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資料編 
 

１．京田辺市健康づくり推進協議会規則 

平成２６年３月２８日 

規則第１２号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、京田辺市附属機関設置条例（平成２６年京田辺市条例第１号）第７条の規定に基

づき、京田辺市健康づくり推進協議会（以下「協議会」という。）に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

（委員の構成） 

第２条 委員の構成は、次のとおりとする。 

（１） 学識経験のある者 

（２） 医療関係者 

（３） 健康づくり等に関する団体から推薦された者 

（４） 公募により選出された市民 

（５） 関係行政機関の職員 

（６） 市の職員 

（会長及び副会長） 

第３条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第４条 協議会は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が在任しないときの協議会は、市長が招

集する。 

２ 会長は、会議の議長となる。 

３ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 

４ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

５ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第５条 協議会の庶務は、健康づくり担当課において処理する。 

（委任） 

第６条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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２．京田辺市健康づくり推進協議会委員名簿 

 

氏名 所属 備考 

栁田 昌彦 同志社大学スポーツ健康科学部 会長 

上村  学 京田辺医師会 副会長 

増富 理津子 京田辺市議会 ～令和３年(2021)５月 31 日 

片岡 勉 京田辺市議会 令和３年(2021)６月１日～ 

森武 紀明 京田辺市協働のまちづくり推進協議会 ～令和３年(2021)５月 31 日 

澤井 良和 京田辺市協働のまちづくり推進協議会 令和３年(2021)６月１日～ 

江口 公人 山城歯科医師会田辺班 ～令和３年(2021)５月 31 日 

秋田 吉輝 山城歯科医師会田辺班 令和３年(2021)６月１日～ 

眞砂 泰寛 京田辺市老人クラブ連合会  

中山 勝弘 特定非営利活動法人京田辺市社会体育協会 ～令和３年(2021)５月 31 日 

中川 裕子 特定非営利活動法人京田辺市社会体育協会 令和３年(2021)６月１日～ 

志川 妙子 京田辺市食生活改善推進員協議会 ～令和３年(2021)５月 31 日 

島谷 千織 京田辺市食生活改善推進員協議会 令和３年(2021)６月１日～ 

佐野 健次 京都やましろ農業協同組合  

奥浪 謙治 株式会社 DNP テクノパック  

西川  登 社会福祉法人 京田辺市社会福祉協議会 ～令和３年(2021)５月 31 日 

村田 敬造 社会福祉法人 京田辺市社会福祉協議会 令和３年(2021)６月１日～ 

米田 泰子 京田辺市民 ～令和３年(2021)５月 31 日 

松林 宣子 京田辺市民 ～令和３年(2021)５月 31 日 

山脇 順子 京田辺市民 令和３年(2021)６月１日～ 

小室 明美 京田辺市民 令和３年(2021)６月１日～ 

大熊 誠太郎 京都府山城北保健所 ～令和３年(2021)５月 31 日 

四方  哲 京都府山城北保健所 令和３年(2021)６月１日～ 

藤本 伸一 京田辺市教育委員会  

（順不同／敬称略） 
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３．計画策定の経過 

日程 項目 協議内容等 

令和２年（2020） 

９月 18 日（金） 

令和２年度 第１回 

京田辺市健康づくり推進 

協議会 

（１）第２期健康増進計画・食育推進計画策定に 

ついて 

○計画策定事業概要について 

○アンケート調査について 

（２）その他 

令和２年（2020） 

10 月 22 日（金）～ 

11 月 18 日（木） 

健康に関する市民意識 

調査の実施 

〇調査対象 

・親子（１～５歳の未就学児の保護者） 

・小中学生（小学６年生と中学３年生） 

・成人（20 歳以上） 

令和３年（2021） 

３月 23 日（火） 

令和２年度 第２回 

京田辺市健康づくり推進 

協議会 

（１）第２期健康増進計画・食育推進計画策定に 

ついて 

○市民意識調査 調査結果報告 

○調査結果報告を受けての意見交換 

（２）その他 

令和３年（2021） 

５月６日（木）～ 

６月１日（火） 

関係者ヒアリング調査の 

実施 

〇調査対象 

市内で健康づくりや食育に関する活動を実施 

する団体・組織 

令和３年（2021） 

６月 28 日（月） 

令和３年度 第１回 

京田辺市健康づくり推進 

協議会 

（１）第２期健康増進計画・食育推進計画策定に 

ついて 

○第２期計画の基本的な考え方について 

○健康づくり・食育に関する振り返りについて 

（２）その他 

令和３年（2021） 

10 月７日（木） 

令和３年度 第２回 

京田辺市健康づくり推進 

協議会 

（１）第２期健康増進計画・食育推進計画策定に 

ついて 

○素案の協議 

（２）その他 

令和３年（2021） 

11 月 29 日（月） 

令和３年度 第３回 

京田辺市健康づくり推進 

協議会 

（１）第２期健康増進計画・食育推進計画策定に 

ついて 

○素案修正案の協議 

（２）その他 

令和３年（2021） 

12 月 16 日（木）～ 

令和４年（2022） 

１月 17 日（月） 

第２期健康増進計画・食育推進計画素案のパブリックコメントの実施 

令和４年（2022） 

２月１日（火） 

令和３年度 第４回 

京田辺市健康づくり推進 

協議会 

（１）第２期健康増進計画・食育推進計画策定に 

ついて 

○パブリックコメント結果報告及び計画素案 

への反映について 

〇素案の修正について 

（２）その他 
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４．用語解説 

あ行 

インセンティブ やる気を起こさせるような刺激、動機付けのことです。 

運動習慣・運動習慣者 

「習慣」とは日常生活の一部となり、継続して実施している行動様式です。厚

生労働省の国民健康・栄養調査では、「１回 30 分以上、週に２回以上、１年以

上」運動を継続している人のことを「運動習慣のある人」と定義しています。 

か行 

介護予防 
寝たきりになるなどの介護が必要な状態にさせない、また、介護が必要であっ

てもそれ以上悪化させないようにすることです。 

禁煙外来 たばこをやめたい人のために病院に設けられた専門外来のことを言います。 

健康寿命 
「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」と定義さ

れます。 

後期高齢者 75 歳以上の人のことを言います。 

口腔ケア 
口腔内外を清潔にするため、毎食後、歯ブラシを使って歯みがきやマッサージ

を行い、虫歯及び歯周病の予防や口腔機能の回復などを図ることです。 

行動変容 

習慣化された行動パターンを変えることを言います。 

人が行動パターンを変える場合は、「無関心期」→「関心期」→「準備期」→

「実行期」→「維持期」の５つのステージを通ると言われています。 

子ども食堂 

無料または低料金でこどもや地域の人々に食事を提供する活動のことです。

子どもの貧困や孤食への対策となるほか、子どもの居場所や学習支援、地域の

サロンとしての機能を持つケースも多いです。 

さ行 

受動喫煙 

たばこから立ち上る副流煙と喫煙者が吐き出した呼出煙とが拡散して混ざっ

た煙を吸わされてしまう、あるいは吸わせてしまうことを言い、たばこを吸わ

ない人でも、継続的な受動喫煙により健康影響が発生します。 

食育 

様々な経験を通じて、「食」に関する知識と、バランスの良い「食」を選択す

る力を身に付け、健全な食生活を実践できる力を育むことです。 

年齢に関わらず、一人ひとりが、健康的な食のあり方を考えるとともに、だれ

かと一緒に食事や料理をしたり、食べ物の収穫を体験したり、季節や地域の料

理を味わったりすることで、生涯にわたって「食べる力」＝「生きる力」を育

むことが大切です。 

食生活改善推進員 食を中心とした地域の健康づくりを推進する全国組織のボランティアです。 

食品ロス 本来食べられるにも関わらず捨てられてしまう食べ物のことです。 

新型コロナウイルス

感染症 

COVID-19。令和元年（2019）12 月に中国武漢市で検出され、世界規模で流行

したウイルス感染症のことです。 
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セルフケア 
歯と口腔の健康におけるセルフケアとは、歯みがきとともに、歯間ブラシなど

を使って本人や保護者などが歯と口腔をきれいに清掃することを言います。 

総合型地域スポーツ

クラブ 

子どもから高齢者まで、様々なスポーツを愛好する人々が、初心者からトップ

レベルまで、それぞれの志向・レベルに合わせて参加できるという特徴を持

ち、地域住民により自主的・主体的に運営されるスポーツクラブのことです。 

た行 

地産地消 

地域で生産された農産物や水産物をその地域で消費することです。 

地産地消により、消費者は新鮮で栄養価の高い食材を手に入れることができ、

生産地から店頭までの輸送にかかるエネルギーが削減できます。また、地元で

生産されているため、生産者や生産現場がわかることで消費者も安心して食

べることができ、生産者を身近に感じることで地域への愛着が高まるととも

に、地域経済の活性化にもつながります。 

適塩 自分に適した塩分量を摂取することを言います。 

特定健診 

(特定健康診査) 

内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）の状態を早期にみつけるための

健康診査で、40～74 歳の被保険者およびその被扶養者を対象に実施します。 

な行 

内臓脂肪症候群 
メタボリックシンドロームとも言い、内臓脂肪の蓄積により、「高血圧」「脂質

異常」「高血糖」などの生活習慣病を併せ持った状態」のことを言います。 

中食 
市販の弁当やお惣菜などで、家庭や職場などへ持って帰り、そのまま食事とし

て食べられる状態に調理された食品のことを言います。 

は行 

8020 運動 

(はちまるにーまる) 
80 歳で 20 本以上の自分の歯を保つことをめざすものです。 

フードバンク 

企業や個人、団体から、包装の傷みなどで品質に問題がないにもかかわらず、

市場で流通できず、廃棄される食品の寄附を受け、生活困窮者などに配布する

活動のことです。 

フレイル 
加齢とともに、心身の活力（例えば筋力や認知機能など）が低下し、生活機能

障害、要介護状態、そして死亡などの危険性が高くなった状態のことです。 

プロケア 
歯と口腔の健康におけるプロケアとは、定期的な歯科健診や歯科医などの専

門家から診察・指導を受けることを言います。 

保健指導 

健診の結果に基づき、生活習慣病予防のために食生活や運動習慣などの生活

習慣改善のための支援のことです。なお、「特定保健指導」とは、特定健診の

結果に基づき、内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）の該当者・予備

群となった人を対象に行う保健指導のことです。 

ま行 

メディア 
テレビ、スマートフォン、タブレット端末、パソコン、ゲーム機などのメディ

ア機器のことです。 
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ら行 

ライフステージ 

生涯を各年代のおおよその特徴に合わせて区分した段階（ステージ）のこと

で、本計画では、妊娠出産期・乳幼児期、学童期、思春期、青年期、壮年期、

高齢期の６段階を設定しています。 

ローレル指数 

児童・生徒の肥満の程度を示す指数のひとつで、 

体重（kg）÷身長（m）÷身長（m）÷身長（m）×10 

で算出します。ローレル指数が 100 未満は「やせすぎ」、100 以上 115 未満は

「やせぎみ」、115 以上 145 未満は「標準」、145 以上 160 未満は「太りぎみ」、

160 以上は「太りすぎ」とされています。 

英字 

ＢＭＩ 

身長からみた体重の割合を示す体格指数のひとつで、 

体重（kg）÷身長（m）÷身長（m） 

で算出します。ＢＭＩが 18.5 未満は「やせ」、18.5 以上 25 未満は「標準」、

25 以上は「肥満」とされています。 

ＰＤＣＡサイクル 

業務管理手法の一つ。（１）計画（PLAN）を立て、（２）計画に基づき実行（DO）

し、（３）実行した業務を評価（CHECK）し、（４）改善（ACTION）が必要な部

分を検討し、次の計画に役立てることです。 

ＳＤＧｓ 

Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）の略称。平成 27 年

（2015）９月に国連サミットで採択され、令和 12 年（2030）までを目途に国

連加盟国 193 か国が地球上の「誰一人取り残さない」という誓いを達成する

ための目標のことです。詳細については、Ｐ５のトピックスを参照ください。 

ＳＭＲ 

標準化死亡比のことで、異なった年齢構成をもつ集団の死亡傾向を比較する

指標で、基準となる集団（国）の死亡率を 100 として、比較する集団の死亡率

がどの程度大きいかを表すものです。 

ＳＮＳ 

Social Networking Service の略称。登録された利用者同士が交流できる WEB

サイトの会員制サービスのことで、Facebook、Twitter、Instagram、LINE な

どのサービスがあります。 
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