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第５章 計画の推進について 
 

１ 健康増進に向けた取り組みの推進 
 

健康づくりは、一人ひとりの生活の状態や身体機能、ライフステージに応じた主体的な取り組みが基本にな

ります。取り組みの推進には、個人が自分の健康状態を確認し、生活改善の必要性を認識して健康づくりに取

り組むとともに、関係機関・団体・行政は一人ひとりの健康づくり活動を支援するための環境整備と情報提供を

行うことが必要です。 

市民をはじめ関係機関・団体・行政等がそれぞれの役割を理解して主体的に行動し、連携・協力して本計画

を推進していきましょう。 

 

 

２ それぞれの役割 
 

(1) 市民自身や家庭の役割 

市民は、定期的な健康診断の受診により、自分の健康状態の把握と生活習慣の改善の必要性を確認し、

生活状況に応じた健康づくりに取り組みましょう。 

家庭は、食事・運動・休養等の健康的な習慣を身につける場として、また、こころの健康を保つための安

らぎの場として重要です。家族全員の健康の基盤づくりに取り組みましょう。 

 

(2) 地域の役割 

地域は、一人ひとりの健康づくり活動を支える場として重要な役割を担っています。市ではコミュニティ

を主体としたまちづくりを推進し、健康づくりについても、コミュニティ運営協議会（健康福祉部会）を核とし

て、ヘルス推進員、食生活改善推進会、福祉会、老人会などの団体それぞれが健康づくりに取り組むとと

もに、連携による地域の特色にあった健康づくり活動を展開します。 

 

(3) 保健医療専門機関などの役割 

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、管理栄養士などの保健医療の専門家は、市民の健康問題に対して

専門的な技術・情報の提供を行います。 

福岡県宗像・遠賀保健福祉環境事務所は、｢いきいき健康ふくおか 21（福岡県健康増進計画）｣に基づ

き、広域的視点で健康づくり環境の整備に取り組みます。また、市や関係機関・団体と連携して、市民の健

康づくりを支援します。 

 

(4) 保育所・幼稚園・学校（小・中・高校）などの役割 

保育所・幼稚園・学校は、子どもが多くの時間を過ごす場であり、健やかな生活習慣の形成のために重

要な役割を担っています。保護者や地域住民と協力して、子どもの心身の健康づくりを推進します。 

 

(5) 大学の役割 

日本赤十字九州国際看護大学、福岡教育大学、東海大学福岡短期大学の市内 3大学は、学生の健康

づくりの支援のほか、研究機関としての専門性や学生の活動を活用し、市民に対する健康づくりの啓発に

取り組むとともに、関係機関・市と連携して健康づくりを推進します。 
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(6) 企業・組合などの役割 

就労者の健康づくりは、就労期間中だけでなく退職後の健康にも大きく影響を及ぼすことを踏まえ、健

康診断の実施や、健康に関する情報提供、社員・組合員を対象にした健康教室の実施などにより健康づ

くりを推進します。 

 

(7) 行政の役割 

市民や関係機関・団体と連携し、健康づくりに関する情報の提供や実施にかかる支援などの環境整備

を行い、本計画を総合的に推進します。 

 

３ 計画の進行管理 
 

本計画の進行管理は、市の関係部署で構成する「宗像市健康づくり連携会議・健康づくり連携ワーキング」 

で年度ごとに確認・評価を行います。 

また、健康づくりに関連する関係機関・団体で構成する「宗像市健康づくり推進協議会」に実施状況を報告し、

意見を求めながら推進していきます。 
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 資料編 
 

１ 宗像市健康づくり推進協議会規則 
平成１５年４月1日 

規則第７３号 

（趣旨） 

第１条  この規則は、宗像市附属機関設置条例（平成１５年宗像市条例第２１号）により設置された宗像市健康づくり

推進協議会（以下「協議会」という。）について、必要な事項を定めるものとする。 

（組織） 

第２条  協議会は、健康づくりに関し、知識経験を有する者のうちから市長が委嘱する委員１５人以内をもって組織す

る。 

（任期） 

第３条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第４条 協議会に、会長及び副会長各１人を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。 

３ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

４ 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５条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数以上が出席しなければこれを開くことができない。ただし、緊急の協議事項があるときは、こ

の限りでない。 

３ 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

（部会） 

第６条 協議会は、必要に応じ部会を置き、その所掌事務を分掌させることができる。 

２ 部会の委員は、委員のうちから会長が指名する。 

３ 部会に、部会長を置く。 

４ 部会長は、部会の委員の互選によって定める。 

５ 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。 

６ 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめその指名する部会の委員がその職務を代理す

る。 

     （平２３規則３・追加） 

（庶務） 

第７条 協議会の庶務は、健康福祉部健康づくり課において処理する。 

     （平２３規則３・旧第６条繰下） 

（雑則） 

第８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、会長が協議会に諮って定める。 

     （平２３規則３・旧第７条繰下） 

   附 則 

 この規則は、平成１５年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２３年１月３１日規則第３号） 

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

平成27年3月現在  

区分 所属 所属団体役職 委員名 

保 

健 

・ 

医 

療 

一般社団法人 宗像医師会 理 事 旭  隆宏 

一般社団法人 宗像歯科医師会 地域保健委員会委員 中島 美穂子 

公益社団法人 福岡県栄養士会 管理栄養士 竜口 タカ子 

市 

民 

組 

織 

宗像子育てネットワークこねっと 監 事 棚橋 美智子 

宗像市食生活改善推進会 会 長 ○橋本 良子 

コミュニティ運営協議会会長会 吉武地区コミュニティ運営協議会長 ◎木村 健次 

宗像区PTA連絡協議会 母親代表 河東中学校 母親代表 安部 洋子 

学
識
経
験
者 

日本赤十字九州国際看護大学 准教授 森山 ますみ 

福岡教育大学 教 授 平尾 健二 

経 
済 

・ 

産 

業 

宗像市商工会 女性部常任委員 石松 京子 

JAむなかた ふれあい生活課次長 室屋 弓子 

宗像漁業協同組合 課 長 権田 浩之 

関
係
行
政
機
関 

福岡県宗像・遠賀保健福祉環境事務所 健康増進課健康増進係長 吉永 敦子 

宗像区小学校長会 吉武小学校長 大門  眞 

宗像市養護教諭研究協議会 自由ヶ丘南小学校養護教諭 森山 孝子 

 

 ※◎印は会長、○印は副会長  
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３ 宗像市健康づくり連携会議関係部署 
 

平成27年3月現在           

部名 課名 

市民協働・環境部 

コミュニティ・協働推進課 

文化・スポーツ推進課 

男女協働参画推進課 

環境課 

子ども部 
子ども育成課 

子ども家庭課 

健康福祉部 

保健福祉政策課 

健康づくり課 

介護保険課 

高齢者支援課 

国保医療課 

都市建設部 維持管理課 

産業振興部 

商工観光課 

農業振興課 

水産振興課 

教育部 
教育政策課 

学校管理課 

 公益財団法人 宗像ユリックス 
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４ 計画策定の経緯 
 

期 日 内 容 

平成25年10月 「宗像市健康づくりと食育に関するアンケート調査」の実施 

平成26年3月 

宗像市健康づくり推進協議会 

○第 1次健康むなかた２１最終評価の調査結果報告 

○第 2次計画策定のための調査結果の説明 

平成26年6月 

宗像市健康づくり連携会議・ワーキング 

○第 1次健康むなかた２１最終評価の調査結果報告 

○第 2次計画の方向性・施策の柱の提案 

平成26年7月 

宗像市健康づくり推進協議会 

○第 2次計画の方向性・施策の柱の提案 

○第 2次計画における施策の柱ごとの現状・課題についての協議 

平成26年8月 

宗像市健康づくり連携ワーキング（分科会） 

○第 2次計画における施策の柱ごとの現状・課題についての協議 

宗像市健康づくり推進協議会 

○第 2次計画の課題整理と確認、施策ごとの目標についての協議 

平成26年9月 

宗像市健康づくり連携ワーキング（分科会） 

○第 2次計画の施策の柱ごとの課題に基づく目指す姿の提案、各部署の取り組み 

内容の確認 

宗像市健康づくり推進協議会 

○第 2次計画の骨子案の提案、各団体の取組み内容の確認 

平成26年11月 
宗像市保健福祉審議会 

○第 2次計画の策定状況説明 

平成26年12月 

宗像市保健福祉審議会 

○第 2次計画の策定状況説明 

宗像市健康づくり連携会議・ワーキング 

○第 2次計画案、目標値の提案 

宗像市健康づくり推進協議会 

○第 2次計画案、目標値の提案 

平成27年1～2月 

「第2次健康むなかた２１（第2次宗像市健康増進計画）（案）」「第2次健康むなかた食育プ

ラン（第2次宗像市食育推進計画）（案）」に対する市民意見提出手続（パブリック・コメント）

の実施 

平成27年●月 
宗像市健康づくり推進協議会 

○「第 2次健康むなかた２１（第2次宗像市健康増進計画）（案）」の最終確認 

平成27年●月 
宗像市保健福祉審議会 

○「第 2次健康むなかた２１（第2次宗像市健康増進計画）（案）」の報告 

平成27年●月 
議会 

○「第 2次健康むなかた２１（第2次宗像市健康増進計画）（案）」の報告 
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