
様式第１号（第５条関係）

会議概要

会 議 の 名 称 第２回久喜市健康づくり推進会議

開 催 年 月 日 平成２７年７月８日（水）

開始・終了時刻 午後１時１５分から午後３時３０分まで

開 催 場 所 久喜市役所　大会議室

議 長 氏 名 小松智子

出席委員（者）氏名 市川秀一郎、岩部正彦、齋藤和恵、玉置政美、前田昭信、新井克典、

渡辺和泉、峯義夫、羽柴直子、新井千鶴子、福田武夫、石山光雄、

平井よし子、大室与五郎、田村俊一、小松智子

欠席委員（者）氏名 玉川達夫、池上栄一、野原初美、澤　妙子

説明者の職氏名 立川健康増進部長、小沢課長補佐兼健康企画係長、小澤主任

事務局職員職氏名 立川健康増進部長、小林健康増進部副部長兼健康医療課長、

小沢課長補佐兼健康企画係長、小澤主任、島田主事

会 議 次 第 １　開会

２　あいさつ

３　議題

（１）健康増進計画に基づく取組みについて

①市の取組みについて（報告）

・平成２６年度健康増進計画に基づく事業の取組み状

　況について

　　　・平成２７年度健康増進計画に基づく主な事業の取組

　　　　みについて

　　　②地域の取組みについて（報告）

（２）評価指標（平成２６年度参考値）について

（３）第二次計画に向けた市民意識調査（アンケート）につ

　　　いて

４　その他

５　閉会

配 布 資 料 ・会議次第

・平成２６年度健康増進計画に基づく事業の取組み状況につ

いて（資料１）

・平成２７年度健康増進計画に基づく主な事業の取組

みについて（資料２）
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・地域の取組みについて（報告）（資料３）

・評価指標（平成２６年度参考値）について（資料４）

・第二次計画策定に向けた市民意識調査（アンケート）

（資料５－１）

・アンケートに対する意見（資料５－２）

・一般向けアンケート（資料５－３）

・小中学生向けアンケート（資料５－４）

・別紙　健康増進計画の推進体制チェック表（推進会議委員用）

・アンケート修正案　新旧対照表　（当日配布資料）

・平成２７年度健康づくりに関する事業・活動調査について

（当日配布資料）

会議の公開又は非公開 公開

傍 聴 人 数 ０人

2



様式第２号（第５条関係）

審議会等会議録

発　言　者 会 議 の て ん 末 ・ 概 要

司 会（ 小林 副部

長）

司 会（ 小林 副部

長）

司 会（ 小林 副部

長）

１　開会

　皆様、こんにちは。

  本日は大変お忙しいところ、また暑い中、お集まりいただきましてありがと

うございます。

定刻となりましたので、久喜市健康づくり推進会議を始めさせていただく

わけですが、健康づくりに関する関係団体で委員になられている方が一部変

更となっておりますので、ご紹介させていただきます。

　(委員の変更)

　久喜市区長会連合会　峯　委員

　

次に、４月１日付けの人事異動がございましたので、職員を紹介させていた

だきます。

　

　（事務局職員の人事異動報告）

　健康増進部長　立川里子

　健康医療課　　小澤弘美

　それでは、ただ今から第２回久喜市健康づくり推進会議を始めたいと存じ

ます。

　始めに、市役所では、引き続き、節電に取組む必要がございますことから、現

在、軽装にて執務を行う「クールビズ」を実施しております。

　軽装のノーネクタイ、ノー上着での執務となりますが、ご理解くださいます

ようお願い申し上げますと共に、併せて皆様の節電へのご協力をお願い申し

上げます。

次に、審議会等を開催した場合には、久喜市審議会等の会議の公開に関する

条例により、会議録を作成し公表することになっております。会議録を公表す

る前に、本日出席された委員の皆様には会議録の内容をご確認いただいた上

で、公表することとなりますので、よろしくお願いいたします。

それでは、お手元の次第に基づきまして、進めさせていただきたいと存じま

すが、ここで本日の会議資料の確認をさせていただきたいと存じます。
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小松会長

司 会（ 小林 副部

長）

議長（小松会長）

小沢課長補佐兼係

長

（配布資料の確認）

また、本日の会議の終了予定時刻ですが、２時４５分とさせていただきたい

と考えております。よろしく、ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

それでは、小松会長よりごあいさつを頂きたいと存じます。小松会長、どう

ぞよろしくお願いいたします。

（あいさつ）

　ありがとうございました。

　なお、本日は、３名の委員の方からご都合によりご欠席されるとご連絡を頂

いております。玉川委員、野原委員、澤委員でございます。

　

　２　議題

　それでは、次第の２、議題に入らせていただきます。

　なお、本日の会議では、議題の（３）「第二次計画に向けた市民意識調査

（アンケート）について」を中心に進めたいと考えておりますので、よろしく

お願いいたします。

　議事の進行につきましては、久喜市健康づくり推進会議条例第７条第１項

の規定によりまして、小松会長に議長をお願いし、議事を進めていただきたい

と存じます。

小松会長、どうぞよろしくお願いいたします。

　それでは、暫くの間、議長を務めさせていただきます。円滑に議事が進みま

すよう皆様のご協力をお願いいたします。

次第に戻りまして、（１）健康増進計画に基づく取組みについて、

①市の取組みについて、事務局から説明をお願いします。

　それでは、①市の取り組みについて（報告）ということで、ご説明いたしま

す。健康医療課の小沢と申します。よろしくお願いいたします。

　健康増進計画では、この計画の推進につきまして、「栄養・食生活」「身体活

動・運動」「休養・こころの健康」「たばこ・アルコール」「生活習慣病・歯の健

康」の５つの分野と、世代別に、現状、課題、目標、取組みをまとめています。

例で申し上げますと、このピンク色の計画書の４２ページから栄養・食生活

の分野のまとめがございます。そして、４６ページ、４７ページにありますよ

うに、「市は次のように進めていきます」、「地域ではこのようなことに取り組

みます」と、市の活動と地域の活動を掲載しております。
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　今までは、これらの事業がどのように進められているのか、毎年度個々の事

業を一覧にした資料を、委員の皆様に確認していただいておりました。しかし、

資料がＡ３で両面印刷２０ページにも及ぶものでは、目を通すことも大変で

あり、分かりにくいなどのご意見を頂いておりました。そこで、平成２６年度

の会議から市の健康づくり推進庁内連絡会議作業部会に所属する各課の充実

させたい、または力を入れていきたい健康づくりに関係する主な取組みを資

料として出させていただいております。

　それでは、資料１「平成２６年度健康増進計画に基づく事業の取組み状況に

ついて」をお手元にご用意ください。

　この資料につきましては、平成２６年度の各課の取組み結果ということに

なっており、平成２６年度事業が終了しましたので、各担当課がそれぞれの実

施結果や評価、改善内容を記入したものとなっております。

　内容（計画）の欄につきましては、上段が平成２６年度の主な取組みとし

て記載したもので、下段が評価と改善内容になっております。

まず、商工観光課では、「観光ウォーキングコースの啓発」をしており、ウォ

ーキングコースの啓発が図れ、引き続きマップの配架や市ホームページにマ

ップのデータを掲載しますということになっております。

次に、介護福祉課では、認知症の方やその家族が安心して暮らせるよう、地

域で温かく見守る体制づくりの一環として、認知症サポーター養成講座を実

施しており、平成２６年度は関係団体と合わせて、３７回の講座を開催し、

１，４４０人のサポーターを養成したとのことです。

次に、子育て支援課では、親子講座を実施することで、親子の身体運動の向

上や、子どものスキンケアを行うことが出来た他、子どもとのスキンシップを

通して保護者の育児ストレスの軽減を図ることが出来たとのことです。

次に、保育課では、「生活習慣病・歯の健康」の分野全般として保育園の方で、

保護者を対象として保育士体験を行ったり、保育参観を行い、基本的な生活習

慣を身につけることの大切さの啓発などを行うことにより、保護者と園児に、

食生活の大切さや歯の健康について再認識してもらうことが出来たとのこと

でした。

次に、中央保健センターでは、食事や運動・休養など様々な面から生活習慣

を改善できるような健康づくりに関する事業を企画したとのことです。企画

にあたっては、講座名について市民が親しみやすく興味の持てるようなネー

ミングになるよう工夫したとのことでした。

次に、国民健康保険課では、４０歳以上の方を対象とした特定健康診査事業

と７５歳以上の方を対象とした後期高齢者健康診査事業への受診勧奨を行い、

平成２５年度より受診率が伸びたとのことでした。平成２６年度より新たに

試みた方法としては、個別通知封筒の裏面を活用した早期受診の案内や２年
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連続未受診者への受診勧奨及びアンケートを実施したとのことでした。

次に、指導課では、小・中学校における取組みということで、児童・生徒に

自己の健康に関して関心を持たせ、意識して生活させることが出来たとのこ

とでした。各学校においては、健康増進計画の作成を義務付け、組織的・計画

的に健康教育を進めることが出来たとのことでした。

次に、学務課では、薬物乱用防止教室等事業ということで、全小中学校にお

いて、たばこ・アルコール・薬物乱用防止について学習が実施され、強化・充

実が図れたとのことでした。また、「くすり教室」も市内の全中学校及び２つの

小学校で実施し、今後も学校薬剤師等の協力を得ながら、拡大を図っていくと

のことでした。

次に、生涯学習課では、出前講座事業ということで、多くの講座を開催する

ことが出来たとのことでした。ニュースポーツ講座に関しては、用具の貸し出

しに併せて、講師の紹介等を行うなどの工夫をしたとのことでした。

最後に、健康医療課では自殺予防キャンペーンを市内駅等４か所で実施し

ました。昨年のこの会議で頂いたご意見を参考に一部の駅では、夕方に実施し

たところです。また、実施にあたっては、自殺予防キャンペーン協力者の確保

について課題でしたが、新たにゲートキーパー養成講座受講生に協力を頂く

ことが出来ました。

　以上が、資料１の事業の取組み状況の説明となります。

　また、庁内の各課担当職員の「健康増進計画の推進体制」について、推進体制

のチェック表を提出していただいておりますので、各課との連絡調整など、主

に他課との連携を意識して取り組めたかどうか、参考にご紹介いたします。

　関係各課との課題の共有では、「作業部会等において各課の課題について話

し合った」が１４課中１１課、「作業部会等で話し合われた課題について、課の

事業に反映させた」が１４課中５課、「作業部会等での話し合いをきっかけに、

他課と連携して事業を行った」１４課中４課、計画全般の進捗状況についてで

は、「工夫・改善・努力しながら連携して推進している」が１４課中８課、「お

おむね順調に推進されいるが、連携が十分とは言えない」が１４課中４課、「工

夫・改善・努力に課題がある」が１４課中２課という結果になりました。

　また、委員の皆様の「健康増進計画の推進体制」については、今後の参考とさ

せていただきたいので、お帰りの際ご提出をいただきますようお願いいたし

ます。

　続きまして、資料２「平成２７年度　健康増進計画に基づく主な事業の取組

みについて」を、お手元にご用意ください。

資料２は、市の健康づくり推進庁内連絡会議作業部会に所属する各所属が

平成２７年度に力を入れて取り組んでいきたい、また広くＰＲしていきたい

という事業の一覧となっております。内容の欄には、上段に事業内容、下段に
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議長（小松会長）

玉置委員

取組み方法や工夫点などを記載しております。

この資料では、１２の所属に平成２７年度の取組みを出していただいてお

りますが、この中の商工観光課、子育て支援課、保育課、国民健康保険課、学務

課の５つの所属が前年と同様の内容について、さらに取組みを進めていくと

のことでした。その他の所属についてでございます。

　まず、１ページ目の介護福祉課からは、高齢者の心身機能の向上を図り、要

介護状態への進行を予防する事業である「はつらつ運動教室」があげられてお

ります。この事業は、市内４地区（久喜地区、菖蒲地区、栗橋地区、鷲宮地区）

で実施しており毎年多くの参加者があると聞いているところです。

次に、中央保健センターでは、集団健康教育ということで、健診・検査結果

を活かした生活習慣の見直しと改善に向けた教室を開催するとのことです。

次のページの都市整備課ですが、久喜総合体育館など指定管理者（委託業

者）が管理している施設での自主事業について、参加者の声やニーズに応じ

た教室とするなど努めていくとのことでした。

次に、指導課では、「早寝早起き朝ごはん」による健康生活の推進を図るとい

うことで、児童生徒の実態を把握し、「早寝早起き朝ごはん、適度な運動」が健

康生活に結びついていることを指導していきたいとのことでした。

次に、生涯学習課では、本年度新規事業として仮称・久喜マラソン大会を開

催するとのことで、市・関係機関・関係団体などが協力し合い、「オール久喜」、

久喜市全体の体制で取り組んで行くとのことです。

　次に、中央公民館では、市内８地区で開催している市民体育祭について、関

係団体・地域の方々と協力・連携しながら事業を行うとのことでした。

　最後に、健康医療課では、自殺予防講演会ということで、ゲートキーパー養

成講座を毎年開催していますが、平成２７年度については、死因の第１位が自

殺である年齢が１５歳から２４歳というところに着目し、その年齢層とかか

わりの多い小中高校の教職員を対象としたものを８月５日に開催いたします。

また、一般向けのゲートキーパー養成講座も開催いたします。

　以上が、資料２の説明となりますが、これらの事業について、委員の皆様に

も各事業へのご参加・ご協力をお願いして、説明を終わります。

　

　ただいま、①市の取組みについて、資料１、資料２の報告がありました。特に

資料 1については委員の皆様の意見の記載欄がありますが、これらに対する、

ご質問、ご意見、ございますでしょうか。

よろしいでしょうか。

商工観光課でウォーキングマップを配ったということですが、どんな手段

で配ったのか。例えば、イベントで配ったとか、市役所のロビーに置いておき、
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議長（小松会長）

小沢課長補佐兼係

長

市川委員

自由に持っていってもらったとか。イベントに来た方に手渡しで配ったとす

ると、欲しくない人も持っていっていると思います。そういった意味では、

１，６５０部配布したということですが、活用されている人数とは必ずしも

一致しないと思うのです。今日は担当の課の方はいませんので、あとで調べて

おいていただきたいと思います。商工観光課というのは、マップを作るのが目

的で、活用するが目的ではないんですね。マップを活用する部門は、保健セン

ターとか、健康医療課とかあると思うんですね。そういったところでうまく活

用して、どのように結果が出たか。例えば、日常的に使われているのか、年に 1

回か２回の地域のウォーキングのイベントで使われているのか、そういった

問題があると思います。普段私たちが使っているのは周辺の近くの、朝出かけ

て 1時間くらい歩く公園だとか、そういった所はよく使っています。ですから、

この公園は 1周したら何ｋｍありますよ、とかはっきりした目安となるもの

を作るとか、そういったマップの方が、健康づくりには役立つのではないかと

思っています。このマップは広すぎて、あぜ道もあることですし、なかなか歩

いている人は少ないんじゃないかと思いますので、もう一度見直しを図った

ほうがいいんじゃないかと思います。できたものについては、できるだけ活用

する部門にお願いしてしまうということがいいと思いますが、いかがでしょ

うか。

事務局いかがですか。

マップの配布方法については担当課に確認して回答させていただきます。

マップの活用については、各課活用できそうなところについては周知をして、

マップを活用していく方向で考えていきたいと思います。

マップについては公民館だとか、福祉センターだとか、そういう所には全部

設置されてあります。私もずっと使っているのですが、トイレがどこにあるの

か、使えるのか使えないのかなども含めてマップに掲載して頂けると非常に

使いやすいのですが。というのは、年齢の高い人が歩いていると、トイレが近

いんですよね。ですから、スーパーのトイレをお借りできるようにしてくれて

いるのか、葛西用水の通りには、コスモスの期間中は仮設トイレを設置してく

れるのですが、今、県道２号線と接する所にはトイレがあるのですが、使えな

いようになっているんですね。しばらくそのままの状態ですし、そういうとこ

ろをフォローしてくれないと、こういう地図を出しても、みんな使わなくなっ

てしまうと思うんですね。そういう細かいことはあるのですが、マップが何も

なかった２，３年前よりは使いやすくていいですよ。参考になりますし。近く

に歩いている人はたくさんいるんですよね。朝５時から８時くらいまでの間
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玉置委員

議長（小松会長）

前田委員

議長（小松会長）

小沢課長補佐兼係

長

に。そういう方に歩きやすくしてあげれば、というのはトイレがどこにあると

か分かりやすくしてあげれば、歩くにも歩きやすいですから、健康というのは

歩くことから始まるというくらい大切なことですから。関連で言えば生涯学

習課がやっている、歩いて日本 1周するのがありますよね。あれも今のように

結構大変なわけですよ。私が今のペースでいって、日本 1周するのに２年２か

月くらいかかるんですね。１，３７０万歩かかるんですよ。そういうのも、も

っと短い期間で達成できるようなものが必要ではないかと思っています。

　

　今、市内のマップのことで質問しましたが付け加えさせていただきます。実

は４月から別の事業で、歩いてもらう工夫をしているのですが、新幹線が青森

から鹿児島まで開通しましたね。これが２，２００ｋｍあるんです。６０セン

チの歩幅で 1日 1万歩歩くと、ちょうど 1年で完走できます。高齢者にとって

1日 1万歩はきついんです。でもそういう目標をかかげたマップというものも

必要ではないかと思います。１つのマップの作り方としてそういうのもいい

んじゃないかと思います。３か月で北陸新幹線、東京－金沢とかいろいろあり

ますので、ひとつ、参考までに。

　はい、ありがとうございました。他にありますか。

　３点お尋ねします。

　１点目は、広範にわたる健康増進計画の中で、あえて資料にありますような、

事業項目、所属、部課にあえて絞った理由、考え方があれば教えてください。

　２点目は、介護福祉課の認知症サポーター養成講座の講師は、どういう方が

講師に当たっているのか、あるいは周知の方法を教えていただければと思い

ます。今日は介護福祉課の方がいませんので、次の機会でも結構です。

　３点目は、計画の推進に当たっては、市役所の内部の推進体制が重要である

と思います。健康づくり庁内連絡会議が設置されているわけですが、ややもす

ると縦割りな施策展開になりがちです。これは国も県も同じですが、それを横

ざしにして、いかに効果的に施策を進めていくか、これは庁内連絡会議の推進

体制いかんに関わっていると思います。そこで、その連絡会議の運営状況とい

うか実績を教えていただきたいと思います。

　ありがとうございました。今、３点ほど質問がありましたけれど、事務局お

願いします。

　はい。１点目の、この資料の主な所属についてですが、こちらは健康づくり

推進庁内連絡会議に所属する１４課に投げかけて出していただいた事業でご
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前田委員

玉置委員

ざいます。

　２点目の介護福祉課の認知症サポーター養成講座の講師についてですが、

市の職員及び社会福祉協議会で実施していると聞いております。再度確認し

て、他にお願いしている方がいれば、会議録等とあわせてお知らせいたします。

　３点目、庁内推進体制ということですが、健康づくり庁内連絡会議の作業部

会については、昨年度は 2回開催しています。計画の推進について年に１回～

２回の開催となっております。基本的には、健康づくり推進会議の開催前に、

健康づくり庁内連絡会議と作業部会を開催し、推進会議の議題について意見

交換等行っております。

　分かりました。

よろしいですか。

認知症サポーター養成講座ですが、この講座を受けた方はオレンジリング

をつけているわけですけれども、オレンジリングを付けた方に質問すると、間

違ったことを主張される方がいます。これは非常にいけないことだと思いま

す。短時間の養成ですから、十分身に着いていないと思います。受講する前か

ら持っている自分の考え方をそこで修正しないで、受講後も間違った自分の

考え方を主張する人がいます。オレンジリングをつけている方が、間違ったこ

とを主張すると非常に問題が起きますので、オレンジリングを付けた方のフ

ォローアップ体制が必要になってくるのだと思います。

それから、先ほどの認知症サポーターは誰が養成しているのかということ

ですけれど、回答がありましたが、これはキャラバンメイトという資格を持っ

た方です。キャラバンメイトはサポーター養成ができるんですけど、久喜市で

は、介護福祉課の職員と社会福祉協議会の職員以外には養成させていないん

です。キャラバンメイトを持っている方はいます。私も持っています。でも、久

喜市ではやらせてくれないです。サポーターを増やそうという国の施策もあ

りますので、もうちょっとキャラバンメイトを持った方に枠を広げてほしい。

実際、私のところに養成してくれという話はたくさんあります。でも久喜市で

は出来ないです。他の自治体に出張していけば出来ます。何とか、社協と介護

福祉課というハードルをとっぱらってもらいたいと思います。

先日、スーパー健康長寿サポーターの講座を受講してきました。資格も取り

ました。これからそういった活動も出てくるかもしれません。認知症サポータ

ー養成講座に集まった方に、健康長寿サポーターも受講していただくように、

少し時間を延長して、２つ同時に養成してしまえば、対象者が広がっていくの

ではないかなと思っています。健康医療課と介護福祉課でよく相談していた

だきたいなと思います。よろしくお願いします。
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小沢課長補佐兼係

長

議長（小松会長）

岩部委員

議長（小松会長）

小沢課長補佐兼係

長

齋藤委員

介護福祉課の方にも伝えて、健康医療課でも協力しながら調整してまいり

ます。

そうですね。先ほど、横の連携ということもおっしゃっていましたが、それ

ぞれいいことをやっていますので、結びつけて関連させてやると、かなりの効

果が期待できると思います。

他にありますか。

認知症サポーター１，４４０人養成したということですが、その１，４４０

人がうまく地区ごとに分散されているのかどうか教えていただければと思い

ます。というのは、私の周りでは、養成講座を受けたという話を聞かないもの

ですから、サポーターがあまりいない地区を、２７年度は重点的に養成してい

ただけるとありがたいなと思います。

　それから、国民健康保険課の特定健診の受診率、これについては久喜市はま

あまあかも分かりませんけれども、その後の、結果による指導、この指導率が

非常に他より劣っていると見受けられると思います。せっかく指導すべき人

が見つかったわけですから、ぜひともその人たちを何らかの方法で、指導して

いただければなと思います。以上です。

　はい。事務局からありますか。

　特定健診については国民健康保険課で実施しておりますが、健診で要指導

となった方の保健指導は保健センターで実施しています。国民健康保険課と

保健センターにも本日の審議会の意見を伝えて、多くの方を指導できるよう

に努めていきたいと思います。

　よろしいですか。

　認知症サポータ養成講座ですが、かつて私も受けたことがあります。市とし

ては、認知症に対する正しい理解をしていただくというのが大きな目的だと

思います。それはいいのですが、これだけ高齢化が進んでいますので、いろん

なところに認知症ではないかという方がいますし、ボランティア活動できる

場はたくさんあると思います。サポーター養成講座を受けたからといってす

ぐにできるものでもないですし、まずはボランティア活動できるような場を

作ったり活動を支えていただくと有益になるかと思います。私は、埼玉県の支

部で「認知症と家族の会」というところでボランティアをしています。その中

で、認知症の方が集えるカフェというのがあって、さいたま市や、近くですと

加須市にあります。久喜市にもサポーターの方がたくさんいるということな
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議長（小松会長）

玉置委員

議長（小松会長）

玉置委員

ので、ぜひそういった活動を支援していただけるといいと思います。

 ありがとうございます。

 

 よろしいですか。

 サポーター養成講座の対象ですが、非常に幅広くて、小学生から対象なんで

すよね。小学校高学年から、例えば、学校の帰りに迷子のお年寄りがいたら、声

をかけて家まで手をつないで送っていくとか、そういう指導もやっています。

ですから、そういう子供対象のテキストもあります。それから、比較的人と接

することの多い郵便局だとか、コンビニとか、銀行の窓口とか、こういった企

業も対象としています。企業の場合は、全国組織の営業所を持っている企業が

対象ということになっていますけど、かなり幅広くやっています。埼玉県でも

りそな銀行とかはやっていると思います。そういう裾野は広いんですけど、久

喜市では、介護福祉課と社協は依頼があったところにやっているので、広がっ

ていない、逆に我々キャラバンメイトには依頼はあるが久喜市では出来ない

ということで広がっていかない、そんな状況があります。認知症以外のサポー

ター養成講座は、私は市内のあちこちでやっています。

　やってくださる気持ちのある方はたくさんいらっしゃるということで、そ

れをどのようにつなげていくかということですね。

　他にございますか。

　よろしいですか。

　国民健康保険課の特定健診ですが、啓発は国でも県でもやっています。かな

りＰＲしています。市でも啓発をやって悪いことはないのですが、もっと別の

角度から取り組む必要があるのではないかと思います。啓発は国と県に任せ

て、むしろ、市は現場を見ているわけですから、例えば受診例で、こういった形

で受診したら助かったとか、糖尿病で足を切断してしまったとか、病気になっ

たとか具体例を書いて、少し脅しをかけてやるくらいでないと受診率向上に

つながらないのではないかと思うのです。始まって何年も経っているのです

からいろいろな具体例があると思います。そういう具体例を広報などに載せ

る、そんな啓発もいかがかなと思います。

　それから中央保健センターの方で、栗橋保健センターで腹スリム塾という

のがあります。どんな形でやるか内容はわかりませんが、こういった教室をや

りますと、参加する方が、いつも同じ顔ぶれということがよくあります。それ

から、確実に伝わらない、結果が出てこないということもしばしばあります。

そういった形で、私自身も取り組んだ経験があるわけですが、古い話ですが、
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議長（小松会長）

小沢課長補佐兼係

長

議長（小松会長）

小沢課長補佐兼係

長

合併前の旧鷲宮町で、健康スリム塾というもので、３か月で３ kg減量という

のをやりました。１０人対象で、食事・運動、腹囲測定、ストレスを見る唾液の

アミラーゼの検査などを実施して、きちんと３か月の結果を出しています。そ

して今度は講座を受けた１０人がリーダーになって、他の所で指導していま

す。ピラミッド型に裾野を増やしていくという形でやったのですが、合併して

継続できなくなっていますが。民間企業でもやっていて、会社の代表１０人を

指導してその１０人が他の社員に指導するという形で非常に効果が出ていま

す。そういった形で、的を絞って、同じ方を最低でも３か月、３か月で東海道新

幹線５５２ｋｍを制覇しようというのもありましたが、このときの１０人中

８人が制覇しましてみんな結果が出ています。今も継続しています。成果があ

がる方法、そしてそれが多くの人に伝わっていく方法でやらないと、お祭り気

分でイベントで終わってしまうのではないかと思いますので、何か工夫を考

えてみてはどうかと思います。必要でしたら、私の平成１９年のちょっと古い

ですけど、参考になるようでしたらご提供いたします。以上です。

　はい。たくさんのいい意見が出ました。先ほど、市の広報に具体的な事例を

出してというお話がありましたが、これは庁内会議で出していただいてやる

のですか。

　本日の推進会議から出た内容をお知らせする場合は、庁内連絡会議を開催

しますが、個別に 1つの課への情報提供ですとか、こちらに情報を頂くという

場合は、各課と直接やりとりします。

　先ほどのお話ですと、連絡会議は年２回ということでしたので、連絡会議で

扱うことは難しいと思いますが、貴重なご意見はぜひ、各課に伝えていただけ

ればと思います。

　それでは、議題（１）の②地域の取組みについて　事務局からお願いしま

す。

　それでは、資料３　地域の取組みについて（報告）をお手元にご用意いた

だきたいと思います。

こちらは、この推進会議の委員さんの中で団体に所属している皆様にお願

いして、平成２７年度の取組みについて、分野ごとに内容をまとめたものでご

ざいます。なお、この資料は６月２２日現在でまとめましたので、本日当日資

料ということで配布させていただきました久喜市スポーツ少年団本部の資料

も併せて、ご覧いただきたいと思います。提出していただいた団体さんが全て

の分野に取り組んでいるわけではないので、分野ごとに取り組まれている団
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議長（小松会長）

羽柴委員

玉置委員

羽柴委員

　

体の内容というのは抜粋の形でまとめております。事務局で説明するよりは、

各団体からおいでいただいている委員さんから説明していただいた方がよろ

しいかと思いますので、どうぞよろしくお願いします。

　以上で、説明を終わります。

それでは、ここに示された順番でよろしいでしょうか。

食生活改善推進員協議会からお願いします。

食生活改善推進員協議会の羽柴です。こちらに掲げてあります、子どもから

高齢者までの食育教室等の開催ということで、それぞれに子供と親、同時に調

理室に招いて、親子でできる料理がありますよ、とかそういう栄養指導と、調

理を実際に行うという事業を行っております。高齢者については、ロコモティ

ブシンドロームが問題になってきていますので、なるべく体を動かすことを

中心に、プラス食生活の新しい知識を持ってもらうことで、元気な高齢者にな

ってもらうということをやっています。それ以外に、日本食生活協会というの

があるのですが、そちらの方からも、事業をいろいろ推薦していただきまして、

久喜市では、生活習慣病と子供の食生活とそれから骨を強くする料理教室な

どを補助事業としてもいただいています。県の方からもいただいています。そ

れぞれの年齢層に応じた食生活を実際の調理等を行って体験していただいて

います。以上です。

よろしいですか。食改さんに質問です。

昨日テレビを見ていましたら、食改さんが家庭訪問して、味噌汁の塩分測定

をしているのを見ましたけれど、そういうのはどうですか。

久喜市でもやっています。ＴＵＮＡＧＵという事業をやっていまして、昔の

隣組じゃないですけれども、隣近所でつながりを持って、お互いに気にし合い

ましょうという事業ですが、隣の家に行って、味噌汁の塩分を測らせていただ

いて、お宅は○％ですよということで、国のほうで、男性は１０、女性は７くら

いだったと思うのですが、そういうパーセントが出ているんですが、それにで

きるだけ近づけようということです。我々、食生活改善推進員協議会の人は５

でもちょっと濃いと感じます。長野県が一番の長寿県ですよね。長野県がなぜ

一番の長寿県になったかというと、そういう事業をやったわけですね。隣組の

人たちと、塩分濃度を測った。長野県は、本当に薄い味のものを食べているか

といったら、私たちの常識で考えてもそうじゃないんじゃないかということ

が頭の中にあるわけですけど、じゃあどうしたかというと、塩分濃度をおさえ

るということは自分たちではなかなか難しいと、じゃあどうしようかという
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渡辺委員

小松委員長

新井（克）委員

議長（小松会長）

新井委員

ことで、野菜を 1皿多く摂るようにしたそうです。それによって健康寿命が延

びた。健康に生活できる寿命を延ばそうというでやっている事業で、そのＴＵ

ＮＡＧＵが今、広げられようとしています。毎年久喜市でもひとつの事業とし

ては、補助金を頂いて、一般の方に広めるための、「減塩君」（塩分濃度測定

器）を買いなさい、とか、測って隣近所の人に広めてくださいとかいう事業で

す。それをやっております。

はい、ありがとうございました。

次は歯科医師会、渡辺先生お願いいたします。

歯科医師会渡辺です。

歯科医師会では、医師会の先生方と同じように、保健センターで１歳半・３

歳児健診等行っておりますが、特記すべき事項といたしましては、身体障がい

者とか弱者に対する健康推進ということに力を入れてやっております。歯科

医院がこれだけ多いわけですから、歯科医療というのは、ある程度自己責任と

いうのがあると私個人的には考えておりまして、障がい者、弱者の健康維持を

中心に今までやっておりますし、これからもやっていきたいと考えておりま

す。もちろん健康・食育まつりとか、そういったものにも積極的に参加させて

いただいて、歯を通して健康増進させていく活動をやっていきたいと考えて

おります。以上です。

ありがとうございました。続きまして、久喜市医師会、新井先生お願いいた

します。

久喜市医師会の新井です。

今、渡辺先生がおっしゃったこととほぼ同様の内容となりますけれど、主な

ところでは健診の業務、それから産業医として企業での健康管理をさせてい

ただいています。それから、今年度も予定しておりますが、健康・食育まつり

の参加、主なものは以上です。

先ほど、健康診断を受けても受けっぱなしで、後の相談をしないという話が

ありましたが、先生のところでは、特定健診の相談というのはどうですか。

特定健診の後の指導というのは、特定保健指導ということになりますが、

特定保健指導は、うちでは職員の配置がありませんのでしておりません。私は

糖尿病関連を専門にしておりますので、特定保健指導にひっかからないよう

な方も含めて、私は全員の方に結果のお話をして、指導はしています。
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議長（小松会長）

新井（千）委員

議長（小松会長）

福田委員

特定保健指導に関しては、医者がちょっとしゃべって終わりというもので

はなくて、基準が決まっていますので、そういった職員がいないクリニックで

は特定保健指導はしていないはずです。ですので大きなところで指導を受け

るか、保健センターで指導していただくかになると思います。なかなか指導ま

で行き着かないのは、そういったいろんな条件があるからということがひと

つあると思います。

ありがとうございました。

続きまして、母子愛育連合会お願いします。

母子愛育連合会の新井です。

母子愛育連合会の子育て支援の教室等の開催ですが、連合会としての開催

はまだありません。各地区で合併前にやっていたかどうかという情報もあま

り入ってきておりませんのでちょっと分かりません。

それから、次のページの親子の交流教室等ですが、連合会としては、健康・

食育まつりで、手形のプレゼントをしていますが、地域においては、例えば鷲

宮ですと、コスモスフェスタなどお祭りの会場で、お手玉を子供と一緒に、針

と糸で縫うところからやってもらうというのがありまして、小学校低学年か

ら楽しそうに作っています。それから、ペットボトルを利用した手作りのおも

ちゃも作っています。そういった、各地区での行事はいろいろあります。

ありがとうございました。

続きまして、レクリエーション協会お願いします。

レクリエーション協会の福田です。

勉強不足で申し訳ないんですけれど、健康増進計画を見ると、４７ページの

地域の取組みの中に「食に関する情報提供等」と書いてあるのですが、正直こ

こまでできているのかなと疑問を感じております。したがって、２７年度の取

組みはこんなことをやりますよということで、申し上げたいと思います。

３Ｂ体操とか社交ダンス、いろいろなジャンルのものがありますけれども、

そういったものを利用しながら健康づくりのための体を動かす機会を提供す

ると同時に多くの仲間作りを推進しますということで、子供から大人までを

対象に行っているわけでございます。ここに掲載したのは一部でございます。

レクリエーション協会としては１４団体が加盟しています。レクリエーショ

ン協会は、生涯学習、生涯スポーツの一環でございますので、すべてがここに

該当するということでご理解いただければと思います。よろしくお願いいた

します。以上です。
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議長（小松会長）

石山委員

議長（小松委員）

平井委員

はい。ありがとうございました。次は体育協会お願いします。

体育協会の石山です。

1ページ目に「食に関する情報提供等」と書いてありますが、体育協会は１９

団体あるのですが、それらの現状を確認しているわけではありませんが、なか

なか食に関する情報提供がなされているかというと、ちょっと首をかしげる

ような実態じゃないかと思います。体育協会は競技団体の集まりでございま

すので、２ページ目、３ページ目にあるような、健康な体づくりということで、

それぞれの団体が市民大会をやったり、小学生を対象にしたスポーツ教室を

それぞれの団体が企画してやったりしている状況でございます。以上です。

ありがとうございました。

続きまして、スポーツ少年団お願いします。

スポーツ少年団の平井です。

スポーツ少年団は、メンバーシップ制になっております。子供たち、指導者

が登録をして、スポーツ少年団の団員、指導者ということですので、スポーツ

少年団自身が団として市民の皆様にいろんな情報を提供するということより

も、自分たちの子供たち、それから指導者を通していろんな講習会や大会等を

設けながら、そこから皆さんに発信していくというような団体でございます。

久喜市でもスポーツ少年団の指導者が４３０名、９０%くらいの方が資格を持

っております。資格を取るために、講習会の中で栄養の科目を３時間受講する

ことになっています。また、母集団講習会も開催しており、父兄の方、子供たち

の父兄だけではなくて、地域の方もできるだけ入っていただきたいとお願い

しております。スポーツと栄養について、講師をお招きして、とくに食生活の

バランスや、スポーツをする子供の食生活の留意点についての講習です。食生

活のコーチは保護者です、ということをいつも念頭にして、同じく、早寝・早

起き・朝ごはんということで、これは、子供たちが健康でいられるのは父兄の

責任ですよというところまでお話させていただいています。今年も９０人く

らいの母集団の方に参加していただきたいと考えています。

身体活動・運動については、各種目大会などで、体力づくり、仲間づくりと

いうのをやっております。また、ロードレース大会、これはマラソン大会のよ

うなものですが、学年ごとに距離を決めまして、団体戦、個人戦に分けて、年１

回開催しています。次に、体力テストですが、一人ひとりに体力テストを行い、

その子その子の特性を見出そうということでやっています。今年も行う予定

です。

休養・こころの健康ですが、認定員養成講習会のカリキュラムの中で勉強
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議長（小松会長）

田村委員

議長（小松会長）

することになっております。母集団講習会の中でも講義だけではなくて、ゲー

ム等を入れ、父兄の方にも楽しみながらコミュニケーションがとれるように

と思っております。

ありがとうございました。

続きまして、久喜市校長会お願いします。

校長会の田村です。

１ページの栄養・食生活ということで記載させていただきました。これは

市内全ての小中学校が取り組んでいることを記載しました。学校によっては

栄養教諭という職員が配置されているのですが、これは数が少なくて、その学

校で授業はできるのですが、他の学校には行けませんのでそのことは省略さ

せていただきました。給食指導の「献立についての連絡事項」というのは、給食

を作ってもらっているところから、今日の献立についての詳しい説明があり

ますので、これを子供たちが放送等を使って、こういう栄養が詰まっていると

か、地域で採れたものを使っているとか、頂いた資料を活用しながら取り組ん

でおります。続きまして、３ページの身体活動・運動ということで、体育の授

業、それから、小学校では、朝とか、業間といいまして２時間目と３時間目の間

の休み時間を少し長く設けまして、外で思い切り遊ぼうということで取り組

んでおります。中学校での部活動は、運動部ではかなり体力増強ということに

貢献していると思います。それから体育的な行事もございますので、記載させ

ていただきました。それから４ページの休養・こころの健康ですが、こころの

健康というのは、授業だけではなく普段の先生方と子どもたちのふれあいの

中で、子供の変化に気づくのは、一番多く接している先生がそこで敏感に感じ

取るのが多いわけですけれども、授業としても道徳の授業ですとか、それから

教育相談活動というのがありまして、子供と定期的に面談をしたり、あるいは

保護者の方と定期的に面談をしたりという取組みがあります。６ページの生

活習慣病・歯の健康ですが、保健の授業や、養護教諭がクラスに入ったり、学

年ごとに集まって、生活習慣病や歯の健康について学習したり各学校取り組

んでおります。健康診断が終わると、養護教諭がすぐに治療勧告を行っており

ます。それから、給食の後、担任の指導の下、歯磨きを行っております。家庭に

帰ってから、おやつの後に磨いているかというところも重要になってくるか

と思いますが、学校では、食べたら歯磨きということを推奨しているところで

ございます。以上です。

ありがとうございました。

他に団体の取組みということで何かありますか。
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小澤主任

議長（小松会長）

玉置委員

小澤主任

玉置委員

議長（小松会長）

市川委員

ないようですので、続きまして（２）評価指標（平成２６年度参考値）に

ついて説明をお願いします。

評価指標について説明させていただきます。資料４をお手元にご用意いた

だきたいと思います。

評価指標は、計画を策定しましたときに、このような指標で評価しようとい

うことで各分野ごとに項目を設定しています。平成２６年度は、出前講座利用

者と、子育て支援センターにも協力していただき、子育て支援センター利用者

にもアンケートを行いました。平成２６年度は２６７人の方から回答いただ

きました。この中で見ていきますと、身体活動・運動の分野で、意識的に運動

を心がけている市民の割合は、男性が高いのに比べ、女性は低いという結果に

なっています。休養・こころの健康分野の自殺する市民の割合は、平成２２年

度は４０人だったものが、平成２５年は３１人となっております。こちらの統

計は数字が確定するのが遅いため、平成２５年の値となっております。生活習

慣病・歯の健康分野ですが、むし歯のない幼児の割合は目標値を達成してい

ます。糖尿病合併症の減少ですが、糖尿病性腎症による身体障害者手帳１級新

規発行者の減少ということで、１級というのは透析レベルに当たりますが、こ

ちらは医療費の削減にも重要な項目となっていますが、こちらも１３人とい

うことで目標値を達成している項目です。参考値については、回答数も少ない

ですし、出前講座や子育て支援センター利用者ということで、偏った集団から

のアンケートになりますので、あくまで参考値として見ていただければと思

います。評価指標についての説明は以上です。

平成２６年度の評価指標について、ご質問はありますか。

よろしいですか。

糖尿病合併症の減少というところで、平成２２年度は２３人、２６年度は

１３人ということで、減ったということですが、亡くなって減ったということ

ではないですよね。

新規で身体障害者手帳１級の交付を受けた方が減少したということです。

分かりました。ありがとうございます。

他にありますか

よろしいですか。
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議長(小松会長)

小沢課長補佐兼係

長

市川委員

立川部長

事業の取組みについて実施している各課が、事業を実施できた、継続すると

いう報告は聞くのですが、評価はどうなのだろうというのが見えてこないん

です。２２年から２６年までやって、各課ともどこを目標にしてどうしている

のかがこちらに見えてこないんです。２７年度に集約した場合に、どこまでで

きているのかというのが、アンケートに出てくるわけですけれども、年度ごと

の評価というのは各課がしているのかどうか、こういうことをやって、このく

らいになるだろうとか目標は立てているのだと思うのですが、我々に全然見

えてこないんです。やったことに対しては、やります、やりました、結果こうで

したというのはあるんですが、ある程度年度ごとに評価するべきじゃないか

なと思うんですが、その辺はいかがなんでしょうか。

事務局お願いします。

健康増進計画に基づく事業ということでの１つ１つの事業がございますが、

それについての評価というのは、直接しているところというのは少ないので

はないかと思います。事業がいくつもある中の大きな枠として、主要な施策で

すとか、事務事業評価ですとかそういった部分での評価というのは毎年して

いるのですが、こちらの会議にはお出ししていませんでしたので、見えてこな

いということだったと思います。

そうすると、全体的な市としての取組みの中で、ここで見えてこない地域の

活動とか、そっちが主ではないかと思うんです。市民の意識を向上させるため

に何をやろうかということが重要であって、各課の事業の一端をこれで担う

ということではないんじゃないかなと思うんですけども、今更という話もあ

るんですが、必ずこういう報告しかないんですね。そうすると、実際、一般にど

れだけ認識されて活動されているのかということが一番大事じゃないかなと

思うし、その活動こそが、健康づくりの最大の目的じゃないかなと思うんです

けども。そうしたことにつなげていくためには、こういう形ではなかなか難し

いのかなと。ここで報告聞いて、これでよしとして、２７年度どういった結果

が出るか分からないですが、そこで慌てたんじゃ遅いんじゃないかなと思う

んです。

この計画の評価指標というのは、この項目を設定していますから、この内容

について今は途中経過といいますか、先ほど報告させていただきましたが、各

課で載せている事業というのは、これにすぐリンクするような事業ではない

です。この計画のために、この課がこの事業をやるのではなくて、各課が実施

している事業の中で健康づくりとか食育に関連するものを集約したのが健康
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市川委員

議長（小松会長）

小澤主任

増進計画になっていますから、それぞれの担当課の事務事業評価というのは

担当課でなされていますけど、こちらの会議ではその報告はしていないと思

います。おっしゃるように、いかに健康な人を増やすか、健康寿命を延ばすか

というのであれば、進捗状況や設定なども少しずつ変えていかなければいけ

ないのだろうと思います。一次計画は、そのような内容ではない進捗状況の管

理になっておりますけれども、二次計画を作るときには、そういったことを主

眼にした進捗が行われていくようにシフトしていかなければならないと思い

ますので、貴重な意見ということで受け止めさせていただきまして、今後、事

務の参考にさせていただければと思います。結果として、それがどのように改

善されたかというものが見えるものでないといけないと思います。やったか、

やらないか、それだけでは意味がないと思います。ただ、それを把握する、測定

するというのはとても難しいと思います。今後、それを研究していかなければ

ならないと思いますので、他市の例なども参考にしながら検討させていただ

ければと思います。

そういうことを自覚できれば、各課とも各部署とも何をやったらいいかと

いうのがもっと出てくるかもわからないし、我々もそれに対して、今出ている

ような意見がたくさん出てくるんじゃないかと思うんです。この会議という

のが報告だけで終わってしまう気がして、何の意味でやっているのだろうと

いうことになっちゃいますから、何回もあるわけではないですし。やっている

のはわかるんですよ。だけど、どこまでできたんだろう、２２年度から２７年

度まで、どういうふうなプロセスで達成できたのだろうというのがないとで

きないし、実際にその途中でそこまでいってなかったらそれ以上のものをや

らなければならない話ですよね。だからそういう評価が必要じゃないかなと

思います。

はい。ありがとうございました。

議題の（３）第二次計画に向けた市民意識調査（アンケート）について事

務局から説明をいただきますので、それとあわせながら、また考えていきたい

と思います。部長さんからも、第二次計画に向けて少しずつ変えていく必要が

あるのではないかというお話をいただきましたので皆さんからもご意見をい

ただきたいと思いますし、二次に向けてそういう計画を作っていけたらと思

います。

それでは、資料５－１から５－４まで、事務局から説明をお願いします。

（３）第二次計画に向けた市民意識調査（アンケート）についてご説明し

ます。
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資料５－１をご覧ください。一般アンケートは、前回と同じように、１６歳

以上の市民２，０００人に実施する予定です。小中学生アンケートについて

も、市内各小学校の５年生１クラス、市内各中学校の２年生１クラスに実施す

る予定です。アンケートは、９月上旬に発送、１０月下旬回収の予定です。一般

アンケートの内容については、３．のとおりとなっております。

　小中学生アンケートの内容は、一般アンケートを基本に、たばことお酒に関

することを除いた内容になっております。

　前回のアンケート調査では、設問用紙に直接○をつけてもらい、設問用紙ご

と回収しましたが、今回は設問用紙と回答用紙を分けて作成し、回答用紙のみ

を回収する形式にしたいと考えております。設問用紙は回答していただいた

方の手元に残るため、健康や食に関するコラムなどを余白に入れ、回答しなが

ら学べるようなアンケートにしたいと考えています。

　資料５－２をご覧ください。こちらは、庁内会議の中で出てきたアンケート

に対する意見です。こちらの意見と事務局案を合わせ、本日、当日配布資料と

してお配りした、アンケート修正案新旧対照表にまとめました。

　アンケート修正案新旧対照表で修正部分をご説明します。

　まず、問３、市内在住期間を聞いていますが、こちらは現計画の策定時にも

分析に利用していませんので、削除したいと思います。

　問４、該当区域の表記がありますが、庁内会議で削除してもいいのではない

かという意見もありましたが、転入された方は該当区域が分からないのでは

ないかということで残したいと思います。「丁目」の表記を省略し、表の中をす

っきりさせました。

　問７、質問が漠然としていて分かりにくいので説明文があった方がいいの

ではないか、との意見がありましたので、選択肢の下に摂取エネルギー量や適

切な内容の目安となる説明を加えました。

　問１１、朝食を食べるか食べないかだけでなく、内容も聞くとよいのではな

いかという意見がありましたので、どんなものを食べているかの設問を追加

しました。

　問１５、１６、１７ですが「農業に関する体験」を「農業体験」に修正し、庁内

会議の意見のとおり、設問の表現を修正しました。

　問１９、「自然に」の次の（意識していなくても）を削除しました。

　問２０、運動をしているかの問いの選択肢の中の、３．以前はしていたが現

在はしていない　を削除し、４．まったくしていない、の「まったく」を削除し

ました。

　問２１、① 1日に３０分以上ではなく、1回３０分以上の誤りなので、修正し

ました。

　問２２、運動をしていない人に運動をしない理由を聞いていますが、この設
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問よりも、運動をしている人にも問う内容にし、運動するために必要と思うこ

とは何かを聞く設問にしました。この設問であれば、健康増進計画の施策に活

かせる情報が得られるのではないかと考えました。

　問２６、選択肢の中で不要と思われる箇所を削除しました。

　問３１，３２、こちらも選択肢の文言を分かりやすいように短くしていま

す。

　問３４、３５。こちらも設問の文言を修正し、問３５の選択肢の下に、能動喫

煙、受動喫煙の説明と喫煙の影響について説明文を追加しました。

　問３７、小中学生や高校生のいる方のみへの質問で、「お子さんと話をして

いますか」という部分ですが、１６歳以上へのアンケートなので、本人が高校

生の場合もあり、「お子さん」とは限らず、兄弟姉妹の場合もあることが考えら

れるため、「家族で話をしていますか」という表現に変えました。

　問３８、お酒飲むかの選択肢ですが、問３１の喫煙習慣の選択肢と整合性を

図るため、統一した形にしました。

　問３９、③は次の④と似たような設問になっており、統計に利用していない

項目であったため、削除し、④の選択肢の下に、節度ある適切な飲酒量の説明

を追加しました。

　問４０ですが、問３７と同じ理由で「お子さん」を「家族」に修正しました。

　問４４、フッ素のむし歯予防効果についての説明文を追加しました。

　問５６、選択肢の中の、削除しても問題のない部分を修正しました。　

　新規の設問として、久喜市健康増進計画、久喜市食育推進計画、健康・食育

まつりの認知度を聞く問いを増やしました。

　次に資料５－４をご覧ください。小中学生向けのアンケートです。

　問３の網掛け部分が「該当地区」となっておりましたが、学校名に変更しま

した。

　問５、朝食を食べるかの質問の後に、一般向けアンケートと同じように、朝

食の内容を聞く設問を追加する予定です。

　問１１、設問の言い回しを変えて、選択肢との整合性を図りました。

　問２５、選択肢の中に、「友達と遊ぶ」を加えたほうがいいのではないかとい

う意見がありましたので、１の「友達とおしゃべり」を「友達と遊ぶ」に変更し

ました。同じく選択肢の中の７．「誰かに相談する」の（　）の中に、「先生」が

入っていなかったので、「先生」を追加しました。

　問２６、起きる時間を聞いていますが、この選択肢では、例えば６時ちょう

どに起きる場合、選択肢が１と２のどちらにも当てはまってしまうので、選択

肢２を６時台（午前６時から７時前）、３．７時台（午前７時から８時前）

と変更しました。４．８時以降という選択肢があるのですか、８時過ぎに起き

ていたら学校に遅刻してしまうのでこの選択肢はいらないのではないかとい
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議長（小松会長）

前田委員

小沢課長補佐兼係

長

前田委員

う意見もありましたが、こちらは残したいと考えています。

　問２７の寝る時間についても、同じように選択肢が重なってしまう部分が

ありますので、選択肢を変更しました。

　最後に、一般アンケートと同じように、健康増進計画、食育推進計画、健康・

食育まつりの認知度と問う設問を追加する予定です。

　アンケートについては以上です。

　はい。ありがとうございました。

　一般向け、小中学生向けのアンケートについて説明がありましたけれども

質問はありますか。

お尋ねします。今のご説明の前提として、今回実施する市民アンケートにつ

いては、前回実施したアンケートを前提として２回目のアンケートを実施す

るという理解でいいのか、そのことによって、対象者が２，０００人というこ

とになっていますが、これは前回が２，０００人であったのか。それから、ア

ンケートについては回答率をどのくらい見込むかということがポイントにな

るわけで、前回の回答率を踏まえたうえでの見込みをたてているのかどうか、

さらに前回は調査会社に委託していると思いますが、今回も同じ調査会社に

委託する考えがあるのかをお尋ねします。それから、内容的に細かい説明はあ

りましたが、大きな視点からいうと庁内連絡会議の意見の中に設問数が多い

のではないかということがありますが、一般論として、設問数が多ければ多い

ほどそのことが回答率に影響を与えると考えておりまして、確かにこの設問

数はいかがなものかと、必要なのかどうかということをお尋ねします。

　今回のアンケートの２，０００人というのは前回と同じ２，０００人とい

うことでございます。回答率の見込みですが、前回の回答率が５３．３％でご

ざいます。今回も６割近い回答率を見込みたいと考えております。

それから、前回もそうですが、アンケートに調査会社は関わっておりません。

事務局の方でアンケートを作成し、９月上旬発送予定ということで進めてい

くことになります。それから、設問数が多いということについてですが、確か

に、設問数６０問というのは多いかと感じます。ただ、今回は、現計画の評価の

年になりますので、基本的には前回と同様の内容でいきたいと考えておりま

す。ただ、漠然としたものや、まぎらわしいものについては整理させていただ

きたいと思いまして、新旧対照表でお示ししたところです。

　

　ありがとうございます。基本的には前回の調査を前提として実施するとい

うことですね。ちょっと意外でしたのは、調査会社に委託するのではなくて、
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事務局が実施するということですので、労力が大変かなと思います。限られた

事務局体制の中で、これだけの内容の調査をやるということで大変ご苦労さ

まです。委員の一人としてお手伝いできることがあればお手伝いしたいと思

います。

　

　はい、ありがとうございます。

　前回のアンケートを少しずつ修正しながら、より分かりやすくなってきた

のかなと思います。もう少し、見直しを重ねてもいいかなという感もあります

ので、もう一度委員の皆様に目を通していただいて、ご意見を伺うことは出来

ますか。

　８月から発送準備に入ってしまうので、７月中であれば、修正は可能です。

　それでは、委員の皆様には、もう一度目を通していただいて、ご意見があれ

ば７月中に事務局までお伝えするということでいかがでしょうか。

　もし、ご意見等あれば、７月中にお願いできればと思います。あと、もう 1点

ですが、こちらのアンケートは食育増進計画のアンケートも兼ねております

ので、食育推進会議の意見も合わせながら調整していきたいと思いますので

よろしくお願いいたします。

　では、そのようにお願いいたします。大変時間が延びてしまいましたが、以

上ですべての議題について終了しましたので、議長の任を解かせていただき

ます。長時間にわたりご協力いただき、ありがとうございました。

　ありがとうございました。委員の皆様、長い時間お疲れさまでした。

次に、次第の３、「その他」でございますが、事務局から再度、確認事項というこ

とでご連絡申し上げます。

　本日の会議終了後、委員の皆様の意見交換会を行いますので、ご参加いただ

ける方はその場にお残りください。また、今後の予定になりますが、

　平成２７年度の健康・食育まつりですが、１１月１日（日）久喜総合文化

会館で開催予定です。また、健康づくり推進会議と食育推進会議の合同研修会

につきまして、１２月１６日（水）鷲宮総合支所４階の４０７,４０８会議室

で開催予定です。こちらの合同研修会で、今日ご検討いただきましたアンケー

トの結果をお示しできるかと思っております。以上になりますが、何かご質問

はございますか。
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　では、ご質問はないようですので、平井副会長より閉会のごあいさつをお願

いします。

（平井副会長あいさつ）

　

　

　ありがとうございました。それでは以上をもちまして、第２回健康づくり推

進会議を終了とさせていただきます。皆様大変お疲れさまでした。本日はあり

がとうございました。

会議のてん末・概要に相違ないことを証明するためにここに署名する。

　

平成２７年　８月　３日　

　　　　　　　

　　　　　　　

久喜市健康づくり推進会議　会長　　小松智子
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