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第２回鈴鹿市健康づくり計画策定委員会 

 

日時：平成 22年 9月 24日（金） 

午後 1:00～2:40 

場所：鈴鹿市保健センター2階会議室 

 

出席者 13 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、井上委員、市川委員、

益川委員、伊藤（輝）委員、安藤委員、三谷委員、伊藤（裕）委員 

 

１ 開会 

２ あいさつ 

３ 議事 

（１） 鈴鹿市健康づくり計画の経過及びスケジュールについて 

（２） 鈴鹿市健康づくり計画骨子案について 

（３） その他 

４ 閉会 

 

 

１ 開会 

【事務局】定刻少し過ぎ、皆さまお集まりいただきましたので、始めさせていただきます。

本日は、お忙しい中ご出席いただきましてありがとうございます。本日、北川委員

から欠席の連絡がありました。また、三重県地域活動栄養士連絡協議会鈴鹿支部の

代表の方が代わられました、高橋委員に代わり益川委員にお願いします。それでは、 

開催にあたり、課長からご挨拶いたします。 

 

２ あいさつ 

【課長】こんにちは。策定委員の皆さまには、ご多忙の中、策定委員会にご出席を賜り、

ありがとうございます。第 1回目の策定委員会は、昨年 11月に開催し約 10か月が

経過しました。この間、市民の方や関係団体の代表の方にご参加いただき、ワーキ

ングチームにおいて６回の会議を行いました。会議では、グループに分かれてご議

論いただき、和やかな中で、それぞれの委員の方からいろいろな意見をいただきま

した。中には宿題として持ち帰ったこともありましたが、ワーキングでは、「鈴鹿市

の“すずか”から、健やかに輝いて」との大目標の旗も立てることができました。

市民のためのあるべき計画としてご議論いただき、中身の濃い会議でした。これも、

計画当初からすべてにご指導いただきました山路先生に、ご親切な指導をいただき
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感謝いたします。本日は、ワーキングチームで、これまでにまとめました現状や今

後の課題および目標などについて、この委員会でご審議いただければと思います。

本日は、よろしくお願いいたします。 

 

【事務局】議事に入る前に、資料の確認。（略） 

 

３ 議事 

（１）鈴鹿市健康づくり計画の経過及びスケジュールについて 

【事務局】議事進行、会長お願いします。 

【長村会長】おくれまして申し訳ございません。事項書に基づいて議事を進行します。第

１の議題で、鈴鹿市健康づくり計画の経過と今後のスケジュールについて、事務局

から説明をお願いします。 

【事務局】資料に沿って説明。（説明） 

【長村会長】ありがとうございました。次の議事の、鈴鹿市健康づくり計画ワーキンググ

ループの報告と関連しています。そこで長時間にわたって大勢で検討していただい

た、この健康づくり計画の大目標および分野別ライフステージについて、山路先生

からお願いします。 

 

（２）鈴鹿市健康づくり計画骨子案について 

【山路副会長】まず大目標の訂正、「ずっと輝いて」ではなく「健やかに、ずっと笑顔で、

かがやいて」です。ワーキンググループの活動の報告をさせていただきます。計６

回のワーキングで、延べ 80名の市民のご意見をいただきました。最終的に決まりま

したのは、「健やかに、ずっと笑顔で、かがやいて」の大目標に向かって、９分野に

分けて検討を重ね、どんな目標を持ってそれぞれの年代の人が取り組めば、将来的

にずっと輝いていられるかをイメージしながら話しました。ワーキングの中で大事

にしてきたことは、既存データやアンケート調査を踏まえて、市民の代表の方と顔

をつき合わせて議論できたことが収穫です。ワーキングの経過報告でお知らせした

ように、紙が付箋でいっぱいになるくらい熱心な意見をいただけました。毎回宿題

を出しましたが、いっぱい付箋をつけ自分の意見を書いてきて、ワーキングの時は

意見を貼り、それに対しての議論をして、短い時間でありましたが、顔を突合せて

声を出してみんなで議論できたことが大きな成果です。計画をつくる中で大事にし

てきたのは、専門用語で難しい言葉ではなく、誰でもがわかる自分の立場とか生活

環境をイメージして具体的に行動できたり、こうしたらいいとかを、市民の皆さん

にわかっていただけるように、あえて難しい言葉を使わないで、一緒に議論した市

民の方たちの普通にでてきた言葉を一つひとつ大事にしてきたことです。県や国の

計画がある中で、今までの計画の反省をいかして、総花的な目標でどっちつかずに
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ならないように、今回は、鈴鹿市でのいろいろな課題を年代別の分野別で、市民の

方々が、自分たちができると思えるような生活に結びついた実現可能なところに課

題を置いたり、状況によっては重要な課題に重点を置いたりと、年代別にポイント

を絞って話し合いを進めてきました。折角いいものをつくっても、難しいものでは

意味がありません。市民の方に行ってもらえる計画にしていきたいと、焦点を絞っ

て取り組んできました。その結果を、９分野と６ライフステージで分けてきました。

（資料にそって説明）委員の皆さまには、お気づきの部分でご意見いただければと

思います。これを基に、よりイメージしやすい、市民に誤解を招かない言葉に変え

ていきたいと思っています。 

【長村会長】ありがとうございます。この資料をつくられた経過と内容を話していただき

ました。あらかじめ配られていたので、すでにご検討いただいていると思います。

この計画つくりの経過とスケジュールに関してご質問ありますか。 

【八木委員】ワーキング会議のメンバー選定は、どういう形で行われましたか。 

【事務局】メンバーの募集については、広報でワーキングメンバーを募集させていただき

ました。抽選で 15名に限るとした中、19名応募され、１名辞退されて、結果 18名

の方にご協力いただくことになりました。 

【八木委員】年齢と性別は。 

【事務局】女性の方が 15名、男性の方が３名です。 

【八木委員】年齢は、わかりますか。 

【事務局】40代・50代の方が多く、平均すると 50代になります。 

【長村会長】よろしいですか。これから市民全体に広がっていくものですので、時間を掛

けて内容について議論したいと思います。全体の中で、足りないものやいらないも

のについてご意見をお願いします。 

【杉本委員】分野別がたくさんあってよいと思いますが、ライフステージの年齢分けのと

ころで、40～69歳は広すぎるのではないですか。介護保険などを考えますと、40～

64歳、65～74歳、75歳以上の分け方が適していると思います。 

【長村会長】人生的に変化するのも、60～65歳が区切りであると思います。 

【杉本委員】サラリーマンも 65歳までになります。特定健診も 75歳までで、70歳以上で

区切るよりも、後期高齢者が 75歳以上などもありますので。 

【山路副会長】分けさせていただく時に、事務局と相談しました。医療分野的な部分と、

いろいろな統計を取っている時に、統計の節目節目のところでと考えました。40～

69 歳のところは、悩んで悩んで、これに決めました。他の市町も見ながら、最終的

には統計的な部分の問題で分けさせていただきました。ワーキングのメンバーの方

とか市民の方の意見としてお伺いして、60 歳に定年退職してもアルバイトとかして

家だけではない、70歳になると隠居して土日だけでの生活が中心になる、60代のう

ちはまだまだ元気という意識があり地域の活動などして横とのつながりがあるのが
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実態ではないかとの意見があって、最終的にこうなりました。 

【伊藤委員】食事や運動の内容をみたときに、40 代の人は子育て世代です。その方は、子

どもの学校や職場で健康管理をしてもらいます。55 歳以上の老人になる前の人は、

ご主人がなくて一人になって孤食になったり、人と付き合いが少なくなって家にこ

もったりで、食べすぎで糖尿病になったりストレスで支障がでます。年齢区分のと

ころで一番言いたいことは、40～55歳くらいにして、55～75歳くらいとする。個人

差はあるが、９項目に分けるときの内容を知るときに容易になります。退職して働

いている人もいますが、毎日をゆっくり暮らしている人もいます。みんなが自由に

生活し、孤食になったり、地域に参加しないで引きこもりになってしまう人がいま

す。年齢を 60歳で切っておいて、75歳で区切って、老人になりかけの人と後期高齢

者になる前の人が、お互いに健康とか食べることとか地域にかかわるような内容に

した方がよいのではと思います。 

【長村会長】今、年齢の区切りが話題になっています。グローバルに捉えるのであれば、

最終的に市民に向けて出すときに、これでよいかどうかになると思います。他に、

ご意見はありますか。厚生労働省が毎年出す数字は、10代～20代刻みで出てきます。

そこと比較するのであれば、この区切り方は意味があると思います。しかし、個人

にこのような生活をしてくださいと言うときに、私にはちょっと、となることがあ

ると、かなり重要な問題だと思います。 

【山路副会長】40～60歳での小目標をそのまま置いておいて、課題を整えていくとわかり

ますが、内容によってはあきらかに 40代では特にとか、50代で特にとかが出てきて

いますので、現状で年代別に出てきている部分については、小目標の下に年代別に

取組める具体的な目標を入れて、対応していくことも一つの方法であると思います。

生活環境が違う人をまとめて考えるのではなくて、50代の時はそれが大事なのだと、

市民の方に意識していただけたらよいので、年代においては、大きい枠はそのまま

に、その下に小小目標を置いて取り組んでいくのもよいと思います。 

【井上委員】65 歳を過ぎても、働いていると言われましたが、それは企業の健康保険から

外れて、行政の国民健康保険に入っていくので、それは別の高齢者で考えていって、

64 歳までは企業の健康保険の中でカバーをしていただくと区切りをつけたらどうか

と思いますが。 

【山路副会長】40～64歳までとして、65歳以上とした方がよいということですか。法的な

区切りを使うということですね。 

【八木委員】年齢のことですが、20歳までで 3段階に分かれていて、子どもに力を入れる

ということでよいと思いますが、これからは高齢者が増え、きめ細かく力を入れて

いくので、高齢者を分けた方がよいのではないですか。19 歳まではきめ細かくやら

れていますが、40～60歳と 60代は全然違います。最近は、75歳以上で区切ってい

ますが、65～75歳が割と変化していく、自分の健康に不安を持ち始める年代ですの
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で、そこを区切っていただいた方がわかりやすいと思います。 

【長村会長】こういう分類的なことで若干関係しますが、女性特有の問題と、男性特有の

問題もあります。性別の問題も、すこし考慮した方がよいのでは。 

 

【山路副会長】話し合いの中では、年齢別と男性・女性、共通で話し合いを進めて、これ

は女性特有というものは、女性の課題として話し合いました。男性と女性、両方に

言えることとは区別しながら話し合いを進めました。先程、先生が言われましたよ

うに、男性・女性で性的な考慮という部分では、最終的に共通にしてしまいました

が、話し合いの中では分けて話し合っているので、分けようと思えばできます。全

部が、男性・女性と分かれるわけではなく、特別分けた方がよいものは分けます。 

【長村会長】20 代女性のダイエット指向のすごさは、私はブレーキをかけないといけない

と思います。 

【渡部委員】年代別と言うのは、それぞれの項目毎に一致していないといけないのですか。 

【長村会長】もう一項目、全年代に亘って、例えば、食事のバランスを摂ることは全年代

に共通しているので、全年代に共通した項をひとつつくってもよいかも知れません。 

【山路副委員長】年代別に枠を区切ったところに、ひとつずつ文字を入れてあるだけで、

同じことを書いてあるところもあります。 

【長村会長】年齢の区切りをどうするかの問題と、男女の性別をどう扱うかと、全年代に

共通したことはひと括りにしてはどうかと、大きな分け方としては出てきています

が、その他ございませんか。各項目について少しずつ、議論をさせていただこうと

思っています。 

【渡部委員】自分の分野の追加をしていただけるのですか。 

【長村会長】はい。まずは、栄養から始めようと思います。 

【渡部委員】これを一回持って帰って、会で検討する時間はありませんか。 

【事務局】この場だけではなくて、後からご意見をいただくことは考えていますが、次回

の委員会までには時間的に難しく、日を切って後々ご意見をいただくことは考えて

います。 

【山路副会長】栄養のところは、皆さん、身近なところだと思うので、ご意見をいただき

たいです。 

【長村会長】ひとつは、バランスということに関して、全年代に意識させないといけない。

もうひとつは、ビタミン不足などの若い女性の変なダイエット、それにブレーキを

かけるための文章が入ることになります。特に、中学生から始まっています。別な

調査では、BMIが 18を切ってもまだダイエットをやっています。それで、ビタミン

不足が起こったりミネラルが不足して変な症状が出てきて、何だろうと調べたら、

それは単純なビタミン不足。そのようなケースが後を絶ちません。他、ございませ

んでしょうか。 
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【八木委員】栄養に関しては、「個々に自分にあった栄養」という言葉がほしい。自分にあ

った栄養食事を考えようとか、知ろうというのがほしいかなと思います。 

【長村会長】そういう意識を、早いうちに目覚めさせるということですね。 

 

【杉本委員】栄養に関しては、小学生は朝食をしっかり食べることを、小学校での教育的

な内容でしっかりやってもらう。中学生・高校生になると、行政が絡んだ形で、学

校だけでは難しいと思います。 

【長村会長】60 代以上は、健康食品の乱用をやめましょうというのも載せてもよいのでは

ないですか。 

【渡部委員】小学生でも、朝食代わりにサプリメントをとっている人も多いですね。 

【長村会長】議事進行の上で、確認しておかないといけないことがありました。本日の委

員会、委員全員で 14名のうち、13名が出席です。北川委員が委任状での欠席です。

傍聴の方は 0人。議長として、報告を忘れていました。 

【坂井委員】食のところで 70 歳以上の、会食に出かけようというのはどういうことかと、

地域で一緒に食べられる場をつくろうと書いてあるが、誰がつくるのですか。 

【山路副会長】ここで話し合われたのは、孤食とか、食事をしない一人暮らしの高齢者が

多くなっています。今までは家族単位だったが、一人暮らしの方が増えてきたから、

一緒に食べにいける会食、例えば、老人会や地域活動の中で、誰かと一緒に食事を

する、人と話して楽しいと思ってもらえる時間を、意識的に地域でつくっていきた

いという意味で書きました。言葉足らずで誤解があるなら、変えていきたいと思っ

ています。 

【坂井委員】会食に出かけるのは、人に言われてすることではないと思います。一緒に食

べられる場をつくろうというのは、70歳以上で元気な人もいるし 90歳以上の人もい

る、その人に一緒に食べられる場をつくろうというのは、計画の中に入れるような

項目なのか、気になりました。 

【三谷委員】地域の立場として申し上げますが、敬老会を開いたが、年々出席者が減って

きています。健康な方は来なくて、弱い方が家族に連れられてきている現状があり

ます。催しの中で、少しはアルコールがほしいとの声が出てきていますが、公の施

設では、そういうことはできません。どうしても参加者が減っています。計画がし

にくくなっています。昔は、地域でも社会奉仕的な活動のあとに、食事をしてすこ

しアルコ－ルのケースも多かったのですが、最近はそういうこともなくなってきて

います。 

【坂井委員】計画は、主語があるものです。計画を実現するためには、いろいろな人がや

っていかなければなりません。個人もありますし、団体もあります。具体策で、個

人のところに会食に出かけようは書いてあるのですが、具体的に地域と書いてあり

ますけれども、行政でもないし地域で具体的に誰がするのか。地域を主語とした場
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合に、誰がやるのか、はっきりしておかないといけません。計画には、責任があり

ます。誰がしていくのかを決めておかないと、後で評価することに困ると思います。 

【山路副会長】ワーキングに参加された方の中に、地域活動を意識されて、自分の身の回

りに一人暮らし高齢者がいて、自分が元気なうちにひっぱってきて地域で連帯でき

る、そんな地域をつくりたいという熱い思いを持っている方が数人いました。その

思いを入れ、誤解を招く表現と思いますが、一人暮らしの高齢者が多くなった中で、

家族と同じように集まれる場をつくっていきたいという、10 年後の鈴鹿市をイメー

ジした住民の方の熱い思いがあったことを、この委員会の先生方にご理解していた

だきたいと思います。言葉的には、主語がわかるように修正していけると思います。 

【長村会長】次に、身体活動・運動というところに入らせていただきます。 

【山路副会長】全体的に、主語がはっきりしないと、難しい部分があります。運動だけで

はないのですが、0～5 歳のところ、誰がというあたりが、0 歳の子どもが自分で行

うことは難しいので、多分、0～5 歳の保護者の方が、情報を提供したり機会をつく

ってあげるとなってくると思います。0～5 歳のところは、主語がはっきりしないの

で、本人でない場合もあるのでと表現をした方がよいですか。 

【坂井委員】特に、地域のところの主語がよくわからない。ボールを押して健康づくりを

行っていく絵がありますが、坂を低くすることが行政の仕事であると考えるならば、

20～39歳の行政のところで、安全に運動できる環境つくりの支援ではなく、環境を

つくることこそが行政の仕事ではないかと思います。地域のために環境をつくろう

と書いてあります。環境であれば、運動しやすい広場をつくることも考えられます

が、地域の場合は、主語がわかりません。行政は場づくりの支援になっていますが。 

【山路副会長】0～5歳は、どの分野も悩みました。この計画を見ても、まさか 0～5歳の子

が、楽しく体を動かす時間をつくろう、体操しようと思うわけはないので。特に、

個人のところです。 

【井上委員】運動の方で、体育指導員をやっています。小学校に出前をやっていますが、

学校に協力を依頼するが、先生は 1人も出てきてくれない。子ども達に声を掛けて、

よく集まっても 30人～40人くらいです。この具体策の学校のところで、先生がどの

ような立場で学校教育の中で、この運動について指導をやっていってもらえるのか

を入れてほしいと思います。去年、ラジオ体操の講習会がありまして、その時に、

学校の先生もラジオ体操ができないと聞きました。先生が運動から遠ざかっている

気がします。先生の方からも、学校としてできることを入れてほしい。環境だけで

はなく、具体的な活動を入れてもらえるとよいと思います。 

【坂井委員】年齢区分で、法律の話がありました。学校での運動は、身体活動ではなくス

ポーツ色が強くて、健康づくりとは違います。実現しようと思えば、学校に対する

働きかけが必要です。実行する段階になると、法律、区分が壁になっていきます。

策定の段階で、バックの法律を頭に入れた上で、主語を考えていかなければいけな
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いと思います。 

【長村会長】全体的に、誰がということがわかるように書き直していただくことも重要と

思います。誰が何をするのかが、よくわかるようにする。横軸の縦は、主語は個人・

家庭・地域ですか。 

【山路副会長】主語はそうです。地域があまりにも広いと思います。 

【長村会長】ここは、先生にやってほしいことがたくさんあります。 

【山路副会長】庁内のワーキングの中で考えていて、行政の立場の教育とかいろいろなと

ころから具体的に出していただいている途中なので、もう少し具体的なものは出て

くると思います。 

【長村会長】次は、こころの健康について。今日ご欠席の北川委員からも、この項目に関

してご意見をいただいています。結論的には、健康な家庭・ひとり親のかぎっ子・

生活困窮家庭で、環境的な意味での心のあり方に差があるので、なんとか解決でき

るような策定案にしてほしいとの要旨です。社会的な要素が多く含まれているので、

非常に難しいです。ワーキングプアも問題となっている中で、社会環境そのものと

思います。ただ、こころの持ち方で保たれる健康もあります。 

【杉本委員】ネグレクトの家庭では、小学校で、朝ごはんを食べないで、ぼーっとしてい

る子が増えています。学校の担任の先生がみつけて、家庭訪問のときに親を教育し

ていかないと、子どもの心の健康は難しいと思います。朝食を家族と一緒に食べら

れるようにする、朝早くから仕事に出て行き、かぎっ子とかになり、なかなかでき

ないようですが。 

【長村会長】朝食と夕食を家族全員そろって食べている家庭は、ほとんどいないと思いま

す。 

【渡部委員】昔、朝食を食べてこない子がいるのなら、学校で朝の給食も出したらどうか

と言ったこともあります。 

【山路副会長】ご飯を食べていない親もいるので、子どもだけでなく、みんなが食べない

です。 

【長村会長】後からご意見もいただけるということで、次の口腔と歯の部分に入ります。 

【渡部委員】別枠でしっかり考えていただき、ありがとうございます。最後に、健康の管

理とか情報とか健診のところには、歯の健康も入っているのか確認ですが。 

【山路副会長】はい。 

【渡部委員】個別で気になることは、私は子どもが専門なので子どもに限りますが、0～5

歳だと、哺乳の仕方について考えてほしいと思います。哺乳ビンにジュースを入れ

て飲ませたり、深刻な虫歯になります。0～5 歳でもう一点気をつけることは、指し

ゃぶりなどの悪習癖をだらだらとやられると、歯並びだけの問題ではなく、開咬に

なったりします。おしゃぶりも、あまり長くやると開咬になります。６～12 歳、鈴

鹿市は虫歯の保有数が、12歳児で三重県下 14市の中で下から 3番目です。そこで、



 9

フッ素の利用を考えてほしいです。6～12歳の個人のところで、フッ素入り歯磨粉を

使用してほしいということと、行政にはフッ化物の効用について考えてほしい、と

入れておいてください。13 歳以降については、他のメンバーと考えさせていただき

たい。 

【長村会長】貴重なご意見、ありがとうございます。他にありますか。歯は悪くなっては

じめて、気がつきます。 

【渡部委員】自然治癒が無いです。私たちが治しても、偽物を入れるだけです。歯は、虫

歯 0本が目標だと思います。 

【長村会長】次のアルコールについて。個人的には、19 歳までに飲む習慣をつけないこと

が重要で、学校教育にもかかわることです。医学的な統計では、適度な飲酒は、ま

ったく飲まないよりも寿命が長くなるという面白いデータが出ています。一日 1 合

くらいのアルコールは、決して体に悪くない。ただ飲みすぎはだめです。 

【山路副会長】アルコールとタバコは、共通の考え方で、法的には 20歳まではだめという

縛りがあります。本来は飲まない。そこが、栄養とか、他とは少し違うと思います。 

【長村会長】タバコについては、若年者に問題があります。60 歳以上は、やめても同じと

いうデータが出ています。データは、明確に 20 代くらいから喫煙している人ほど、

呼吸器系とか口内・咽喉の発ガン率の高さが正確に出ています。できる限り吸わせ

ないようにすることが大切です。 

【長村会長】次の健康管理の意識について。健康病という、健康を意識しすぎた不健康な

生活もあります。しかし、まっとうな健康意識を持つことが重要です。行政は、意

識を持たせることに関与しないのですか。 

【事務局】やっていきます。 

【山路副会長】行政のところは、情報発信をして関心を持ってもらうこととなります。 

【井上委員】意識・情報・健診と三つになっているが、健康管理でひとつにまとめること

は無理ですか。 

【山路副会長】ワーキングでも、分けた方がよいとの意見が出ました。まずは意識しても

らうことを意識したい。意識してもらうことを、行政も地域みんなも、情報発信を

しているという意識もしてほしい。意識があって、そこへ情報が来て、初めて健診

とつながる、いきなり健診にはならない。分けていった方が、具体的にわかるので

はないかと、わざわざ分けました。 

【八木委員】意識は面白いと思います、これは先に来るべき問題で一番大事です。関心が

あれば、あとは情報発信して健診を受ける流れになるから、情報発信と健診は同じ

でよいと思います。目標でみると、大体同じです。 

【杉本委員】正しい情報を得ようとあるが、どうやって正しい情報を得るのですか。かか

りつけ医に相談しようとか、サプリメントも私たちに聞いてもらえばわかりますし、

街角相談役をしているところもあります。あとはネットで調べる、ネットのアドレ
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スまではいかないかも知れませんが。 

【長村会長】メディア情報に疑いを持とうというのはどうですか。 

【井上委員】情報の中で地域がありますが、自治会などの小集団を中心に健康に関する情

報を発信しようとあります。専門知識の無い人が、情報を発信することは無理では

ないと思いますが。 

【長村会長】この情報をどうするかで、消費者庁が動き出しています。アドバイザリース

タッフの養成を全国的にやっています。地域社会で、食（健康ではなく）情報に関

して、薬剤師・管理栄養士・保健師などを活かして、地域社会に情報発信できるシ

ステム構築を考えています。具体化するのは、何年か後になると思います。 

【山路副会長】表現は悪いのですが、自治会の小集団を中心に、行政のいろいろな正しい

情報を発信するツールとして地域の小集団を使おうという表現は、誤解を招きそう

です。意見の中で出たのは、地域で活動している方たちから身近な方たちに、正し

い知識を発信していこうという意味でした。すみません、表現を変えます。 

【渡部委員】自治会の集会場を借りて、民間でなにをやっているのかと言われます。 

【長村会長】その他、ご意見がございましたら事務局の方に。 

【坂井委員】情報の話ですが、健康管理が 3 つに分かれています。健康管理の情報、健康

管理の健診、健康管理の意識とありますが、上にかぶっていくものです。サプリメ

ントの話もありました。一次予防、二次予防、三次予防から言えば、健康が一次予

防で、健診は二次予防に入る、情報はその上にある、すべてに情報があると言うこ

とが一点。もう一点は、具体策のところで、個人・家庭・地域・行政とあるが、ヘ

ルピーの図でいくと、医療機関などの健康づくりの役割が大きいと思います。医療

職として、これに関わる責務は大きいと思います。ヘルピーの中に医療機関も入っ

ていたと思いますが、その辺がここではまったく抜け落ちています。たとえば禁煙

支援をするにしても、最近、薬剤師会さんも禁煙に対して積極的にやっていただい

ています。その辺を入れないと、先ほどの地域はぼんやりしています。はっきりと

主語を入れるうえで、医療に関する者は、これに対して責務を負っていると思いま

す。特に、保健指導のあり方も、成果が出ていません。それに関わる人たちの責務

を、この中に入れ込んでいくのがいいのではと思います。 

【山路副会長】医療機関も、いろいろな関係団体ということですね。 

【坂井委員】その方々に、薬剤師会の方にも、この辺のことをしっかりやっていかないと、

成果は上がっていかないと思います。地域と言うと、ぼやっとしています。 

【山路副会長】地域をもうすこし具体的に、自治会とか専門員と書けばよいと言うことで

すね。 

【坂井委員】専門集団といいますか、専門職が、個別ではなく地域保健的に関わっていく

責務が発せられると思いますので、その分書き込んでいただきたいと思います。 

【山路副会長】話し合いの中では出ています。栄養のところでも、お店がジュースのよう
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なアルコールを置いておいたら、子どもがジュースと間違えて取る、それは地域の

中でとなる。地域の中で、販売業者やコンビニエンスストアと言っていないので、

ここではわかりにくくなっています。話の中では出てきています。 

【坂井委員】やはり、文字にしてほしい。 

【長村会長】山路先生を中心として、ワーキンググループの方々に、これだけのものをつ

くっていただき、我々は言いたい放題でしたが、たいへんだったと思います。議題

としては終了しましたが、その他のところで事務局の方から。 

 

 

（３）その他 

【課長】どうも、ありがとうございました。お手元に、二つのチラシを配りました。ひと

つは明日の講演会の開催、こちらは坂井所長さんから後でお話をいただきます。も

うひとつは、映画のご案内です。この映画は、自殺対策予防の映画です。「命とここ

ろを守る鈴鹿市民の会」の方を中心として、三重県の鈴鹿保健所、健康づくり課、

行政が上映に対して努力をしています。鈴鹿市の中でも、40 名弱の自殺者がある中

で、健康に関する問題が原因で自殺する人が多くなっています。そのことから、一

つの映画を誘致してきました。10月 10日の日曜日、ふれあいセンターで上映を開催

する予定です。 

【坂井委員】（チラシの説明・略）。健康づくりは、地域づくりだと思います。映画の上映

が目的ではなく、地域づくりをやっていこうというのが目的です。 

【長村会長】他に、ございませんでしょうか。 

【事務局】資料へのご意見は、10月 15日（金）までにお願いします。期限が過ぎましても、

ご連絡いただければお待ちします。 

【長村会長】いろいろ貴重なご意見、ありがとうございました。これで終了とさせていた

だきます。 

【事務局】本日は、ありがとうございました。 

 

 

４ 閉会 

 

 

 


