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平成２８年度第 1 回小牧市民健康づくり推進協議会及び健康  

日本２１こまき計画推進会議議事録  

 

【日  時】平成２８年７月２７日（水）午後２時～午後３時３０分  

【場  所】保健センター  大会議  

【出席者】  

委員１４名  

  後藤恒規、吉田雄一、森雅典、林芳樹、髙木康司、木全勝彦（代理浅

井宏昭）、小島英嗣、中西正巳、塚本勢津夫、倉知日出美、堀尾憲生、

木村隆（代理和久田月子）、安藤和憲、平野民子  （敬称略）  

 事務局  ７名  

  舟橋健康福祉部長、山田健康福祉部次長、伊藤保健センター所長、岡

本母子保健係長、三枝成人保健係長、森主査、吉村主査  

 欠席委員  ２名  

  三輪貴彦、鈴木英治    （敬称略）  

 

【次  第】  

  １  開会  

  ２  あいさつ  

  ３  新委員の紹介  

  ４  会長あいさつ  

  ５  議題  

   （１）平成２７年度小牧市民健康づくり事業実績報告について  

   （２）平成２８年度小牧市民健康づくり新規・拡充事業について  

（３）その他  

  ６  閉会  
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【議  事】  

 

１  開会  

司会  

本日は、ご多忙の中、本会議にご出席を賜りまして、誠にありがとうご

ざいます。  

定刻になりましたので、ただいまから「平成２８年度小牧市民健康づく

り推進協議会」を開催させていただきます。  

 本日、市議会代表の鈴木委員、医師会代表の三輪委員から欠席のご連絡

をいただいております。  

また、木村春日井保健所長の代理で春日井保健所健康支援課長  和久田

様に、木全薬剤師会会長の代理で副会長  浅井様にご出席いただいており

ます。  

この会議につきましては、公開となっております。事務局で議事録を作

成し、ホームページ及び本庁にあります情報コーナーにおきまして公開さ

せていただきますのでお願いいたします。  

現在のところ傍聴希望者はありません。  

 続きまして、舟橋健康福祉部長よりごあいさつを申し上げます。  

 

２  あいさつ   

舟橋健康福祉部長  

大変お忙しい中、ご出席をいただきましてありがとうございます。  

 本日は、「小牧市民健康づくり推進協議会」と「健康日本 21 こまき計画

推進会議」の 2 つの会議を開催させていただきますのでよろしくお願いし

ます。  

 まず、前半の小牧市民健康づくり推進協議会は、各種検診事業、健康教

育や健康相談、また地区組織の育成など小牧市民の健康づくりのための方

策や保健センターの運営について総合的にご審議をお願いするものです。  

 本日は、「小牧市保健センター事業について」を議題とさせていただき

ます。昨年度のこの協議会の中で報告させていただきました平成２７年度

の事業の実績、また、今年度の新規・拡充事業についてご協議いただきた

いと思っております。  

 後半で行います健康日本２１こまき計画推進会議では、健康こまきいき

いきプランの進捗状況を議題とさせていただいております。昨年度から「第

2 次健康日本 21 こまき計画」としての取り組みが始まりました。  
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その計画の重点施策のひとつに「糖尿病重症化予防」が挙げられており

ます。各推進部会でも推進してまいりますが、今後更に高齢化する中で、

医療費の削減と健康寿命の延伸に向けて力を入れて取組むべきことと感じ

ております。  

 委員の皆様からは忌憚のないご意見をいただき反映させていただきたい

と思いますので、よろしくお願いします。  

保健センターで実施しておりますいずれの事業も、本日ご出席の委員の

皆様のご協力がなければ実施できない事業ばかりでございます。  

 今後もこれらの事業へのご協力をお願いしまして、開会に際しての挨拶

とさせていただきます。  

 

３  新委員の紹介  

司会  

ありがとうございました。   

続きまして、今年の４月以降、新たに委員となられた方々をご紹介させ

ていただきます。  

公的病院の代表者で市民病院副院長の小島委員、地域の代表者で区長会

連合会副会長の堀尾委員、保健連絡員代表で役員の平野委員、以上３名の

方々です、よろしくお願いします。本来なら委嘱状をお一人ずつ交付すべ

きところですが、時間の都合上、机の上に置かせていただいております。  

よろしくお願いします。それでは、後藤会長からごあいさつをいただき

たいと思います。  

 

４  会長あいさつ   

後藤会長  

会長をつとめさせていただきます小牧市医師会会長の後藤でございます。

これで５年目になります。この５年を振り返ってみますと毎年毎年着実に

少しずつ進歩しているように感じまして、保健センターの方々の努力のほ

どを伺い知れて非常に嬉しい思いでございます。５年目ですけれど、マン

ネリにならないように、常に新しい気持ちでこの会を運営していきたいと

思いますし、この会の設置要綱にあります、体系的・総合的に審議・企画

するというのが、この会の狙いだそうですのでよろしくお願いします。あ
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ともう１つ胃がん検診に関して、今年の２月に国が胃内視鏡検査を導入す

るという改正案を出しまして、保健センターと医師会員の努力で今年度の

検診から国の基準に沿った形で運営することができました。行政と医師会

と協力して、事業を進めるということは良いことだと思いますし、検診も

受診率の向上だけ言っているのではなく、質の向上も目指していきたいと

思いますので、よろしくお願いします。  

 

司会  

ありがとうございました。  

それでは議事に入りますが、会長に議事の取り回しをお願いしたいと思

います。会長よろしくお願いします。  

 

５  議題  

小牧市保健センター事業について  

（１）平成２７年度小牧市民健康づくり事業実績報告について  

（２）平成２８年度小牧市民健康づくり新規・拡充事業について  

（３）その他  

会長  

それでは議事に入ります。  

議題「（１）平成２７年度小牧市民健康づくり事業実績報告について」、

事務局より説明をお願いします。  

 

事務局  

小牧市人間ドック事業について説明いたします。（資料は１ページにな

ります。）  

平成 26 年度から国民健康保険被保険者、後期高齢者医療被保険者、協会

けんぽ被扶養者を対象とした人間ドックを実施しております。対象者はい

ずれも 40 歳以上の方で自己負担額については、資料１（１）対象者及び自

己負担額の表をご覧ください。  

（２）の実績については、平成 26 年度受診者は 4,874 人、平成 27 年度受

診者は 6,144 人で協会けんぽ被扶養者を除いた受診率は 2.4 ポイント増加

しました。  
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続きまして２ページの成人保健健康診査事業ですが、がん検診自己負担

額につきましては、（１）の表をご覧ください。70 歳以上の方は、どのが

ん検診を受けていただいても自己負担額は一律 500 円になります。非課税

世帯の方は、保健センターに申請していただければ、自己負担額が免除に

なります。  

各種がん検診の実績につきましては、（２）の表をご覧ください。子宮

がん検診、乳がん検診は２年に１回の受診になるため、他のがん検診に比

べ受診率が低くなっていますが、平成 26 年度に比べ平成 27 年度は全ての

がん検診で受診率が増加しています。  

 

続きまして３ページの高齢者肺炎球菌ワクチンについてですが、平成 26

年 10 月から定期接種になっています。定期接種になる前は、平成 21 年度

からになりますが、小牧市独自の助成制度として、75 歳以上を対象に実施

してきました。定期接種は 65 歳になる年が対象ですが、平成 30 年度まで

は特例措置で節目の 70、 75、 80、 85、 90、 95、 100 歳になる年も対象とな

ります。接種者数は３ページ（１）をご覧ください。定期接種対象者以外

の方の助成制度は平成 26 年４月から 70 歳以上に年齢を引き下げて対応し

ています。定期接種以外の接種希望者については、平成 30 年度までは小牧

市独自の予防接種費用助成事業で対応して接種していただけます。  

平成 26 年 10 月から定期接種ですので、平成 26 年度に定期接種対象年齢

以外の方に助成事業の通知をした為、接種者数に差がすごく見られていま

す。平成 26 年度接種実績として 4,161 人、平成 27 年度は 250 人になって

おります。以上です。  

続いて、4 ページをご覧ください。乳幼児健診事業について、平成 27 年

度の実績報告をさせていただきます。  

市では、乳幼児の発育・発達を確認し、疾病等を早期発見し適切な治療

や育児支援に結びつけることを目的に乳幼児健診を実施しています。昨年

度の受診率は 4 か月児健診が 97.9％、 1 歳 6 か月児健診が 98.5％、 3 歳児

健診が 98.7％となっています。年次推移を見ていただきますと、平成 24

年 10 月に未受診児の支援体制を見直し、各健診において積極的な受診勧奨

に努めてきた結果、現在どの健診も約 98％の受診率となっています。また、
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未受診児支援につきましては（ 3）のアにありますように、段階的に受診勧

奨しています。また、他市や医療機関での受診状況や育児状況などの把握

に努め、随時必要な支援に結び付けています。（ 4)の平成 27 年度乳幼児健

診対象者については、平成 28 年 7 月 5 日現在、状況未把握者数は 0 人です。  

 

続いて、6 ページをご覧ください。5 生と性のカリキュラム＝小学校・中

学校版＝の推進「平成 27 年度高校生を対象とした生と性のカリキュラムの

推進」について、実績報告をさせていただきます。  

本日出席いただいております林委員に現在会長を努めていただいており

ます小牧市母子保健推進協議会において、小牧の子どもたちが心豊かにい

きいきと健やかに成長することを目指して、平成 16 年度に「生と性のカリ

キュラム～親・地域版～」を作成し、生きる力の根底となる「自己肯定感」

を育む取り組みを推進してきました。平成 18 年度には、「生と性のカリキ

ュラム～小学校・中学校版～」を作成し、市内の小中学校において各校の

実情に合わせて取り組んでいます。また、「高校生を対象とした生と性の

カリキュラムの推進」についても協議され、その結果、平成 27 年度モデル

的に小牧高等学校全日制において保健センター保健師が講師をし、生と性

のカリキュラムを実践することができました。生徒から、「小学校・中学

校で学んできた内容であったが、学年によって感じ方が違う。高校生にな

ってより身近に感じた。」や「自分の生き方も、相手の生き方も尊重しな

ければならないことが分かった。」などの感想を聞くことができました。

平成 28 年度からは、愛知県立小牧高等学校全日制の継続的な実施に加えて

定時制や誉高校においても実施していけるよう働きかけていくところです。 

 

続いて、7 ページをご覧ください。6「親子連絡票」の作成及び活用につ

いて、昨年度の取り組みを報告させていただきます。  

「親子連絡票」の作成及び活用の経緯ですが、市では、平成２３年度よ

り子育て支援機関連携会議を毎年一回開催しています。この会議は小牧市

内の子育て支援機関として、市内の産婦人科・小児科・小児歯科・助産院・

子育て支援センター・春日井保健所・小牧市保健センターが集まり、それ

ぞれ親子と関わる中で支援が必要な場合に連携していくことを目的として

います。今まで、出産後は愛知県周産期医療協議会が作成した「保健機関
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―医療機関（医療機関―保健機関）連絡票」を活用して退院時などに連携

をしてきましたが、出産後以外は特に連携ツールが無いのが現状でした。

そのため、連携が必要と考えられる視点や連携の際にどのような情報をと

ったらよいかなどの意見が出てきたため協議した結果、「親子連絡票（妊

娠期・妊娠期以外）」と「返信票」を作成し、連携ツールとして活用して

いくこととしました。  

「親子連絡票（妊娠期・妊娠期以外）」と「返信票」については、別に

添付させていただきました「参考 1・ 2・ 3」になります。  

出産後に限らず、妊娠期または出産後しばらく経った後でも、子育て支

援機関が関係機関と連携した支援が必要と感じるケースに関しては、「親

子連絡票（妊娠期・妊娠期以外）」及び「返信票」を活用していくことと

しました。そのため、周産期に限らず使用できるよう妊娠期と妊娠期以外

の 2 種類の様式があります。昨年度の連絡票の活用状況については、 (3)

の平成 27 年度活用状況をご覧ください。アの妊娠期に使用する親子連絡票

は、他機関から保健センターに 8 件、保健センターから他機関に 2 件の活

用がありました。イの妊娠期以外に使用する親子連絡票は他機関から保健

センターに 2 件、保健センターから他機関に 3 件の活用がありました。ウ

の返信票、これは頂いた連絡票の返信をする様式になりますが、他機関か

ら保健センター、保健センターから他機関への活用は共に 0 件でした。連

絡票の活用は少しずつされ始めましたが、返信票の活用がされておらず、

関係機関連携のツールとして、今後、保健センターを含め各関係機関にそ

の活用を促していきます。以上です。  

 

続きまして、９ページをご覧ください。７こまき健康マイレージ事業は、

平成 27 年 10 月から新規事業として始まりました。県と市が協働で実施す

る健康づくりを促進するための新たな仕組みで、運動や食事など日常の生

活習慣の改善につながる取り組みをしたり、特定健診や各種がん検診の受

診、保健センターなどが行う健康講座などのイベントに参加することによ

りポイントを貯めます。 100 ポイント以上に達した方には県内の「愛知健

康づくり協力店」でサービスが受けられるカード「まいか」を交付しまし

た。対象は、１８歳以上の市民の方です。実施期間は平成 27 年 10 月１日

から平成 28 年２月 29 日まででした。「まいか」の交換期間は平成 27 年
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11 月 15 日から平成 28 年３月 15 日まででした。約半年間の実施になりま

すが、健康づくりに取組み 100 ポイント以上を達成され、「まいか」を交

付した方は 76 人になります。年代別の交付者数は表のようになります。市

内の協力店は昨年度は 10 店舗となっています。  

 

続いて 10 ページをご覧ください。８青年期出前講座についてですが、平

成 27 年度から始まった新規事業になります。青年期の方を中心としたＰＴ

Ａや各種市民団体に対し、講師を派遣して、健康づくりや健康に関心を持

っていただくものです。内容は、メタボリックシンドロームやロコモティ

ブシンドロームを予防するために、運動することの楽しさ等を感じていた

だける講座になっています。２つ講座がありまして、１つ目は「引き締め！

ボディメイク講座」で、講師は運動指導士になります。２つ目は、「美姿

勢エクササイズ講座」で講師は理学療法士になります。27 年度の実績とし

ましては各教室２回ずつ実施し、参加者は表のとおりになっています。以

上です。  

 

続いて、９職域対象歯科保健事業について説明させていただきます。  

資料 11 ページ、 12 ページをご覧下さい。  

まず始めに、 1 つ訂正箇所がございますので、申し訳ありませんが修正

をお願いします。■の２つめ、商工会議所連携事業の右下に実施結果とあ

りますが、この 1 行目「女性が 8.8％という結果になりました」と記載が

ありますが、この 8.8%を 38.8％に訂正してください。よろしくお願いしま

す。  

では、この事業の実施に至った背景についてご説明いたします。  

いくつになっても自分の食べたい物を食べ、会話を楽しみ、表情豊かに  

生き生きとした毎日を過ごすためには、歯や歯肉の健康が欠かせません。  

歯牙喪失の原因の一つ「歯周病」は 30 代より急増するため、若いうちか

ら早期発見・早期予防を図ることが重要です。小牧市ではこの歯周疾患対

策として、40・50・60・70 歳の節目の年齢を対象とした歯科健診事業を行

っており、受診状況は 12 ページに記載されているとおりの結果となります。

近隣にもまだまだ低い市町もありますが、小牧市の受診率は、県平均と比

較するとやや低い現状です。  
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歯周病の急増期に当たる働く世代は、これまで具体的な取組みがなかな

か進まない状況でしたが、この課題について商工会議所と共有し、平成 24

年度より商工会議所の健康診断にあわせ、アンケートによる現状把握及び

個別の歯科保健指導を実施し、商工会議所連携事業として参加者の行動変

容につながるよう継続実施しております。これが、商工会議所連携事業に

なります。  

この事業の昨年度の参加者総数は 1,338 人で、その内訳は、 20 代・ 30

代・40 代の合計が全体の約 70％を占め、ターゲットとしていた歯周病急増

期にあたる世代の参加が非常に多い結果となりました。  

男女で比較すると、男性が 61.2％、女性が 38.8％と男性が半数以上を占

める結果となりました。これまでの保健事業を見ますと、働く世代への男

性へのアプローチが非常に難しい状況でありまして、この事業を実施する

ことで、これまで難しかったこの世代へのアプローチが可能となり、また

現状把握を行うことも可能となりました。  

平成 24 年度より実施しているこの事業ですが、昨年度のアンケート結果

より、何らかの行動変容の有無についてお伺いしたところ、「ある」と回

答した人は増加傾向を示す結果となりました。また、歯周病予防には欠か

せない歯間部清掃具の使用者も、以前と比較すると昨年度は増加傾向が見

られ、この事業が働く世代の歯周疾患対策を図る上で貴重な場になってい

るのではないかと考えています。  

  

続いて、昨年度の新規事業「協会けんぽ連携事業」について、ご説明い

たします。市は協会けんぽと協定を結び、人間ドック事業をはじめ、様々

な事業を展開しています。  

昨年度、協会けんぽと歯科に関する課題のすり合わせ及び具体的な取組み

に関する検討を行い、特定健診開催時にあわせた歯科保健指導及び特定保

健指導開催時にあわせた歯科保健指導、主にこの２つの事業を実施しまし

た。  

参加状況についてですが、特定健診開催時の歯科保健指導の参加者は 66

人であり、保健センターで実施している成人歯科健診は実施内容が異なる

ものの、1 回につき 30 人程の参加であるため、やはり他の機関と連携して

実施することでより効率的に事業展開できると感じました。 4 人の方が特
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定保健指導を受診され、 4 人全員に歯科保健指導も実施することができま

した。  

今後も、職域対象歯科保健事業をより効果的に実施できるよう関係機関

と連携を深めながら取組んでいきたいと考えています。  

 以上で実績報告を終わります。  

 

会長  

事務局より説明がありましたが、ご意見・ご質問がありましたら、よろ

しくお願いします。折角の機会ですからどなたか何かご意見ありませんか。

今急に思いつかないようなので、次の議題（２）に入りまして、それが済

んだところで一括して質問を受けたいと思います。  

 

それでは、続きまして議題（２）の「平成２８年度小牧市民健康づくり

新規・拡充事業について」事務局より説明をお願いします。  

 

事務局  

資料２の１ページをご覧ください。  

１「胃がん検診における胃内視鏡検診の導入について」ですが、先ほど、

後藤会長のごあいさつの中でもありましたように、平成 28 年２月４日付け

で国から、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施の為の指針」で、従

来のバリウム検査に加え、新たに胃内視鏡検査を導入する改正がなされま

した。このことを踏まえ、今年度人間ドックや医療機関で実施する胃がん

検診において、小牧市でも国の基準に沿った胃内視鏡検査を実施すること

になりました。  

今年度の対象者は、生年月日の和暦で偶数年生まれの 50 歳以上の方が対

象になります。平成 29 年度の対象者は奇数年生まれの 50 歳以上の方にな

ります。２年に１回の受診が可能で、今年度胃内視鏡検査を実施する医療

機関数は市内 13 医療機関になります。実績としましては、この６月からの

実施になりますが胃カメラ単独で受けられた方は３人、人間ドックの中の

胃カメラを受けられた方が２９人になります。  

 

続きまして、２「Ｂ型肝炎ワクチンの定期予防接種化について」ですが、
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予防接種法施行令の一部改正があり、平成 28 年 10 月１日からＢ型肝炎ワ

クチンの定期接種が追加になります。対象者は平成 28 年４月１日生まれ以

降で１歳に至るまでの間にあるお子さんです。接種回数は３回で、標準的

には生後２か月から生後９か月に達するまでの間にあるお子さんですが、

４月・５月生まれのお子さんは接種スケジュールに余裕がないため、勧奨

をしっかりしていきたいと思います。以上です。  

 

 続きまして、 2 ページをご覧ください。  

3 生と性のカリキュラム＝乳幼児・親・地域版＝の推進「親子健康手帳

の表紙デザインの変更及びそれに伴う内容の見直しについて」の取り組み

を報告させていただきます。今年度小牧市の親子健康手帳の表紙デザイン

とその内容を変更いたしました。その経緯ですが、平成 27 年 4 月に市民の

声で親子健康手帳の表紙デザインについて、「人間が卵から生まれるよう

な誤解を与える。」「自分の殻を破れない＝自閉症を連想する。」などの

意見を頂きました。そこで、昨年度、母子保健推進協議会で協議したとこ

ろ、「どのようなデザインにしても好みの問題はあるので、万人に受け入

れられることは難しい。」や「表紙の濃い黄色やイラストが古い印象であ

るため、今の母親には受け入れられにくいのではないか。」「表紙のデザ

インが変わるとしたら、こどもたちのすこやかな成長を強く願っていると

いうことが現れるデザインであってほしい。」などの意見を頂きました。

そして、子どもたちのすこやかな成長を願っていることを象徴するデザイ

ンである小牧のブランドロゴマークを活用する意見で協議が進み、ロゴマ

ークを活用したデザインの案を３つ作成し、従来のデザインも含めて 4 つ

のデザインから保健センターの来所者にアンケートを実施しました。その

結果、一番票の多かったものに決定し、平成 28 年 6 月 27 日より、新しい

親子健康手帳を配布しているところです。資料の写真を参考にしてくださ

い。  

また、イラストの変更に伴い、文章の中で卵に例えて子どもの成長を表

現したものがいくつかありましたので、内容の変更例を（３）に記載しま

したが、「愛情という目には見えない殻に包んで」という表現を全て取り

去り、新内容の文章にさせていただきましたのでご覧ください。以上です。  
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 続きまして、４ページをご覧ください。「こまき健康いきいきポイント

事業」です。先ほど、こまき健康マイレージ事業を報告させていただきま

したが、その内容を一部変更して、今年度実施しています。変更点としま

しては、誰でも身近に取組めるウォーキングを日常生活における健康づく

りとして加えたことです。内容については、ア・イ・ウ・エと４つのチャ

レンジに分かれていますが、アの自主目標チャレンジ及びイのウォーキン

グチャレンジは必須項目で、必ず取組んでいただくものになります。この

取組みで 100 ポイントを獲得し「あいち健康づくり応援カード（まいか）」

を交付いたします。それに加え、ウの健診・検診チャレンジとエの参加チ

ャレンジで 900 ポイント以上を貯めていただき合計 1,000 ポイントになり

ますと、「こまきプレミアム商品券（ 1,000 円分）」と交換できます。今

年の６月１日から実施しています。対象はプレミアム商品券交換の方は 18

歳以上の市民になりますが、自主目標チャレンジ、ウォーキングチャレン

ジは 18 歳未満でも参加可能ということで、親子で参加していただけるよう

な内容になっています。以上です。  

 

会長  

事務局より今説明がありましたが、ご意見ご質問がありましたらお願い

します。  

今のところないようですので、事前に意見をいただいておりますので、

それについて、ご説明をお願いします。  

 

委員  

保健連絡員をしております。地域の健康づくりのお手伝いとして、ヘル

シー教室という名前で、毎月１回活動をしておりまして 20 年になります。

当初は参加者がたくさんいたのですが、最近は 10 数名しか参加していただ

けていないので、いかに参加者を増やすかというのを悩んでいる状況です。

何かいい案があればお聞きしたいと思いまして提案しました。  

 

会長  

どなたか、ご意見がありましたらお願いします。色々な方面の方が一度

に揃うことはありませんのでぜひこの機会によろしくお願いします。  
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事務局  

 委員からお話がありました件ですが、保健連絡員について少し説明させ

ていただきます。保健連絡員は保健センターと地域を結ぶパイプ役として

活躍していただいています。その内容は、地域の健康づくりのみならず、

赤ちゃん訪問などの母子保健分野においても多大な協力をいただいており

ます。地域健康づくりの活動としては、保健センターの事業紹介、地区で

の健康教室、赤ちゃん訪問や地区の健康展を開催していただいています。

健康展は市民センターだけでなく市民センターから遠い地区では、足を運

びやすいように区単位でも開催させていただいています。表を見ていただ

くとわかりますが、平成 26 年度に地区の健康展は 12 回開催し、約 2,100

人の参加がありました。平成 27 年度は 26 回開催し、区での開催が増えて

おります。参加者数はおよそ 300 人増加し、約 2,400 人になりました。地

区ごとに健康課題を把握していただいて、ウォーキングや体操、出前講座

など各地区で趣向を凝らした健康教室などを実施していただいています。  

健康教室・地区でのウォーキングは平成 26 年度は 183 回で約 6,000 人の

方が参加していましたが、平成 27 年度は 220 回で約 5,500 人の参加があり、

回数は増えたものの全体の参加者数は減少しており、定期的な教室などで

は同じ方の参加が考えられます。また、直接保健連絡員の活動に関係ない

かもしれませんが、健康づくりに取組んでいただくことだけでなく、先ほ

ど報告させていただいた健康いきいきポイント事業など、保健センターと

しての事業について、市民の方への利用普及にどのような取組みをしてい

くといいか今後検討していく必要があるものと思います。  

 

会長  

ありがとうございました。今の答えでいいですか。地道に努力をする。  

多様な価値観の時代になかなか、「この指止まれ」といって、みんなが

さっと止まるかはわからないし、いろんなことがあると思うので、その中

で地道に努力していくことしか手がないのかなとも思います。何かそれに

対していい知恵はありますか。  
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委員  

私、御屋敷に住んでいますが、９月３日に保健連絡員の方が、御屋敷は

老人会の人が多いのでその方に集まっていただいて健康展を開きます。去

年は、認知症サポーターについてお話をしてもらいました。血液さらさら

の機械を今回持ってきていただけるので、それをうたい文句にして人を集

めようとやっています。それは、保健連絡員さん方の努力だと思います。

口コミでずっと広めるしか手がないと思います。  

 

委員  

ヘルシー教室は毎月第３水曜日に行ってまして、チラシを作って各区に

回覧をしています。掲示板には、Ａ３サイズに拡大して貼っていますが、

やはり回覧だけでは素通りしてしまうのか、参加していただける人は毎回

決まっています。  

 

委員  

区でも掲示板とゴミ置き場と会館と、各回覧板とこれでもかというくら

い、いろいろ周知しています。でも集まる人は確かに同じ人が多いかもし

れませんが、一人ずつでも新しい人が入ってきます。余談になるかもしれ

ませんが、防火訓練をした際に「こんな人がいるんだな」、小さい子ども

さんがたくさんいましたので、「御屋敷ってこんなにいるんだな」と思い

ました。やはり、お母さん方の口コミしかないかなと、回覧だけではなか

なか集まらないと思いました。  

 

会長  

地道な努力で漸進するといいかなと思いますし、何か目玉商品を作れば

いいかとも思いますがそれも難しいかとも思います。  

 

委員  

小針会館でサロンとかいろいろやっていますが、どうやって人を集める

か聞いてみたことがありますが、口コミで一人ずつ増やしていくと言って

いました。  
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会長  

保健センターだけではとても手が回っていきませんし、皆さん努力して

地道にやっていくことかなと思います。  

 

委員  

 ヘルシー教室は月１回ですよね、これに参加すると 100 ポイントになり  

ますか。  

 

事務局  

 ヘルシー教室は対象外です。  

 

会長  

あらゆることを努力しようということだと思いますし、何かメリットを

少し上乗せできるとより良いと思います。そうしないとなかなかポイント

制に賛同者が増えてこないです。  

時間の関係で、また最後に時間がありましたらいろいろお聞きしたいと

思います。  

それでは引き続き、健康日本 21 こまき計画推進会議に移ります。  

 

 

(―平成 28 年度小牧市民健康づくり推進協議会終了― ) 

 

 

（―健康日本 21 こまき計画推進会議の中で意見をいただいたもの―）  

 

委員    

一つよろしいでしょうか。「親子連絡票」についてですが、この返信票

の活用が現在ゼロとのことですが、これは紹介状はもらったが返信がゼロ

の状態だということですよね。書こうと思えば書ける内容のものだと思う

のですが、詳細をお聞かせください。  

 

事務局     

この返信票を活用しての返信がゼロ件ということであって電話でのやり
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取りで済んでしまっていたり、医療機関に出向いたりしている状況ですの

で、まったくやり取りがなかった訳ではないのですが、今回この用紙をツ

ールとして顔を見て連絡し合えるものができましたので、今後活用できた

らというように考えております。  

また、個人情報保護の関係で取り扱いが厳しくなっているところですの

で、電話等で言った言わないというようなトラブルの回避も期待できるも

のですから、こういった点からもこの返信票を広め、使っていきたいと考

えております。  

 

会長     

他にいかがでしょう。ご意見ございますか。  

 

委員    

では、よろしいでしょうか。がん検診についてですが、受診状況が右肩

上がりに増えてきて非常に良いことだと思っているのですが、要精検とな

った場合のフォロー状況が今一歩と感じています。このフォロー態勢につ

いてですが、特に大腸がんはフォローを十分にできないというところで、

厚労省からの通達でも市として大腸のカメラを実施するようにと、かなり

前からあるが、市民病院や開業医で対応できるかと言われるとなかなか難

しいところもあります。  

このあたりが今後の課題だと感じています。  

 

会長     

その辺りは、重要なことだと思いますので、また時間をとって別の機会

に関係機関において検討しましょう。  

教育長にお伺いしますが、生と性に関する取組みについてですが、これ

は今後も市として深めていかれる予定ですか。  

 

委員   

生と性のカリキュラムについてでしょうか。  

 これは、かなり前から関係機関とともに取組みをはじめておりまして、

養護教諭さんとタイアップしてカリキュラムを部分的な改訂をしてどんど
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ん新しくして、今、高校まで進んでいる状況ですが、できることなら子ど

も達が生を受ける、そういうところから、性病や性交渉などに関するよう

なより現実的な問題もあるということで、そういった点も含めて高校まで

広めるということは大切なことかなというように考え、関係機関とともに

取組んでいるところです。  

 

会長     

実は、中学校の先生から、たまになんですが相談を受けることがありま

して。  

というのは、授業の中であからさまにすることで、必ず父兄の方から苦

情が出ると、そういう点がなかなか難しいという意見がありますが、その

あたりについてはいかがでしょうか。  

 

委員   

今、一番日本の教師の中で欠けているのが性教育の指導ではないか、と

いうことで、そういうことがほとんどなされていないままきていまして、

何かあるとぶつけられるという事で、一体どこまでやれば良いのか難しさ

があります。  

ですから指導する側の研修不足というのは、これは日本の場合非常に大

きいと感じています。現在、生と性のカリキュラムとして担任が指導をし

ておりますが、こういった機会をとおして教師の指導力を上げており、非

常に大事であり、小牧では進んでいる方ではないかと感じております。  

 

会長     

 関係機関で協働しながら取組んでいるということですね。どうもありが  

とうございました。  
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平成２８年度第 1回小牧市民健康づくり推進協議会及び、健康    

日本２１こまき計画推進会議議事録 

 

【日 時】平成２８年７月２７日（水）   

小牧市民健康づくり推進協議会終了後～１５時３０分 

【場 所】保健センター 大会議 

【出席者】委員１４名 

       後藤恒規、吉田雄一、森雅典、林芳樹、髙木康司、木全勝彦（代理浅

井宏昭）、小島英嗣、中西正巳、塚本勢津夫、倉知日出美、堀尾憲生、

木村隆（代理和久田月子）、安藤和憲、平野民子 （敬称略） 

     事務局 ７名 

       舟橋健康福祉部長、山田健康福祉部次長、伊藤保健センター所長、岡

本母子保健係長、三枝成人保健係長、森主査、吉村主査 

     欠席委員 ２名 

       三輪貴彦、鈴木英治   （敬称略） 

 

【次 第】 

  １ 開会及びあいさつ（小牧市民健康づくり推進協議会冒頭で実施） 

 

２ 議題 

    （１）平成２８年度第２次健康日本２１こまき計画推進会議開催 

日程について 

     

（２）第２次健康日本２１こまき計画健康こまきいきいきプラン 

進捗状況について～平成２８年度各部会の取組みについて～ 

 

（３）その他 

 

  ３ 閉会 
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【議 事】 

（―平成 28年度第 1回小牧市民健康づくり推進協議会終了―） 

 

会長     

小牧市民健康づくり推進協議会に引き続き、これより健康日本２１こまき計画推進

会議に入りたいと思います。議題（１）の「平成２８年度第２次健康日本２１ こま

き計画推進会議開催日程について」を議題といたします。事務局より説明をお願いし

ます。  

 

事務局  

では、事務局より今年度の推進会議開催日程について説明させていただきます。 

まず、今年度第１回目の部会として６月２日に合同推進部会を開催しました。内容

としましては、各推進部会における２７年度の活動報告及び２８年度の具体的な活動

内容について検討を行いました。 

これ以降、各部会において日程調整を行いながら検討を進めているところです。今

後各部会は、年５回開催予定で具体的な活動内容を検討する予定です。 

また、推進会議についてですが、次回２回目の開催を２月に予定しておりまして、

今年度の各部会の取り組み状況について報告させていただく予定です。 

以上で説明を終わります。 

     

会長   

ありがとうございました。今のことに関して何かご意見ございますか。 

なければ、続いて、議題（２）第２次健康日本２１こまき計画健康こまきいきいき

プラン進捗状況についてを議題とします。事務局より説明をお願いします。 

 

事務局  

では、部会ごとに説明させていただきます。 

 

栄養・食生活部会説明 

 栄養・食生活部会より、今年度の取組み進捗状況について報告させていただきます。

資料 １ページをご覧下さい。 

今年度の主な取組みといたしましては大きく３つございます。１つめは、小学５年
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生に対する「望ましい体格を知るためのリーフレット」の配布です。 

２つめは、青年期・壮年期に対する朝食啓発・肥満予防パンフレットの配布です。 

３つめは、食の環境整備の検討です。 

 取り組みの具体的な内容としましては、１つめに「望ましい体格を知るためのリー

フレット」の配布を夏休み前に行いました。市内小学５年生に対し、自分のからだの

こと、健康について意識する機会として、身長、体重の結果が記載された健康手帳を

家庭へ返却する折などに配布いただけるよう、市内１６小学校に向けて依頼をしまし

た。平成２４年度の作成から５年を経て、内容の修正、見直しが必要なため、今年度

は内容の見直しを行います。 

２つめは、青年期・壮年期に対する朝食啓発・肥満予防パンフレットの配布ですが、

今年度の新しい試みとして、学校給食試食会で、栄養教諭が児童に向けて、朝食摂取

の講話をする際に、青年期・壮年期にあたる児童保護者向けに配布していただきまし

た。また、保健センター主催の地区健康展では、小牧市の食のボランティア団体であ

る、小牧市食生活改善協議会ブースで、朝食摂取の大切さの声かけをしていただきま

した。さらに、保健センターの事業、３５歳～３９歳のヤング健診の結果説明の歳に、

朝食摂取の必要性を話し活用しています。 

３つめは食の環境整備の検討です。生活習慣病予防のため、市内飲食店で健康に配

慮された「ヘルシーメニュー」が提供できるよう、認定基準、要項を作成します。栄

養部会の説明は以上です。 

 

身体活動・運動部会説明 

続きまして、身体活動・運動部会より、今年度の取組みについて報告させていただ

きます。資料 ２ページをご覧下さい。 

 今年度の主な取組みといたしましては大きく３つです。１つめは、｢身体活動・運動

に関する情報の提供｣です。２つめは、｢安全に歩くためのウォーキング知識の普及｣

です。３つめは、｢ロコモティブシンドロームに関する知識の普及｣です。 

取組みの具体的な内容としましては、１つめの青年期に対し、身体活動・運動に対

する意欲向上のためのポスター掲示につきましては、身体活動・運動が少ない青年期

に対し、意識や意欲の向上につながるようポスターを作成しましたので、目に付きや

すい場所（市民センター、地区の会館等）に掲示を依頼していきます。 

２つめの安全に歩くためのウォーキング知識の普及につきましては、安全に歩くた

めのウォーキング知識の普及として平成２４年度に改訂したウォーキングマップを、
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保健センターの他、地区の健康展等イベントを通じてウォーキングマップを配布し、

知識の普及啓発をしていきます。また、｢安全に歩く｣ための知識の普及について検討

していく予定です。 

３つめの壮年期に対するロコモティブシンドローム予防のための情報提供に関して

はロコモティブシンドロームについて、広報に掲載し啓発を行います。 

こちらについては、１0月頃の掲載を予定しております。 

以上で身体活動・運動部会の説明を終わります。 

 

休養・こころの健康部会 

続きまして、休養・こころの健康部会より今年度の取組みについて報告させていた

だきます。資料 ３ページをご覧下さい。 

まず自己肯定感の醸成として、１つめ、うつ・自殺対策として、ゲートキーパー養

成講座を実施いたします。保健連絡員向けとして、「話を聴くことの難しさ、話を聴

くことの温かさ」と題し、８月４日と２３日の２日間を予定しております。 

次に、市役所関係職員向けに「怒りのコントロールについて」と題し、１０月１２

日に研修会を開催予定です。また市民向けには、元ＮＨＫアナウンサーの方を講師に

お招きし、「ありがとうは自分育ての魔法のことば」と題し１２月１３日に開催予定

です。 

２つめとして、春日井保健所と共催で自殺予防週間に合わせて啓発を実施予定です。 

それから、相談の機会づくりとして、１つめ、うつ・自殺対策相談窓口ネットワー

ク会議の開催を予定しています。この会議は、小牧市内の各相談機関が気軽にお互い

の相談内容を知ったり、この会議を通してお互いの顔が見える関係づくりをすること

によって、気軽に相談しあい、問題解決に向けて協力し合う事を目的として実施して

いるものです。さらに、相談能力を向上させることを目的として、今回は犬山病院の

先生を講師にお招きし、精神とからめる治療の現状や地域との連携について講演予定

となっています。 

また、相談ができる場を詳しく市民にお伝えするために、こころの相談窓口パンフ

レットを作成し、配布しております。 

さらに、ホームページに掲載するとともに、愛知県内の相談機関を調べられるよう

に、愛知県精神保健福祉センターや、あいち医療情報ネットをリンク先として掲載し

広く周知を行っております。 

休養・こころの健康部会からは以上となります。 
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たばこ・アルコール部会 

 続きまして、たばこ・アルコール部会より報告させていただきます。 

 今年度の取組みといたしまして、禁煙をしたい人への情報提供・市ホームページの

活用ということがあげられます。喫煙者の中にも、できるなら禁煙をしたいと考えて

いる方や、一度禁煙したが再度喫煙するようになった方に対し、何度も禁煙にトライ

したが失敗してしまった方がおられる事から、「何度でもチャレンジしよう禁煙」と

いうタイトルで、昨年度から内容を検討し、チラシを作成し情報提供を行います。「禁

煙をはじめる前に知って欲しいこと」、「禁煙中の生活」、「吸いたくなった時の対

処法」、「禁煙外来の受診方法」「禁煙外来の内容」などといった具体的な内容を掲

載し、禁煙を希望する人向けに即した情報提供を実施しています。 

バージョンを変えて作成しており、№１については５ページにありますのでご覧下

さい。今後№２を作成予定です。 

もう一点、「たばこ・アルコールの資料の見直し」ということで、喫煙・飲酒が健

康に及ぼす影響についてみなさんがまだあまり知らないような情報をまとめたチラシ

を市で実施するがん検診や親子健康手帳交付時に配布しています。こちらについても、

新たな情報を追加しながら内容の見直しをしていく予定です。以上、たばこ・アルコ

ール部会の報告を終わります。 

 

歯の健康部会 

 続きまして、歯の健康部会より、取組み進捗状況について報告させていただきます。

資料 ６ページ、７ページをご覧下さい。 

今年度の主な取組みといたしまして、乳幼児期で４点、学童期で３点、青年期・壮

年期として６点、以上について現在部会の中で取組みを検討しております。それぞれ

の詳細についてご報告いたします。 

取組み進捗状況に挙げております項目のうち、「■乳幼児期におけるう蝕（むし歯）

対策の推進」として④にあります「園児及び通所施設利用高齢者対象普及啓発活動」

について、「■学童期における歯科疾患対策の推進」として ②にあります「学校関

係者対象普及啓発活動」及び③にあります中学生を対象とした取組みについて、また

「■青年期、壮年期の歯周疾患対策の推進」として②の「働く世代を対象とした歯周

疾患対策の推進」及び⑤「介護スタッフを対象とした取組み」について説明させてい

ただきます。 
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まず、乳幼児期の④にあります、「園児及び通所施設利用高齢者対象普及啓発活動」

ですが、こちらは保育園の交流事業の１つ、「施設訪問活動」のコマを利用しまして、

昨年度、市内大山保育園とその交流先であります「高齢者 通所介護施設 ケアパー

トナー小牧」にご協力いただきまして、歯みがきをツールとした交流事業を行いまし

た。これをきっかけとし、更に拡がりを生み出せないか現在具体的な内容について検

討中です。 

続いて、学童期の②にあります「学校関係者対象普及啓発活動」です。小中学校の

子ども達のむし歯予防対策として、環境整備を図ることを目的に学校関係者への具体

的な取組みについて、開催時期や内容を学校教育課と検討中です。 

学童期の③中学生対象の事業ですが、ちょうど今週１週間かけて行われている各学

校の個人懇談会において、保護者にリーフレットを配布し、親子で歯や歯肉の健康に

ついて考える機会を設けることを目的に各学校にご協力いただいているところです。 

続いて、青年期、壮年期の②「働く世代を対象とした歯周疾患対策の推進」につい

てですが、30代・40代と歯周病急増期にあたる働く世代の現状や課題・具体的な対策

について、今年度検討を深め、次年度へとつなげていく予定です。 

青年期・壮年期⑤「介護スタッフを対象とした取組み」についてですが、今後高齢

化がますます加速していくことが懸念されており、この対策として、ケアマネージャ

ーやヘルパー等高齢者を取り巻く様々な職種を対象とした研修会を開催し、知識の普

及を図る予定です。 

以上で歯の健康部会の説明を終わります。 

続いて資料８ページをご覧下さい。こちらは、平成 18年度から平成 27年度までの

各部会の取組み内容をまとめたものになりますのであわせてご覧下さい。 

以上で、各部会からの報告を終わります。 

 

会長    

ありがとうございました。只今、各部会から説明がありましたが、今のことについ

て何かお聞きしたいことなどご意見ある方はいらっしゃいますか。遠慮なくおっしゃ

って下さい。 

ないようなので、僕から一つお聞きします。昨年はラジオ体操について話題になり

ましたが、今年度の資料には特に記載がない状況ですが、これはもう普及しつくした

から、ということなのでしょうか。ラジオ体操の今年度の推進状況と今後についてお

聞かせいただきたいのですが、いかがでしょうか。 
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事務局   

ご意見ありがとうございます。ラジオ体操についてですが、話題に上がったのは昨

年度より前だったかと思うのですが、これについてもまた部会の中で検討していきた

いと思います。ご意見ありがとうございました。 

 

会長    

以前話題に出た時には、保健センターでも毎朝実施しているとお聞きし、すごいな

と思って聞いていたので、またご検討下さい。 

そのほか何か、ご意見ございますか。ラジオ体操について、学校現場の状況ですが、

教育長、いかがでしょうか。 

 

委員  

以前、確かラジオ体操が段々と学校の中で取扱われなくなり、ラジオ体操ができな

い子供たちが増えてきているのではないか、という意見があったかと思います。ただ

これは学校側の責任にしてしまうと、色々タイトなカリキュラムをこなしていく上で、

やはりそこのところは学校が全てラジオ体操を教えてやっていくというところまでは

難しい現状があります。 

というのも、現状はラジオ体操よりももっと効率的なストレッチ体操を学校ごとで

作られて、現在実施しているという状況でして、それの方が効率的に実施できるとい

うことでラジオ体操に変わるストレッチ体操というのが学校現場では主流となり実施

しております。そういう中で、ラジオ体操が市単位でもっともっと広がっていくとい

うことを考えないと、大人になった時にラジオ体操ができない子ができてくる懸念は

あります。今の方々は、子どもの頃にラジオ体操をさんざんたたきこまれた方たちば

かりですから、第一はできるでしょうが、第二まではなかなかといったところではな

いでしょうか。まず、今の高校生ではできないと思います。 

 

会長    

ラジオ体操云々より、みんなでできる体操がやはり必要ではないだろうかと思って

います。ラジオ体操に関しては良いところ、悪いところ、多々ありますけれども、み

んなで運動して楽しみながら身体を鍛えようと、そういうところが大切ではないかと

僕は思っています。他にいかがでしょう。何かご意見ございますか。 



25 

 

 

委員  

ラジオ体操についてですが、私も会社務めをしていました頃は毎朝ラジオ体操をし

ておりました。ところが最近、週刊誌に「高齢者はラジオ体操するべからず」という

見出しが大きく出ていまして、特に第二ラジオ体操ですがこれが飛び跳ねるものがあ

るからなのかわかりませんが、大きく見出しに出ておりまして、こういうことからも

ラジオ体操をやらなくなってしまっているのではないかと思います。 

 

会長   

 色々な背景がありますが、先程も申し上げましたとおりみんなで一緒になってもう

ちょっと運動しましょう、ということだと思います。他にいかがでしょう。 

 

委員 

 よろしいでしょうか。 

私は小牧市老人クラブ連合会の副会長と研修部長を兼ねておりまして、色々取組み

をさせていただいておるのですが、まず今年の６月８日にふれあいセンターで小牧市、

大垣市の老人クラブ連合会で交流会をいたしまして、７月１日に文化福祉会館で名古

屋大学の大西准教授を講師にお招きしまして「地域包括ケアシステム」について、こ

れは私が３年ほど前に東海北陸ブロックリーダー研修会に出席しはじめて聞いたので

すが、「高齢者の衣食住」これを地域ぐるみで活動していくというような格好で、高

齢者の健康を維持していこうというような内容で講演をお願いしました。 

それからもう一つ、この７月１４日にふれあいセンター３階会議室において会員約

１２０人を集めまして健康講座「膝腰スッキリ教室」を実施しました。 

それから私は間々原区の老人クラブ「真珠会」の会長もやっておりまして、明日会

員を対象に出前講座「脳いきいき教室」を開催する予定です。 

前回２月１０日の会議にはじめて出席しまして、「高齢者が認知症について関心を

持っている」というお話をさせていただきましたところ、保健センターより講師派遣

が可能というお話をいただき、開催に至った次第です。このような取組みをさせてい

ただいているところです。 

 

会長    

ありがとうございました。こういった取組みで問題なのが、行事に参加しない人に
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ついてです。参加できる人は比較的元気だから良いんです。出てこない人とか、閉じ

こもっている人をどうやって仲間にしていろんなことをするのか、こういうことがよ

り大事ではないかと思っています。ただ、スタッフが少ない人数の中で保健センター

も大変かなとも思っています。 

他にいかがでしょう。 

 

事務局  

 よろしいでしょうか。先程の話と重複する部分がございますが、ラジオ体操にこだ

わる訳ではないのですが、様々な健康づくりをできる範囲で取組んでもらうことが重

要かと思っています。そのためのきっかけ作りということで「健康いきいきポイント

事業」を行っております。これがきっかけになって、保健連絡員が各地域でイベント

を企画されたり各種健康教室の参加につながれば良いかなと思っています。 

 

会長   

 この主旨のとおり、みんなが実際にやれれば良いのですが、実際にはなかなかやれ

ない方が多いのが現状です。他にいかがでしょう。 

 

委員 

 よろしいですか。各部会の今年度の取組みというところで、決められた中で進めて

いかれると思うのですが、まず栄養・食生活部会についてですが、今後の取組みにぜ

ひ入れていただきたいのですが、愛知県は野菜の摂取量が非常に少なく全国で最下位

あたりに位置し、これが課題となっていますので、野菜を摂取するということを広め

ていけると良いのではないか、ということでこれに対する取組みをお願いしたいと思

います。 

 たばこ・アルコール部会については、現在禁煙をしたい方への取組みを検討されて

いると思うのですが、できれば少し受動喫煙がいかに有害なものか、タバコを吸って

いる人よりも害が大きいというところで受動喫煙に対する取組みをもう少し入れてい

っていただけると良いのではないかと思います。 

今年度、もし入れれるならばぜひお願いしたいですし、次年度以降もぜひ取組みを

検討していただきたいと思います。 

歯の健康部会にお願いしたいこととしては、固有名詞を出してよいのか分かりませ

んが、本庄小学校の養護の先生が歯科健診前の子供達の待ち時間の間に健康教育を実



27 

 

施されており、この様子を見る機会がありとても有意義なものとなっているように思

いました。 

学校現場においても、また保健センターにおいても、限られた人数の中で大変かと

は思いますが、こういった取組みをぜひほかの小中学校にも広めていけるような取組

みをお願いしたいと思います。 

 

会長   

貴重なご意見ありがとうごいました。 

 他にいかがでしょう。女性の会の委員、いかがでしょうか。 

 

委員 

特にありません。 

 

会長    

市民病院の委員、いかがでしょうか。 

 

委員 

今回はじめて出席させていただきましたが、たばこ・アルコール部会のところでで

すが、もうすでに取組んでいらっしゃるかもしれませんが、禁煙したい人への情報提

供ということで市ホームページの活用というのがありますが、本当に必要な人に情報

を届けるという観点で、禁煙をしたいと思う人がこういう方法が市のホームページに

あるということをご存知なのかという点なのですが、このあたりの周知方法、認知度

についてはいかがでしょうか。 

例えば、健診を受けられた時になんですが、健診を受ける人というのは受けない人

に比べると健康意識が高いかと思うのですが、この中で喫煙者がもしいたとすると禁

煙したいと思う人はいるのではないかと思うのですが、こういう方へ「どこどこのホ

ームページに掲載されていますよ」というような提案をするなど、情報がきちんと届

けられるようなアクションを何か具体的に起こされているかどうかお聞かせいただき

たいのですが、いかがでしょうか。 

 

会長    

先生は呼吸器学の専門医でいらっしゃって、日頃からたばこについては苦労されて
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いる部分もおありでらっしゃるのではないかと思いますが。 

 

委員  

資料で拝見しますとせっかく良いホームページの内容だと思いますので、これをど

の程度禁煙したいと思っている方に周知できているか、というところなのですが、こ

の辺はいかがでしょうか。 

 

事務局   

ホームページがあることを今現状としては具体的に流していないのですが、今掲載

しているものが市のホームページの中でも随分深いところにある状態で一般の方には

なかなか見づらい現状ですので、これとあわせてチラシも作成しておりまして、チラ

シ、ホーページの両方でリンクするよう周知し、チラシを手にした方がホームページ

にたどりつくような形で禁煙を後押ししていきたいと考えています。 

 

委員  

ちなみにこの「何度でもチャレンジしよう禁煙」についてですが、ホームページと

ともに紙媒体でも作成をお考えということでよろしいでしょうか。 

 

 

事務局   

今回、資料には紙媒体の物を案として添付しておりまして、今後ホームページにも

掲載していこうかと考えています。 

 

委員  

ホームページだけでなく、紙媒体でもあるということですね。健診受診者、中でも

禁煙したいと思ってみえる方にこのチラシが目に触れるようにすることは非常に効果

的かと思いますのでぜひお願いしたいと思います。 

 

会長    

ありがとうございました。 

 では続いて、春日井保健所の委員、ご意見ございますでしょうか。 
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委員  

先程、健康マイレージについてありましたが、健康づくり、体に良いことをして、

インセンティブ、自分にご褒美がもらえるという取組みは、今の時代の流れでもあり、

楽しみながら健康づくりを継続する支えになり得る手段だと考えています。ここで欠

かせないのが協力店なのですが、今現在小牧市内の協力店は１０件ほどと先程ありま

したが、市内で民と官が一緒になって健康を題材に循環できるようにすることで参加

者の増加にもつながるかと思いますので、協力店の増加を期待したいと思います。ち

なみに今年度は、記念品がプレミアム商品券に変わるのでしょうか。 

 

事務局    

昨年度は「こまき健康マイレージ事業」として「まいか」を記念品として実施し、

今年度はこれを踏まえ、「まいか」及び「プレミアム商品券」を記念品として、参加

者の取組み内容も一部変更して実施しております。今年度も引き続き「まいか」をお

渡ししますので、これにあわせて店舗拡大に向けた取組みをしていきたいと考えてい

ます。 

 

委員  

女性の場合だと、例えば「健康に良いことをしたから、お風呂に入れる」「髪をき

れいにできる」といったように、また男性の場合だと「良いことをしたからバッティ

ングセンターに行ける」といったように、男女の視点を考えながら、ぜひとも市内の

協力店の増加に向けた取組みをお願いしたいと思います。 

協力店が増えていくことが、事業成功のコツではないかと思いますのでよろしくお

願いします。 

 

会長     

ありがとうございました。その他何かご意見ございますでしょうか。 

 薬剤師会の方はいかがでしょう。 

  

委員  

良い意見をたくさんお聞きしまして、良いツールも沢山あるようですが、今情報が

沢山あふれている時代であり、その辺りをどう整理していくのか、また引き出しやす

くするのかが重要なのかと思います。若い世代であってもなかなかたどり着けない情
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報も多々ありますので、高齢になると更に難しいのではないかと感じました。 

 

会長    

ありがとうございました。他に何かご意見ございますでしょうか。 

 

委員  

よろしいでしょうか。こまき健康いきいきポイント記念品のプレミアム商品券につ

いてですが、交換期限が使用期限を越えているように思いますが、この点は大丈夫な

んでしょうか。 

 

事務局   

お尋ねの点についてですが、今回ご用意させていただく商品券は一般の利用券とは

異なる贈答用の扱いとなりますので、その点については大丈夫かと思います。 

    

会長    

紙だけではなかなか分からないことがいっぱいありますからね。 

その他、何かございますか。そろそろ時間となりますが、いかがでしょう。 

なければこれで事務局へお返ししたいと思います。 

 

事務局   

本日は活発なご意見、ありがとうございました。本日いただきましたご意見を参考

に今後の保健センターの事業に活かしていきたいと思います。また、本日「こまきの

健康」ということで、保健センターの取組みをまとめた冊子を机上に配布させていた

だきました。お時間のある時に見ていただければ幸いです。 

この健康日本２１こまき計画推進会議の日程についてですが、次回は２月に予定さ

せていただいております。 

詳細が決定いたしましたらご連絡させていただきますのでよろしくお願いします。

最後に、小牧市では交通事故が多発しております。お帰りの際はみなさん、十分にお

気を付けいただきますようよろしくお願いします。 

本日はありがとうございました。 

 


