
1 

 

平成２９年度第 1 回小牧市民健康づくり推進協議会議事録 

 

【日 時】平成２９年８月２日（水）午後２時～午後３時３５分 

【場 所】保健センター 大会議室 

【出席者】 

委員１３名 

  後藤恒規、吉田雄一、森雅典、林芳樹、三輪貴彦、髙木康司、小島英嗣、筒井敏

博、佐橋延務、林順子、前田伸博、木村隆（代理小川百合子）、安藤和憲 （敬

称略） 

 事務局 １４名 

  廣畑健康福祉部長、伊藤健康福祉部次長、船橋保健センター所長、野口保健セン

ター所長補佐、余語予防係長、岡本母子保健係長、三枝成人保健係長、森主査、

吉村主査、佐々木主任、松本栄養士、松本保健師、長谷川保健師、森下保健師 

 欠席委員 ３名 

  木全勝彦、谷田貝将典、落合光江   （敬称略） 

 

【次 第】 

  １ 開会 

  ２ あいさつ 

  ３ 委員の自己紹介 

  ４ 役員の選任 

  ５ 会長あいさつ 

  ６ 議題 

   （１）平成２８年度小牧市民健康づくり事業実績報告について 

   （２）平成２９年度小牧市民健康づくり新規・拡充事業について 

（３）第２次健康日本２１こまき計画平成２８年度の実績及び平成２９年度の

取組みについて 

（４）その他 

  ７ 閉会 
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【議 事】 

 

１ 開会 

司会 

本日は、ご多用の中、ご出席いただき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２９年度小牧市民健康づくり推進協議

会」を開催いたします。 

 本日欠席の連絡をいただいたのは、木全委員、落合委員、谷田貝委員の３名です。 

この会議につきましては、事務局で会議録を作成したうえホームページ及び本庁に

あります情報公開コーナーにおき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、健康福祉部長の廣畑よりごあいさつを申し上げます。 

 

２ あいさつ  

廣畑健康福祉部長 

 こんにちは。本年度から、健康福祉部長の廣畑でございます。 

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。 

また、本市の健康福祉行政に格別のご理解とご協力をいただきまして感謝申し上げ

ます。 

昨年度まで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つの会議を同日に開催しておりましたが、健康日本 21 こまき計画の推進についても

健康づくりであるという考えから、１つの会議にまとめさせていただきましたので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

さて、保健センターでは、子どもから高齢者にいたるまでの各種健診事業、健康教

育や健康相談、また地区組織の育成や小牧市民の健康づくり計画「健康こまきいきい

きプラン」の推進などの市民の健康づくりに取り組んでおります。 

この会議においては、市民の健康づくりを推進するための各種の健康づくりのため

の方策についてご意見をお願いするものです。 

 委員の皆様からは、忌憚のないご意見をいただき事業に反映さていきたいと思いま

す。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、いずれの事業につきましても、委員の皆様のご

協力が無ければ実施出来ない事業ばかりでございます。 
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 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 委員の自己紹介 

司会 

ありがとうございました。 

本日は、本年度の初回の協議会です。委嘱状につきましては、本来なら、お一人ず

つお渡しするのが本意でございますが、時間の都合上、机の上に配布とさせていただ

きましたのでよろしくお願いします。 

次に、委員の皆様、大変恐れ入りますが、それぞれ自己紹介をお願いいたします。 

 

    （各委員自己紹介） 

 

司会 

ありがとうございました。 

事務局も自己紹介をさせていただきたいと思います。 

 

（職員自己紹介） 

 

４ 委員の選任 

司会 

続きまして、会長及び副会長の選出に移ります。お手元の資料の小牧市民健康づく

り推進協議会設置要綱をご覧ください。 

同要綱第５条の１項の規定により、「会長、副会長は、委員の互選により」定めるこ

ととなっております。 

それでは、委員の皆様の互選により選出していただきたいと思いますがいかがでし

ょうか。 

 

吉田委員 

会長には、小牧市医師会会長の後藤委員、副会長には小牧市歯科医師会の髙木委員

にお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 
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司会 

ただいま吉田委員より、会長は後藤委員、副会長は髙木委員にという発言がありま

したが、いかがでしょうか。 

 

          （各委員から賛成の声） 

 

司会 

ありがとうございました。それでは、みなさまのご同意をいただきましたので、会

長は後藤委員、副会長は髙木委員と決定しました。会長、副会長は前の席へお願いし

ます。 

それでは、会長からごあいさつをいただきたいと思います。 

 

５ 会長あいさつ  

後藤会長 

ただいま選任されました、小牧市医師会の会長をつとめています後藤と申します。

これで６年目になります。日頃から皆様にはお世話になっております。市民の健康を

守ることが小牧市医師会の責務でございます。今後とも頑張っていきたいと思います。 

本日の健康づくり推進協議会についても更に発展させたいと思っておりますし、本

日は多方面の方々がお集まりいただいていますので、ぜひとも実りのある討論をして

いきたいと思っております。 

簡単ではありますが、あいさつとさせていただきます。よろしくお願いします。 

 

司会 

ありがとうございました。 

続きまして、副会長よりごあいさつをいただきたいと思います。 

 

 

髙木副会長 

副会長に選任いただきました、歯科医師会の会長をしております髙木と申します。

どうぞよろしくお願いします。 

昨今、歯科と全身との関わりということで、少し歯科のことが見直される傾向にあ

り、新聞等でもご覧になる機会が多いと思います。健康づくりのために歯科は予防と
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いうことに関しては入り口になるところでありますので、協議会を通して少しアピー

ルさせていただきながら皆様と健康づくりについて話し合いを進めていきたいと思い

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。 

 

６ 議題 

小牧市保健センター事業について 

（１）平成２８年度小牧市民健康づくり事業実績報告について 

 （２）平成２９年度小牧市民健康づくり新規・拡充事業について 

（３）第２次健康日本２１こまき計画平成２８年度の実績及び平成２９年度の取組

みについて 

（４）その他 

 

会長 

それでは議事に入ります。 

議題「（１）平成２８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 

平成２８年度小牧市民健康づくり事業実績報告をさせていただきます。 

資料は１ページ目からになります。 

がん検診事業についてですが、平成２８年２月４日に「がん予防重点健康教育及び

がん検診実施のための指針」におきまして、新たに胃内視鏡（胃カメラ）検査を導入

する改正が行われました。このことにより、平成２８年度から人間ドックや医療機関

で実施する胃がん検診において、胃内視鏡（胃カメラ）検査を実施いたしました。胃

内視鏡（胃カメラ）検査の対象者は、５０歳以上の方で、２年に 1 回の検診間隔のた

め、小牧市では、平成２８年度は和暦で偶数年生まれの方を対象としました。 

胃内視鏡検査対象者及び自己負担額でございますが、人間ドックで国民健康保険被
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保険者、後期高齢者医療被保険者の方は、５０歳以上の方が胃カメラの対象ではあり

ますが、自己負担は４０歳から６９歳の方が４，９００円、７０歳以上の方が１，９

００円です。人間ドックで協会けんぽ被扶養者の方は、自己負担は４０歳から６９歳

の方が６，７８０円、７０歳以上の方が３，７８０円でございます。単独の胃がん検

診は、対象が小牧市民で自己負担額は４０歳から６９歳の方が３，０００円、７０歳

以上の方が５００円で設定しています。 

次に実施医療機関数は、人間ドックは３０機関、胃内視鏡（胃カメラ）検査は１３

機関、胃Ｘ線（バリウム）検査は２９機関でございます。 

 次ページに進んでいただきまして、胃がん検診受診者の実績でございます。内視鏡

検査受診者数の合計は１，０４２人、バリウム検査受診者数は７，２４８人、受診者

数総合計は、８，２９０人でございます。 

 次に２、Ｂ型肝炎ワクチンの予防接種でございます。予防接種法施行令の一部改正

に伴いまして、平成２８年１０月１日からＢ型肝炎ワクチンが定期予防接種として追

加されました。 

対象者と接種回数でございますが、対象者は平成２８年４月 1 日生まれ以降で、１

歳に至るまでの者で、接種回数は３回となっております。Ｂ型肝炎ワクチン接種者数

の実績は、１回目から３回目までの対象者は２，４５１人、接種者数は１，９１４人、

接種率は７８．１％でございます。 

 

続いて母子保健係所管分の報告をいたします。３、４ページをご覧ください。 

３の乳幼児健診事業について実績報告をさせていただきます。乳幼児健診は、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支援に結びつける。また、

保護者の育児の心配や疑問等に対して相談等の育児支援を行うことを目的に実施して

おります。 

受診率の推移は、表および年次推移のとおりです。現在どの乳幼児健診も平均する

と９８％の受診率を推移しています。未受診の理由は、里帰りのため他市での受診や

医療機関での受診を希望されるなどが主なものとなっています。近年、乳幼児健診未

受診児への支援が虐待の予防・早期発見にも有効と言われ、その重要性が言われてい

ます。 

小牧市でも平成２４年１０月より未受診児の支援体制を見直し、各乳幼児健診にお

いて積極的な受診勧奨や、未受診者の状況把握に努め、必要に応じて健診以外の方法

の支援につなげてきました。 
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その方法につきましては、４ページの未受診児の把握・支援体制の流れの段階に基

づいて支援体制を組んでおります。その結果、平成２９年７月７日現在、平成２８年

度乳幼児健診対象者のうち状況未把握者数は０人となっています。 

続いて、５、６ページをご覧ください。４、生と性のカリキュラム＝小学校・中学

校版＝の推進「平成２８年度高校生を対象とした生と性のカリキュラムの推進」の実

績報告をさせていただきます。今までの取り組みといたしましては、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。 

平成２６年度には、文部科学省の学校保健課題解決事業を学校教育現場と共に取り

組み、公開授業研究会を実施しました。 

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協議をし、平成２

７年度にモデル的に小牧高校（全日制）において保健センター保健師が講師を務め、

生と性のカリキュラムを実践しました。 

平成２８年度は、継続的に小牧高等学校（全日制）に加えて小牧高等学校（定時制）

及び誉高等学校においても実施をしました。 

生徒の感想には、「中学校でも学んだ内容であったが、高校生になってより身近に

感じられた」「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」などがありました。  

今後の取り組みといたしましては、平成２９年６月に小牧高等学校（全日制）の協

力を得て、市内の高校を対象にした公開授業研究を実施しました。今後は、市内のす

べての高等学校に広げていけるよう働きかけていきたいと考えています。 

続いて、７ページをご覧ください。 

５「親子連絡票」の作成及び活用について報告させていただきます。 

作成及び活用の経緯ですが、小牧市では、平成２３年度より子育て支援機関連携会

議を毎年１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開催してきま

した。 
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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―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。そこで、平成２６年度の子育て支援機関

連携会議の中で、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、活用してきました。 

平成２８年度活用状況は、親子連絡票（妊娠期）では、他機関から保健センターへ

の活用が２件、保健センターから他機関への活用が３件、親子連絡票（妊娠期以外）

では、他機関から保健センターへの活用が１４件、保健センターから他機関への活用

が８件、返信票においては、他機関から保健センターへの活用が１件、保健センター

から他機関の活用が８件という状況でした。保健センターから他機関への返信につい

ては、先方の希望により、電話で回答しているケースが８件ありました。 

今後の取り組みといたしましては、この親子連絡票を関係機関連携のツールとして

活用に向けて周知をしていきたいと考えています。また、関係機関として保育園・幼

稚園や児童館も視野に入れていく予定です。以上です。 

 

続きまして、成人保健係の報告をさせていただきます。 

資料の８、９ページをご覧ください。 

６こまき健康いきいきポイント事業について、ご報告させていただきます。こまき

健康いきいきポイント事業は平成２７年度、こまき健康マイレージ事業としてスター

トし、平成２８年度から名称を変更した事業です。県と市が協働で実施する健康づく

りを促進するための仕組みで、健康づくりに取り組んでポイントを貯め、ポイントに

応じて、あいち健康づくり応援カード「まいか」や地域限定商品券と交換できる事業

です。 

対象、チャレンジ内容についてはア、イをご覧ください。対象は、１８歳以上の市

民で、ポイント付与の対象となるチャレンジは、４つでございます。自主目標チャレ

ンジ、ウォーキングチャレンジ、健診・検診チャレンジ、参加チャレンジとなってお

ります。 

平成２８年度は平成２７年度に比べ、市民が参加しやすいようチャレンジ期間を約

4 か月拡大し、またインセンティブとして地域限定商品券とも交換できる仕組みを作

りました。まいか交付者数、地域限定商品券交付者数は表のとおりです。平成２７年

度まいか交付者数は７６人、平成２８年度は１１３人となっております。地域限定商
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品券交付者は平成２８年度のみですが、７１人です 

続きまして、(２)について、平成２８年度はより健康づくりに時間の取りづらい働

く世代や子育て世代にも健康づくりに取り組みやすい環境づくりとして、小牧市独自

のスマートフォン用ウォーキングアプリ「alko」を開発し、平成２８年１０月から配

信をしております。 

様々なチャレンジを配信し達成することで、地域限定商品券と交換できる仕組みを

作りました。 

対象とチャレンジ内容についてはア、イをご覧ください。対象は 18 歳以上の市民、

ポイント付与の対象となるチャレンジは３つございます。市民まつりチャレンジ、５

０日間３５万歩チャレンジ、ランクアップチャレンジの３つです。 

参加者数及び達成者数は表に記載しております。 

市民まつりチャレンジ、５０日間３５万歩チャレンジにつきましては、※印がつけ

てありますが、alko を利用できない方のための歩数計による参加者、達成者数を含ん

でおります。 

今後とも、市民の健康づくりに展開していきたいと考えております。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。どうもありがとうございました。 

事務局の説明に対して、皆様のご意見をお聞きしたいと思います。 

項目が６つありますので、順番にひとつずつやりましょう。 

まず、１番目のがん検診事業の報告に対して、ご意見や、素朴な疑問など何かあり

ますでしょうか。特にないでしょうか。後で思いつきましたらおっしゃってください。 

続きまして、Ｂ型肝炎ワクチン予防接種について、何かご意見はありますでしょう

か。 

 

安藤委員 

３回目だけかなり低いのはなぜでしょうか。 

 

事務局 

３回目の接種率が、１、２回目に比べて低いのは、昨年１０月から開始しておりま

して、対象者の生年月日が平成２８年４月１日生まれの方からということで、１回目
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から３回目までの間隔が必要になるため、３回目が４月、５月生まれの方はぎりぎり

になるため、優先的に受けていただいているので接種率が低くなっていると考えてお

ります。 

 

会長 

１年以内に３回やるのが大変で、超えると有料になるのですよね。一部の市町村で

は援助しているところもあるのですが、聞いたところ、やる予定はないと聞きました

が、今後もないでしょうかね。他には何かありますか。 

次に、３番目の乳幼児健診事業について、非常に受診率が高くて、いかに一般の方

が大事に思っているかということがよく分かりますが、これに関して意見はあります

か。いいですか。 

では、次４番目の生と性のカリキュラム（小学校・中学校版）の推進について、何

かご意見おありでしょうか。 

では、次５番親子連絡票の作成及び活用について、何かあるでしょうか。産婦人科

の先生は何か意見はありますか。 

 

三輪委員 

 いえ、円滑に回っているのではないかと見てはいますが。 

 

会長 

小児科の先生は何かありますか。 

 

林委員 

 他機関というのは病院ですか。 

 

事務局 

 他機関はどこかという今のご質問ですけれども、一番多いのは産婦人科になります。

あと、小児科からの連絡もあります。他の市町村もありますが、主には産婦人科です。 

 

会長 

 活用状況の数は多いとみるのか少ないとみるのか。まだ知れ渡ってないのか。どう

お考えで、今後どうされたいという意見がおありでしたらどうぞ。 
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事務局 

 この親子連絡票は小牧市の関係機関の中でどのようにケース連絡をしていくか、ど

んな項目をどのように書いて良いか分からないという機関からの意見がありましたの

で、記載しやすく項目の枠を作ったというのがこの連絡票です。小牧市内の関係機関

の中で現在活用できているというところになります。 

昨年度と比べると、活用件数は増えています。 

今後もっと活用されるといいなと思っていますし、小牧市内だけでなく、他市との

連携に活用するなど、どんどん利用していただきたいなと思っております。 

 

会長 

 ありがとうございました。 

 他に何かご意見おありでしょうか。 

 では次、こまき健康いきいきポイント事業に関して、何かご意見はおありでしょう

か。素朴な印象や、こういうことも付け加えたほうがいいとか、協力店をどんどん増

やせばいいとか、意見はないですか。 

 では、項目ごとの意見は終わりたいと思います。 

全体を通じて健康づくり事業の実績に関して意見はおありでしょうか。 

 

事務局 

事務局から一つ平成２８年度の実績に関しましてご案内させていただきたいと思い

ます。 

委員の皆様にお配りしました「こまきのけんこう」という冊子がございます。 

平成２８年度に保健センターで実施しました事業の内容をまとめさせていただきま

したので、ぜひ参考としていただけたらと思います。よろしくお願いします。 

 

会長 

 どうもありがとうございました。 

 では次、議題２に入りたいと思います。 

議題２「平成２９年度小牧市民健康づくり新規・拡充事業について」を議題としま

す。事務局より、説明をお願いします。 

 

 



12 

 

事務局 

平成２９年度小牧市民健康づくり新規・拡充事業を説明します。 

先に、予防係所管から説明させていただきます。お手元の資料の１５ページでござ

います。 

１、乳がん個別検診（マンモグラフィ検査）事業の導入について、目的及び効果で

ございますが、検診車による集団検診に加え、医療機関での個別検診を実施すること

により、受診しやすい環境を整え、女性に多いがんの１つである乳がんの早期発見・

早期治療、乳がんによる死亡率の低下を図ることを目標として実施しました。 

事業内容としましては、市内指定医療機関は、撮影機器の設備、撮影医師、読影医

師の資格などの点から市内では、みわレディースクリニック様１箇所で、受診機会は

２年に 1 回で進めております。 

２、健診（ヤング健診）・がん検診デーの実施であります。 

平成２９年度は、９月９日土曜日に勤労センターで複数の検診を受診できるように

しました。実施する種類は、胃がん検診、大腸がん検診、乳がんマンモグラフィ検査、

乳がん超音波検査、子宮頸がん検診です。また、ヤング健診も同じ日に開催すること

により、３０代の受診者の増加が期待できます。 

この日以外にもヤング健診と乳がん超音波検査を同日実施をする日を設け、受診者

の増加を目指します。以上です。 

 

続いて、母子保健係より、３、生と性のカリキュラム ＝乳幼児・親・地域版＝の

推進平成２９年度版小牧市親子健康手帳の変更について、拡充部分の報告させていた

だきます。１６ページをご覧ください。 

平成２８年度、愛知県医師会より、「母子健康手帳における要望点」として、以下

の３つの提案が示されました。 

１つ目は母子健康手帳のサイズをＢ６に統一すること、２つ目は省令様式内に任意

記載事項様式の混在をしないこと、３つ目は予防接種記録等に関するページ振分けと

して、「省令様式の予防接種記録」「任意記載事項様式の予防接種記録」「予防接種

の概要説明」「成長曲線（０～１８歳）」の順に並べ替えることでした。 

小牧市は、今まで A５サイズを採用し、また、母子健康手帳の内容に独自のページ

を挟み込んで親子健康手帳として母子健康手帳を作成してきた経緯がございましたが、

母子保健推進協議会で協議を重ねた結果、平成２９年度印刷分から、Ｂ６サイズへ統

一し、省令様式内に任意記載事項様式の混在をしないこととし、予防接種記録等に関
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するページにつきましても要望どおりに並べ替えて作成し、7 月より交付を始めてい

ます。 

また、「乳幼児期の栄養」に関する任意記載事項様式の掲載について、この４月に

東京都内において、蜂蜜を原因とする乳児ボツリヌス症による死亡事例が発生したこ

とから、愛知県健康福祉部より乳児ボツリヌス症の予防にかかる再周知についての通

知がありましたことを受けて、「乳幼児の栄養」に関する任意記載事項様式の掲載を

前提とした上での再度の乳児ボツリヌス症予防の再周知についての通知でありました

が、従来小牧市は、市独自の内容を掲載しており、任意記載事項様式の掲載をしてい

なかったため、「乳幼児期の栄養」のページについて、従来の小牧市独自の内容では

なく、任意記載事項様式に沿った内容に変更することとしました。 

続いて、４、新規事業の妊婦個別歯科健康診査について報告いたします。 １７ペー

ジの上段をご覧ください。 

妊娠中は、歯牙・歯周疾患が進行しやすいため、妊婦の健康管理の充実及び経済的

負担の軽減のために、妊婦の歯科健康診査を受診する環境を整え、早期発見・早期治

療を図り、安心・安全な出産ができるようにすることを目的に、平成２９年４月より、

妊娠中に指定医療機関において、無料で歯科健診を１回受けられる妊婦個別歯科健康

診査を実施しています。 

続いて、５、不妊不育治療等助成事業について報告いたします。１７ページ下段を

ご覧ください。 

従来の不妊症治療等の助成に加え、不育症に悩む夫婦に対し、不育治療に要する費

用の一部を助成し、その経済的な負担の軽減を図り、安心して治療ができる環境を整

えるよう事業を拡充しています。不育症とは、妊娠してもその後流産や死産等を繰り

返し、出産に至らない状態をいいます。 

具体的な事業概要といたしましては、不育症治療等補助金として、不育症について

の検査及び治療を受けられたご夫婦に対し、保険適用外の医療費を助成するというこ

とです。 

その対象経費は 1 治療期間につき上限１５万円を限度に、通算５回まで助成をして

います。不妊治療等補助金については従来どおり実施しています。以上です。 

 

続きまして、成人保健係より、健康いきいきポイント推進事業について、ご説明さ

せていただきます。資料１８ページをご覧ください。 

市民がいつまでも健康で明るく楽しい生活が送れるよう、若いうちから健康づくり
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に取組むことで生活習慣病の予防、健康寿命の延伸に寄与することを目的としていま

す。 

 今年度は小さい頃から健康づくりに家族と一緒に取組んでもらえるよう夏休みを利

用して「子ども版健康いきいきポイント事業」を実施しております。規則正しい生活

習慣に取組むことでポイントを付与し、更に家族で健康づくりに取組むことでポイン

トを付与し、まいかと記念品に交換できる仕組みを作りました。また「alko」につい

ては継続的にウォーキングに取り組んでもらうことを目的として、更なる機能強化を

進めております。 

 

会長 

どうもありがとうございました。 

事務局より今説明がありましたが、それぞれの各項目について、ご意見ご質問はお

ありでしょうか。順番にやっていきましょうか。 

まず、１番の乳がん個別検診事業の導入に関して何かありますか。 

三輪委員、始められて殺到して大変ですとか何かありますか。 

 

三輪委員 

 ６月に始まり、最初の頃は多かったですね。マスコミで小林麻央さんの件もある。

今は少し落ち着きました。 

 

会長 

産婦人科でやってもいいという医者の希望者は増える期待はできないのでしょうか。 

 

三輪委員 

始めるにあたり、２，３箇所の先生に聞きましたが、その時は手が挙がらなかった

です。懸念されているかも分からないですね。 

 

会長 

分かりました。これに関して何か意見は。 

次、健診（ヤング健診）・がん検診デーの実施に対して何か意見はおありでしょう

か。 
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森委員  

質問なのですけど、ヤング健診はどういう人が対象なのですか。 

 

事務局 

 ヤング健診は、今年３５歳になられる方を対象に個別でご案内をさせていただいて

います。ただ対象は３５歳の方だけでなく、３５から３９歳までで、広報等でお知ら

せして健診を受ける機会のない方へ、早い時期から生活習慣の問題に気付いていただ

いて、健康づくりに役立てていただくことを目的としています。 

 

森委員  

では、がん検診は誰が対象なのですか。 

 

事務局 

例えば子宮がん検診は２０歳以上、乳がん検診に関しても超音波は３０歳からで、

それぞれ該当する年齢の方でしたら合わせてお受けいただけます。 

 

森委員 

胃がん、大腸がん検診は。 

 

事務局 

対象は市民の方です。がん検診は個別で医師会の先生にお願いしている検診と、集

団でやっている検診がございます。今回のがん検診デーは集団検診の利用者をターゲ

ットにしています。集団検診の場所は保健センター、東部市民センターや各地会館に

出かけることもあります。今までは、日曜日は乳がん検診しか設定していなかったも

のを、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮がんを併せて、一斉にやるということになり

ます。多種のがん検診等を実施するということで、広い場所が必要となるため、勤労

センターで実施します。対象の年齢といたしましては、個別の方と一緒となっており

ます。 

 

森委員 

集団検診ですか。どうやって申し込むのですか。対象者に対して周知や連絡はどう

やっているのですか。 
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事務局 

集団検診です。がん検診に関しましては、広報とホームページでお知らせして、通

常通りの募集をかけて、電話で申込みいただいています。 

ヤング健診に関しては、３５歳になられる方には個別通知でご案内させていただい

ています。 

 

森委員 

そのときにがん検診が受けられることを書いているのですか。 

 

事務局 

はい、紹介させていただいています。 

 

森委員 

協会けんぽの方も対象ですか。３５から３９歳というのは。 

 

事務局 

はい、協会けんぽの方も対象です。 

 

会長 

またその辺は個別でお話しましょう。 

あと、医療関係者以外の方で今の検診のあり方で何かご意見がおありでしたら教え

てください。 

特にないですか。どんどん頑張ってやって欲しいだとか、広報の仕方をもっと分か

るようにするだとかいろんな意見がおありかと思います。何かありますか。私は個別

で保健センターの方とお話しするものですから、一般の人からのご意見とかいただけ

ると良いと思います。安藤委員何かありますか。 

 

安藤委員 

この間ニュースで乳がんの検査についてやっていたのですね。 

ニュースだったか特番だったかで、マンモグラフィ検査で、超音波の検査と比べた

ときに非常に発見しにくいケースがあるということでした。専門用語でよく分かりま

せんが、乳房の関係で濃度が何とかということでしたが、正確なことは分からないで
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す。 

専門の先生方を前にして、マスコミで入ってきたような一部の情報だけで判断する

のは非常に危険だなと思うのですが、せっかくの機会ですので。たまたま番組で拝見

して、疑問に思い、私自身がすっきりしないものですからお伺いしたい。三輪委員に

お願いします。 

 

三輪委員 

うちもニュースを見られた方が結果説明のときなどに質問されます。だいたい問合

せで多いのは、印象的には授乳ありの方が、高濃度乳房について聞かれる。それに関

してお話させていただくのですが、受け皿が決まったものがないので、ケースバイケ

ースで対応しているのが現状です。 

小牧もそうですし、どこの自治体もそうかと思いますが、超音波とマンモの位置付

けもいろいろあるのですけど、体制作りを整えているところです。ですから今は若干

の混乱があります。マスコミが先行した部分があります。 

 

事務局 

小牧市の乳がん検診マンモグラフィ検査では、乳房の構成は全員の方には知らせて

おりませんが、精密検査の対象となった方への通知には、脂肪性とか、不均一高濃度、

高濃度乳房と記載されている検診票の写しを添付しています。これは、精密検査対象

であるため、どのような状況であったのかを精密検査機関へ通知する目的であり、ご

本人への説明はしておりません。マスコミで高濃度乳房は問題と取り上げていますが、

今後、国で判定基準や通知内容について指針をまとめることになっているため、市と

しましては、それにもとづいて市民の方に通知していきたいと考えています。 

 乳房のタイプについて質問をされることがあるかと思いますが、どのように説明を

するかについて、また三輪委員に相談をさせていただきながら、がん検診担当者と考

えたいと思います。 

 

会長 

検診そのものがそもそもいろいろな意見があるものですから。ただ、マスコミの一

部の偏った報道や週刊誌の余分な情報などをきちんと選別して、いろいろな意見があ

るものは専門家の間でも意見が別れるものがあるものですから。小牧市としてはしっ

かりと広報につとめていただきたいと思いますし、皆さんが納得できることをやって
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いけたらいいと思っております。 

語りだすと一日かかると思いますのでこの辺にしておきます。 

では次に、母子手帳に関してご意見などおありでしょうか。よろしいでしょうか。 

母子手帳というのは常に親子が持っているものですから、あまり大きいとバックに

入らないという意見も多くあったものですから、なるべくバックに入って、常に携帯

できるものにするということ。 

次に書いてあった省令様式内に任意記載事項様式の混在をしないというのは、私も

いろいろ調べたのですが、省令様式というのはほぼ国が強制してやっているものです

から、国に従わないといけないと。 

あと、予防接種記録等に関するページの振分け、要するに母子手帳の中で医者が関

与するもので、産婦人科や小児科がいろいろな情報を書くときに市町村によって順番

がばらばらだと困るものですから、なるべく見やすくする。小牧市民だけが少し違っ

ているとそれによって医者の労力が増えて間違えたら困るからだと思います。 

新しく作られたものを見ましたが、非常にコンパクトにまとまって、形もバックに

入りそうで、国の省令にもきちんと従っていてなかなかいいものだと思います。 

他の市町村では、既製品の母子手帳を選ぶところが多いのですが、小牧市は独自に、

非常に労力をかけて作っているので立派だなと思います。 

省令部分は変えられないけれど任意部分に関しては是非検討されてすばらしいもの

を作って欲しいなと思います。 

あとは何かありますか。次の妊婦個別歯科健康診査についてはありますか。 

 

髙木委員 

特に意見はないですが、４月から始まったのでまだまだ周知が十分ではないのかも

しれないですが、実績としてどれくらいの数ですか。 

 

事務局 

これまでの実績についてお答えします。 

６月末時点での妊婦歯科健診の受診者総数は、集団検診と個別検診を合わせた数で、

５９名です。平成２８年度の同時期の受診者数と比較しますと、今年度のほうが増加

しております。また、平成２９年度の受診者５９名のうち、４３名、割合として７２．

９％の方が歯科医院での個別検診を受診しているという結果になっております。 

現在、広報や市ホームページでの記事の掲載、市内産婦人科を始めとした関係機関
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へのチラシの配布を行い、広く周知をするとともに、母子手帳発行時には一人ずつ面

接形式で受診の必要性をお伝えするなどして受診率の向上に向けた取組みをしており

ます。 

 

会長 

髙木委員先生、今の回答でよろしいですか。 

５番目の不妊不育治療等助成事業というのは、現時点でどれくらいあるのですか。 

 

事務局 

現時点では１件の申請です。まだ始まったばかりで、周知はホームページや広報、

産婦人科医療機関でチラシを置いていただくなどさせていただいています。 

 

会長 

どうもありがとうございました。 

ではこのくらいで終了します。 

続きまして、議題３、第２次健康日本２１こまき計画平成２８年度の実績及び平成

２９年度の取組みに進みます。 

事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 

始めに、各部会員の方から、平成２８年度の実績状況を報告させていただきます。 

 

栄養・食生活部会の平成２８年度の取組みを報告します。平成２８年度の取組みと

しましては、食に関する知識の普及として、「望ましい体格を知るためのリーフレッ

ト」の配布の継続、食生活改善のための意識向上には、青年期・壮年期に対する朝食

摂取の啓発・肥満予防のパンフレットの配布、また、食に関する知識の普及として、

食の環境整備の検討の３本柱で取組みをしました。 

取組み進捗状況としては、小学 5 年生を対象に配布していました「自分の望ましい

体格を知るリーフレット」を幅広い年齢層に活用できるよう内容を見直し、自分の体

や健康を意識する機会、健康手帳を家庭へ返却する夏休みに入る前などの時期に配布

しました。 



20 

 

青年期・壮年期に対する朝食摂取の啓発・肥満予防パンフレットは、学校給食の試

食会で、栄養教諭が保護者向けに朝食摂取の講話をする際に活用し、地区健康展で食

生活改善協議会ブースにおいて手測り栄養法のＰＲと併せて配布しました。また、35

歳から 39 歳までのヤング健診の結果説明時に配布をしました。 

次に、食の環境整備の検討では、ヘルシーメニューを推進しました。個人の努力だ

けでは適切な食事や食習慣を身につけることには限界があるため、認定基準を作成し

て、市内飲食店を対象に広報、商工会議所会報で第１期ヘルシーメニューの募集を行

い、3 メニューを認定、平成２９年度の２月からスタートしております。認定基準は、

１食当たりのエネルギーを７００kcal 以下、塩分は３g 未満、野菜の使用量は１日の

３分の１として１２０g 以上、使用食材を１０品目以上、定食形式で、店内は禁煙又

はメニュー提供の時間帯は禁煙としています。３店舗を認定し、平成２９年２月１日

から３月３１日まで行いました。周知方法としては、ホームページ、広報こまき、ポ

スター、チラシなどでＰＲしました。 

 

続きまして、身体活動・運動部会より、平成２８年度の取組みについて報告させて

いただきます。資料は２１ページから２３ページをご覧ください。 

平成２８年度の主な取組みといたしましては大きく２つで、身体活動・運動に関す

る情報の提供と転倒予防・筋力低下予防に関する知識の普及としております。それぞ

れの詳細についてご報告します。 

１つめの身体活動・運動に関する情報提供につきましては、２点あります。1 点目

の身体活動・運動の効果についての情報提供では、階段の利用を促すポスターを作成

し、目に付きやすい市役所や市民センターのエレベーター前に掲示を行いました。ウ

ォーキングチャレンジを取り入れた健康いきいきポイント事業、また、平成２８年１

０月よりスマートフォン用ウォーキングアプリ『alko』を配信し、ウォーキングチャ

レンジを実施しております。２点目の安全に歩くためのウォーキング知識の普及では、

保健センターや各地区の健康展などでウォーキングマップを配布しました。また、安

全に歩くための知識を盛り込んだウォーキングマップの内容について検討しておりま

す。 

２つめの転倒予防・筋力低下に関する知識の普及につきましては保健連絡員に向け

『ロコモティブシンドロームの予防～実践編～』の学習会の開催を行いました。また、

１０月１日号広報にてロコモティブシンドロームについて広報で特集を組み掲載、併

せてホームページも内容を拡充させました。９月からは毎月１５日号広報に運動指導
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士によるロコモ予防の体操を掲載しております。また、保険年金課と協働で有症状で

医療機関に受診されている方へ教室の案内を送付し、国保連合会の協力でロコモ予防

教室を実施いたしました。 

 なお、階段の利用を促すポスターは２２ページ、運動指導士によるロコモ予防の体

操は２３ページに添付しておりますので、ご覧ください。以上で身体活動・運動部会

の平成２８年度の取組みについての報告を終わります。 

続きまして、休養・こころの健康部会から平成２８年度の取組みを報告させていた

だきます。資料は２４ページをご覧ください。 

昨年度の主な取組みとしては、自己肯定感の醸成として、うつ、自殺になる前の早

い段階で悩んでいる人の話を聴くことの大切さ、聞き方などについて、保健連絡員や

市役所関係職員、市民を対象に「うつ・自殺対策として、ゲートキーパー養成講座」

を開催いたしました。自己肯定感等の項目は取組みがすぐに反映されるものでもない

と思いますが、ゲートキーパー養成講座などたくさんの方が受講することで、周りで

悩んでいる人を気にかけられる人を増やしていけるとよいと思っております。 

また、関係機関が気軽に相談し、相談機能の向上を目的とした「うつ・自殺対策相

談窓口ネットワーク会議」を開催しました。２３機関が集まり、犬山病院の精神科医

の方に講義をしていただきました。 

昨年度は、第３版の「こころの相談窓口」のパンフレットを作成し配布しました。 

２５、２６ページに載せさせていただいております「こころの体温計」も小牧市ホ

ームページに引き続き掲載し、周知を図りました。取組みとしては以上となります。 

 

続きまして、たばこアルコール部会の報告をさせていただきます。資料は２７ペー

ジになります。 

たばこアルコール部会では、たばこ、アルコールが体に及ぼす害についての知識の

普及、禁煙、分煙の啓発をしてきました。 

禁煙したいがなかなかできない人たち、禁煙に興味のある方に向けての情報発信を

できるよう、「何度でもチャレンジ使用禁煙 No.１,No.２」として資料を作成しまし

た。今後、各市民センター、関係機関への設置をしていく予定です。 

また以前部会で作成した、女性の喫煙、飲酒が健康に及ぼす影響について、認知度

が低かったものをまとめた資料の検討をし、妊娠中の女性に向け、分かりやすく啓発

ができるものを検討したいと考えています。以上でたばこアルコール部会の報告を終

わります。 
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続きまして、歯の健康部会より、平成２８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２９ページをご覧ください。 

 昨年度の取組みとして、乳幼児期に対する取組みとして４点、学童期に対する取組

みとして３点、青年期・壮年期に対する取組みとして５点、以上１２の取組みを行い

ました。各進捗状況について、抜粋して説明いたします。 

まず１点目、「乳幼児期におけるむし歯対策の推進」として④にあります「園児及

び通所施設利用高齢者対策普及啓発活動」についてご説明いたします。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、平成２７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、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部会内で検討を行い、保育課及び交流事業実施園の

園長、それから交流先の施設長に趣旨説明を行い、協力いただいた市内４つの保育園、

８９名の年長児、通所施設については５施設１１７名の利用者の方に参加いただき、

園児・高齢者双方に意識の向上を図ることができました。資料３１ページに詳細をお

載せしておりますので、あわせてご覧ください。 

続いて「学童期における歯科疾患対策の推進」として、③にあります「中学生を対

象とした取組み」についてご説明いたします。こちらは、中学校の子ども達のむし歯

や歯周病といった歯科疾患対策として資料を作成し、ただ配布するだけでなく、必ず

保護者の目に留まる機会を検討し、夏休み中に行われる懇談会を利用し学校側の協力

も得て、資料配布による行動変容を促しました。市内のある中学校からは、配布する

時期を学校内で検討し、懇談会ではなく歯や歯肉の健康をテーマに行った学校保健委

員会開催日に資料もあわせて配布し、各クラスでの振り返りで使用した、との報告も

あり、実情に応じて有効に活用いただいた様子を伺うことができました。 

続いて「青年期、壮年期の歯周疾患対策の推進」として⑤の「働く世代を対象とし

た歯周疾患対策の推進」についてご説明いたします。資料３０ページをご覧ください。 

働く世代の歯や歯肉の健康に関する現状や課題・具体的な対策について部会内で検

討し、昨年度、各事業所に対し春日井保健所を主体としてアンケート調査を行い、４

１事業所、７５０人から回答いただきました。この結果に基づき、部会内で検討を行

いまして、昨年度３月、普及啓発の一環として小牧市内にあります、株式会社 日本

クロージャーさんにおいて歯科健康教育を春日井保健所と協働で実施いたしました。 

 今年度も、関係機関と連携しつつ、目標達成に向けた具体的な取り組みをライフス

テージごとに検討、実施していきたいと考えています。 
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 以上で、各部会からの報告を終わります。 

 

続きまして、第２次健康日本２１こまき計画における重点施策の進捗状況について

ご報告させていただきます。資料の３２から３４ページをご覧ください。 

重点施策の取り組みとしましては、「地域で支える健康づくりの推進」「働く世代

の検診受診率の向上」、「糖尿病の重症化予防」の３つを掲げ取組んでいます。 

1 つめは地域で支える健康づくりの推進として、保健連絡員や、保健連絡員ＯＢ、

食生活改善推進員らボランティアの力を借りて、地域の方へ健康づくりの発信を行っ

ています。主な活動内容については、表のとおりです。保健連絡員・保健連絡員ＯＢ

の活動としましては、地区の健康展、ミニ健康展、がん死亡撲滅モデル地区活動、赤

ちゃん訪問が主な活動となります。また、食生活改善推進員の活動ですが、小学校、

中学校へ出向いて家庭科調理サポート、ヘルスサポーター２１などの事業があります

が、活動状況は表のとおりです。 

２つめの働く世代の健診・健診受診率の向上については胃がん検診については平成

２８年度から５０歳以上の方を対象に内視鏡検査を導入し、また平成２９年度からは

乳がん検診の個別健診を実施するなど、健診を受けやすい環境整備に努めています。

現状値について表をご覧いただくと、女性特有のがん検診については目標値を下回っ

ておりますが、他のがん検診については目標値に近い値になっています。 

また、若い頃から自分の体に関心を持ち、生活習慣病予防につなげるよう３５歳か

ら受けられるヤング健診について、受診者数などは表のとおりです。先程もお話にあ

りましたが、乳がん検診等と併せて開催することで受診者数が平成２７年度より増え

ていると推測されます。 

３つめは糖尿病重症化予防の取り組みとして、様々な取り組みを実施しております。

1 つめは保険年金課と連携し、小牧市国民健康保険加入者で特定健診受診結果でハイ

リスク者に対し、医療機関への受診勧奨を行っています。また受診勧奨にまで至らな

いが、今後糖尿病をはじめとする生活習慣病を発症するリスクの高い方に、生活習慣

病予防相談の案内を市内医療機関や保険年金課を通して行っております。平成２８年

度の実績として、相談の件数は減少しておりますが、健診後からの相談件数としては

平成２７年度より増加しており、また糖尿病の相談内容件数も増加しております。 

続いて、商工会議所との連携で、青年期、壮年期の歯周病疾患対策として商工会議

所主催の健診に、歯周疾患に関する意識調査及び予防に関する個別指導を平成２６年

度から実施しております。また協会けんぽや医療機関との協働で、特定保健指導と併
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せて、歯科保健指導を実施し医療機関や歯科医院に糖尿病連携手帳を設置し、各医療

機関の連携しやすい環境づくりを行いました。他にペットの飼い主向けに獣医師会及

び環境対策課と連携し、歯周疾患予防に関する情報提供を行っています。 

最後に先ほどご報告させていただきましたが、健康いきいきポイント事業を行うな

ど様々な取り組みにおいて推進しております。以上です。 

 

会長 

 どうもありがとうございました。 

 この項目に関して何かご意見、ご質問おありでしょうか。 

 前回はたばこで盛り上がったのですが、先生何かありますか。 

 

吉田委員 

 できれば東京みたいに全飲食店禁煙の方向に向けばいいのですが。なかなか難しい

のではないでしょうか。 

 市の事業の中に骨粗鬆症検診があると思うのですが、指標として資料になぜ出てこ

ないのかの疑問と、測定する骨の場所が変わったものですから、毎年受けている人で

ＹＡＭの数字が悪くなった人がかなり増えた。心配で相談される方が増えたのですが、

骨粗鬆症検診はどうやって行っているのでしょうか。 

 

事務局 

骨粗鬆症検診受診率が目標に挙げられていないというご質問に関してですが、第２

次健康日本２１こまき計画のいきいきプランという冊子がございまして、こちらに指

標としては挙げておりません。骨粗鬆症検診はがん検診ではないものですから、それ

を踏まえて、いきいきプランには指標としては載せていないという現状です。 

骨粗鬆症検診の受診率につきましては、今日お配りした「こまきのけんこう」の２

６ページをご覧ください。集団での骨粗鬆症検診の受診者数、検査結果の割合を掲載

しております。 

 

吉田委員 

 検診方法は誰がどのように決めているのか。市民の方は突然自分の数字が変わると

非常に不安が大きくなるので、何かないのかなと。 
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事務局 

委託業者の関係になりまして。Ｘ線を採用している業者が少なくなったので、昨年

から超音波に変わりました。 

 

会長 

その辺のことを広報していただいて、一般の方は数字とか気にされるのでよろしく

お願いします。 

 

三輪委員 

がん検診の目標値はどう設定されているのですか。 

33 ページの表について、乳がん子宮がんというと通常厚生労働省の値を参考にされ

たりすると思うのですが、控えめだなと思うのですが。 

 

事務局 

厚生労働省の指標とは別に、平成２７年３月に策定した第２次健康日本２１こまき

計画の指標として設定したものでして、多くの若い世代の市民に受診していただくよ

う指標に年代を設定しました。そのときの基準値から平成３１年度がプラス２％で、

平成３６年度が設定した時からプラス５％高くすることとしました。 

 

会長 

先生いいですか。 

何か他は。 

 

春日井保健所小川 

こころの健康について、最近７月２５日に、国の自殺対策のめざす方向として自殺

対策大綱が閣議決定されました。自殺対策については、うつ病ともかかわりが深く自

殺は個人の自由な選択ではなく追い込まれた死です。今回の重点内容として、子ども

や若者対策や妊産婦のうつ対策があがっています。平成３０年度には、小牧市として

自殺対策計画の策定が求められることとなります。小牧市では生と性のカリキュラム

を行っている中で、自殺対策として「自分でＳＯＳを出せる力」の教育も併せて考え

ていけるとよいと思います。また、産後うつ対策も重要であり、母子保健事業とも連

動させて考えるなど関係課と連携もしていけるとよいと思います。 
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小牧市ではデータヘルス計画の見直しも控えていると思いますが、生活習慣病予防

対策として健康日本２１こまき計画とデータヘルス計画の目標について、地域の実態

や課題などを踏まえ対策の充実と、庁内の連携をよくして小牧市民の地域の実態を踏

まえた計画に取り組んでいただければと思いますのでよろしくお願いします。 

 

会長 

そろそろ時間が迫ってまいりましたが、医療関係者以外でこれは一言言っておきた

いとか、今後こんなことをやれとか何かおありでしたら。そちらの側の方は何かいい

ですか。 

 

前田委員 

拠点が保健センターで、基本的には市民の健康を守るということをやっていただい

ているのですが、広報などを見ましてここ数年、がん検診の充実した施策をやってい

ただいているので非常にいいことだと思っています。 

それから、地域の区長をやっていまして、それぞれの会館で出前講座をやっていた

だいて、老人会が、保健センターの保健師が来ていただいてやる転倒教室など、市民

憲章に書いてあるような健康づくりの政策をとっていただいていていいことだなと思

っています。 

それともうひとつ、市民病院の先生方が非常に積極的に医療の広報を出しておみえ

ですけれども、小牧独自で非常にいいなと思います。以上です。 

 

会長 

どうもいろいろご理解いただきありがとうございます。 

最後に市民病院の立場から何か一言、希望とか意見とか何かありましたら。 

 

小島委員 

市民病院としましては、こういった形で、市全体で市民の皆様に対して健康増進、

検診の普及などを考えていただいていて、検診で異常が見つかった患者さんで、かか

りつけ医の先生で対処いただいて、その上で市民病院をご紹介いただいて、当院で行

うべき役割を果たしていきたいと考えております。検診目的で市民病院などに掛から

れると市民病院も業務的に厳しいものがございまして、市民の方もせっかく開業医の

先生方がいらっしゃって、胃の内視鏡検診なども行っていただいているので、是非い
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い形の連携をとれたらと思っております。 

 

会長 

どうもありがとうございました。 

要するに、市民病院は高度な医療をするところなので、高度な医療がきちんとでき

るように役割分担をやっていこうと。実際の住民の方が最初にふれあうのは保健セン

ターだと思いますから、今後ともよろしくお願いします。 

 

筒井委員 

老人クラブ連合会の代表として来ておるのですが、今回初めてで非常に高度なこと

ばかりで少し戸惑っているのですが。私ども老人クラブとしては、先程おっしゃられ

たように、健康づくりということで、出前講座をできるだけ申し込みたい思いがあり

ます。そういった窓口をどんどん増やしていただいて、内容のカリキュラムがいろい

ろあるでしょうから、ご案内をまたお願いします。 

 

会長 

では次、議題４その他に進みます。 

事務局から何かありますか。 

 

事務局 

特にございません。 

 

会長 

それでは以上をもちまして議事進行を終了いたします。 

事務局へお返しします。よろしくお願いします。 

 

事務局 

本日は活発なご意見いただきましてありがとうございました。次回の健康づくり推

進協議会は、平成３０年１月末から２月頃を予定しておりますので、よろしくお願い

いたします。 

皆様、気をつけてお帰りください。 

 


