の目標数値について」のところで評

価の内容について記載しております。 

（部会長） 

 この◯や×の評価の仕方であるとインパクトが大きいのでもう一回慎重に検討いただきた

いですね。また、肥満の割合など目標を達成するのが難しそうな数値目標もありますよね。未

成年者の飲酒のゼロ％の調査方法はどのようなものですか。 

（事務局） 

 「滋賀の健康・栄養マップ」の数値を策定時に評価数値として設定しております。これは無

作為抽出によるアンケートでの数値となります。 

（部会長） 

 アンケートに答えておられる人のうちで随分減っていますということですね。 

（事務局） 

 はい、たばこに関する評価も同じ数値を使っています。 

（部会長） 

アンケートでは、未成年者などは正確にとらえにくいですね。 

（副部会長） 

 先日、食育で高校へ初めて指導に行かせてもらいましたが、受動喫煙なども問題になってい

ますので喫煙に関する資料やチラシをいただいて、高校生の皆さんにたばこの害についてお話

をしました。いただいたチラシが写真入りで、これを使い啓発しました。喫煙などについては

高校生にも啓発していかないといけないと感じました。健康推進員の活動で受動喫煙について、

幼稚園や保育所の若いお父さん、お母さん方にティッシュで啓発するなどの活動をしています

が、中学生や高校生へ啓発したことがなかったので、今回の機会を活かし、食育だけじゃなく、

他にもいろいろ啓発したいと思いながら行かせてもらいましたが、とても楽しかったです。初

めてでどんなことになるか心配でしたが、ちゃんと聞いてくれましたし、食育も一生懸命に調

理もしてくれてよかったと思います。 

（部会長） 

 今まで学校給食での減塩の話をしてきましたが、高校生であればちゃんと分別もあるし、い

ろいろなことも理解できるし、小学生といった早いころからというのも大事ですが、高校生な

どへの啓発はその人の健康に大きな影響を与えると思います。 

（副部会長） 

 幼稚園や保育所では芋掘りや稲刈りなどで、小学校では給食などで食育を勉強しています。

中学生になったらそういった学びが少ないように思います。先日初めて県の事業として高校で

の活動を行いましたが、調理ができる高校の生徒たちでしたので、やりやすかった面もありま

す。普段の調理実習では料理を指定して実施しますが、今回は、食材を並べて、自分たちでメ

ニューを考えて朝食をつくってもらいました。７グループありましたが、同じものはほとんど

なかったです。できる子たちだからだとは思いますが、少しでも食育のことをわかってもらっ

て、将来の仕事に生かしてもらえると思うので、よかったと思います。ただし、若い世代に啓
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発していくのは難しいですね。 

（委員） 

高校生対象には栄養指導など実施したことがないですね。高島市では栄養士が、高校の文化

祭で１ブースをもらい、栄養士が食生活の相談を受け付けています。食育プラス食生活相談を

何年も継続していると聞いています。 

（部会長） 

 確かに味覚やし好品、塩の濃さなどは、小学生やもっと幼い頃の母親の料理の味などで決ま

ってしまいます。そうならばお母さんを対象にした減塩を含めた食育が大事ですが、高校生な

ど自分でいろいろなことがわかる年齢に対するアプローチも考える必要がありますね。県立高

校ならば、県の事業との関連があるかもしれないですね。 

（副部会長） 

 県の事業で、各公立高校の家庭科の先生に食育の出前講座のお知らせをすると、高校から問

い合わせがあります。草津市では初めてでしたが、高校に各市町で出前講座に行っているよう

です。今後も、少しずつ広がっていくのではないかと思います。 

今回は、おみそ汁の塩分の理想は０．８％と言われているので、それをつくって生徒に試飲

してもらい、お味噌汁の味についてアンケートを行ったところ、ほとんどが薄いと言い、ちょ

うどいい、濃いが２人ずつぐらいという結果でした。ふだんから濃い味になれていることが分

かります。この生徒たちは将来調理関係の仕事をすると思うので、その結果について話をさせ

てもらいました。先生はおいしいものをつくりなさいと指導していて、おいしいものと塩分の

低いものはイコールではないことや、自分の舌が味の濃いものになれていることだけでもわか

ってもらい、今後は調理してもらえたらいいと思いました。話をちゃんと聞いてくれて、つく

ることと理解することはイコールではないことも理解してもらえたのではないかと思います。 

（事務局） 

 若い人のほうが味覚などもすぐれていますよね。小さい子どもに何かをすることで大人の行

動変容を促すというのも一つですが、高校生に、自分の舌が味の濃いものになれていることを

伝え、それを家族などに言っていただくと、しっかり伝えられる年齢だと思いますので、保護

者、おじいちゃん、おばあちゃんに広がっていくのではないかと思いました。 

（部会長） 

 小学生での給食は子どもの舌をなれさせるといった意味合いもありますが、確かにその上で

中学生や高校生への働きかけは確かに有効かもしれないですね。たばこはもちろんですし、既

に煙草を吸っている方もいると思いますが、これから吸うことに関して、一人でも二人でも伝

えられれば意味のあることかもしれない。すでに糖尿病や高血圧などいろいろな要因が健康に

害を及ぼすとわかっていますが、一番健康に害を及ぼすのはたばこです。たばこを吸わない、

あるいは禁煙することを高校生に働きかけるのは非常に意味があるかもしれないですね。 

（副部会長） 

 ３歳半健診のときに、受動喫煙の映像を流しています。ちゃんと見ているお母さんやお父さ

んもおられます。少しずつよくなっていくといいなと思います。 

（部会長） 
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 禁煙に対する指導・教育も、小学生や中学生に実施し、それを家に持ち帰ってもらい、たば

こを吸うことはだめだよと家族に子どもから話してもらうのは意味があることかもしれない

ですね。 

（事務局） 

保護者の方も子どもがかかわると真剣に考えていただけますね。 

（部会長） 

孫に言われたらたばこをやめたというおじいちゃんなどいますからね。その働きかけをずっ

と継続していくことは、市だけでできることではなくなっていくかもしれないですが。禁煙外

来が実施されていますが、見直しをしようという機運があります。今までは、ある程度喫煙を

していないと保険適用になりませんでしたが、３０代の若い人が禁煙できるように保険適用の

要件をなくそうという動きも決定ではないですが出てきています。早いうちから禁煙すること、

お父さん、お母さん世代、子育て世代の禁煙ができたらいいですね。早く禁煙することの有効

性は間違いなくあります。糖尿病の制御は非常に難しいですが、禁煙を働きかけることはでき

ることではないかと思います。 

減塩ですけど、目標は８グラムでしたね。１０グラムをすぐ８グラムにするのは無理ですが、

ごくわずかずつ減らしていくことはできるというのはよくわかっていることですよね。やはり

減塩カップヌードルをつくる、コンビニに働きかけて滋賀県のコンビニの商品は塩分が少ない

といったことができればいいと思います。少しずつ減塩していくと舌がなれていくので、不平

不満も出ないし、イギリスのように国を挙げて食品、パンやハムなど全部減塩していくと、余

り不満がなく心血管疾患が激減したという事例があります。日本のある市町村でも実施してい

て、簡単な塩分計を配布し、実際に塩分をはかって、ちょっとずつ塩分を減らせたという例が

あります。塩分８グラムにするという目標を達成する具体的な方策として、食育で小学生や中

学生らに指導することやコンビニなどを巻き込んで塩分を少しずつ減らすという方法がとれ

ればいいと思います。 

（副部会長） 

 草津市は小学校の給食で減塩しています。このことを知らない市民の方もいるので、もっと

ＰＲをしてほしいです。減塩の給食を食べている子どもたちの親が食べ、減塩でもおいしいこ

とを食べて味をわかってもらえたら、少しずつ減塩していけるだろうし、大きくなっても減塩

のままでいけるのではないかと思います。減塩料理のために、だしをとりましょう、スパイス

を使いましょうなど料理講師が言っても減塩は進みません。 

（委員） 

 今の保護者は料理されない方も多いですよね。作ってもレトルトの調味料とお野菜をまぜて

麻婆豆腐や麻婆茄子を作っていたりします。スーパーのお惣菜を買って帰られる方も多いです。 

主婦の方のお昼御飯もそういった感じですよね。働いている方は晩御飯に惣菜を買って帰られ

る。確か、平和堂さんがヘルシーレシピというか、ヘルシーお弁当をつくっておられるはずで

す。セブンイレブンでも取り合わせがヘルシーな商品の選び方案内のような冊子を出しておら

れたりもします。 

 高校はお弁当になりますが、中には、お昼の御飯代をもらっても、結局それを全部使わない
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で、自分のお小遣いに残しておきたいという風潮があるようです。食べることをおろそかにし

ている子どもが結構います。そういう意味では、高校生にきちんと食育ができたら、その後、

ひとり暮らしになっても、食事について考えてくれるのではないかと思います。 

（部会長） 

 血圧の目標が４０歳から８９歳まで、全部ひとくくりになっていますね。 

（事務局） 

特定健診から指標をとっているので、目標項目がこのようになっております。 

（部会長） 

 最近は、高血圧の目標が緩和されているので、高齢化が進めば進むほど、この目標としては

達成できないことになってしまいます。４０歳から８９歳でくくってしまうと、年齢分布によ

って指標数値に大きく影響を与えます。もちろんあくまで目標ですが、分析するときには分け

て考えたほうがいいかもしれないですね。糖尿病も年齢によって目標値が今では細かく変わっ

ているので、年齢構成が高いと年齢構成の影響が大きくなる気はします。がんは細かいデータ

がありますが、生活習慣病のデータは年齢を区切ったデータが出ているかどうかを確認してく

ださい。 

（委員） 

目標値というのは、どのように設定しているのですか。 

（事務局） 

 草津市独自に決めている項目もありますし、国や県の目標を使用したり、目標項目によって

いろいろと異なっております。例えば歯と口腔の健康ですと、国の推移に準じた県の目標値と

しています。 

（委員） 

 虫歯は減っているという話を前回にしましたが、３歳児の虫歯がふえている状況となってい

ますが、これは市の３歳半健診の実情ですね。１歳半、２歳半、３歳半健診の数値ですか。人

口の増減など生活環境の違う方などの出入りが多かったりしますので、むし歯は全体的には減

っているのですが、それも考慮する必要があるのでは。中学１年生は小中学生のＤＭＦ指数で

すか。 

（事務局） 

滋賀県の「歯つらつしが２１」から採用したデータです。 

（委員） 

 学校健診ですね。３歳児を見るのは、この時期に一番乳歯列ができ上がり、今後に影響しや

すく、今後の動向を見るのに重要な時期であり目標項目としているのだと思います。インター

ネットでＤＭＦ指数を出せば、多分全国的な数が出てくると思います。 

（事務局） 

指標の多くは、滋賀県健康・栄養マップから採用しており、滋賀県内のアンケートで草津市

民の方がどう答えているかを当初の指標としています。様々な分野のアンケートをしており、

食事、運動、歯などについて答えていただいています。無作為抽出で様々な年代の方が答えて

います。 
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（部会長） 

 歯科健診を受ける人の割合が思っているよりずっと高くないですか。歯科健診を定期的に受

ける人の割合です。 

（委員） 

この数値を信用するならば、意識は高まってきているのかなと思います。意識は高くなってき

ていますが、格差はあると思います。非常に関心のある方とそうでない方の間で格差は大きく

なっています。全身疾患と歯周病の関係も言われていますし、受診を一回していただければあ

りがたいです。 

（部会長） 

 格差が広がってくると、そういう意味での健康格差も広がってしまうということですね。大

きな問題ですね。 

（事務局） 

７ページに今回の中間評価素案の中で新しく５つの重点施策としておりますが、この項目や

内容についても御意見をいただけると中間評価として具体性を持たすことができるのではと

考えておりますがいかがでしょうか。 

（部会長） 

 例えば、小学校・中学校・高校ぐらいまでの子どものころからの生活習慣の確立というのは

どうでしょうか。たばこのことも含めて、具現化できるかどうかは別ですが。 

（事務局） 

高校については書いておりませんので、学校とあります箇所に追加させていただければと思

います。 

（部会長） 

重点施策の４や５と両方にかかわることで、行政からの働きかけをして、スーパーの惣菜や

コンビニの惣菜など、それが実際にものになるかどうかはともかくとして、草津では減塩惣菜

を置いてもらうなどすることは意味があるかもしれないですね。それをみんなにアピールする。 

（副部会長） 

取り組んでいる企業や学校をＰＲして、皆さんにお知らせすると取り組みが広まっていくかも

しれません。いろいろなものを利用して広報活動してみてはいかがでしょう。健幸ポイントも

今年２回目ですし、今年は実施期間も長く大勢の方が健幸ポイントでＱＵＯカードをもらえる

のではないかと思います。健康診断を受けてもらうことが主目的だと思っていますので、がん

検診や健康診断を受けて、あと運動などに取り組めばもらえるなら、頑張って取り組めると思

います。早期予防や早期発見にもつながりますし。 

（部会長） 

７０社ほどの事業所が健幸宣言に賛同していただいているという話があったので、重点施策

の５にあたるのだと思いますけど、社員食堂での取り組みなどもコラボレーションをしていか

れたらいいのではないでしょうか。１０月の中間評価の確定に向けてまた練っていっていただ

きたいと思います。 

（委員） 
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 口腔の健康の歯の喪失の防止について６０歳を指標として、咀嚼の指標と分けていますが、

私は一緒にしたほうがいいと思います。この評価の６０歳で２４本歯はあるけれども、かめる

ことに満足している人が少ないことはすごく重大なことです。歯はあるけれど、かめる人、か

めない人という評価ができる指標にしたほうがいいのではないかと思います。歯があって８０

２０の表彰を受けていてもかめてないという人が多いので。歯はあるけれども痛みがある、歯

周病で歯が使えていない、本数はあるけれど機能していないなど口腔機能障害がある人はもっ

と多いと思うので、これだけで満足しているのはいかがかと思います。口腔機能障害があって、

飲み込むことができてない人は多いのに、この評価ではすごく良い結果になっています。隠れ

た口腔機能障害は増えているのに、余り項目に入っておらず、むせる、飲み込みがしにくいな

どは増えているけれど、歯の本数だけでよいといった感じにみえます。 

（事務局） 

 実は策定時点で評価項目は決めてしまっており、変更は難しいので、今ご指摘いただいた件

については、情報として中間評価の中で今後の取り組みとして載せていければと思います。 

（委員） 

（６）歯・口腔の健康の④ア）の下に⑤の咀嚼良好者の増加の指標を持ってきた方が、歯は

あってもかむことに満足しているのが×というのはどういうことだろうかとみんなに思って

もらえるのではないでしょうか。 

（部会長） 

市民健診の結果だから、同じ人を対象にして調査しているので、歯はあるけれどかむことに

満足してないという状況がわかるのですね。 

（事務局） 

はい。同じ人を対象にしていますので、部会長のおっしゃったとおりです。 

（委員） 

 自分の歯でちゃんと食べられている、自分の口でちゃんと飲み込みもできる、むせもないな

どができている人、健康に自分で食べられている人がどれぐらいいるかについては減ってきて

いると思いますね。 

（部会長） 

 確かに歯の喪失防止と咀嚼良好者の増加を年齢ごとに並べるほうが、データの意味としては

伝わりやすいですね。 

（委員） 

 指標などが国県などに合わせて、決まった指標ではないということであれば、検討すればい

いと思います。歯については、８０２０などの考えがあって、２０本あれば、自分の歯だけで

かめる、自立している人が多いなど根本的な考えはあるようです。 

（部会長） 

ここでは２４本としていますからね。 

（委員） 

２０８０を越える目標となっている辺りにもいろいろ考えはあるのでしょうね。 

（部会長） 
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 指標の結果をみるとちゃんと歯が残っている割合の人が多いと思いますが、かむことに満足

している人は確かに意外と少ないですね。 

（委員） 

歯医者に来られた方で、１本でも痛い歯があったりすると、その時点ではかめないとおっし

ゃるけれども、治療はその１本が終われば満足、かめますという方もいるし、いろいろ問題の

ある方もいるし、人によると思います。 

（副部会長） 

 健康推進員の増加についても、検討してほしいです。新しく参加いただける方もいますが、

高齢のため辞められる方もいます。ただ、今年度は、子どもが小さいお母さんや夫婦で養成講

座を受けていただいている人がいて、今後が楽しみなところです。 

（事務局） 

 また検討させていただきます。 

（部会長） 

 あとは、余談ですが９月１６日に草津栗東市民フォーラムでロコモティブシンドロームをテ

ーマに講演会等を開催することになりましたので、協力をよろしくお願いします。 

（事務局） 

 いろいろ活発な御意見をいただきまして、ありがとうございます。 

次回１０月の予定ですけれども、健康くさつ２１の第２次中間評価の素案をもう少し固めてい

きたいと思っております。その後、パブリックコメントに向けてということでまとめてまいり

たいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 本日はありがとうございました。 


