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君津市健康づくり推進協議会委員委嘱状交付式及び 

君津市健康づくり推進協議会会議録  

 

日 時 令和４年７月２２日（金）午前１０時から午前１１時 

場 所 君津市役所 ５階 大会議室 

 

【君津市健康づくり推進協議会】 

１ 開会 

２ 委嘱状及び辞令交付 

３ 市長あいさつ 

４ 委員及び職員自己紹介 

 ５ 議題 

  （１）会長及び副会長の選出について 

  （２）第２次健康きみつ２１ 取組状況について（令和３年度～令和４年度） 

  （３）第２次健康きみつ２１ 各目標項目の進捗状況について 

６ その他 

７ 閉会 

 

◎ 出席委員  １４名 

永嶌嘉嗣委員     林正弘委員      加藤友己委員   

齊藤卯女子委員     潤米壽美子委員    金井悦子委員  

平野陽一委員     朝生一明委員     江尻節子委員 

池田健司委員       大野栄委員       佐久間睦美委員  

奥城里香委員     小石川洋委員   

   

欠席委員  ５名 

荒井美歩委員     齊藤敦委員      鳥井清敬委員 

久保秀一委員     山田康弘委員 

 

◎ 出席職員  ９名 

小川健康こども部次長    君島健康づくり課長     小松健康づくり課副課長 

寺北健康都市推進室長     鈴木すこやか親子係長    根本総括保健師  

加藤主任保健師        渡邉副総括管理栄養士    榎本主任歯科衛生士 

 

◎ 公開又は非公開の別   公開 ・ 非公開 

◎ 傍聴人 ０人 
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君津市健康づくり推進協議会 

 

（司会 事務局 小松副課長） 

はじめに、本会議の定足数の報告をいたします。本日ご出席いただきました

委員でございますが、全１９名のうち１４名の方がご出席されております。定

足数を委員の半数以上とする、君津市健康づくり推進協議会設置要綱第６条第

２項の規定に基づき、本日の会議が成立することをご報告させて頂きます。 

また、本日の会議につきましては、君津市審議会等の会議の公開に関する規

則によりまして、会議録を作成し公開することをあらかじめご了解ください。 

なお、本日の傍聴人はおりませんので、ご報告させていただきます。 

 

（１） 会長及び副会長の選出について 

 

（司会 事務局 小松副課長） 

それでは、これより議事に移らせていただきます。 

議題（１）の会長及び副会長の選出でございます。 

本来ですと、委員の皆様方から仮議長を選出したうえで、会長の選出をお願い

するところでございますが、時間の都合上、会長が選任されるまでの間、健康

づくり課長の君島が仮議長を務めさせていただきますので、ご了承いただきま

すようお願いいたします。 

 

（仮議長 事務局 君島課長） 

議題(１) 会長及び副会長の選出でございますが、健康づくり推進協議会設

置要綱第５条第１項に「協議会に会長及び副会長それぞれ１名を置き、委員の

互選によりこれを定める」と規定されております。 

選出につきまして、どなたかご意見はございますでしょうか。 

 

（齊藤委員） 

会長につきましては、これまでのご経験から永嶌委員を、副会長には潤米委

員を推薦いたします。 

 

（仮議長 事務局 君島課長） 

ただいま、齊藤委員より、会長に永嶌委員、副会長に潤米委員という提案が

ありました。皆様いかがでしょうか。 

 

―異議なしー 
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（仮議長 事務局 君島課長） 

異議なしということですので、会長を永嶌委員に、副会長を潤米委員にお願

いすることに決定いたします。 

ただいま選出されました永嶌会長及び潤米副会長より、就任のごあいさつを

お願いしたいと存じます。 

 

―永嶌会長及び潤米副会長あいさつー 

 

（仮議長 事務局 君島課長） 

ありがとうございました。 

それでは、君津市健康づくり推進協議会設置要綱第６条第１項の規定により、

永嶌会長に議長をお願いいたします。 

 

（議長 永嶌会長） 

規定により、議長を務めさせていただきます。円滑な議事の進行にご協力を

お願いします。 

それでは議題に入る前に、初めて委員になられた方もいらっしゃいますので

「第２次健康きみつ２１の概要」を事務局より説明をお願いします。 

 

（事務局 寺北室長）  

本日の議題、「第２次健康きみつ２１」取組状況について等の説明の前に、今

年度、初めて委員になられた方もいらっしゃいますので、「第２次健康きみつ 

２１」について少し説明させていただきます。 

健康づくりを推進する計画として、国民の健康づくり運動である「健康日本

２１」が、健康寿命の延伸等を目的として展開されていますが、君津市でも健

康増進法に基づいて、平成１７年３月に最初の市の健康増進計画である「健康

きみつ２１」を策定し、また、平成２５年３月には、この「第２次健康きみつ

２１」を策定しています。妊婦、乳幼児から高齢者まで全ての市民を対象とし

て、市の特性や市民の健康状態をもとに、健康課題を明らかにした上で、生活

習慣病の発症予防や重症化 予防対策、健康を支えるための生活習慣・社会環境

の改善等の取り組みを推進してきました。 

計画期間は、平成２５年度から令和５年度までの１１年です。６年目にあた

る平成３０年度に、それまでの取組みについての見直しを行い、令和元年８月

に「中間評価及び計画改定」を作成しました。その際に、計画全体を見直し、

本計画の「栄養・食生活・食育」の章に、食育基本法第１８条に基づく「食育

推進計画」を位置付け、また、「こころの健康」の章では、自殺対策基本法に基
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づく「自殺対策計画」としても位置付けていくこととしました。 

「第２次健康きみつ２１」では、市の健康に関する情報を把握・分析し、大

きな４つの柱となる課題を、１０の施策分野に分け、具体的な２４項目の評価

目標を設定しています。 

本日の資料 様式１では健康づくり課と、関係する各課から令和３年度の実績

と４年度の計画を出し、また、様式２では２４の目標項目の令和３年度の現状

値の一覧を作成しております。この後、４つの課題ごとに、その取組み状況と

各目標項目の進捗状況について説明させていただきます。 

健康づくりへの取組みがより良いものとなるよう、お気づきの点について、

ご意見をいただければと存じます。よろしくお願いいたします。 

 

（２） 第２次健康きみつ２１取組状況について（令和３年度～令和４年度） 

（３） 第２次健康きみつ２１各目標項目の進捗状況について  

 

（議長 永嶌会長） 

続きまして、議題（２）第２次健康きみつ２１ 取組状況についてとそれに伴

う議題（３）第２次健康きみつ２１各目標項目の進捗状況についてをまとめて、

重点施策を中心に事務局より説明をお願いします。 

はじめに、 １「次世代の健康づくり」について、事務局から説明をお願いします。 

               

（事務局 鈴木すこやか親子係長） 

それでは、最初の施策となります「次世代の健康づくり」について、すこや

か親子係の鈴木からご説明いたします。 

資料は、様式１の１ページをご覧ください。 

生涯を通じた健康づくりには、妊娠期からの心身の健康が重要であり、目標

項目を「低出生体重児の割合の減少」と、「妊娠中の喫煙者の割合の減少」とし、

取り組みを行っています。 

具体的な内容としては、母子手帳を交付する際に、助産師や保健師が全ての

妊婦さんと個別に面接する中で、「妊娠中の食事」や「喫煙の害」等に関するパ

ンフレットを配布し、妊娠中の健康について説明しています。 

さらに、妊娠前の体格により、必要な方には管理栄養士が食事指導を実施し

ています。 

また、妊婦さんを対象としたマタニティクラスでは、助産師や管理栄養士に

よる集団教育や、食事調査をもとに個別指導を行っています。 

さらに、出産後は、保健師や助産師が全てのご家庭に乳児・産婦訪問を行う

際に、産婦や家族の喫煙状況の確認や、禁煙への啓発を行い、継続的に意識付
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けするよう努めています。 

様式１「低出生体重児の減少のための取組み」の２段目ですが、若い女性の

貧血や痩せは、妊娠期のハイリスクになることから、生活習慣病予防健診の結

果、対象となった方に個別健康相談や情報提供、必要に応じて受診勧奨を行っ

ています。 

目標項目の状況については、資料 様式２の１ページ、№１をご覧ください。 

データソースは厚生労働省の人口動態統計であるため、最新が令和２年のデー

タとなります。 

全出生数のうち、体重２，５００ｇ未満で生まれた低出生体重児の割合は、

近年９～１１％台で推移していましたが、令和２年は７．９％と減少していま

す。年の波はありますが、管内や県を見ると減少傾向というわけではないため、

様々な要因もありますが、取り組みの成果でもあると考えています。 

全国的に低出生体重児の割合は微増傾向にあり、令和３年３月に厚生労働省

は、妊娠中の適正な体重増加に向けて「妊産婦のための食生活指針」を改訂し

ており、私たち専門職もそれを踏まえ、情報提供や保健・栄養指導に努めてい

ます。 

続いて№２「妊娠中の喫煙者の割合」は、昨年度２．２％と減少しましたが、

令和３年度は３．４％と増加しており、増減を繰り返し推移している状況とな

っています。 

引き続き、個々に合わせた相談や保健指導、及び効果的な健康教育を実施し

最終令和５年度の目標として、№１低出生体重児の割合は５％、№２妊婦の喫

煙者割合は２％を目指して取り組んでまいります。 

「次世代の健康づくり」については以上となります。 

 

（議長 永嶌会長） 

１の「次世代の健康づくり」の説明が終わりました。何か、ご質問がありま

したらお願いします。 

 

                                 ―質疑なし― 

 

（議長 永嶌会長） 

次に２の「栄養・食生活・食育」について事務局から説明をお願いします。 

 

（事務局 渡邉副総括管理栄養士）  

続いての施策「生活習慣・社会環境の改善」の（１）栄養・食生活・食育に

ついて、管理栄養士の渡邉がご説明します。 
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栄養・食生活・食育は、全ての市民が心身ともに健康な生活を送るために必

要不可欠な営みであり、生活習慣病予防の観点からも重要です。 

各世代、性別によって課題が異なってくる為、ここでは生涯を３つのライフス

テージに分けて考えています。 

具体的な施策への取組みについては、様式１の２ページからをご覧ください。 

令和３年度は、コロナ禍で実施できない事業が多かった２年度に比べると、実

施できた事業が増えました。 

乳幼児期は、保育課で公立保育園の園児を対象に給食や媒体などを使って、

食育を行いました。従来、保護者に紙で配布していた給食だよりや献立表は、

令和４年度から ICTシステムにより配信する方法に変更となっています。 

健康づくり課では、幼児健診や教室において講話や個別食指導を実施し、各

公民館では、前年度実施できなかった調理実習や様々な体験を取り入れての食

育が一部実施できました。 

また、YouTubeを使った動画配信にも取り組みました。 

３，４ページの学童・思春期は、学校給食共同調理場の栄養士が小・中学生

を対象に生活習慣病予防などに関する食育指導や、健診で異常値が出た生徒の

保護者に対して、希望制で栄養指導を実施しました。 

なお、令和４年度は実施体制の変更により健診後の栄養指導について実施予

定はありません。学校給食には君津市産食材を積極的に利用し、地産地消の普

及を図っています。 

健康づくり課では、食生活改善推進員を通して教室を実施、講話・調理実習

を通して望ましい食生活について啓発しました。公民館の事業は調理実習に加

え、オンライン学習会を実施しました。 

農政課では、全ての市民向けに行っていた米づくり、枝豆の収穫体験は中止

となりましたが、地域の小学生向けに稲刈りの体験を実施しました。 

４，５ページの成人・高齢期では、健康づくり課では特定健診の結果から対

象となった方に、保健指導を実施し、生活習慣病や重症化の予防を図りました。      

また、市民自らが地域の食生活改善の活動を行うボランティア「食生活改善

推進員」の定例会を実施、推進員の知識や技術の向上を図りました。管理栄養

士が市民向けに食生活に関する健康講座を実施し、広く健康知識の普及を図り

ました。 

なお、高齢者の栄養改善を目的として、食生活改善推進員が行っている健康

教育は、令和４年度から高齢者支援課の担当となりました。各公民館では、調

理実習の実施はありませんでしたが、代替え事業としてレシピ紹介を行った公

民館もありました。令和４年度は、感染状況をみながら料理を学ぶ機会を提供

していきます。 
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また、資料にはありませんが、全ての年代に関係する取り組みとして、庁内

の食育推進における連携を図ることを目的として食育担当者連絡会議を年２回

実施しています。主に食育を担当する、保育課、健康づくり課、農政課、学校

給食共同調理場の４つの所属で構成され、現状の把握、課題の共有等を行って

います。 

目標項目については、様式２の１ページ№３～１０をご覧ください。 

№３乳幼児期の早寝早起きで生活リズムを整える指標については、平成２９

年度と比較すると悪化しているようにみえますが、これは令和３年度からの、

設問項目表記法の変更が影響している可能性があります。今後の推移を確認し、

評価していきたいと考えます。 

№４幼児の「朝食を食べない子の割合」は改善していますが、これはコロナ

禍により、アンケートの実施方法を変更したことに起因している可能性があり

ます。現状値が改善しているかどうかは今後の結果もあわせて評価していきた

いと考えます。 

№５食事時に甘い飲み物を飲む子どもの割合は平成２９年度と比べて変化は

ありませんでした。甘い飲み物を習慣的に飲むことはむし歯や食事量減少につ

ながることから、乳児期からの働きかけが必要だと考えます。令和３年度から、

乳児のいる保護者を対象とした教室において、甘い飲み物を継続的に飲むこと

のリスクについて伝えていますが、引き続き啓発を行っていきます。 

学童・思春期については、№６朝食を食べない子の割合は平成２９年度と比

べて変化はありませんでした。最終目標０％に向けて、今後も取り組んでいき

ます。 

№７バランスのとれた朝食を食べる子の割合は、改善しています。 

№８食事を一人で食べる、孤食問題の指標では、小５より中２、夕食より朝

食の方が数値が悪いという傾向が続いており、夕食時の孤食の割合が微増して

います。コロナ禍の影響も念頭に、引き続き推移を確認していきます。 

№９肥満傾向の子どもの割合は男子では改善、女子では悪化しました。 

№１０成人・高齢期は、２０・３０代女性のやせの者の割合は減少していま

したが、肥満者の割合については、男女共に増加しました。肥満は学童期の女

子、成人高齢期で増加しています。肥満者への働きかけを行うとともに、肥満

を予防するための知識を普及していくことが必要だと考えます。 

栄養・食生活・食育については、以上です。 

 

（議長 永嶌会長） 

２の「栄養・食生活・食育」の説明が終わりました。何か、ご質問がありま

したらお願いします。 
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                                 ―質疑なし― 

 

（議長 永嶌会長） 

次に３の「循環器疾患」「糖尿病」について事務局から説明をお願いします。 

 

（事務局 根本総括保健師）  

「生活習慣病の予防 循環器・糖尿病」について保健師の根本がご説明します。 

「循環器疾患」や「糖尿病」など、生活習慣病の発症予防としては、健診結果

で把握される危険因子を、生活習慣の改善によってコントロールすることが重

要であるため、健診を受けていただくことが入口となります。そのため受診率

の向上を目指しつつ、受診された方へ保健事業を実施しています。 

健診結果の目標値の進捗状況は様式２の２ページ、№１１～１６をご覧くだ

さい。№１１～１２は高血圧の指標です。令和３年度の健診データを中間評価

時と比べると、いずれも悪化傾向となっていますが、前年令和２年度と比較す

ると、改善がみられています。 

Ⅱ度高血圧では令和２年：７．０％→令和３年：５．９％に、１．１ポイント

改善。Ⅲ度高血圧では令和２年：２．２％→令和３年：１．６％で、０．６ポ

イントの改善。 

№１３の LDLコレステロールについては、令和２年：１２．９％→令和３年：

１４．３％１．４ポイント悪化、中間評価時からは２．９ポイントの悪化とな

っています。   

続きまして糖尿病の危険因子ですが、№１４糖尿病性腎症による年間新規透

析導入患者数の減少に関しては、令和３年度では最終目標値をクリアしていま

すが、今後高齢化の進行等により増加してしまう可能性も考えられます。 

№１５糖代謝の要医療判定（HbA1c６．５％以上）の者の割合は、令和２年：

９．０％→令和３年：７．２％１．８ポイント改善し中間評価時と同じ割合と

なりました。 

№１６血糖コントロール不良者（HbA1c８．４％以上）の割合は、令和２年：

２．２％→令和３年：１．４％０．８ポイント改善したものの、中間評価時よ

り０．４ポイント増えてしまっています。令和３年度データは前年と比べると

改善が認められます。令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響を最も受

けていたためデータが際立って悪かったものと考えられます。その後、新しい

生活様式が提唱され、コロナ太りに対する注意喚起に努めたことや行動制限が

徐々に緩和されたことで以前の生活習慣が戻ってきたことにより、健診結果も

例年並に近づいたと考えられます。 



9 

 

循環器・糖尿病に関する具体的な「取組状況」は、様式１の１２～１３ペー

ジになります。健康づくり課、国保年金課、学校教育課において健診事業を実

施しています。令和２年度は新型コロナウイルス感染症の流行による受診控え

や、集団健診では予約が必要となったことで受診者数は減少し、令和３年度も

受診率は低いままとなっています。より多くの方に受診していただけるよう特

定健診では AI を用いた受診勧奨や JA 健診への働きかけによって、受診率アッ

プを図っています。 

また健診受診者に対しては、健診結果に応じて、それぞれに必要な面接相談・

訪問指導・健康教育等の保健指導を行うことによって、生活習慣病の発症と重

症化の予防に取り組んでいます。 

健康に関する知識の普及啓発として、健康講座や医療講演会を企画しており

ます。令和３年度も感染症の影響で健康講座の希望数が例年よりも少なく４回

延人数５７人となっています。医療講演会は令和４年２月に玄々堂君津病院の

大﨑先生から腎臓病に関する講演をいただき、２８人が参加されました。感染

対策として人数を制限しての実施となってしまった代わりに、講演を公式

YouTubeで配信することにより、開催後約４か月で視聴回数５，５００回を超え

ています。 

今年度は、感染症対策を行いつつ、より多くの方々の健康意識が向上し、生

活習慣病の発症予防と重症化予防の必要性の理解、適切な生活習慣が定着化し

ていくよう努めてまいります。 

 

（議長 永嶌会長） 

３の「循環器疾患」「糖尿病」の説明が終わりました。何か、ご質問がありま

したらお願いします。 

 

                               ―質疑なし― 

 

（議長 永嶌会長） 

次に４の「こころの健康」について事務局から説明をお願いします。 

 

（事務局 加藤主任保健師） 

続いての施策「こころの健康」について、保健師の加藤がご説明します。 

様式１は、１６～１９ページ、様式２は、３ページ、№２０になります。 

こころの健康の推進については、自殺対策基本法に基づき、令和元年度に自

殺対策計画として位置付け、９課で取組内容を挙げ「誰もが自殺に追い込まれ

ることのない地域づくり」をめざし、自殺対策の基盤を強化しています。 
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さらに、君津市は、地域自殺実態プロファイルの分析から高齢者の自殺が多

いという実態があり、高齢者対策を重点施策として計画に挙げています。 

令和３年度の取り組みについてですが、長引くコロナ禍の状況においても、

各課、感染症対策をしながらおおむね実施しております。 

様式２の№２０をご覧ください。千葉県衛生統計年報を用いていますので、

令和２年の値が最新の情報となります。君津市の自殺者は実数２０人で昨年の

１３人より７人の増加でした。人口１０万人当たりにしますと２３．９人で最

終目標の１４．７人を９．２人上回っています。 

しかし、全国的な推移をみますと令和３年は、令和２年より年間で７４人減

少し、２１，００７人でした。平成２２年以降減少し続けた全国の自殺者数は

令和２年に一旦増加に転じてしまいましたが、再び令和３年には減少傾向とな

りました。 

地域自殺実態プロファイル２０２１によると、君津市で優先的に課題とすべ

き対象は「高齢者」「生活困窮者」「勤務・経営」となっています。この背景に

は長引く新型コロナウイルス感染症の流行の影響も依然として大きいと思われ

ます。 

自殺対策の推進は「生きることの包括的な支援」となります。今以上に、各

課で推進してくださっている事業に「自殺対策」としての視点を意識し、更に

は庁内外の連携の機会を作り、自殺対策をより強力に進めることが必要です。 

今後も各課の協力を得ながら、自殺対策事業の推進に努めて参ります。 

さいごに、令和３年度から人事課の協力のもと新規採用職員へのゲートキー

パー養成講座を開始することができました。 

また、今年度は、人事課の取り組み内容の一つである、職員向けのゲートキ

ーパー養成講座を１１月に開催予定です。職員一人一人が、悩みを抱える住民

に対応できる知識を習得できるよう、また、職員同士がお互いのメンタルヘル

スに注意し、悩みを抱える職員を救える職場づくりを目指したいと考えていま

す。 

    

（議長 永嶌会長） 

４の「こころの健康」の説明が終わりました。何か、ご質問がありましたら

お願いします。 

                               ―質疑なし― 

 

（議長 永嶌会長） 

他にございませんか。 

ないようでしたら、議題（２）及び議題（３）の協議を終了いたします。 



11 

 

これをもちまして、議長の任を解かせていただきます。ご協力ありがとうご

ざいました。   

    

（司会 事務局 小松副課長） 

続きまして、その他について、事務局から連絡をお願いします。 

 

（事務局 榎本主任歯科衛生士） 

第２次健康きみつ２１は、令和５年度末で終了し、令和６年度から次期計画

を開始いたします。今後、次期計画は国・県の動向をみながら策定の準備を進

めていき、あわせて健康推進条例を制定する予定です。 

引き続き委員の皆様のご協力をいただけたらと思います。どうぞよろしくお

願いいたします。  

                  

（司会 事務局 小松副課長） 

これで本日予定した全ての議事を終了しますが、委員のみなさまから何かご

ざいませんか。 

 

（司会 事務局 小松副課長） 

以上をもちまして、君津市健康づくり推進協議会を終了させていただきます。 

 


