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平成 22 年度 鈴鹿市健康づくり推進協議会 議事録（要旨） 

日時 平成 22年 7月 9日（金） 13時 15分～14時 30分 

場所 鈴鹿市保健センター 2階 健康教育室 

（出席委員） 

堀田 千津子・野間 芳実・松原 俊夫・坂井 温子・西城 英郎・濵田 正行・ 

渡部 洋三・藤本 修嗣・三谷 德尚・森川 ヤスエ・井上 勝治・南条 和治・ 

清水 浩二・益川 江里子・足立 裕子 

（事務局） 

保健福祉部長 松村 亮・文化振興部スポーツ課長 幸田 至章・保健福祉部保険年金

課 管理ＧＬ 津田 良典・保健福祉部健康づくり課長 梅山 幹雄・管理 G 副参事

兼 GL 近藤 昌洋・主幹 伊藤 京子・副主幹 行方 孝典・母子保健 G 

茂木ちあき・成人保健 G副参事兼 GL 冨田 圭美・主幹 岡田 千麻子 

 

議事録（要旨） 

【事務局】 

（開会の挨拶・委員の委嘱及び紹介） 

 

【副市長挨拶】 

本日は大変お忙しい中，鈴鹿市健康づくり推進協議会にご出席を賜りましてまこと

にありがとうございます。 

又，平素は保健行政を始め，市政全般にわたりご理解ご協力を賜り，重ねてお礼申

し上げます。 

さて，健康づくりについて，だれもが関心をお持ちになっていることは申すまでも

ございませんが，スポーツを楽しんだり，旅行に出かけたりできるのは，心身が健康

でなければなりません。 

最近「メタボ」という言葉がよく言われておりますが，「自分の健康は自分でつく

り，守って，育てる」という意識の下，正しい生活習慣を身につけ，健康管理に留意

しながら，生涯を通じた健康づくりが大切であると痛感いたした次第です。 

市民の健康づくりの推進は，本市にとりましても行財政経営計画の柱のひとつであ

ります。高齢者の健康づくり事業や相談業務，成人のがん検診また，乳幼児の健診や

育児相談において，各種制度との調整や児童虐待など，他の関係機関との連携が一層

求められるケースが多くなってきております。 

今後も，このような連携づくりがますます重要になってくるものと思われますので，

関係機関の皆様の一層のご理解，ご協力をお願いしたいと存じます。 

委員の皆様には，建設的な意見を出していただき，この協議会が有意義なものにな

りますようお願いを申しあげ，私のあいさつといたします。 
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【事務局】 

（審議会の内容について，後日公開することの了承願い。会長の選任。事務局一任の

声があり，西城医師会長を選任。） 

 

【会長】 

本日は，委員の皆様におかれましては，大変お忙しい中協議会にご出席いただきま

して誠にありがとうございます。 

鈴鹿市医師会会長の西城でございます。 

日本人の平均寿命は生活環境の改善や医学の進歩により，世界有数の高水準にあり

ます。 

高齢化社会が進む中，ずいぶん大変な状況となってきております。 

乳幼児，成人，高齢者といった生涯を通じた健康づくりの必要性が大切だと思って

います。市民の皆様が自分の人生の中のそれぞれのステージを通して健康であるため

には，個人の自覚，努力も必要ですが，行政から積極的な取り組みを期待しています。 

本協議会は「自分の健康は自分でつくり，守って，育てる」という認識のもと，市

民生活に密着した総合的な健康づくりの推進に関する方策の調査審議を行う場とな

っております。 

健康づくりの推進につきましては，幅広く，様々な分野からの意見を頂戴いたしま

して，反映する必要があると思います。今日お集りの皆様も，それぞれの立場から市

民の健康づくりに積極的にかかわっていただくことをお願い申し上げ，簡単でござい

ますがあいさつとさせていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

 

【事務局】 

本日の協議会は審議会等の会議の公開に関する指針に基づく公開審議会となって

おりますが，本日の傍聴人はみえませんでした。 

 議事内容につきましては，鈴鹿市のホームページ公開いたしますのでご了承願いま 

す。 

鈴鹿市健康づくり推進協議会設置要綱第５条により会長が議長をつとめていただ

くことになっております。よろしくお願いします。 

 

【議長】 

議長をさせていただきます。議事の進行にご協力いただきますようお願いいたしま

す。まず，平成 21 年度健康づくり事業及び本年度新しい事業の取り組みについて事

務局より説明をお願いします。 
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【事務局】 

 まず，健康づくり課の事業から，ご説明いたします。 

 1 ページから 3 ページ，平成 19 年度から 21 年度までの 3 カ年実施いたしました事

業の推移が分かるものとして，また，5ページから 11 ページにつきましては，平成 21

年度における施策体系からの仔細な説明資料となっております。4ページ，12 ページ

13 ページは保険年金課，スポーツ課からの提出いただいた資料でございまして，両課

の担当者よりご説明いただきます。 

健康づくり課ですが，大きく仕分けをしますと，１つ目に，健康づくりのための知

識普及・啓発活動の推進，２つ目に健康診査の推進でございます。 

 2 ページ目をご覧ください。1 歳児半及び 3 歳児の健診は 93.8％，90.5％となって

おりますが，実質は 100％と言われております。これは，出生は鈴鹿市であった外国

人のかたが，途中，母国に帰られたりなどの状況がございまして，この結果となって

おります。 

 また，妊婦健診では平成 20 年度より健診機会が，制度で 2 回であったものが 5 回

に，また，21 年度より 14 回まで一部公費で健診を受けられるようになりましたこと

から，延べ人数で，平成 20 年度に比して倍の，22,235 人となっております。 

 各種がん検診では，これらの検診を含め，国の事業として，女性特有がん検診事業，

乳がんと子宮頸がんですが，検診を進めています。年代によって，無料で検診を受け

られるものでございますが，検診率としましては，平均 22％という状況です。また，

その他のがん検診も，9.7％から 15％という受診率となっております。 

このようなことからは，それぞれの事業において，満足できるものではないと考え

ておりまして，それぞれの啓発は案内通知を含め，わかりやすさという観点からの反

省を踏まえ，努力し，鈴鹿市医師会様のご協力を得ながら，検診率の向上につなげて

まいりたいと考えております。 

 次に 3ページで，予防接種の状況でございますが，組織の目標値は国が定める 85％

で，概ね達成されていると思われますが，ＭＲ，麻しん風しん混合ですが，3 期は中

学 1 年生が，4 期は高校 3 年生が対象ですが，この接種率が大変低い状況です。それ

ぞれの接種勧奨におきましては，個人への通知，各診療所へのポスターの掲示，ホー

ムページでのご案内，また，幼，小，中の校長会において，お願いを申しあげており

ますが，また，市内の高校においても，県の教育委員会に相談しながら，担当者が学

校を回り，対象学年に文書を配布し協力をお願いしましたが，ご覧の接種率となって

おります。 

 今年度はこのような取り組みを含め，学校にご協力いただきながら，保護者会で直

接対象となる生徒の保護者に対し，文書を配付するなど，接種率を改善していくため

の努力をしております。 

 また，ただ今作成しております健康づくり計画でございますが，平成 12 年国が掲
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げる健康づくりの計画として健康日本 21 を設定しております。 

 また，県では，ヘルシーピープル 21 が策定されております。 

 市町としましては，この計画においては努力をしていくものとされておりまして，

2 カ年計画で，計画を立てていきたい。また，市民に利用していただきやすいものを

作り，本年度はその最終年度となっております。 

 現在の進ちょく状況は，ワーキングとしての作業を市民の目線として，様々なご意

見をいただきながら，ワーキングとしての作業を終えました。今後は，庁内委員会で

図り，また策定委員からのご意見をうかがいながら，この計画を今年度末までに，策

定する予定です。来年度早々には，市民に手に取っていただくような，計画を作って

いきたいと考えております。 

 説明は以上で終えさせていただきます。 

 

 続きまして，保険年金課の健康づくり事業について説明申し上げます。 

 保険年金課の事業で，人間ドックは，30 歳から 75 歳まで対象としています。これ

につきましては，鈴鹿市医師会に委託しています。実施は毎年7月から11月までです。

昨年度の実積は，1,934 人でございます。 

 脳ドックでございますが，脳疾患の早期発見を目的としまして，40 歳から 75 歳ま

でかたに実施しています。実施できる医療機関が限られておりまして，鈴鹿中央，回

生，塩川病院で実施しています。期間は 8月から 3月末までとなっております。脳ド

ックは昨年度の実績は 422 人で，22 年度は，450 人の募集でございます。毎年倍率は

高いです。 

特定健康診査も実施いておりまして，40 歳から 74 歳までのかたを対象に，生活習

慣病早期発見，疾病予防を目指しています。鈴鹿市医師会に委託して実施しています。

昨年度の実績は，30,000 人のかたに○○をお送りし，10,070 人で，この中から保健指

導の対象者は，177 人でございます。以上でございます。 

 

 【スポーツ課訂正事項】 

4 ページ鈴鹿市グランドゴルフ大会における「健康相談」コーナー利用者 

平成 19 年度 717 人，平成 20 年度 595 人，平成 21 年度 721 人 

鈴鹿市シティマラソンにおける「医科学相談コーナー」の利用者 

平成 19 年度 6,221 人，平成 20 年度 0 人，平成 21 年度 6,459 人 

鈴鹿市スポーツ指導者バンク制度 

平成 19 年度 0 人，平成 20 年度 104 人，平成 21 年度 0 人 

13 ページ，いきいきスポーツ都市宣言ですが，平成 10 年に第 1 次のスポーツ振興計

画を策定いたしまして，平成 14 年度にいきいきスポーツ都市宣言をしました。その中

で市民１人ひとつのスポーツを目指して，施策を行っていこうということで，都市宣
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言を行いまして，その後いきいきすずかみなウォーク，いきいきスポーツ大会，スポ

レクなど，市民が参加できるような事業を行っておりまして，地域，市民のかたに参

加いただいて，ひとりでも多くスポーツに親しむ機会を持っていただく施策をすすめ

ています。 

 鈴鹿市グランドゴルフ大会でございますが，高齢者スポーツの推進ということで，

毎年実施しています。大会に合わせて，保健センターの保健師のご協力をいただき，

事前に血圧測定，健康相談を実施しまして，参加者の相談を受けています。グランド

ゴルフをする会場が広くないので，700 名を半分に分けて実施していますので，大会

をしていないかたが，健康相談に訪れていただくという形を取っています。 

 次に鈴鹿シティマラソンでございますが，平成 22 年度で 13 回目で，参加者が増加

していますが，サーキットの使用期間が限られていますので，遅れるほどレーシング

コースが混雑すると言った，うれしい悲鳴をあげております。その中で，医科学相談

コーナーを設けておりまして，鈴鹿市体育協会の医科学委員会のご支援，市内（外）

医療機関の先生，大学の理学療法士のボランティアのご支援をいただきながら，相談

コーナーを実施しています。約 6,000 名の参加者の中で，約 100～200 名のかたが相談

にみえておりまして，循環器，○○，整形の専門医にいろんな相談を受けていただい

ています。 

 最後にスポーツバンクの制度についてですが，市内に日本体育協会の指導者資格を

もったかたも含めまして，指導者を募りまして，公民館事業，ニュースポーツの普及

に講師を引き受けていただくために，鈴鹿市に登録いただき，各地区センターや公民

館に台帳を配付し，有効活用を図っていただいています。これは，スポーツ課にも問

い合わせがあります。今後も活用を図ってまいりたいと思いますが，指導者の登録が，

増えてきません。周知していきたいと思います。現在 104 人に登録いただき，機会を

設けていただいて，ご指導をいただいています。以上スポーツ課でございました。 

 

【議長】 

どうもありがとうございました。 

鈴鹿保健所から委員がいらしております。鈴鹿保健所管内での取り組み，県の指針

など健康保健事業について，何かご教示いただくことがありましたらお願いいたしま

す。 

 

【委員】 

対人サービスについて，生活習慣病など……，ヘルシーピープルみえも 22 年まで

で，評価の見直しを行なっています。鈴鹿市の計画が 22 年度の完成と聞いておりま

す。また，特定健診はだんだん対象者の把握がしにくくなってきています。がん検診

については，受け皿の確保が必要だと思います。がん検診受診率の目標である 50％が
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ひとり歩きしている感があります。 

  

 【議長】 

  ありがとうございました。事務局から，21 年度の健康づくりの事業や健康増進計 

 画について，ご報告いただきました。また，保健所長から県の事業についてご意見を 

いただきました。ご質問等がございましたら，また，要望などはございますか。事業

内容を見ていただいて，いかがでしょうか。 

がん検診の受診率が非常に低いので，7月から 11 月までいかにＰＲするかが大切だ

と思います。 

  

 【委員】 

  検診できる期間内ですが，自分の希望でということもあるのですが，仕事の関係で

という声も聞きますが。人間ドックの中に組み込まれてあったとすればいいのですが，

がんだけの検診で，そのために休みを取らなければならないということで，比較的行

きにくいということがあるので…。 

  子どもさんの予防接種の受診率は年齢が高くなってくると，不安感がなくなり認識

が薄れていっているのではないかと思います。乳幼児の時は，かなり神経質になって，

日々つきあっているので，予防の意識は高いのですが，それをどこでうまく親御さん

に導いていただけるか。ＰＴＡや学校の指導の中でされるのかどうでしょうか。 

 

【事務局】 

まず，がん検診についてですが，医師会にもご無理を申しあげ，期間を延長して，

検診の枠を広げていただいています。また，集団検診はバスの手配状況が難しい面が

ございます。市外の医療機関にもお願いしながら，ご案内をした検診において受けて

いただく努力をしておるところです。通年でどこか１か所というところにおいては，

医師会に相談ということになろうと思います。 

昨年の予防接種でございますが，ＭＲの 3期 4 期においては，親の意識がかからな

いというところがございまして，このような接種率になっていると担当から聞いてい

ます。ＰＴＡの保護者会が中心となりますが，お子さんに渡すとなくしてしまったり

することが多々あり，養護の先生にもお願いをして，直接保護者のかたに手渡すと言

ったことを，担当者が工夫しています。少しでも国の基準を目標に担当者が考えられ

るすべての努力をしています。 

 

【委員】 

保護者会といえど出席率の問題があります。全保護者が出席できる場をとらえてい

ただくと良い。 
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【事務局】 

ＭＲ3 期は中学 1 年生，ＭＲ4 期は高校 3 年生で保護者会をとらえて，対象児の保

護者にしっかり渡るように，努力していきたい。この 2つＭＲは 5年の時限立法です

ので，対象児に通知が渡るように。また，養護の先生には要請を踏まえた中で行って

まいりたい。 

 

【議長】 

  その他にありませんか。 

 

【委員】 

いろいろ項目があがってますが，法律で決まっているのですか。鈴鹿市独自でやって

いることとか。 

 

【事務局】 

健康増進法の中でいろいろ言われている事業もございます。鈴鹿市は事業評価を行っ

ておりまして，そこに掲げる事業をあげてあります。 

 

【議長】 

その他いかがでしょうか。各委員からご意見があれば。 

 

【委員】 

予防接種ですが，ヒブ，肺炎球菌，子宮頸がんワクチンについての，鈴鹿らしさを出

すというお考えは。 

 

【事務局】 

  ただ今のワクチンについては，三重県でも公費助成を打ち出したところがございま

すが，数は少ないですが，年々増えているようです。鈴鹿市も公費助成について，真

剣に取り組んでいるとのお答えで，ご理解いただきたい。 

  

【委員】 

  スポーツ課のグランドゴルフですが，実績で 700 人という数は，少ないのでは。地

域の団体もあると思うのですが，全体の把握は難しいと思うが，市民がどのようなこ

とを望んでいるのか，把握するシステムづくりが必要と思うがいかがですか。 

  

【事務局】 
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グランドゴルフについては，協会がございまして，加盟している方は約 1,200 名で

す。加盟団体と，広報で周知した一般参加，子どもさんの参加もございまして，地域

から体育委員，振興委員のご支援をいただきながら，運営しております。できれば，

たくさんの方に参加いただきたい，参加いただけるということは，健康な方というこ

とですので，周知をしていきたい。 

各地域で活躍されているスポーツをしてみえるかたの把握は，体育振興会のかたは

指導員のかたにお願いをしております。体育振興会につきましては，年 2回，意見交

換を行っております。体育指導員につきましては，各地区を回っていただき，ニュー

スポーツの普及，子どもたちから高齢者を含めて，活動を実施していただいておりま

して，多くのかたにかかわっていただいております。ただ，実数の把握はしておりま

せん。 

スポーツバンクにつきましては，スポーツを指導していただいているかたに，登録

をしていただいていましたが，２～３年ほど前から，資格を持って指導していただけ

るかたに限定しまして，104 人まで絞り込みました。私どもに問合せがくる段階では，

人数の把握はできますが，各公民館に台帳を整備しておりますので，そこから直接電

話をして申し込んでみえるかたございます。 

利用者は少ないのではないかと思いますので，周知を含め活用を図っていただく形

となります。今後は，謝礼等も発生してくるようなことも聞いておりますので，事務

局では，ボランティアなのか有料になってくるのか，検討していきたいと考えており

ます。 

  

【委員】 

  健康づくり事業としてやっているのであれば，年 1回開催すれば良いというもので

はなくて，本来，日々の生活の中で位置付けてくださいという考え方に至らなければ

いけないので，地域でどのようにやられていっているのか，もっと把握していかなけ

ればいけないと思います。スポーツバンクの指導者のかたにも公民館で利用されたか

たにわかるようにしないと，なかなかうまくいかないのでは，アフターケアーも含め

て。 

   

【事務局】 

  指導者バンクは，3年ほど前から活動報告の提出をしていただくので良いとしまし

た。30 地区の体育振興会と連携をいたしております。ニュースポーツ関係のことも

ございますが，各地でいろんな事業を展開していただいております。支援をさせてい

ただいて，各地区のスポーツ事業の集大成としてグランドゴルフ大会を実施しており

ます。  各地域で活躍されて展開されていますので，かなりの数をこなされている

と思います。 
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河川敷にパレットゴルフの利用率も上がってきておりまして，道具の貸出を行って

おり，その活用はされております。修繕も増えてきておりますので，利用が増えてい

ると考えます。 

スポーツ課は健康づくりばかりではなく，競技のほうもやっております。それも合

わせて展開してまいります。 

 

【委員】 

  がん検診の受診率が低いということで，原因を把握しているのか，また，受診のき

っかけの確認などを行うとヒントになり，次に反映していくとか，今後どのように還

元すると考えていらしゃるのか。 

 

【事務局】 

  大変脇の甘いところがございまして，一方的な広報においては，反省点はあります。

市の広報や商工会議所のご協力をいただきながら，各商店街で人の出入りの多いとこ

ろにおいて，検診につながるような啓発をしていきたい。検診を受けられたかたまた

は市民に対し，なぜ低いにかかわらず，あがらないのでしょうかという反省に立って，

委員のご指示も受けて，改めて意識をして，医師の先生方にも相談しながら，検診率

が上がっていくように努力していきたいと思います。 

 

【委員】 

  1 ページの資料で目標設定は全体像が見えてこない。今後，考え方を整理してほし

い。 

 

【事務局】 

  資料のポスターの件ですが，自殺予防啓発の事業を行っています。今回，市民団体

の主催で映画上映会を行います。自殺の現状は平成 10 年から毎年 3 万人を超えて推

移しており，平成 20年の三重県の自殺者数は379人，鈴鹿市は36人となっています。

前年度に比べ 5人の増となっています。原因としては，健康問題，経済，生活問題と

なっておりますが，複雑で様々な要因が関係していると思われます。健康づくり課で

は健康相談，健康教育事業など，広く予防啓発を行っております。また，鈴鹿市医師

会のご協力をいただき，市民を対象に公開健康相談などでも，専門医による「心の健

康について」などの講演などを実施しております。今回，ご紹介させていただく映画

は「降りてゆく生き方」は，自殺問題を含めて私たちが生きていく上で，本当に大切

なものは何かに気付かせ，新しい生き方を発見し，生きていくために制作された映画

となっています。映画の上映は市民団体主催によるものですが，劇場公開は予定され

ておりません。上映会場のみの観賞となりますので，是非この機会にご覧いただきま
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すようよろしくお願いいたします。正式なチラシができましたら，また改めてお願い

にあがります。10 月 10 日（日）にふれあいセンター上映することになっております。

皆様のご協力をお願いいたします。 

 

【議長】 

自殺予防についてでした。 

よろしくお願いします。 

その他ございませんか。 

 

【委員】 

資料が見にくいので，見やすくしていただきたい。 

 

【議長】 

ご意見もないようですので，時間ですので，これをもちまして議事を終了したいと

思います。 

 

【事務局】 

どうも，ありがとうございました。それでは，最後に保健福祉部長がごあいさつ申

し上げます。 

 

【部長挨拶】 

保健福祉部長の松村でございます。 

御礼を兼ねまして一言御挨拶を申し上げます。 

平素は、各委員におかれましては、行政の各分野にわたりまして、ひとかたならぬ

ご理解とご協力を賜り、この場をお借りいたしまして、重ねて厚く御礼申し上げます。 

また、本日はお足もとの悪いなか御出席いただき、長時間にわたりまして「健康づ

くり」に関する貴重な御意見を賜り、誠にありがとうございました。 

皆様からいただきました御意見を参考に、引き続き、健康づくり事業の推進に努めてま

いりたいと存じますので今後も御支援ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。本日はあ

りがとうございました。 

 


