案件名
募集期間

第 2 期健康たけとよ 21 スマイルプラン（案）
平成 25 年 1 月 4 日（金）〜2 月 4 日（月）

意見に対する対応
意見
該当頁
全般

内容

対応
該当頁

・ 文章のられつが多く、具体的に −

内容
・ 本計画の概要をイラスト・図表など

何をどう行う事によりその目標

を使い、わかりやすく、また住民に

を達成しようとしているのか判

とって親しみやすいようまとめた

り難い。イメージがつかみ難い。

ダイジェスト版を別途作成し、周知

この計画書は一般住民が対象で

を図っていく予定です。

しょうから文章をイラスト・図
示・表・連関図などに見直して
欲しい。
全般

・ 国・県の動きを受けて町がやっ −

・ 計画の策定に当たり、国・県の考え

ている訳だから、もっと国・県

方や方針は踏襲していますが、武豊

と連携をとって国・県の資料・

町の現状に合わせて内容を見直し

図表を活用下さい。

ていますので、国・県の資料・図表
をそのまま使うことは控えました。

全般

・ 疾病予防は栄養・運動・こころ −

・ 本計画では「循環器系、新生物系、

等の改善が根本ではあるが、県

内分泌系」を統合して「生活習慣病」

記載の第３章−２・３・４・５

ととらえ、それらの発症予防と重症

の循環器系疾患〜歯科疾患など

化予防のための「健康づくり」を展

についても同じウエイトで本計

開の分野として最上位に位置づけ

画に追加記載下さい。

ています。

・ 循環器系、新生物系、内分泌系
などについても現状や今後の課
題の記載を追加下さい。
３章

・ 先ず、平成１７年に作成された −

・ 本計画は取り組みの方針を示すも

全般

「健康たけとよ２１スマイルプ

のであり、実施事業の詳細について

ラン」では実施事業としていつ

の掲載は誌面の関係もあり、控えさ

から何が行われたか年表表示し

せていただきました。

て下さい。今後行う P33 あたり

・ また、事業の対象は基本的に全年齢

から P63 の実施事業も年表化下

層となります。対象が限られるもの

さい。又、それらの実施事業が

については、各事業の事業内容に記

どの年齢層を対象にしているの

載しております。

かを表にして下さい。

意見
該当頁
全般

内容

対応
該当頁

・ やるようにさせるにはどうする −

内容
・ 本計画は１２年間の計画のため、分

のか・効果的広報などの仕方を

野別の方向性を記載していますが、

記載下さい。

より実施事業レベルでの推進を目
指すため、実施事業名と担当課を記
載しています。より多くの事業を通
じて普及啓発していきます。また、
計画の進捗管理を通じて、効果的な
広報・啓発活動を検討し取り組んで
いきます。

P68 、
69

・ 計画の推進体制の全般が、簡潔 P69

・ （１）計画の評価組織に、「武豊町

すぎる。重要な部分と思うので

民健康づくり推進協議会」にて年１

もう一段踏み込んで欲しい。

回事業の実施状況を評価し、次年度

目標達成に希望が持てそうなも

の実施事業や重点目標を検討して

う一段踏み込んだ内容・審議会

いく旨を追記しました。

形態に言及下さい。
Ｐ１

・ ２行目の「急性期疾患」という Ｐ１
表現は「急性疾患」の方が適切

・ 意見を踏まえ、表記を訂正しまし
た。

では。
・ ７行目、
「さらに」という接続詞
でつないである。
「積極的に健康
を増進していくことが重要とな
ります」以上に重要な内容がそ
のあとに書かれてあると言うこ
とでよいか。同等の内容である
ならば、接続詞を変えてはどう
か。
Ｐ１

・ 最終行、
「公表」ではなく「告示」 Ｐ１
ではないか。

Ｐ３

・ １１行目、
「学校・企業職場・保 Ｐ３
健医療関係機関」とあるが企業

・ 意見を踏まえ、表記を訂正しまし
た。
・ 意見を踏まえ、表記を訂正しまし
た。

職場は、機関名と場所が一緒に
なってしまっている。職場であ
れば、学校現場となるので、単
語の統一をした方がよい。
Ｐ４

・ （１）策定委員会の開催、
（３） Ｐ４
パブリックコメントの実施の表
記が審議を行います。
・ 意見を募ります、となっている。

・ 意見を踏まえ、表記を修正しまし
た。

意見
該当頁
Ｐ６

内容

対応
該当頁

・ 平均寿命が増加するという表現 Ｐ６

内容
・ 意見を踏まえ、表記を訂正しまし
た。

は、不自然。延びているという
表現でよいのではないか。
Ｐ10

・ ③部位別悪性新生物死亡割合に Ｐ10

・ 男女別のデータを掲載しました。

ついて、可能であれば男女別で
あるとよい。
Ｐ26、 ・ 「中間値」という表現は「中間 Ｐ26、 ・ 意見を踏まえ、表記を訂正しまし
Ｐ27
Ｐ58

評価時」の方が適切では。

Ｐ27

・ 目標指標④、事業所を施設にし Ｐ58
てはどうか。

た。
・ 意見を踏まえ、表記を訂正しまし
た。

・ 目標指標⑥、受診率の表記は率
をとり、受診とする
Ｐ59

・ 1 行目、
「口や歯の疾病は、むし Ｐ59
歯や歯周疾患に加え糖尿病の原

・ 意見を踏まえ、表記を訂正しまし
た。

因」の文章は、
「口や歯の疾病が
むし歯や歯周疾患の原因にな
り、また、口や歯の疾病が糖尿
病の原因にもなる」と読み取れ、
間違った情報となる。また、糖
尿病に関しては、むし歯や歯周
疾患が糖尿病を重症化するとい
うことは言われているが、糖尿
病の原因となるということは間
違い。簡単に、
「むし歯や歯周病
は全身の健康と密接に結びつい
ています」としてはどうか。
Ｐ61

・ 個人・家庭の取組５行目、
「むし Ｐ61
歯予防や歯と口腔の健康づくり
のため」を「歯や口の健康を保
つために…」としてはどうか。
・ 地域・職域の取組の行目、
「甘い
ものの食べ方」を「おやつのと
り方」としてはどうか。

・ 意見を踏まえ、表記を訂正しまし
た。

意見
該当頁
Ｐ62

内容

対応
該当頁

・ 目標指標の⑥、
「３歳児でう蝕が Ｐ62
ない割合」の目標値が「維持・

内容
・ 意見を踏まえ、目標を見直しまし
た。

増加」となっているが、
「増加」
または「９５％以上」等具体的
な数値目標としてはどうか。
（県
の目標値は９５％以上となって
いる）
・ 目標指標の⑦、
「１２歳児の１人 Ｐ21
平均う歯数の減少」を国の指標
に合わせ「１２歳児でう蝕のな
い児童の割合の増加」にしては
どうか。

・ 目標に合わせ、現状値を加えまし
た

