
 

 

第１回鈴鹿市健康づくり計画策定委員会 会議録 

 

日時：平成 21 年 11 月 13 日（金）   

午後 1時から 2時 55 分     

場所：鈴鹿市役所 12 階 1201 会議室 

 

 

出席者 12 名 

長村委員、山路委員、八木委員、渡部委員、杉本委員、坂井委員、市川委員、高橋委

員、伊藤（輝）委員、安藤委員、伊藤（裕）委員、北川委員 

 

１ 開会 

２ あいさつ 

３ 委員委嘱書交付 

４ 委員自己紹介 

５ 正副会長の選任 

６ 議事 

（１） 鈴鹿市健康づくり計画の策定にあたって 

（２） 鈴鹿市健康づくりにかかるアンケート調査の概要結果 

（３） 今後のスケジュールについて 

（４） その他 

７ 閉会 

 

【事務局】 

ただいまより、第 1 回鈴鹿市健康づくり計画策定委員会を始めます。開催にあたり市

長よりあいさつを申し上げます。 

【鈴鹿市長】 

日本は少子高齢化、高齢社会の時代を迎えています。また、人口減少社会を向かえ大

きく変動していく時代に突入してきました。鈴鹿市も以前は若い市と言われていました

が、平成 25・26 年になると 60 歳から 64 歳の高齢人口が 15％強になり、高齢化率におい

ては 20％強、5人に 1人は 65 歳以上になると見込まれています。現在の状況をみると高

齢化はもう少し早くなると思われます。そのために市民の皆さんの健康づくりが非常に

大切な取組みであり、健康づくりが市民の皆さんの関心事となっております。子どもか

ら高齢者まで、市民一人ひとりが健康的な生活を行い、生活の質の向上にも努めながら、

自主的な健康づくりの普及啓発、保健サービスの充実のために計画づくりが必要だと伝

えてきました。健康づくり支援の施策を中心に、地域、関係機関、団体などの皆さんと



 

 

連携し、社会的に支援できる健康づくり計画を策定することになりました。 

この計画は健康増進法に基づき、国の基本指針を踏まえると共に総合計画をはじめ、

国、県および鈴鹿市の他の計画との調整を図りながら、高齢者、障害者、子ども達に関

する保健、福祉分野の領域別計画を踏まえ、鈴鹿市の市民の健康状況などをもとに、健

康課題を明らかにした上で、市民参加による健康づくり施策を総合的に策定していくこ

とが大切と考えています。 

こうした目的を持ち、委員の皆さんは大変忙しい方ばかりですが、鈴鹿市の健康づく

り事業の指針となる鈴鹿市健康づくり計画について、協議いただけますようお願いしま

す。各委員の皆さんには、委嘱を含め、委員を快諾いただけたことを心から感謝します。 

 

３ 委員委嘱書交付 

【事務局】 

委員委嘱書交付 

 

（市長退席） 

 

４ 委員自己紹介 

【事務局】 

鈴鹿市自治会連合会会長 三谷委員、鈴鹿市体育指導委員連絡協議会会長 井上委員

は欠席の連絡をいただいています。 

名簿順に長村委員より自己紹介をお願いします。 

（委員自己紹介） 

（事務局自己紹介） 

 

５ 正副会長の選任 

【事務局】 

続いて、会長、副会長の選任について、鈴鹿市市民委員会規則に基づき作成した運営

要領第 2 条第 1 項に「会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれらを定める」とな

っています。いかが取り計らいますか。 

事務局より提案させていただきます。 

会長に長村洋一委員、副会長に山路由実子委員にお願いしたいと思います。 

【委員】 

異議なし（拍手） 

【事務局】 

ありがとうございます。 

それでは、会長、副会長は席の移動をお願いします。 



 

 

長村会長、山路副会長にあいさつをいただきます。 

【長村会長】 

今回の計画の中に心の部分が含まれていないことを感じています。心の問題を含めて、

うまくまとめられるといいと思います。会長として、最低限の責任をとる役割は果たし

ていきたいと思います。ぜひ、活発な議論をいただき、いい計画を策定していきたいと

思います。 

【山路副会長】 

皆さんのしたで、力になれればと思います。よろしくお願いします。 

【事務局】 

（配布資料確認） 

審議会等の会議の公開について、当策定委員会の会議の内容については原則公開とな

ります。策定委員会の開催後、議事録を作成し、鈴鹿市のホームページにて公開するこ

とについて了承いただきます。 

議事録作成のために録音をさせていただきます。作成した議事録は、事前に委員の、

皆さんの確認後公開します。 

 

６ 議事 

（１） 鈴鹿市健康づくり計画の策定にあたって 

 

【事務局】 

議事進行について、会長にお願いします。 

【長村会長】 

円滑に議事を進めたいと思います。 

「鈴鹿市健康づくり計画の策定にあたって」事務局より説明していただきます。 

【事務局】 

（鈴鹿市健康づくり計画の策定にあたって（要領） 事務局説明） 

 

【長村会長】 

資料４、５をご覧ください。 

通常会議には、運営要領があるかと思います。特に問題がなければこの要領で進めさ

せていただきます。 

健康づくり計画の策定について、山路委員により説明していただきます。 

【山路副会長】 

（健康づくり計画策定についての講演） 

【長村会長】 

ありがとうございます。 



 

 

ヘルシーピープル三重がどのような法律が基盤でできたかの経過を説明していただき

ました。現状を認識して、目標を共有し、誰にでもわかる形で計画をつくることを、こ

れから具体的に実施していきますが、説明に対して質問や意見がありますか。 

【八木委員】 

具体的に健康日本 21 は 10 年前になりますが、2007 年から評価が出ています。実際に

どのようなところが良かったのか、良かった点、悪かった点を教えていただきたいと思

います。 

問題点として、せっかくつくっても、知っている人が少ない点が課題のひとつだと思

います。良かった点があれば、今後見習いたいと思います。 

情報を出すときに、どのような媒体を使うか重要であると思います。計画を策定して

も、情報の出し方を考えないと行政の中だけで止まってしまうことになります。 

【長村会長】 

健康日本 21 が出たときには、医療界にいろいろなことが発生いたしました。結果的に

は不成功でしたが、市民に健康意識を目覚めさせるという効果は若干あったかもしれま

せん。ここには、情報伝達のあり方が問題になっています。本当にどれだけ危ないかと

いうことについて、一般市民に正確な情報が伝わっていない状態で、感覚のみで動かさ

れています。情報の伝達方法そのものにも問題があります。 

【山路副会長】 

インターネットで見ていただくと中間評価が出ているので確認できますが、項目ごと

に評価が細かくなっており相対的な部分として、今回の計画の中でも気をつけて取組み

をしていかなければいけないと思います。どのようなことを目標にしているのか、大き

すぎて具体的ではなかった一つの原因として、「誰に」「何を」の部分が不明確だった点

が上げられます。一般的な人に対してのアプローチの仕方としてターゲットが不明確で

あるため、全体的に成果が上がらなかったと感じられます。 

もうひとつは、ハイリスクの方に対して、医療保険者と市町村との関係の役割の分担

が不明確だったため、保険者への効率的なプログラムなどが十分にできないまま目標を

挙げてしまい、動くためのツールができていなかった部分があると思います。 

また、評価を踏まえて、特定保健指導はメタボリックシンドロームを改善していく方

法として考えられてきました。三重県のヘルシーピープルでもそうですが、産業といか

に連携していくかが課題になる気がします。 

【市川委員】 

項目が多すぎてどこを見たらいいかわかりません。どのようにしていくと、市民に伝

わるのか難しいと思います。 

冊子ばかりもらっても困るので、見てわかるものがあるといいと思います。 

【八木委員】 

1 ページに大きな項目を挙げて、詳細は別で見るようにしないといけないと思います。 



 

 

【長村会長】 

今回の、メタボ健診も、受けた後は誰が指導するのか、病気でない人が受けるのです

か。 

【八木委員】 

メタボに関して、以前は病気ではないという認識でしたが、メタボの基準でいろいろ

な統計をとったところ、本来は病気として取り扱うくらい危険性が高い結果になってい

ます。そのような視点で指導をしていかないといけない、メタボは病気であるという認

識を伝えたほうがいいと思います。 

【山路副会長】 

関連があるかわかりませんが、県の事業での達成状況が悪いものは、身体活動とたば

こについてです。病気等も含めて、産業保健との連携を密にしていかないといけないと

思います。 

【杉本委員】 

薬剤師国保という保険者の保健指導の担当をしています。保健師と栄養士が指導して

いますが、そこに引っかからない腹囲 85ｃｍ以下の人でも病気の人はいますので、予防

は必要ではないかと思います。 

また、病気で治療を受けている受診勧奨の人が非常に多く、指導対象ではないですが、

2次予防への取組みが必要ではないでしょうか。厚生労働省も、2次予防をすることで医

療費を抑えたいので、来年度あたりモデル事業を実施する予定で、募集に手を挙げてほ

しいという状況です。薬剤師、保健師、栄養士が指導に当たることになりますが、レセ

プトではなく保険者との契約で報酬をもらう体制をとるそうなので、みんなが一緒の方

向での事業とすることができます。 

【長村会長】 

かなり具体的に動き出しているのですか。 

【杉本委員】 

はっきりとはしていませんが、来年早々にでもはじめると聞いています。 

【長村会長】 

民間でもメタボ健診の指導者を育成し、特定の機関と関連を持ち事業化するみたいな

ＮＰＯもいくつか立ち上がり、動いているようですが。 

【杉本委員】 

鈴鹿市に特定するとあまりありませんが、全国的に展開しているところもあります。

薬剤師会も民間事業者とアウトソーシングしています。保健指導は、運動と栄養管理で

すが、選べるといいと思います。この地区では運動施設が少ないです。 

【坂井委員】 

この計画の実施期間はいつですか。 

【事務局】 



 

 

21、22 年度を策定期間とし、23 年度から実施させていただく予定です。計画策定の中

で、委員の皆さんに議論していただいてかまいません。 

【坂井委員】 

国も県も、9 分野でそれぞれ目標値を 93 項目つくりますがどこをどうしていくか、計

画のはじめの 2001 年から比べても、協働の相手が変わっています。やりながら弱いとこ

ろを考えて変えていったと思います。やはり、計画そのものについても、やはり子ども

から教育する必要があると思います。 

「わくわく育ち、いきいき暮らし、安らかに人生を全うする」とコンセプトがありま

すが、「わくわく育ち」の部分をしっかりしないといけません。たばこを吸っている人が

禁煙することは非常に難しいので、それよりは、無煙世代を育てることが大事です。健

康日本 21 でもそうですが、「いきいき暮らし」よりももう少し上の世代、「安らかに人生

を全うする」世代の計画に近いと思います。 

「いきいき暮らし」あたりが大切なので、産業保健との連携もあると思います。少な

くとも「いきいき暮らし」の年代に焦点を当てた計画、また「わくわく育ち」あたりに

焦点を当てた鈴鹿市初の計画ができないでしょうか。 

亀山市は健康づくりと食育計画を一緒に作成しています。ヘルシーピープルの考えで

は、朝食の欠食割合だけが入っています。一方子どもに対する計画は、健やか親子 21 が

あります。安心な妊娠と出産のための周産期・小児医療、思春期保健などですが、子ど

もの食生活の習慣はずっと残るので、そのあたりに焦点を当てた計画が 1 項目でも見ら

れないかと思います。 

次世代育成支援計画がありますが、主に子育て支援で主に保育所などが中心で母子保

健に関してはほとんどありません。これから少子化になる中で、少子化対策や健やかな

子どもの育ちとして、大人になったときに心身ともに健康な大人に育つには、どうした

らいいかという視点に置いた健康づくり計画であってほしいと思います。 

ターゲットは子どもではないかと思います。 

【長村会長】 

子どもは育った過程がどうか、非常に重要であると痛感しています。健康生活を子ど

もからスタートすることは重要なことだと思います。 

現状を市がアンケート調査をしていますので、アンケート調査の概要の報告をしてい

ただきます。 

 

（２）鈴鹿市健康づくりにかかるアンケート調査の概要結果 

【事務局】 

鈴鹿市健康づくりにかかるアンケート調査を名豊コンサルタント株式会社に委託して

います。単純集計の結果が出ていますので、説明していただきます。 

【名豊コンサルタント】 



 

 

（資料 鈴鹿市健康づくりにかかるアンケート調査 説明） 

 

【長村会長】 

ありがとうございます。 

鈴鹿市の市民の意識としては半数の人が問題として意識していると考えられるのでは

ないかと感じますが、いかがでしょうか。 

時間が過ぎていますので、現状分析は十分ではないですが、健康計画がどのように動

いてきたか、鈴鹿市の市民の健康認識はどうか中間報告がありました。 

今後どのように進めていくか、スケジュールについて説明していただきます。 

 

（３）今後のスケジュールについて 

【事務局】 

（資料 鈴鹿市健康づくり計画策定スケジュール 説明） 

 

【長村会長】 

大体、このような流れで会議が動いていくことになります。 

質問、意見などありますか。 

【渡部委員】 

ワーキングは誰が行うのですか。 

【事務局】 

資料 7で、事務局の策定体制の流れをまとめました。 

策定委員会の次に庁内の関係課に集まっていただき、庁内検討部会を開催していきま

す。それとは別にワーキングチームを市民から公募し、その中で健康づくりに関する施

策に向けて検討していただき、意見をまとめていただく予定をしています。ワーキング

には、関係団体の方や市民公募の方に参加していただきます。 

【渡部委員】 

ワーキングの第 2回の目標設定がありますが、その後意見を言う機会がありますか。 

【事務局】 

第 2 回の目標設定は、具体的な数値目標ではなく、皆さんが鈴鹿市の目指すイメージ

を話し合ってもらう予定です。 

【北川委員】 

今回の計画では、子どもの心の健康、家庭の健康について取り上げていただきたいと

思います。そこをスタートとしていただくようなワーキング体制をとっていただきたい

と思いますが、資料を見ると抜けているように感じます。 

【長村会長】 

今日の議事録に残し、外れそうなときはまたご指摘いただきたいと思います。 



 

 

【北川委員】 

このままでは、アンケートに沿った計画になるのではないかと懸念しました。 

【長村会長】 

貴重な意見だと思います。 

【坂井委員】 

計画の枠組みは、最初から示していきますか。第 1回のワーキングが 12 月なので、大

体メンバーも事務局案も決まっていると思いますが。 

【事務局】 

メンバーは大体決まっていますが、まだ確定ではありません。 

【坂井委員】 

分野別、ライフステージ別などの枠組みはすでに決まっていると思いますが、ワーキ

ングの第１回で示されるのか、委員会でも検討することができるのでしょうか。 

ワーキングの第 1 回に今日の議論は伝わるのですか。今日の議論はどのようにワーキ

ングに反映され、今後どのように策定されるのか関係がよくわかりません。 

【渡部委員】 

イメージができあがった状態のものを確認する感じですか。 

【北川委員】 

ワーキングのメンバーの中に、子どものことがわかる小学校の養護教諭の先生などを

入れていただかないと、子どもの心の健康などは議題に出てこないと思います。子ども

との関わりができる方々を加えていただきたいと思います。 

今までの、健康についてはある程度スタートし続いているので、新しいスタイルの健

康づくり計画を試みていただきたいと思います。 

【渡部委員】 

わくわく、いきいきはよいのですが、役所ではつながりがないので、他方の内容がわ

からないということが多いので、0歳から死ぬまでつながっているので、考えていただき

たいと思います。 

【坂井委員】 

この策定委員会にも、児童関係の方を入れないとワーキンググループとの整合が図れ

ないのではないかと思います。 

次世代育成支援計画には、民生委員が参加していますが、保育所が中心で保健部門は

ありません。児童福祉法に関しては次世代育成支援にありますが、母子保健の部門は健

やか親子の一部なので、子ども分野に関しても、横の連携、整合性を図っていただかな

いと繋がらないと思います。策定委員会とワーキンググループの仕組みをきちんとした

上で、目次的なフレームを示したほうがいいと思います。 

【事務局】 

対象年齢としては、子どもから壮年期、高齢期までを対象とし、母子保健も反映して



 

 

いきたいと思います。ワーキングメンバーは確定していないため、できる限り反映して

検討を進めていきたいと思います。庁内の検討部会には、学校教育に参加していただき、

学童に関する意見を反映させていただきます。 

【長村委員】 

今の意見については、事務局と話し合いをし、ワーキンググループに反映していくよ

うにしたいと思います。 

議題については終了しました。 

事務局何かありますか。 

 

（４）その他 

【事務局】 

ありがとうございます。 

次回の策定委員会は平成 22 年 8 月を予定していますが、必要があれば委員会を開催す

るか資料等を送付させていただくなどの形をとらせていただきます。 

詳細等が決まりましたら事前に連絡させていただきます。 

 

 

閉会 


