（参考様式３）
会
会議の名称

議

録

平成２９年度第３回地域保健計画推進部会

開 催 日 時 平成２９年１１月１４日（火）午後７時００分～８時４０分
開 催 場 所 いきいきプラザ２階学習室
●出席者：（委 員）大木幸子部会長、鴫原健二副部会長、
浅谷哲也委員、長島浩二委員、杉本美恵子委員、
武者吉和委員、曽我部多美委員、池本昇委員、
髙橋照定委員、和田恵子委員、橋本政紘委員、
栗原惠子委員、水戸部瑞江委員、藤原幸博委員
（市事務局）
【健康福祉部】河村次長
【健康増進課】花田課長、江川課長補佐、小澤課長補佐
鈴木管理係長、原田主任保健師、荻野主任保健師、
出
席
者
内村主任歯科衛生士、松田主任管理栄養士
及 び 欠 席 者 【地域福祉推進課】新井課長、大塚計画担当主査
【保険年金課】
菅野医療費適正化担当主査
【子ども家庭部】瀬川次長
【子育て支援課】嶋田課長、齋藤母子保健係長、
八丁母子保健担当主査、大熊主任保健師、
橋本主任保健師、横山主任保健師、大塚主任保健師
【コンサル】 （株）アイアールエス
●欠席者：川﨑由香里委員、森田徳子委員、
種市幸實委員、小島惠子委員
傍聴不
傍聴
可の場
傍聴者
傍聴の可否
なし
可能
合はそ
数
の理由
１ 開会
２ 挨拶
３ 報告
（１）地域福祉計画基本理念について
（２）地域福祉計画基本目標について
会 議 次 第
４ 議題
（１）「第５次地域保健計画・健康ひがしむらやま２１」及び「東村山
市母子保健計画」の策定について
（２）その他
５ 閉会
健康福祉部健康増進課成人保健係
担当者名 小澤
問い合わせ先
電話番号 ０４２－３９３－５１１１（内線３２１９）
ファックス番号 ０４２－３９４－７３９９
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会
１

開会

２

挨拶

３

報告

議

経

過

●部会長
台風の影響で会議日程が延期になった。そういう影響もあって今後の会議日程がタ
イトになるので、よろしくお願いしたい。
では、次第 1 の報告に進む。
（１） 地域福祉計画基本理念について
（２） 地域福祉計画基本目標について
●地域福祉推進課より資料 A 及び資料 B を基に説明
●部会長
事務局から、この地域保健計画の上位計画である地域福祉計画策定委員会で検討さ
れた基本理念・基本目標についての説明について、ご質問やご意見はあるか。
●委員
基本目標 3 の備考欄上から 2 段目、「食育やかかりつけ医、一次予防の二次予防の大
切さ」の一次予防の二次予防とはどういうことなのか教えていただきたい。
●事務局
一次予防や二次予防に修正したい。
●部会長
親計画の会議に地域保健計画部会から出席させていただいているが、前回この理念
で論議があった。「健やか」という言葉がなじまないという意見が出た。その場では、
いろいろ意見が出され、それを事務局で引き取り修正されたものがこの内容。先ほど
説明で「健やか」が大事という説明があえてあったのはそういう経緯を踏まえてのこ
と。
●委員
基本目標 3 の説明文に「社会的健康」とあるが、よく理解できないので説明してい
ただきたい。
●事務局
健康の 3 項目として、WHO 世界保健機関で採用されている内容である。
「社会的健康」
とは地域の中でいろいろな人とつながり合いながら生活をしていく、社会的に健康で
ある、引きこもらない、閉じこもらない、皆さんと関わり合いながら生きていくとい
うような表現が一番しっくりくるのではと思う。
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●部会長
WHO による健康の定義は、「身体的健康」が身体の健康、「精神的健康」が心の健康で、
「社会的健康」だけそのままなので、 カッコで何か言い換えることができないか。例
えば、社会的健康（社会との付き合い）とか（地域との付き合い）とか（つながり）
とか。
●事務局
表現については、検討させていただきますが、一例としては、社会的な豊かさとか
生活の豊かさという表現もそこに入ってくるようだが、
「豊か」という表現が策定委員
会の中で誤解を生じないようにという意見でしたので、説明文については、本部会や、
他の部会のご意見を踏まえ策定委員会の中で修正していきたい。
●部会長
では、本部会からそういう意見があったということを、策定委員会にあげていただ
きたい。
４．議題
（１）「第５次地域保健計画・健康ひがしむらやま２１」及び「東村山市母子保健計画」
の策定について
●部会長
初めに、
「第５次地域保健計画・健康ひがしむらやま２１(案)」について事務局から
説明をお願いしたい。
●事務局
「第５次地域保健計画・健康ひがしむらやま２１(案)」について健康増進課より、
資料１－１、資料１－２を基に説明
●部会長
計画(案)についてご意見、ご質問はあるか。
●部会長
資料１－１は、現計画と、新計画の章立ての対象表の説明があった。現計画では、
介護予防事業の推進が別立てになっていたが、新計画では「健康寿命の延伸のための
取組の推進『健康ひがしむらやま２１（第三次）』というところに入るということが１
つ。また、この「健康寿命の延伸のための取組の推進『健康ひがしむらやま２１（第
三次）』の部分が行動計画でもあるということで、資料２－２では、市民の人たちの行
動変容の支援と、それを支える体制つくりについての説明であった。質疑はあるか。
●部会長
それぞれの領域目標があるが、１番最初の①主な生活習慣病の予防と重症化予防の
ところ、領域目標で「がん予防対策：がんによる死亡率を減少させる」この領域目標
の表現だけをみていくと、次の「循環器疾患：生活習慣病を早期に発見し早期に治療
する」、その次のページは、「～発症する人の割合を減らす」となっていて、全体にそ
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ういう人たちを減らす、増やすという表現と、個人の行動目標として早期に治療する
という２種類の表現がある。目標を評価する上では、そういう状態をどうするという
表現に揃えたほうが評価しやすいと感じた。
また、資料１－１の基本目標３（１）の①主な生活習慣病予防と重症化予防②生活
習慣の改善③ライフステージを通じた健康づくりだが、②生活習慣の改善というのは、
健やかな暮らしの土台となるライフスタイルを、みんながこうなるといいねといって
いる内容なので、これを①に、②としてがんや COPD の病気はこんなふうに予防ができ
ていくとよいので、①と②の順番を逆にしたらどうかと思った。
●事務局
順番については、ご意見のとおり入れ替えをしたい。
●部会長
計画(案)５枚目、基本目標１(１)①地域の健康づくりの推進だが、前回の第２回の
会議の中で地域づくり、地域のつながりということについてたくさん意見をいただい
た。そこに該当する計画がここにあたると思う。ここについて、意見等あるか。
●部会長
②の保健推進員活動の推進はどこに入るのか。
●事務局
基本目標１（１）に、①と共に入っている。５枚目裏面には、①②として記載する
ところ、抜けてしまっているので追記する。
●部会長
６枚目の、
「わかりやすい情報提供と包括的な相談体制」で、相談体制のことと、情
報提供のことが書かれている。ここは、領域目標はない。また、「市民が自分らしく、
健やかに暮らしていくためのしくみづくり」が具体的な行動計画となるところなので、
次回もう少し議論したいと思う。
●事務局
補足になるが、領域目標のある項目が「健康ひがしむらやま 21」に該当している計
画になる。
●部会長
国で「健康日本 21」計画を出していて、各自治体がそれに基づいて、自治体の独自
性を入れながら市町村の行動計画を立てていくという位置づけになっている。
「健康ひ
がしむらやま 21」が東村山市の行動計画であり、その部分に該当するところは、領域
目標があるという説明だった。
では、次に母子保健計画（案）について説明していただきたい。
●事務局
東村山市母子保健計画(案)について、子育て支援課より資料 2、資料 3 を基に説明
●部会長
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資料 2 の母子保健計画(案)と、資料 3 の指標について説明があった。ご意見、ご質問
はあるか。
●部会長
地域保健計画があって、その中に母子保健がある。先ほどの資料 1－1 の体系図、中
段（２）母子保健対策(母子保健計画)というのがある。この部分を取り出して、母子
保健の部分は個別な詳細な行動計画を立てているという位置づけでよいか。
●事務局
よい。
●部会長
皆さんお考えいただいている間に、資料 3 の計画指標だが、ベースライン値と書い
てあるのが国の研究班の全国データで、実績値というのは、東村山市のデータ。更に
その右の目標が今後計画での東村山の目標でよいのか。
●事務局
計画指標は、健やか親子２１を基にした国の目標値になっている。健やか親子２１
の第 2 次の最終評価、10 年後目標から抜粋している。
●部会長
東村山市の母子保健計画の目標値はあるのか。
●事務局
国の数値を目指している。
●部会長
そうすると、東村山市実績値がとてもよい。例えば、一番上の妊娠・出産について
満足している者の割合 90.5％だが、目標が 85.0％と下がってよいのか。いくつかそう
いうところがあるので、市の目標値の精査をもう一度お願いしたい。
●委員
母子保健計画の 12 ページ。左側③母子保健包括支援センターの欄の一番下、必要に
応じ社会資源につなげますという内容について具体的に説明いただきたい。
●事務局
例えば、お母さんが育児に困難観を持っているときに、一時保育を使って少し休息
をしたいだとか、そういう場合の資源を「社会資源」としている。ファミリーサポー
ト事業、子育てを支援するいろいろな事業、児童館や子育てひろばなどを総称して社
会資源としている。
●部会長
そうすると、子育て支援サービスみたいなものなのか。
●事務局
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はい。
●委員
市民が見てわかりにくい文言だと思うので、説明が必要だと思う。
●部会長
社会資源という言葉は業界しか使わないかもしれない。今の説明では、子育て支援
サービスの説明をされたが、それだけではなく、母子保健の部分、例えば発達の遅れ
があるお子さんへの、発達相談であるとか、その後の療育の相談であるとか含まれる
と思うので、「母子保健や子育て支援のサービス」くらいにしておいても、包括支援セ
ンターの意味としてはいいのではないかと思う。
●部会長
情報が多いので、前のページから順番にみていきたい。
1 ページから 5 ページまでは、計画の位置づけなので、これについてご意見があれば、
次回出していただきたい。6 ページ目が理念と課題ということで５つ出さされている
が、何かあれば。
●委員
特になし
●部会長
7 ページはイメージ図。8 ページから今の 5 つの課題について、それぞれ目標と取り
組みが示されている。
●委員
課題の捉え方というか、流れは関連性を付けての課題なのか。例えば課題 1 は妊娠
から乳幼児、課題 2 は、子どもが対象になっている。3 番目に来ると地域になっている。
4 番目が親になって、5 番目が虐待防止となっている。
●事務局
健やか親子 21 第２次、国から示された課題を５つそのまま載せさせていただいてい
る。前回 27 年度の課題も同じものをあげている。
●部会長
今のご意見、地域保健計画の流れと合わせれば、課題 3 地域づくりが、1 番にきて、
次に、課題 1 の切れ目ない妊産婦・乳幼児、課題 2 の学童期・思春期から成人期に向
けた～、課題 4 ハイリスクの人たちの育てにくさを感じるというのと、課題 5 児童虐
待としたほうがわかりやすいかもしれない。
●事務局
検討させていただく。
●部会長
12 ページ①展開方向・
「父親ハンドブック」や両親学級等を通して、家族の家事参加
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育児支援の推進をつとめます。と書いてあるが、家族の、その前が父親ハンドブック
や両親学級、夫の家事参加や育児支援となるとやはり主体は母親なのか、という気持
ちになる。少し表現を考えていただくと良いと思った。その 2 つ下・祖父母や支援者
を～というのは、これは「支援者」というと専門職をイメージされているのか。
●事務局
孫育て講座を実施しているが、地域のシルバー人材センターのかたや、地域の孫育
てに興味のあるかたということで公募して来ていただいているのを総称して支援者と
した。
●部会長
保育士や、子育ての専門職の人のことを「支援者」としてよく使うので、市民に人
たちみんなで子育てを応援していこうというのがあるのであれば、そこがわかるよう
な表現がよいのではないか。
●事務局
表現を再考する。
●部会長
14 ページ③むし歯を放置し医療機関未受診者の者に対して支援を開始します。虫歯
の多いお子さんはむし歯だけの問題ではなくて、養育環境に課題があるお子さんが多
いということを踏まえての展開だと思うが、これだけ読むとわからないかもしれない。
むし歯対策、むし歯のことの支援を開始しますということだけに読み取れるかもしれ
ない。歯科医もむし歯の多いお子さんのご家族の状況も気にしてみてくださっている
と思うが、家族の養育の大変さ、養育全体を支援していくということだと思うので、
そこがわかるような表現がいいかと思う。歯科の先生から何かあるか。
●委員
これだけだとわかりにくいかもしれないので、いい文言を一緒に考えたい。
●委員
14 ページ（5）②乳児家庭全戸訪問の充実の・４つめ、最後のところ、「研修会等に
より、訪問指導員の質の向上を目指します」たあるが、訪問するのは保健師さんでよ
ろしいか。もしそうであるとしたら、そのように書いていただいたほうが安心する。
●事務局
保健師と助産師が訪問するので、そのように追記する。
●部会長
全体を通して何かあるか。
●事務局
本日欠席の委員さんもいらっしゃること、また時間に限りがあり、意見を十分出し
切れないというところがあるので、11 月 20 日を期限に本日の次第に書いてある意見提
出先まで FAX または、メールでご意見を提出いただきたい。

7

●部会長
今、事務局より FAX やメールで意見をという説明があった。ご意見があれば 11 月 20
日までに。
●部会長
次に（２）その他について、事務局から。
●事務局
次回第 4 回地域保健計画推進部会を、12 月 6 日（水）午後 7 時からここの学習室で
開催させていただきたい。最終計画（案）につきまして委員の皆様にご議論いただき、
ご承認をいただく予定。
●部会長
委員さんから、何かあるか。
●委員
特になし
６ 閉会
●部会長
本日の会議を終了する。
以上
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