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 桐生市健康づくり推進協議会設置要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、桐生市健康づくり推進協議会（以下「協議会」という。）の 

設置運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（目的） 

第２条 協議会は、桐生市民の生涯を通した健康の実現を目指し、市民一人ひとりの主体的

な健康づくり活動を関係機関、関係団体及び行政等が協働して支援し、関係施策を総合

的に協議検討することを目的とする。 

（所掌事務） 

第３条 協議会は、次に揚げる事項を協議する。 

（１） 健康づくり施策の普及啓発及び支援体制に関すること。 

（２） 「元気織りなす桐生２１」の推進に関すること。 

（３） その他、健康づくりのために必要と認められる事項 

（委員等） 

第４条 委員は、次に掲げる 20 名以内で組織し、市長が委嘱する。 

（１） 市議会議員 

（２） 行政機関関係者 

（３） 関係団体の者 

（４） 識見を有する者 

（５） 公募による者 

（任期） 

第５条 委員の任期は、2 年とする。ただし、再選は妨げない。 

２ 委員が欠け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６条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 

（会議） 

第７条 協議会は必要に応じ、会長が招集する。 

２ 協議会の議長は会長がつとめる。 

（事務局） 

第８条 協議会に事務局を置く。 

２ 本協議会の事務局は保健福祉部健康課内に置く。 

（雑則） 

第９条 この要綱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。 

  附 則 

 この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 
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桐生市健康づくり推進協議会委員名簿 

（敬称略） 

所属団体・役職名 氏名 備考 

桐生市議会教育民生委員会委員長 北川 久人 会長 

桐生市医師会副会長 須永 吉信 副会長 

桐生保健福祉事務所危機管理専門官 柿沼 貴美子  

桐生市区長連絡協議会第１区区長 弓納持 雄一  

桐生市区長連絡協議会第２１区区長 山形 賢助  

桐生市区長連絡協議会第２２区区長 河合 正夫  

桐生市歯科医師会会長 須永 實  

桐生薬剤師会学校薬剤師会会長 松井 孝史  

桐生栄養士会会長 齊藤 照子  

桐生市民生委員児童委員協議会理事  今泉 美智子  

桐生市スポーツ推進委員会会長 天沼 靖  

桐生市母子保健推進協力会書記 齊藤 容子  

桐生市食生活改善推進協議会会長 川﨑 妙子  

生涯学習桐生市民の会会員代表 柏田 博子  

公募による委員 髙橋 克明  
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「元気織りなす桐生 21」推進委員会の設置及び運営に関する要綱 

(平成 25 年 4 月 1 日施行) 

 (設置) 

第 1条 桐生市健康増進計画「元気織りなす桐生 21」(以下「計画」という。）を総合的

かつ計画的に推進するために「元気織りなす桐生 21」推進委員会（以下「委員会」とい

う。）を設置する。 

(所掌事務) 

第 2条 委員会の掌握事務は、次に揚げるものとする。 

(1) 計画の評価及び進行管理に関すること。 

(2) 計画の見直し及び作成に関すること。 

(3) 関係部課相互間の連絡調整に関すること。 

(組織) 

第 3条 委員会は委員 20人以内で組織する。 

2 委員会の委員は、健康づくりに関係する部課等の職員のうちから、所属長の推薦する者

をもって充てる。 

3 委員会に委員長 1人、副委員長 1人を置く。 

4 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。 

5 委員長は、会務を総理し、委員を代表する。 

6 副委員長は委員長を補佐し、委員長が事故ある時はその職務を代理する。 

(任期) 

第 4条 委員の任期は 2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補

欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

(会議) 

第 5条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。 

(庶務) 

第 6条 委員会の庶務は、保健福祉部健康づくり課において処理する。 

(補則) 

第 7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

1 この要綱は、平成 25年 4月 1日から施行する。 

（「元気織りなす桐生 21」評価検討委員会設置要綱の廃止） 

2 この要綱の施行に伴い、「元気織りなす桐生 21」評価検討委員会設置要綱(平成 18年 2

月 15日）は廃止する。 
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「元気織りなす桐生 21」推進委員会委員名簿 

（敬称略） 

所属名 氏名 備考 

生涯学習課係長 金子 秀明 委員長 

長寿支援課主査 金森 弓江 副委員長 

福祉課主査 瀬谷 清子  

子育て支援課栄養士 赤石 紘子  

医療保険課主事 佐々木 春香  

産業政策課主査 須永 史夫  

農業振興課主査 青木 幸子  

新里支所市民生活課係長 細谷 やよい  

黒保根支所市民生活課係長 星野 次男  

生涯学習課境野公民館 今泉 俊之  

スポーツ体育課指導主事 星野 裕之  

学校給食共同調理場栄養教諭 朝倉 真由美  

学校教育課指導主事 石島 保  

青少年課指導主事 金子 茂雄  
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「元気織りなす桐生２１（第２次）」中間評価作成経過 

 

年 月 日 内    容 

平成２９年 

３月１７日 

  

平成２８年度第２回「元気織りなす桐生２１」推進委員会 

・中間評価に関わる「平成２９年度健康づくりに関する市民アンケート」に

ついて 

平成２９年    

３月２１日  

平成２８年度第３回桐生市健康づくり推進協議会 

・健康増進計画「元気織りなす桐生２１（第２次）」中間評価について 

平成２９年 

   ５月２２日 

平成２９年度第１回「元気織りなす桐生２１（第２次）」推進委員会 

・中間評価の概要及びスケジュールについて 

・中間評価に関わる「平成２９年度健康づくりに関する市民アンケート」に

ついて 

６月 ６日 平成２９年度第１回桐生市健康づくり推進協議会 

・健康増進計画「元気織りなす桐生２１（第２次）」中間評価について 

６月１９日 

～６月３０日 

健康づくりに関するアンケートの実施 

・小学５年生       ８２８人 

・中学２年生       ８５７人 

・高校２年生     １，２２４人 

・一般（２０歳以上） １，８００人 

・企業          ２２４件 

・医療機関        ２０６件 

  １０月１０日 平成２９年度第２回「元気織りなす桐生２１」推進委員会 

・健康増進計画「元気織りなす桐生２１（第２次）」中間評価（案）について 

・健康づくりに関するアンケート結果について 

  １０月２３日 平成２９年度第２回桐生市健康づくり推進協議会 

・健康増進計画「元気織りなす桐生２１（第２次）」中間評価（案）について 

・「健康づくりに関するアンケート結果」及び「元気織りなす桐生２１（第２

次）」中間評価報告書（案）について 

  １１月 ２日 平成２９年度第３回「元気織りなす桐生２１」推進委員会 

・健康増進計画「元気織りなす桐生２１（第２次）」中間評価報告書（案）につ

いて 

平成３０年 

   １月２６日 

平成２９年度第３回「元気織りなす桐生２１」推進委員会 

・健康増進計画「元気織りなす桐生２１（第２次）」中間評価（案）について 

   ２月 ６日 平成２９年度第３回桐生市健康づくり推進協議会 

・健康増進計画「元気織りなす桐生２１（第２次）」中間評価（案）について 

 

 

    


