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鹿児島市健康増進計画推進検討委員会設置要綱

　（設置）
第１条　健康増進法に基づく本市の市町村健康増進計画（以下「計画」という。）の推進方針の検討及び次
　期計画の策定に当たり、計画を協働して推進する団体等の意見を反映させるため、鹿児島市健康増進計
　画推進検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。
　（所掌事項）
第２条　委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告する。
　(1) 計画の推進に関すること。
　(2) 次期計画の策定に関すること。
　(3) その他計画の推進及び次期計画の策定に関し必要な事項
　（組織）
第３条　委員会は、委員２４人以内をもって組織する。
２　委員は、次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に定める人数を市長が委嘱する。
　(1) 市民への健康づくりの普及に関係する団体の代表者　６人以内
　(2) 学校での健康づくりの普及に関係する団体の代表者　６人以内
　(3) 市民の健康づくりを支援する団体の代表者　６人以内
　(4) 市内に居住する者で公募に応じたもの　４人以内
　(5) 行政の代表者　２人以内
　（委員の任期）
第４条　委員の任期は２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残
　期間とする。
２　委員は、再任されることができる。
　（委員長及び副委員長）
第５条　委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
２　委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、委員会の会議の議長を務める。
３　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代
　理する。
　（委員会の会議）
第６条　委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。
２　委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に委員会の会議への出席を求め、意見を聴くこ
　とができる。
　（部会の設置）
第７条　委員会の所掌事項に関する具体的な事項について検討させるため、委員会に部会を置く。
２　部会の種類及び各部会ごとの委員の数は、次のとおりとする。
　(1) 市民普及部会　８人以内
　(2) 学校普及部会　８人以内
　(3) 健康づくり支援部会　８人以内
３　委員長は、委員の所属する部会を指定する。
４　部会に部会長及び副部会長を置き、それぞれの部会の委員の互選により定める。
５　部会長及び副部会長の職務については、前２条の規定を準用する。
　（庶務）
第８条　委員会及び部会の庶務は、健康福祉局すこやか長寿部健康総務課において行う。
　（その他）
第９条　この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
　　　付　則
　この要綱は、平成１４年６月１３日から施行する。
　　　付　則
　この要綱は、平成１７年５月２３日から施行する。
　　　付　則
　この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。
　　　付　則
　この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。
　　　付　則
　この要綱は、平成２４年７月１日から施行する。
　　　付　則
　この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。
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（平成２４年度）

鹿児島市健康増進計画推進検討委員会委員名簿

職　名　等

鹿児島市医師会理事

鹿児島市女性団体連合会会長

鹿児島市食品衛生協会会長

鹿児島市老人クラブ連合会会長

鹿児島商工会議所事務局長

鹿児島青年会議所理事長

南日本新聞社経営企画局人事部長

鹿児島市私立幼稚園協会総務委員長

鹿児島市小学校長会副会長

鹿児島市中学校長会皇徳寺中学校長

鹿児島県高等学校長協会理事

鹿児島市 PTA 連合会会長

鹿児島市歯科医師会副会長

鹿児島市薬剤師会副会長

鹿児島県栄養士会理事

鹿児島県看護協会常任理事

公募委員

公募委員

公募委員

公募委員

鹿児島市健康福祉局保健所長

鹿児島市健康福祉局すこやか長寿部長

鹿児島大学教育学部　生涯教育総合課程健康教育教授
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　（設置）
第１条　健康増進法に基づく本市の市町村健康増進計画（以下「計画」という。）を推進し、次期計画を策
　定するため、鹿児島市健康づくり推進会議（以下「推進会議」という。）を設置する。
　（所掌事項）
第２条　推進会議の所掌事項は、次のとおりとする。
　(1) 計画の推進と進行管理に関すること。
　(2) 次期計画の策定に係る事項の調査検討に関すること。
　(3) その他計画の推進及び次期計画の策定に関し必要な事項に関すること。
　（組織）
第３条　推進会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
２　会長は、健康福祉局すこやか長寿部長をもって充てる。
３　副会長は、保健所長をもって充てる。
４　委員は、別表第１に掲げる職にある者をもって充てる。
　（会長等の職務）
第４条　会長は、推進会議を代表し、推進会議を総理し、推進会議の会議（次条において「会議」という。）
　の議長を務める。
２　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
　（会議）
第５条　会議は、会長が必要に応じて招集する。
２　会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
　（幹事会）
第６条　第２条に規定する推進会議の所掌事項に関する具体的な事項について調査検討させるため、推進
　会議に幹事会を置く。
２　幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。
３　幹事長は、健康福祉局すこやか長寿部健康総務課長をもって充てる。
４　副幹事長は、保健所保健予防課長及び教育委員会事務局教育部保健体育課長をもって充てる。
５　幹事は、別表第２に掲げる職にある者をもって充てる。
６　幹事長及び副幹事長の職務等については、前２条の規定を準用する。
７　幹事会は、必要に応じて会長が招集する。
８　会長は、必要があると認めるときは、幹事以外の者に幹事会への出席を求め、意見を聴くことができる。
９　幹事長は、調査検討した結果を推進会議の会長に報告する。
　（連携調整会議）
第７条　第２条に規定する推進会議の所掌事項に関する各課の連携に係る事項を協議させるため、幹事会
　に関係課の担当職員で組織する連携調整会議を置く。
２　連携調整会議は、必要に応じて幹事長が招集する。
３　連携調整会議は、必要に応じて担当職員以外の関係者を出席させ、その意見を聴くことができる。
４　連携調整会議を進行するための司会を１人置く。
５　連携調整会議は、会議の結果を幹事長に報告する。
　（庶務）
第８条　推進会議、幹事会及び連携調整会議の庶務は、健康福祉局すこやか長寿部健康総務課において行う。
　（その他）
第９条　この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
　　　付　則
　この要綱は、平成１４年５月１５日から施行する。
　　　付　則
　この要綱は、平成１５年６月１０日から施行する。
　　　付　則
　この要綱は、平成１７年４月２８日から施行する。
　　　付　則
　この要綱は、平成１８年６月２９日から施行する。
　　　付　則
　この要綱は、平成１９年４月６日から施行する。
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　    　付　則
　この要綱は、平成２０年３月３１日から施行する。
　　　付　則
　この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。
　　　付　則
　この要綱は、平成２１年５月１日から施行する。
　　　付　則
　この要綱は、平成２３年５月９日から施行する。
　　　付　則
　この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。
　　　付　則
　この要綱は、平成２４年７月１日から施行する。
　　　付　則
　この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。

別表第１（第３条関係）

　総務局総務部長
　企画財政局企画部長
　企画財政局財政部長
　市民局市民部長
　環境局環境部長
　健康福祉局子育て支援部長
　健康福祉局福祉部長
　保健所長
　経済局経済振興部長
　経済局農林水産部長
　中央卸売市場長
　建設局建設管理部長
　建設局道路部長
　消防局次長
　市立病院事務局長
　交通局次長
　水道局総務部長
　船舶局次長
　教育委員会事務局管理部長
　教育委員会事務局教育部長

別表第２（第６条関係）

　総務局総務部人事課長
　企画財政局企画部政策推進課長
　企画財政局財政部管財課長
　市民局市民部市民協働課長
　市民局市民部男女共同参画推進課長
　市民局市民部国民健康保険課長
　環境局環境部環境政策課長
　環境局環境部環境保全課長
　健康福祉局すこやか長寿部長寿支援課長
　健康福祉局すこやか長寿部介護保険課長
　健康福祉局子育て支援部子育て支援推進課長
　健康福祉局子育て支援部こども福祉課長
　健康福祉局福祉部地域福祉課長
　健康福祉局福祉部障害福祉課長
　保健所生活衛生課長
　保健所保健予防課長

資
料
編
資
料
編



89

保健所北部保健センター所長
保健所東部保健センター所長
保健所西部保健センター所長
保健所中央保健センター所長
保健所南部保健センター所長
経済局経済振興部雇用推進課長
経済局農林水産部農政総務課長
経済局農林水産部生産流通課長
経済局農林水産部都市農業センター所長
中央卸売市場青果市場長
中央卸売市場魚類市場長
建設局建設管理部公園緑化課長
建設局道路部道路建設課長
消防局警防課長
市立病院事務局総務課長
交通局総務課長
水道局総務部経営管理課長
船舶局総務課長
教育委員会事務局管理部市民スポーツ課長
教育委員会事務局教育部学校教育課長
教育委員会事務局教育部保健体育課長
教育委員会事務局教育部生涯学習課長
教育委員会事務局教育部青少年課長
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　（設置）
第１条　鹿児島市健康増進計画（以下「計画」という。）に基づき、子どもから高齢者まですべての市民が、
　共に支え合い、すこやかで心豊かに生活できるかごしま市の実現を目指し、市民、関係機関、団体及び市
　が一体となった健康づくり運動を推進するため、鹿児島市健康づくり推進市民会議（以下「市民会議」と
　いう）を設置する。
　（所掌事項）
第２条　市民会議の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
　(1) 計画の普及啓発に関すること。
　(2) 計画の推進に関すること。
　(3) その他必要な事項
　（会員）
第３条　市民会議の会員は、市民の健康づくりに寄与することを目的とする機関及び団体で、参加を希望
　するものとする。
２　市民会議への参加及び脱退は、第７条に規定する企画運営委員会で決定するものとする。
　（役員）
第４条　市民会議に、会長、副会長及び監事を置く。
２　会長は、市民会議を代表する。
３　副会長は､ 会長を補佐し､ 会長に事故があったときはその職務を代理する。
４　会長及び副会長は､ 第７条に規定する企画運営委員会の委員長及び副委員長をもって充てるものとする。
５　監事は、会員から会長が委嘱し、市民会議の財務を監査する。
　（部の設置）
第５条　市民会議に次に掲げる部を置き、会員は会長が指定する部に所属するものとする。
　(1) 市民普及部
　(2) 学校普及部
　(3) 健康づくり支援部
　（総会）
第６条　市民会議の総会（以下「総会｣ という。）は、会員をもって構成し、第２条に掲げる事項のほか、
　市民会議規約の改廃に関することを協議及び決定する。
２　総会は、１年に１回以上開催するものとする。
３　総会は、会長が招集する。
４　会長は、会議の議長となり、議事を総理する。
５　総会は､ 会員の半数以上の出席がなければ開会することができない。
６　総会の議事は、出席した会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
　（企画運営委員会の組織）
第７条　市民会議に、運営方針等について協議するため企画運営委員会を置く。
２　企画運営委員会の委員は、１８人以内とし、総会において各部から６人以内を会員から選任する。
３　企画運営委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定
　める。
　（企画運営委員会の会議）
第８条　企画運営委員会の会議は、委員長が招集する。
２　委員長は、企画運営委員会の会議の議長となり、議事を総理する。
３　企画運営委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開会することができない。
４　企画運営委員会の会議の議事は、出席した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。
５　企画運営委員会は、必要に応じて関係者を出席させ、その意見を聴くことができる。
　（企画運営委員会の部会）
第９条　企画運営委員会に、具体的な運営方針等を協議するため、部会を置く。
２　設置する部会の種類及び委員数は、次のとおりとする。
　(1) 市民普及部会　　　　６人以内
　(2) 学校普及部会　　　　６人以内
　(3) 健康づくり支援部会　６人以内
３　企画運営委員会の委員は、自らが所属する部と同一の分野の部会委員となるものとする。
４　部会に部会長及び副部会長をおき、各部会に所属する委員の互選によってこれを定める。

鹿児島市健康づくり推進市民会議規約
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　（部会の会議）
第１０条　部会の会議は、企画運営委員会の委員長が招集する。
２　部会長は、会議の議長となり、議事を総理する。
３　副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故があったときはその職務を代理する。
４　部会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開会することができない。
５　部会の会議の議事は、出席した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。
６　部会は、協議の結果を企画運営委員会の委員長に報告しなければならない。
７　部会は、必要に応じて関係者を出席させ、その意見を聴くことができる。
　（連携調整会議）
第１１条　部会は、計画の普及啓発と推進に関し、各機関及び団体の連携にかかる事項を協議するため、
　連携調整会議を必要により開催する。
２　連携調整会議は、部会長が招集する。
３　連携調整会議の開催にあたり、部会長は協議事項に関係のある会員の参加を求めることができる。
４　連携調整会議に、会を進行するための座長を置く。
５　連携調整会議の座長は、参加者の互選によってこれを定める。
６　連携調整会議は、必要に応じて関係者を出席させ、その意見を聴くことができる。
７　連携調整会議は、協議の結果を部会長に報告しなければならない。
　（任期）
第１２条　会長、副会長及び監事、企画運営委員会の委員、企画運営委員会の部会長及び副部会長並びに
　連携調整会議の座長（以下「座長」という。）の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げないものとす
　る。
２　欠員を生じた場合、補欠選任者の任期は、前任者の残任期間とする。
３　会長等は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでの間は、その職務を
　行なわなければならない。
　（会計年度）
第１３条　市民会議の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。
　（庶務）
第１４条　市民会議、企画運営委員会、部会及び連携調整会議の庶務は、鹿児島市健康福祉局すこやか長
　寿部健康総務課において行う。
　（委任）
第１５条　この規約に定めるもののほか、市民会議の運営に関し必要な事項は、会長が企画運営委員会に
　諮って別に定めるものとする。
　　　付　則
　この規約は、平成１４年７月５日から施行し、平成１４年５月２５日から適用する。
　　　付　則
　この規約は、平成２１年４月１日から施行する。
　　　付　則
　この規約は、平成２４年４月１日から施行する。
　　　付　則
　この規約は、平成２５年４月１日から施行する。
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鹿児島市健康づくり推進市民会議会員一覧

平成２５年４月現在（合計７８団体）
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用語解説

【あ行】

○　悪性新生物
悪性腫瘍のこと。細胞が何らかの原因で変異して増殖を続け、周囲の正常な組織を破壊する

腫瘍で、がん（肺がん、乳がん、胃がん等）、肉腫（骨肉腫等）などに分類される。

○　一次予防
疾病の発生を未然に防ぐ対策。生活習慣の改善（生活環境改善、適切な食生活、運動・活動

の励行、適正飲酒、禁煙、ストレス解消、介護予防等）や予防接種など。

○　う蝕
むし歯。歯垢の中の細菌が飲食物に含まれる糖分を利用して酸を作り、その酸によって歯が

溶かされる病気。

○　お達者クラブ
本市の介護予防事業の一つであり、外出する機会の少ない方々が、月２回地域の公民館等の

身近な施設で体操や創作活動、レクリエーション等を通じて、心身の機能低下を防ぎ、生き

がいをもって暮らせるように保健師や健康づくり推進員が、地域の人々とともに行う活動。

【か行】

〇　介護予防プログラム
要支援又は要介護になるおそれのある高齢者（元気づくり高齢者）を対象に、楽しく運動し、

バランス良くおいしく食事がとれるよう支援するなど、生活機能向上を目的とした教室や個

別支援。

しょく
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○　健康寿命
世界保健機関（WHO）が２０００年に提唱した指標であり、日常的に介護を必要としない

健康的で自立した生活ができる平均期間のこと。

〇　合計特殊出生率
１５～４９歳（出産可能年齢）までの女性の年齢別出生率を合計し、一人の女性が生涯、何

人の子供を産むのかを推計したもの。

○　５５プラン最終評価のためのアンケート調査
平成１４年に策定した鹿児島市健康増進計画（かごしま市民健康 55 プラン）について、設

定した数値目標の達成状況、生活習慣・健康意識及び身体的健康度の実情を把握するととも

に、平成２４年度に計画の最終評価及び次期健康増進計画策定を行うにあたり、改善策の検

討・推進を行う上で必要となる資料を得ることを目的として実施した調査。

　　　・調査期間　平成２３年９月～１０月

　　　・調査対象　本調査　　市民４,０５２人

　　　　　　　　　補足調査　市民２,５００人

　　　・　 　 　 　本調査　　市民２,８５６人（回収率：７０.５％）

　　　　　　　　　補足調査　市民１,０９２人（回収率：４３.７％）

【さ行】

○　ＣＯＰＤ
咳や痰、息切れが主な症状で、「慢性気管支炎」と「慢性肺気腫」のどちらか、または両方

によって肺への空気の流れが悪くなる病気。患者の９０％以上は喫煙者で、初期には自覚症

状がほとんどない場合が多く、ゆっくりと進行し重症化する。呼吸機能の低下が進み、十分

な酸素を得られなくなると、酸素吸入療法が必要になる。禁煙などにより予防が可能である。

○　歯周病（歯周疾患）
歯に付着した歯垢の中の細菌により、歯肉に出血や腫れなどの炎症が起こり、進行すると歯

を支えている骨が溶かされ、歯が抜けてしまう病気。以前は歯槽膿漏と呼ばれていた。

（慢性閉塞性肺疾患 Chronic Obstructive Pulmonary Disease）

しそうのうろう

回 答 数

シーオーピーディー
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○　受動喫煙
室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされること。

○　生活習慣病
生活習慣（過食、運動不足、喫煙、過剰飲酒等）の積み重ねによって引き起こされる病気の

総称。主な生活習慣病には、がん、高血圧、高脂血症、糖尿病、心筋梗塞、動脈硬化、脳梗

塞、痛風、メタボリックシンドローム、歯周病などがある。

○　生活の質
一般に、一人ひとりの人生の内容の質や社会的にみた生活の質のことを指し、人がどれだけ

人間らしい生活や自分らしい生活を送り、人生に幸福を見出しているか、ということを尺度

としてとらえる概念である。

【た行】

○　特定健康診査
糖尿病等の生活習慣病の発症や重症化の予防を目的とするメタボリックシンドロームに着目

した健康診査で、各医療保険者に実施が義務付けられている。４０歳以上７５歳未満の被保

険者及びその被扶養者を対象に行われる。

○　特定保健指導
特定健康診査の結果から、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣

病の予防効果が多く期待できる者に対して行われる保健指導。保健指導に関する専門的知識

及び技術を有する医師、保健師、管理栄養士により行われる。

【な行】

○　年齢調整死亡率
年齢構成の異なる地域間で死亡状況の比較ができるように年齢構成を調整した死亡率のこと。

死因別、都道府県別の年齢調整死亡率は、昭和６０年の国勢調査人口を基に補正した基準人

口を用いて、求められている。
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【は行】

○　ＢＭＩ　（ボディマス指数：Body Mass Index）
[ 体重（㎏）]÷[ 身長（m）]  で算出される肥満度を表す体格指数。ＢＭＩ１８.５以上２５未

満である場合を標準、２５以上の場合を肥満、１８.５未満である場合を低体重（やせ）とし

ている。

○　平均寿命
０歳児が平均で何年生きられるのかを表した統計値のこと。

【め行】

〇　メタボリックシンドローム
おなかまわりの内臓に脂肪が蓄積した内臓脂肪型肥満に加えて、高血糖、高血圧、脂質異常

のうちいずれか２つ以上をあわせもった状態。

【や行】

○　要支援・要介護認定者
介護サービスを受けようとする者からの申請により、その者が介護を必要としているかどう

か、また、どの程度必要であるかを判定する「要介護認定」の結果、介護が必要であると判

定され、要支援１・２及び要介護１～５と認定された者。

【ら行】

○　ライフステージ
人間の一生における乳幼児期、学童期、思春期、成人期、高齢期などのそれぞれの段階。

ﾋ ﾞ ｰ ｴ ﾑ ｱ ｲ
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