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江東区健康増進計画・食育推進計画・がん対策推進江東区健康増進計画・食育推進計画・がん対策推進江東区健康増進計画・食育推進計画・がん対策推進江東区健康増進計画・食育推進計画・がん対策推進計画計画計画計画策定協議会策定協議会策定協議会策定協議会    会議内容会議内容会議内容会議内容        １１１１．．．．開会開会開会開会およびおよびおよびおよび挨拶挨拶挨拶挨拶 歯科保健・医療連携担当課長： お待たせいたしました。定刻になりましたので、ただいまより、江東区健康増進計画・食育推進計画・がん対策推進計画策定協議会を開催させていただきます。本日はお忙しいなかご出席いただきまして誠にありがとうございます。私は、歯科保健・医療連携担当課長の小松崎でございます。議事に入りますまで進行させていただきますのでどうぞ宜しくお願いします。それでは、開会にあたりまして、健康部長兼保健所長北村よりご挨拶させていただきます。  健康部長：   みなさま、こんにちは。健康部長で保健所長の北村でございます。この４月に江東区に異動で参りました。どうぞよろしくお願いします。本日は、区の上位計画である江東区長期計画のなかの保健衛生部門である健康増進計画・食育推進計画・がん対策推進計画の３つの計画策定を行うということでみなさまにお集まりいただきました。区民 51万人の健康寿命の延伸、健康課題の解決に向けてみなさまからのご意見を承りたいと思いますのでどうぞ宜しくお願いします。   ２．２．２．２．委嘱状伝達委嘱状伝達委嘱状伝達委嘱状伝達    歯科保健・医療連携担当課長： それでは資料の確認をさせていただきます。次第、委員名簿、席次表、協議会運営規定、資料１～６まで用意をさせていただいております。 参考資料といたしましては、江東区健康増進計画[概要版]、江東区食育推進計画[概要版]、江東区がん対策推進計画[概要版]を机上に配布させていただいております。不足等ありましたら、いつでも結構ですので事務局までお声がけください。 
それでは、まず最初に、委嘱状の伝達でございますが、委員の皆様の席

上にお配りしてございます。これを以って委嘱とさせていただきます。         ３．委員３．委員３．委員３．委員紹介紹介紹介紹介  歯科保健・医療連携担当課長： お手元の委員名簿の順に委員のご紹介をさせていただきます。 
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 （各委員紹介、挨拶） （事務局紹介）  ４．会長４．会長４．会長４．会長及び副会長選任及び副会長選任及び副会長選任及び副会長選任 歯科保健・医療連携担当課長： 続きまして会長、副会長の選任に移らせていただきます。会長、副会長は委員のみなさまのご選任により選任することになっております。どなたかいかがでしょうか。 委員：   会長には江東区医師会の福井委員を推薦します。 歯科保健・医療連携担当課長： ただいま福井委員を会長にというご推薦がありました。いかがでしょうか。宜しいでしょうか。 異議はないようですので、それでは福井委員どうぞ宜しくお願いします。副会長はいかがでしょうか。 会長：   副会長は唐渡委員にお願いしたいのですが宜しいでしょうか。 歯科保健・医療連携担当課長： いかがでしょうか。宜しいでしょうか。 異議はないようですので、それでは唐渡委員に副会長ということでどうぞ宜しくお願いします。会長、副会長に一言ご挨拶いただいた後、それ以降の進行は会長にお願いすることといたします。   ５．会長及び副会長挨拶５．会長及び副会長挨拶５．会長及び副会長挨拶５．会長及び副会長挨拶    会長：     江東区の健康推進計画、食育推進計画、がん対策推進計画は、区民の健康のために策定されます。江東区民の意識調査でも、最近末永く住みたいという区民が増えてきており、その一助としてこの健康増進計画は大切だと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。 副会長：    指名いただきありがとうございます。がん研有明病院の緩和ケアの唐渡と申します。緩和ケアは色々なことをさせていただいており、みなさんのお役に立てることがあるかと思いますので宜しくお願いします。 会長：     議事にしたがって進めさせていただきます。         
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６．案件６．案件６．案件６．案件 （１）区民健康意識調査の結果について（１）区民健康意識調査の結果について（１）区民健康意識調査の結果について（１）区民健康意識調査の結果について    歯科保健・医療連携担当課長： 平成 29年度に実施しました江東区区民健康意識調査結果の概要でございます。詳細につきましては、このような緑の概要版をご覧いただければと存じますが、本日は時間の都合上、概要版の中からいくつかの項目について資料１に示しております。 今回、一般区民 2,100人のうち有効回答数 1,013で回収率が 48.2％、中学生・高校生については 1,300人のうち有効回答数 572で回収率は 44.0％、乳幼児・小学生の保護者について 800人のうち有効回答数 420で回収率 52.5％と、前回の平成 25 年の調査は、乳幼児調査以外は 30.0％に満たない回収率だったということで今回は非常に高い回収率になっております。 主観的健康観につきましては、「非常に健康である」「まあ健康である」を合わせまして一般区民では 49.3％で前回の調査から 3.4ポイント減少しております。普段の生活習慣について気をつけていることは、「朝食をきちんと食べる」という回答が成人、中学生・高校生ともに最も多い回答でございました。食育への関心度につきましては、「関心がある」と回答したのは一般区民では 66.5％、平成 25 年度に実施しました調査では 70.4％が「関心がある」と回答しておりまして、今回 3.9ポイントほど減少しております。 運動習慣の有無についてですが、「定期的に運動やスポーツをしている」と回答した人は一般区民では 44.2％、中高生では５割を超えておりました。また、こどもを運動させるよう意識している保護者は８割を占めております。 悩みや不安、ストレスの有無については、「よくある」「時々ある」を合わせまして７割を占めております。平成 28年度の国民生活基礎調査では、「ある」と回答した割合は５割で、国の調査と比較して区は高い割合にございます。歯や歯ぐきの状態については、「ほぼ満足している」が前回調査では 28.4％であったのが 30.7％で若干でありますが増加しております。結果の概要については以上でございます。 会長：     ありがとうございます。何か質問がありますか。  （特になし）  （２）現計画の最終評価について（２）現計画の最終評価について（２）現計画の最終評価について（２）現計画の最終評価について 歯科保健・医療連携担当課長： 現計画の最終評価について資料２をご覧ください。江東区健康増進計画につきまし
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ては、「食と健康」「がん対策」「歯と口の健康」「親子で健康づくり」の 4 つの分野で90項目の指標を設定してございます。なお、がん対策推進計画の指標につきましては、健康推進計画の中の一分野としてのがん対策という位置づけをしておりまして、24 項目の指標を設定しております。食育推進計画については、３つの基本目標とライフステージごとの個別目標合わせまして 34 項目の指標を設定しております。３計画の指標の達成状況ですが、計画策定時より毎年３計画連絡会議において指標の達成状況や取り組みの進捗状況につきましてはご確認をいただいております。 今回最終評価として、計画策定時と現状値を比較してその総評から「達成」「改善方向にある」「変わらない」「悪化」「評価困難」の５段階で評価するとともに、これまでの取組みの状況や今後の課題についても分野ごとに資料２－１～資料２－４で整理をさせていただいております。親子で健康づくりの分野については、指標が事業の継続としたものについて、今回評価から除外をして数値等で客観的進捗がわかる指標のみを評価の対象としてございます。 健康推進計画は、達成したものは 10項目で 11.1％、改善方向にあるものは 34 項目で 37.8％、変わりないは 18 項目で 20％、悪化したものは 27 項目で 30％、評価不能は１項目でございました。達成または改善方向にある指標は全体の 50％と半数を占めておりまして、歯と口の健康、親子で健康づくりの分野では、達成・改善傾向にある指標は 70％以上でございました。歯と口の健康づくりに関しては、ライフステージに応じた検診の実施や 8020 の表彰等を進めた結果、少しずつではございますが、歯と口の健康づくりに取り組む区民が増えてきているのではないかと思われます。母子保健の分野についても、妊娠出産支援事業の取組みなど保健所・保健相談所など関係機関と連携しながら母子保健対策にしっかりと取組んだ成果が表れたものと考えております。 食育推進計画は、達成したものは２項目で 5.9％、改善方向にあるものは５項目で14.7％、変わりないは 11項目で 32.4％、悪化したものは 15項目で 44.1％、評価が困難なものは１項目ございます。食育への関心度は、計画策定と比べ幾分少なくなってきているものの依然現在でも 66.5％と高い状況にございます。中学生・高校生のやせと肥満の割合、成人の肥満の割合が増えていることなど、自分の適正体重を知り、食を選択する力を養うための教育をより充実させていく必要があるというように考えております。 がん対策推進計画の指標については、健康増進計画のがん対策をご覧いただければと思いますが、達成及び改善方向にある指標は 13 項目 54.1％、変わりないが８項目で 33.3％、悪化しているが３項目で 12.5％でした。がん検診の受診率を見てみますと、
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検診によっては改善しているものもありますが、目標値とはまだ開きがあります。がんの年齢調整死亡率を減少させるためには、がんの早期発見治療を進めるようがん検診に対する理解の促進やアクセスの改善等の取り組みが課題であると考えております。それぞれの分野ごとの詳細については資料２－１～２－４にございますので、分野ごとの検討の際にご参考にしていただけたらと存じます。以上でございます。 会長：     ありがとうございます。何か質問がありますか。 （特になし）  （３）区民の健康状況について（３）区民の健康状況について（３）区民の健康状況について（３）区民の健康状況について    歯科保健・医療連携担当課長： 区民の健康を取り巻く状況については、資料３をご覧ください。人口の推移ですが、平成９年から増加を続けておりまして、平成 30 年１月１日現在 513,197 人となっており、世帯数も同様に増加をしております。一方、１世帯当たりの平均人員数は減少しておりまして、平成 30年１月１日現在 1.95人となっております。 人口構成ですが、30～49歳、65～69歳を頂点とした形となっております。 65歳健康寿命につきましては、男性 82.19歳女性 85.60歳と少しずつ伸びてはきておりますが、都の平均と比べるとわずかですが低い状況であります。 主要死亡要因につきましては、第一位から第三位までは生活習慣病で占めております。第一位が悪性新生物で、増加傾向にございます。第二位の心疾患についてもわずかですが増加傾向でございます。第三位は脳血管疾患でこれはほぼ横ばいとなっております。資料３の説明は以上でございます。 会長：     ありがとうございます。何か質問がありますか。  （特になし）  （４）計画策定の経緯・概要について（４）計画策定の経緯・概要について（４）計画策定の経緯・概要について（４）計画策定の経緯・概要について    （５）計画の構成（案）について（５）計画の構成（案）について（５）計画の構成（案）について（５）計画の構成（案）について    （６）計画策定体制、作業部会の設置について（６）計画策定体制、作業部会の設置について（６）計画策定体制、作業部会の設置について（６）計画策定体制、作業部会の設置について    （７）策定スケジュールについて（７）策定スケジュールについて（７）策定スケジュールについて（７）策定スケジュールについて    歯科保健・医療連携担当課長： それでは資料４から資料６まで一括してご説明をいたします。まず資料４をご覧ください。平成 16年度から 10 年間の計画として策定した江東区健康推進プラン 21の後継計画といたしまして、平成 25 年度に策定した江東区健康増進計画・がん対策推進計
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画・第二次食育推進計画がございますが、今年度が計画の最終年度として今回３つの計画を改定いたします。平成 25 年からの社会環境の変化や現行計画の最終評価、区民健康意識調査の結果や区民の健康状況等を踏まえて、今回は健康増進計画にがん対策推進計画及び食育推進計画を位置づけまして、がん、食育の２つの計画を内包した健康増進計画を新たに策定してまいります。この健康増進計画は、江東区基本構想を具体化するための江東区長期計画の部門別計画として位置づけまして、国の健康 21や東京都健康推進プラン 21、区の高齢者地域包括ケア計画やこども・子育て支援事業計画等の関連計画などとも調和を図りながら策定をしてまいります。計画期間は平成 31年から平成 35年度の５年間といたします。 資料５、下段をご覧ください。計画の構成案ございますが、現行計画はがん対策、食と健康、歯と口の健康、親子で健康づくり、健康づくり応援行動計画の５つの分野から構成されておりますが、次期計画の構成案としては、生活習慣の改善、生活習慣病の発症予防・重症化予防、がん対策、食育、こころの健康、社会環境の整備の６つの分野に再編をいたしまして、地域が一体的かつ主体的に健康づくりに取り組めるよう区民・関係団体や区が地域のなかで果たすそれぞれの役割やまた生涯を通じた健康づくりに取り組めるようライフステージに応じた取組みをお示ししていきたいと考えております。 計画策定の体制ですが、本協議会の下に生活習慣の改善・生活習慣病予防・がん対策について検討する第１作業部会、食育の分野を検討する第２作業部会、こころの健康づくりを検討する第３作業部会の３つの部会を設置いたしまして具体的な検討をしてまいります。社会環境の整備につきましては、全体にかかることから第２回本協議会でご意見をいただければと考えております。 資料６をご覧ください。今後のスケジュールですが６月から８月までの間に３部会でそれぞれ現状課題・今後の取組みの方向性等を３回程度でおまとめいただきまして、事務局において骨子案を策定いたしまして、次回 11 月に第２回協議会を開催いたしまして、そこで全体のご意見をいただければと考えております。その後、いただいたご意見をもとに素案を作成し、12 月にパブリックコメントを取り、必要に応じて修正を行い、計画案として３月の議会におきまして計画を確定させてまいります。大変タイトなスケジュールになりますが宜しくお願いします。 会長：     ありがとうございます。ただ今のご説明について何か意見や質問等がありますか。  （特になし）  
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作業部会については提案どおりで宜しいですか。ご賛成いただいたとして了承したとさせていただきます。  （８）その他（８）その他（８）その他（８）その他    歯科保健・医療連携担当課長： 具体的な検討については、了承いただいた３つの作業部会で進めてまいりますが、今後、部会委員の方々には事務局よりお声がけをいたしまして日程等を調整させていただきます。何かございましたら、その都度会長にご相談して進めてまいりたいと存じますのでどうぞ宜しくお願いいたします。以上でございます。 会長：     全体含めて何かありますか。事務局から説明があったように６月７月８月は部会の委員の方々にとってタイトなスケジュールになっておりますが、この案がうまく運んでまとまるように宜しくお願いいたします。ご質問がないようでしたら、本日は終了させていただきます。         ７７７７．．．．閉閉閉閉会会会会 歯科保健・医療連携担当課長：      本日はどうもありがとうございました。委員の皆様にはお忙しいなか、ご協力いただきまして改めてお礼申し上げます。今後各部会におきまして検討をすすめていただくことになりますが、引き続き協力のほど宜しくお願いいたします。なお、本会議は次回 11 月に開催を予定しております。日程等につきましては、調整のうえ、また後日ご連絡させていただきます。これをもちまして、本日の会議を閉会とさせていただきます。  以上 


