
 

健康づくり・食育推進協議会委員からのご意見一覧表（健康増進計画分）                       別紙 1（№1） 

日付 委員名 ご意見 回答 

H30.10.4 山口委員 アンケート結果の解析から、「飯塚市における健康

に関する課題」が抽出されていますが、  

『歯の健康』欄を拝見したところ、全世代を通じて

「むし歯の早期発見・早期治療の啓発」  

「むし歯予防に向けた指導の充実」が掲げられてい

ますが、残念ながら歯周疾患に関する記載が見受け

れらません。  

歯科の二大疾患と呼ばれるものは、むし歯と歯周病

であり、歯の喪失原因もむし歯と歯周病がほぼ半分

ずつというのが現状です。  

口腔の健康(とりわけ歯周病)が全身の健康と密接に

関係する事は既に数多く証明されており、  

飯塚市の健康づくりにもこのような観点が必要かと

拝察いたします。 

ご指摘のとおりむし歯の予防が中心になっていたため口

腔の健康についての課題や現状及び取り組みについて内

容を修正しています。（前回の配布の第 3 回協議会資料に

おいて修正済み） 

H30.10.4 山口委員 乳幼児歯科検診に関しては、乳歯列の完成が従来は 2

歳半が平均とされていましたが、栄養の改善のため

か、最近は 2歳で歯列完成の子も珍しくなく、3歳時

での健診は遅すぎるという議論があります。また、

県の歯科保健条例では、「科学的根拠に基づくむし

歯予防」が唱えられており、これは簡単に言えば、  

フッ化物の積極利用です。既に北九州市等は以前よ

り歯科健診時にフッ素塗布を行っていますし、  

県庁も数年前から全県下の小学校でのフッ素洗口を

目指して事業を開始しました。  

また、県内の自治体の中には、前倒しして２歳半健

診を実施しているところがあることもお伝えしてお

きます。 

市では 1 歳半と 3 歳児健診において乳幼児の歯科健診を実

施しています。乳幼児健診時のフッ化物の塗布については

現在実施しておりませんが、今後の検討課題であると考え

ます。 

 

H30.12.17 山下委員 ①健康増進計画について  

  国が示す健康日本 21の 9項目のうち 3つの項目

がありません。  

  がんについてはがん対策推進計画でカバーされ

ると思いますが、  

  以下の 2 項目について、重症化予防の取り組み

は重要ではないでしょうか。  

   ・循環器疾患  

   ・糖尿病  

 

循環器疾患・糖尿病についての行政の取り組みについて追

加で修正しています（P41）。 

また、糖尿病については「糖尿病の発生状況の変化」の資

料を追加しました（P38 上段） 

H30.12.17 山下委員 ②母子保健計画について  

  健やか親子 21 では、重点課題が 2つあります。  

  育てにくさを感じる親への対応と児童虐待防止

の取り組みです。  

  この課題に対する取り組みは記載が必要なので

はないでしょうか。  

 

「育てにくさを感じる親への対応」と「児童虐待防止の取り

組み」については、素案で掲載しています。  

 

H30.12.17 山下委員 ③評価計画について  

  いつ、どのように評価するのか「評価計画」の

記載が必要だと考えます。  

  企画評価、実施評価、結果評価等の視点が必要

かと思います。  

 

P123 計画の推進体制において今後の進捗管理の在り方に

ついて掲載しています。 

 

 貴重なご意見ありがとうございました。 
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日付 委員名 頁：行数 ご意見 回答 

H30.12.19 山口委員  「健診」と「検診」の違いについて 乳幼児健診のような健康状態の確認のた

めの健康診断を「健診」、がん検診のよう

な特定の病気を早期に発見し、早期に治療

するための検診は「検診」と表現していま

す。 

H30.12.19 山口委員 72 「むし歯」と「虫歯」、「かむ」と「噛む」が混在して

います。 

「むし歯」と「噛む」で統一する予定です。 

H30.12.19 山口委員  学童期の計画に「科学的根拠に基づくむし歯予防」と

いう条例の一文はいれられないか。 

申し訳ありません。住民が一般的に受け入

れにくい表現であるため入れない方向で

す。 

H30.1.28 山口委員  むし歯予防にフッ化物塗布が掲げてありますが、フッ化

物の応用にはこれ以外にもフッ化物洗口とフッ化物入り

歯磨剤の利用も有効であると思います。塗布だけを推奨

されているのは何か理由があるのでしょうか？まとめ

て、「フッ化物の積極的応用」とかの表記でも宜しいかと

考えます。 

フッ化物の応用についていろいろあると

は思いますが、一般にもなじみのよいフッ

化物塗布でまとめております。学童期・思

春期においても「フッ化物塗布や歯間ブラ

シ等を使って、口腔ケアを行います。」と

いう同様の表現を追加する予定です。 

H30.1.28 山口委員  高齢者のライフステージの区分が、65歳以上が一括りに

なっているためか？健康な高齢者と、そうでない高齢者

とが一緒の扱いになっています。要介護状態の高齢者に

健康「増進」は望めないことなのかもしれませんが、今

や全人口の 3 割になろうかという人達を一括りで対応す

るのは無理があるように感じます。国の施策としても、

要介護状態の前に「フレイル」という視点を持ち込んで

事業が始まっていると思うのですが、これに対しての言

及や対応が大変乏しいように感じます。歯科に関しても、

厚労省と共に「オーラルフレイル」という概念を導入し

て介護予防に役立てようとしているのはご存じと思いま

す。今一度ご検討願えれば幸いです。 

人口の 1/3 である 65 歳以上の高齢者を一

括りでよいのか？という問いにたいして

は委員のご指摘のとおりであるという思

いはあります。しかしながら、当市には高

齢介護計画という 75 歳以上の高齢者に特

化した計画が存在しますが、その計画内に

おいても健康な高齢者とそうでない高齢

者の区分はありません。よって、健康増進

計画においても区分はしない予定です。 

 

 

H31.1.28 宮嶋委員 15 全国の平均寿命・健康寿命（表） 

① いつのデータですか？ 

② 厚生労働省の国の数値は 2016 年で健康寿命が男

性 72.14 歳、女性 74.79 歳となっているがこちら

の数値にいれかえたほうがよいのではないか？ 

 

 

① 2017（平成 29 年度）のデータです 

＊いつのデータかわかるように修正い

たします。 

② 現状のままとさせていただきます。 

理由：厚生労働省の数値で確認できる

のは県や飯塚医療圏（嘉麻市・桂川町

含む）での数値であり飯塚市単体の数

値が確認できません。 

よって国・県・市が比較できる国民健

康保健システム（KDB システム）の数

値を用いております。 

また、他市の健康増進計画においても

同様の理由から KDB システムの数値

を用いているようです。 

H31.1.28 宮嶋委員 19 高齢化率の推移（表） 

 平成 27年度の数値が P11（29.1％）と P19（26.6％） 

と異なるがなぜか？ 

 

理由：データベースの違いによるもの

です。P11 は国勢調査（平成 27 年度） 

のデータであり、P19 は福岡県の高齢

者人口及び高齢化率の推移（平成 29

年度）という県のデータになります。 
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日付 委員名 頁：行数 ご意見 回答 

H31.1.28 宮嶋委員 21 特定健康診査・特定保健指導の受診状況 

受診率・実施率において国及び県のデータをいれては

どうでしょうか？ 

文章での比較でもよいと思います。 

検討いたします。 

H31.1.28 宮嶋委員  データには、出典先が記入してあるが、何年度の数値

か明記していない部分があります、 

気になるので●○年：●○○○出典としてほしい 

ご指摘のとおり修正いたします。 

H31.1.29 山下委員 15 平均寿命は国・県よりも低い 

     女性        男性  

飯塚市 85.7歳（▼2.6歳）  79.1歳（▼1.7歳） 

 県内 女性 第 1位 太宰府市 88.3歳         

        第 2位 須恵町 88.2歳 

    男性 春日市・福津市・遠賀町：80.8歳 

 

＊「健康な寿命を延伸することが必要である」と課題

を明記してはどうか。 

＊ 特に女性の平均寿命の短さが目立つこと、女性の

健康づくりが課題であることを記載してはどうか。 

 

検討いたします。 

H31.1.29 山下委員 16 年齢調整死亡率が高値で推移 

 

他の地域に比べて飯塚市の市民は死亡する率が高い

ことを意味している。 

 

検討いたします。 

H31.1.29 山下委員 17 主要な死亡原因 

 死亡原因で最も多いのはがん 30％：年間約 500人

が死亡 

 心疾患 10％、脳血管疾患 9％：年間約 300人が死

亡 

 

＊ 健康寿命の延伸のためには、主要な死亡原因

であるがん、心疾患、脳血管疾患の死亡者数

を減らすことが重要であることを明記しては

どうか。 

 

 

検討いたします。 

H31.1.29 山下委員 18 脳血管疾患の年齢調整死亡率が高い 

  飯塚市民は、他地域に比べて脳血管疾患で死亡す

る確率が高いことを意味している。 

 

 ＊「脳血管疾患の死亡を減らすことは重要な課題で

ある」と優先課題であることを明記してはどうか。 

 

検討いたします。 

H31.1.29 山下委員 20 要介護・要支援となった人の半数が脳卒中。特に

65歳未満は 66.3％と多い。 

要介護・要支援となった人の 8割以上が基礎疾患

として高血圧（84.8％）。 

約半数が糖尿病（44.6％）、脂質異常（54.8％）

に罹患している。 

脳血管疾患は要介護の大きな原因であり、その背

景には高血圧がある。糖尿病と脂質異常もかかわ

っていると考えられる。 

検討いたします。 



 

別紙 1（№4） 

   ＊ 要介護・要支援の人が増えないようにするため

には、脳血管疾患の予防が重要であること、特

に高血圧対策、糖尿病と脂質異常の予防と重症

化予防が重要であることを明記してはどうか。 

要介護・要支援の 92.5％が筋・骨格疾患。 

 筋・骨格疾患は要介護の大きな要因である。 

 

＊ 要介護・要支援の人が増えないようにするため

には、運動の機能ができるだけ落ちないように

維持し、筋・骨格疾患を予防することが重要で

あることを明記してはどうか。 

 

 

 

H31.1.29 山下委員 23 生活習慣病の中で、脳血管疾患、虚血性心疾患、糖

尿病性腎症は、長期間の治療を  要し、生活の質

を著しく低下させる疾患である。 

基礎疾患として高血圧、糖尿病、脂質異常がある。 

生活習慣病治療者の半数は高血圧（55.6％）、3割

は糖尿病（29.9％）、4割は脂質異常（43.7％）。 

 

＊ 市民の生活に深刻な影響を与える脳血管疾患、

心疾患、糖尿病性腎症の予防対策が課題である

こと、それらの予防のためには、高血圧、糖尿

病、脂質異常の予防と重症化予防が重要である

ことを明記してはどうか。 

 

高額の入院費用の県内順位は高く、安価は外来

費用の順位は低い。 

特に腎不全、糖尿病、脳血管疾患、精神の入院

費が高額である。 

腎不全、糖尿病、脳血管疾患は、疾患が重要か

して受診し、入院治療が必要となっている者が

多いことが推測される。 

 

＊ 外来で治療ができる段階で疾患を発見し、早期

に治療することが重要であること、特に腎不全、

脳血管疾患心疾患は、高血圧、糖尿病、脂質異

常の重症化を防ぐことが予防につながることを

明記してはどうか。 

 

 

検討いたします。 

H31.1.29 山下委員 24 メタボ該当者、は増加傾向。メタボ予備軍は減少して

いない。 

   高血圧、糖尿病、脂質異常は、メタボ対策が予

防対策となる。 

 

＊ 効果的なメタボ対策が必要であること、以上の

早期発見のためには特定検診の受診率向上が重

要であること、重症化予防のためには効果的な

保健指導、健康教育、啓発活動が重要であるこ

とを記載してはどうか。 

検討いたします。 

 

 

 



 

別紙 1（№5） 

H31.1.29 山下委員 37 健康増進計画の現状と課題（ｐ３７）では、以下のよ

うな内容を含めてはいかがでしょうか。 

 

年齢調整死亡率が高い 

女性の平均寿命が短い 

  主要死因はがん30％、心疾患10％、脳血管疾患9％ 

特に脳血管疾患の死亡率が高い 

要介護・要支援の背景には脳血管疾患、筋・骨格

疾患がある 

脳血管疾患、心疾患、腎不全の背景には、高血圧、

糖尿病、脂質異常がある 

これらの疾患が重症化して、入院治療となる人が

多い可能性がある 

⇒ 高血圧、糖尿病、脂質異常を中心にメタボ対

策の推進が重要 

 早期発見のための健診の定期受診、早期治療に

よる重症化予防のための効果的な保健指導、健

康教育、啓発活動が必要 

⇒ 要介護・要支援になる人が増えないように、

運動機能の維持が重要 

身体活動の促進、運動の推進が必要 

 

検討いたします。 

 

 


