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資料編 

１．用語解説（五十音別） 

栄養成分表示 食品にどのような栄養成分がどのくらい含まれているか、一

目でわかるようにしたもの。 

ゲートキーパー 悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援

につなげ、見守る人のこと。 

コミュニティソーシャルワーカー 地域住民等からの相談に応じ、専門的な福祉課題の解決に向

けた取組や住民活動の調整を行う地域福祉のコーディネー

ターの役割を担う人。 

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つけ、健全な食生活を実践でき

る力を育むこと。誰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な

どを通じて推進される。 

食品ロス まだ食べられるのに捨てられている食べ物のこと。日本では

年間約 632トン、日本人１人あたりに換算すると、毎日お茶

碗１杯分（約 136g）の食品が捨てられている。家庭からも、

必要以上に買いすぎた物や、賞味・消費期限を過ぎた食品な

どが捨てられている。 

身体活動 生活活動＋運動 

生活活動とは、日常生活における労働、家事、通勤・通学、

趣味などのことをいう。 

運動とは、体力の維持・向上を目的として計画的・意図的に

実施することをいう。 

スマート・ライフ・プロジェクト 「健康寿命をのばしましょう。」をスローガンに、国民全体

が人生の最後まで元気に健康で楽しく毎日を送れることを

目標とした国民運動。運動、食生活、禁煙に加え、2014年

からは健診・検診の受診をテーマに加えている。 

地産地消 地域でつくられたものをその地域で消費すること。 

フレイル 筋力や心身の活力が低下し、健康障害を起こしやすい状態。 

慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ） たばこの煙など、有害物質を長期に吸入することにより、気

管支や肺に障害がおきて、呼吸がしにくくなる肺の生活習慣

病。正常な呼吸が困難になり息切れやせき、痰などの症状が

起こる。 

メタボリックシンドローム 内臓脂肪が多くて糖尿病をはじめとする生活習慣病になりや

すく、心臓病や脳などの病気につながりやすい状況をいう。 

ロコモティブシンドローム 

（運動器症候群） 

身体運動に関わる骨・関節・筋肉・神経などの障害があり、

日常の活動に支障をきたし、要介護状態や要介護になってし

まう危険性の高い状態。 
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２．執行機関の附属機関に関する条例（抜粋） 

（設置） 

第 2条 法律若しくはこれに基づく政令又は別に条例で定めるものを除くほか、本市に次

の執行機関の附属機関を置く。 

（委任） 

第 3条 前条に規定する附属機関の組織、運営その他必要な事項は、当該附属機関の属す

る執行機関が別に定める。 

 

別表（第 2条関係） 

 １ 市長の附属機関 

附属機関の名称 担任する事務 

羽曳野市健康づくり推進

協議会 

市民に密着した総合的な健康づくりの推進に

ついての審議等に関する事項 

 

  



3 

 

３．羽曳野市健康づくり推進協議会規則 

 

                         制  定 昭 57.9.16 規則 52 

                         最近改正 平 19.3.30 規則７ 

 

 （設置）  

第１条 市民に密着した総合的な健康づくり対策を推進するため、羽曳野市健康づくり推

進協議会（以下「協議会」という。）を設置する。  

 （所掌事務）  

第２条 協議会は、次に掲げる事項について審議及び企画をするとともに、事業の実施の

推進を図るものとする。  

 (１) 健康の増進に関すること。  

 (２) 健康づくりに関する知識の普及に関すること。  

 (３) 各種健康診査、健康相談及び健康教室に関すること。  

 (４) 保健栄養指導及び食生活改善指導に関すること。  

 (５) 保健衛生組織の育成に関すること。  

 (６) 前各号に掲げる事項のほか、健康づくりを推進するために必要な事項に関するこ

と。  

 （組織）  

第３条 協議会は、委員２５名以内をもって組織する。  

２ 協議会の委員（以下「委員」という。）は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。  

 (１) 保健医療関係団体の代表者  

 (２) 関係行政機関の代表者  

 (３) 関係団体の代表者  

 (４) 市議会議員  

 (５) 教育関係の代表者  

 (６) 学識経験者  

 (７) 市の職員  

 (８) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者  

 （任期）  

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、その再任を妨げない。  

２ 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

 （会長及び副会長）  

第５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は、その職務を代理する。  
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 （会議）  

第６条 協議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。  

２ 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。  

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。  

 （専門部会）  

第７条 会長が必要と認めるときは、協議会に専門的事項を分掌させるため、専門部会を

置くことができる。  

２ 専門部会に属する委員は、会長が指名する。  

３ 前２項に規定するもののほか、専門部会の運営について必要な事項は、別に定める。  

 （報酬）  

第８条 委員の報酬及び費用弁償の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁

償に関する条例（昭和 36年羽曳野市条例第 188号）の定めるところによる。  

 （庶務）  

第９条 協議会の庶務は、健康増進課において行う。  

 （委任）  

第１０条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定め

る。  

 

   附 則（昭 57.９.16 規則 52）  

 この規則は、公布の日（昭 57.９.16）から施行する。  

   附 則（昭 58.５.24 規則 23）  

 この規則は、公布の日（昭 58.５.24）から施行し、昭和 58年４月１日から適用する。  

   附 則（昭 63.３.23 規則５）  

 この規則は、昭和 63年４月１日から施行する。  

   附 則（平５.３.31 規則 13）  

 この規則は、平成５年４月１日から施行する。  

   附 則（平 15.３.28 規則８）  

 この規則は、平成 15年４月１日から施行する。  

   附 則（平 19.３.30 規則７）抄  

 （施行期日）  

１ この規則は、平成 19年４月１日から施行する。  
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４．羽曳野市健康づくり推進協議会 委員名簿  

 (任期：平成 30年４月１日～平成 32年３月 31日) 

 

役職 委員氏名 フリガナ 区 分 備 考 

会長 調子 和則 チョウシ カズノリ  保健医療関係の代表者 羽曳野市医師会会長 

副会長 青木 重人 アオキ シゲト 保健医療関係の代表者 羽曳野市歯科医師会会長 

委員 池谷 俊哉 イケタニ トシヤ 保健医療関係の代表者 羽曳野市医師会理事 

委員 上野 昌江 ウエノ マサエ 学識経験者 大阪府立大学看護学部教授 

委員 大畑 和弘 オオハタ カズヒロ 保健医療関係の代表者 羽曳野市医師会副会長 

委員 奥野 昌史 オクノ マサフミ 保健医療関係の代表者 羽曳野市歯科医師会専務理事 

委員 加藤 幸一 カトウ コウイチ 関係団体の代表者 
羽曳野市老人クラブ連合会 

副会長 

委員 川地 正人 カワチ マサヒト 教育関係の代表者 
羽曳野市教育委員会 

学校教育室長 

委員 北山 忠明 キタヤマ タダアキ 関係団体の代表者 
羽曳野市民生委員児童委員 

協議会会長 

委員 木村 眞知子 キムラ マチコ 関係団体の代表者 
羽曳野市地域婦人団体 

協議会会長 

委員 齊藤 和正 サイトウ カズマサ 関係団体の代表者 
羽曳野市民生委員児童委員 

協議会主任児童委員長 

委員 島岡 勇介 シマオカ ユウスケ 保健医療関係の代表者 羽曳野市薬剤師会会長 

委員 島田 永和 シマダ ナガカズ 学識経験者 医療法人理事長 

委員 高林 弘の タカバヤシ ヒロノ 関係行政機関の代表者 藤井寺保健所長 

委員 竹田 幸弘 タケダ ヨシヒロ 保健医療関係の代表者 羽曳野市歯科医師会副会長 

委員 田中 太郎 タナカ タロウ 保健医療関係の代表者 羽曳野市医師会理事 

委員 津田 眞理子 ツダ マリコ 保健医療関係の代表者 羽曳野市薬剤師会理事 

委員 松井 康夫 マツイ ヤスオ 市議会議員  

委員 松永 眞也 マツナガ シンヤ 関係団体の代表者 
羽曳野市スポーツ推進委員 

協議会会長 

委員 百谷 孝浩 モモタニ タカヒロ 市議会議員  

委員 山口 隆光  ヤマグチ タカミツ 関係団体の代表者 羽曳野市連合区長会副会長 
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５．羽曳野市自殺対策庁内連絡会議設置要領 

 

平成 26年 12月 31日 制定 

平成 29年 9月  1日 改正 

平成 31年 2月  1日  改正 

（設置） 

第 1条 庁内関係部署の緊密な連携により、自殺対策を総合的に推進するため、羽曳野市

自殺対策庁内連絡会議（以下「連絡会議」という。）を設置する。 

 

（所掌事項） 

第 2条 連絡会議の所掌事項は、次のとおりとする。    

（1） 自殺対策に関する諸施策の調整及び推進に関すること。 

（2） 自殺対策に関する情報の収集及び連絡に関すること。 

（3） その他自殺対策の総合的な推進に関すること。 

 

（組織） 

第 3条 連絡会議は、別表に掲げる関係部署の所属長をもって組織する。 

  

（会長） 

第 4条 連絡会議に会長を置く。 

2 会長は、健康増進課長をもって充てる。 

3 会長は連絡会議を代表し、会議を掌握する。 

 

 （会議） 

第 5条 連絡会議は会長が召集する。 

2 会長は、必要と認めるときは、会議に構成員以外の者の出席を求めることができる。 

3 連絡会議は、年に１回又は、２回開催する。なお、会長が必要と認めたときはその限り

ではない。 

  

 （実務担当者会議） 

第 6条 連絡会議内に実務的な事項を協議するため実務担当者会議を置く。 

2 実務担当者会議の構成員は、連絡会議を構成する各所属長が推薦する者とする。 

 

 （庶務） 

第 7条 連絡会議の庶務は、健康増進課において行う。 

 

 （個人情報保護） 

第 8条 連絡会議での個人情報の取り扱いについては、関連する法令等を遵守し、厳重に

管理するものとする。 
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 （その他の事項） 

第 9条 この要領に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、会長が定め

る。 

 

附則 

 この要領は、平成 27年 1月 1日から施行し、改正後の第 3条別表は、平成 31年 2月 1

日から適応する。 

 

 

別表（第 3条関係） 

羽曳野市自殺対策庁内連絡会議構成員 

 

 
関係部署 

健康増進課（会長） 

人事課 

こども課 

税務課 

福祉総務課 

障害福祉課 

生活福祉課 

保険年金課 

高年介護課 

地域包括支援課 

市民課 

人権推進課 

市民協働ふれあい課 

産業振興課 

水道局総務課 

学校教育課 

社会教育課 
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６．羽曳野市健康づくり推進協議会における審議経過 

平成 29（2017）年度 

 開催日 審議内容 

第１回 ７月 26日 （１）健康はびきの 21（第２期）計画及び食育推進計画の進捗管理 

第２回 11月 17日 （１）健康はびきの 21（第２期）後期計画及び食育推進計画（第２次）・

自殺対策計画策定に向けて 

ア、計画の位置づけ 

イ、アンケート調査について 

ウ、策定スケジュールについて 

 

平成 30（2018）年度 

 開催日 審議内容 

第１回 ７月 18日 （１）健康はびきの 21（第２期）後期計画及び食育推進計画（第２次）・

自殺対策計画策定に向けて 

ア、アンケート結果の概要について 

イ、策定スケジュールについて 

第２回 11月 21日 第２回当初 10月５日開催予定が台風のため中止 

（１）健康はびきの 21（第２期）後期計画及び食育推進計画（第２次）・

自殺対策計画策定に向けて 

ア、素案について 

イ、策定スケジュールについて 

第３回 平成 31年 

２月 18日 

健康はびきの 21（第２期）後期計画及び食育推進計画（第２次）・自殺

対策計画策定に向けて 

パブリックコメント（平成 31年１月４日～１月 31日まで実施）に対する

市の見解 

 

７．アンケート調査について 

  調査内容 ①20歳以上の羽曳野市民、3,000人を無作為抽出 

       ②幼稚園に通う子どもの保護者 

       ③小中学生 

調査対象 調査期間 調査方法 配布数 有効回収数 有効回収率 前回回収率 

20歳以上の市民 
平成 30年２月１日（木） 

～２月 28日（水） 

郵送による 

配布・回収 
3,000 1,435 47.8％ 43.3％ 

幼稚園に通う 

子どもの保護者 

平成 30年７月２日（月） 

～７月 20日（金） 

幼稚園を通じ

た配布・回収 
210 177 84.3％ 71.8％ 

小学生（５年） 
平成 30年７月２日（月） 

～７月 20日（金） 

小学校を通じ

た配布・回収 
953 876 91.9％ 

94.1％ 

中学生（２年） 
平成30年７月２日（月）

～７月 20日（金） 

中学校を通じ

た配布・回収 
974 921 94.6％ 
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健康はびきの 21計画（第 2期）後期計画 

食育推進計画（第２次） 自殺対策計画 
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