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以下の４点についてご紹介させていただきました。

コーナー

内

容

１

トップページ

私の公約 選挙で訴えたもの

２

私の一般質問

平成15年第1回定例会一般質問は「健康づくり」について行いました

３

ちょっと教えて

①ふれあいとはどういう意味ですか。②ボランティア参加の条件は

４

お知らせ

①所属委員会が決まりました。②勉強会を企画しました。
■私の実績
▼区民にわかりやすい予算書の作成（左の写真）
▼福祉・介護・医療を総合した計画書（いきいき
百科）の作成
▼子ども読書推進
小学校・中学校の学校図書予算を倍増しました
▼アレルギー疾患の総合相談窓口を保健所に開設
しました
▼文化芸術振興条例の策定のための懇談会の設立
▼介護サービス評価の実施
他多数。（詳しくは私のHP「その後どうなったの」
を参照してください）

■今回の統一選
の重要性は。
▼平成１２年４
月に地方分権法
が施行されてよ
り始めての統一
選であること。
▼中央集権のも
と全国一律の公
共サービスの時
代から各自治体
ごと地域の特性
を発揮してサー

■利権とイデオロギーのための政治から本来の庶
ビスを行う時代となりました。
▼今ほど議会の役割が問われ、誰が議員としてふ 民のため、生活者のための政治へ。
さわしいのかが有権者から厳しく問われています。 どこまでも一人ひとりを大切に、皆様の声を実
現してまいります、と訴えました。
つまり議員の政策と実績が問われています。
■この度の選挙では皆様には大変お世話になり、
本当にありがとうございました。心より感謝申し
上げます。
今後、議員として公約実現に全力で取組んで参
ります。そしてその経過ならび
に結果はホームページと「通信」
を通しご報告させていただきま
す。

★私の４つの政策を訴えました
▼第一に徹底した情報公開です
すべてに親切でわかりやすい情報の提供
▼第二に税金の無駄使いをなくすための行政評価
制度を推進します
▼第三に住民参加の実現です
計画・実行・評価の各段階での住民参加の仕組
みを確立していきます
▼第四に税金の使い道を明らかにしていきます
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◆平成15年第1回
定例会において
の 一 般 質 問 で す。
◆健康づくり推進の基
本的な考え方は
‐以下質問抜粋‐
▼平成12年に国から発
表された「健康日本21」
は、まさに広く国民に
向けて21世紀における
国民健康づくり運動へ
の参加を呼びかけたも
のといえるでしょう。
健康日本21の基本方針には「わが国の健康づくり
対策の中で従来、2次予防と比べてその取組みが
不十分であるとされていた1次予防を重視し、目
標となる具体的な指標を定め、行政にとどまらな
い幅広い関係者の参加、協力のもとに、一人ひと
りの健康づくりを支援していこうとする21世紀に
おける新しい国民運動です。」と。さらに、「健
康は守るものという従来の発想を転換し、『健康はつ
くるもの』という視点にたって積極的な1次予防を推進
する、それが健康日本21のねらいです。」と謳われて
います。中略 そこで区長に健康づくりについて
の基本的な考え方と区としてどう健康づくりに取
り組んでいくのかについてお伺いします。
◆区長答弁抜粋
▼健康づくりの主役は、申すまでもなく、子ども
から高齢者にいたるまですべての区民の方々であ
ります。千代田区は、区民一人ひとりがそのよう
に自主的に進め酔うとする健康づくりを支援し、
2

平成15年5月26日

身も心も生き生きと元気に暮らすことができるよ
うに、積極的にいろんなことをやっているわけで
ございます。具体的には、疾病の早期発見・治療
のために誕生月、節目などの健診とともに、正し
い知識や情報の提供を行い、区民が元気に心豊か
に暮らせますよう、保健、医療、福祉はもとより
関係部署との連携を保ちつつ、生涯学習施策も含
めた総合的な施策に取り組んでいるのはご案内の
とおりであります。このように、区民が健康で元
気に暮らすための施策の充実を図ることは、個人
の自立、自助を支えることにもつながると思いま
すし、今後とも積極的にこうした事業を展開して
まいりたいと思います。
★生活習慣病とは
▼「これまで年を取る『加齢』という要素に着目し
て用いられてきた『成人病』を生活習慣という要素
に着目して捉え直し定義された概念であるというこ
と。『食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒等の生
活習慣がその発症、進行に関与する疾患郡」とあり
ます。具体的な基礎疾患あるいは危険因子として肥
満、高血圧、高血糖、高脂血症などが指摘されてい
ます。これらはいずれも自覚症状がないため放って
おきがちになります。そうすると生活習慣病である
癌、脳卒中、心疾患、糖尿病等を突然発症すること
となります。今では日本人の死亡原因の1位から3位
を占めるのも癌、心臓病、脳卒中であり最近増加が
著しいといわれる病気も糖尿病となっています。こ
れらの病気はなんと死亡原因の6割を占め、寝たきり
になる原因の約4割を占めているといわれています。
▼これらの生活習慣病は、100％ではありませんが、
おおかた生活習慣を改善すれば病気にならないとい
うことも確認されています。少子高齢化社会を迎え、
これら生活習慣病にどう立ち向かっていくのか。
▼ここに、生活習慣の改善を柱にした健康づくりの
大切さがあるのではないでしょうか。
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▼｢健康づくりの動機づけ｣として、来年度から開
始予定の若年節目健診など各種健診を活用する予
定です。議員ご指摘のヘルスサポーター制度につ
いては、健康づくり自主グループ育成の中で、そ
うした人材の育成も含めて考えてまいります。
▼各種検診結果の経年的評価については、既に節
目健診で過去の健診データをお示しし、健康づく
りの動機づけに役立っております。また健康手帳
を活用することにより経年的評価も可能ですので、
今後とも工夫してまいります。
▼｢正確な知識の普及｣につては教育委員会、学校、
保健所などが協力して青少年も含めた健康教育を
充実させる予定です。
▼さらに保健所や温浴施設などを活用して、若年
から高齢者まで幅広い年齢層にわたって運動など
が継続できる体制を作ってまいりますので、ご了
承いただきますようお願いいたします。

◆健康千代田21はどのよ
うなものになるのか
◆計画達成のための具体
策は
‐以下質問抜粋‐
▼15年度予算案では
「『健康千代田21』拡充」
として以下の３つの項目、すなわち「健康づくり
の動機付け」、また「正確な知識の普及・啓発」
そして「区民が継続して取り組みやすい環境の整
備等」とありますが、具体的にはどういうものに
なるのでしょうか。お伺いします。
具体策の提案として
中略 提案ですが専門の保健師さんや栄養士と
まではいきませんが、自ら健康づくりに取り組む
きっかけとして健康日本21の中で進められている
ヘルスサポーター事業を区としても実施されたら
どうでしょうか。
中略 その時だけの健診結果だけでなく今まで
のデータも参考にして、年毎にどう変わってきて
いるかということもわかりますのでより総合的な
評価も可能となるのではないでしょうか。

◆スポーツ振興と健康づくりについて
▼健康づくりの観点からのスポーツ振興とそのた
めの環境整備は。
◆区民生活部長答弁‐抜粋‐
▼健康づくりの面からも、生涯スポーツ社会の実
現を目指し、環境整備のため、安全で快適な場の
◆地域保健担当部長答弁‐抜粋‐
▼健康千代田21の基本的な柱として｢病気を予防 提供、優秀な指導者の育成、それと区民のニーズ
する一次予防の重視｣、｢健康づくりの環境整備｣、 に応じられる的確な情報提供が必要であると考え
｢健康づくり支援のための健康数値目標の設定｣、 ます。また、地域住民が、参加するだけでなく、
｢地域との連携｣を考えており、この柱を中心に区 主体 的 に 運 営 に か か
民の健康づくり進めます。｢健康数値目標の設定｣ わる 地 域 ス ポ ー ツ ク
では、栄養や運動などについて、健康状態の分析 ラブ を 育 成 す る こ と
に基づき具体的行動目標等をお示しする予定です。 も必 要 な こ と と 認 識
しております。
▼具体的事業については、
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◆今月20日の臨時議会に於いて所属委員会が決ま
りました。
▼常任委員会は保健福祉文教委員会に、また特別
委員会はまちづくり委員会、中小企業支援対策委
員会、広報広聴委員会に所属が決まりました。な
お昨年に引き続き広報広聴特別委員会では副委員
長を務めさせていただくこととなりました。
詳しくは以下の区議会ホームページをご覧下さい
http://kugikai.city.chiyoda.tokyo.jp/hodo/in
dex15.5.20.html

◆片岡勝著「問題解決ビジネス」P.27から
▼ ふれあい のキャッチに対して、「それが本
当に原点なんです。『人間主義』なんですよね。
中略 近代以降の経済学が片隅に置いてきてしまっ
た、人間が生きていく上で欠かすことができない
「人間性」を取り戻し、その上で新しい豊かな社
会を築いていくための（ふれあいは）試みだ。」
と。 普段なにげなく使っている「ふれあい」と
いう言葉、片岡さんの本を読んでいて改めてその
意味する重要性を理解しました。

◆参加申し込み受付中！→大串まで、電話03‑3221‑1554

◆同P.51より
▼「私は常々『ボランティアを受け入れることが
できない組織は、いずれ活力を失う』と思ってい
る。私の職場ではボランティアも有給インターン
も受け入れているが、彼らは自己実現という向上
の機会を与えられなけば、すぐに去っていく。
▼『貢献と向上の仕組み』がることがボランティ
アの参加条件なのだ。中略 その課長が言うには
市長自らが、市民にあらゆる情報を提供して、市
民とともに様々施策を決めていきたいと考えてい
るのだという。いろいろなことを議会と決める部
分もあっていいし行政スタッフと執行する部分も
あっていい。しかし、実際
にボランティアで地域に貢
献したいというたくさんの
人たちの意見を入れていか
なくては、地域に活力は生
まれない。」と。

◆今回のテーマは
千代田区第二次生涯学習計画について
▼日時 ６月７日（土） １８時〜２０時
▼場所 いきいきプラザ一番町Ｂ１会議室
▼定員 ２０名
▼式次第
１８時〜１９時 生涯学習計画について
講師千代田区生涯学習課 乙幡課長
１９時〜２０時 懇談会（希望者）
▼参加費 無料
▼区では現在第二次生涯学習計画を策定中です。完成を
前にわかりやすく説明をしてもらいます。
生涯学習が健康づくりとともに今後、最も大事な計画
となっていくものと考えています。特に、これまでの
個人の文化・教養的学習ニーズを充足させる学習機会
の提供 から、 学習の成果を生かして積極的に地域コ
ミュニティ活動に住民がかかわっていく取り組みを支援
していく 、いわば「新しい公共」へ積極的なかかわりを
果たしていく 第二の生涯学習へと大きく変化している
と考えますが・・・。
▼いきいきプラザ一番町へは▽所在地 〒102−0082 千
代田区一番町12 ▽電話 03‑3265‑6311

編集後記

▼また、ご
ご意見やアドバイス、そ
そして相談等ご 遠 慮
なく連絡してください。お待ちしています。本当に
ありがとうございました。

▼公職選挙法によりお礼の手紙は出せないことになっ
ています。誠に申し訳ありませんが第一回定例会の
通信（第16号）を持ってその代わりとさせていただ
ければと思います。

URL ht t p: / /www5d. bi gl obe. ne. j p/˜ ogushi /
千代田区議会議員

▼今後とも「通信」は定例会終了後発行してまいり
ます。どうか今後ともよろしくお願いいたします。

大串ひろやす

Tel / Fax 03-3221-1554
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