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平成 23 年度 鈴鹿市健康づくり推進協議会 議事録（要旨） 

日時 平成 23年 7月 8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・青木 啓文・大森 秀俊・坂井 温子・西城 英郎・濵田 正行・ 

渡部 洋三・藤本 修嗣・北川 正敏・石田 秀三・井上 勝治・清水 浩二・ 

吉田 詮子 代理 高橋 奈々子・足立 裕子 

（事務局） 

保健福祉部長 森 光男・文化振興部スポーツ課長 松岡 正朋・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 近藤 昌洋・管理 G 主幹兼

GL 江藤 大輔・副参事 中田 実代子・主幹 佐藤 美佐・副主幹 行方 孝典・

母子保健 G 主幹 岡田 千麻子・主査 中井 カオリ・成人保健 G 主幹兼 GL 渥美 

裕子・松田 夕記 

 

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】 

本日はお忙しい中，鈴鹿市健康づくり推進協議会にご出席いただき，誠にありがと

うございます。また，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，「自分の健康は自分でつくり，守って，育てる」という意識のもと，正しい

生活習慣を身につけ，生涯を通じた 健康づくりが大切でありますことは，申し上げ

るまでもございません。 

本市の第 5 次総合計画におきましても，「いつも健康で暮らせるまちにします」と

いう政策を掲げ，健康づくりの啓発及び健康診査の推進を目標に事業を実施しており

ます。 

また，お手元にも配布させてございますが昨年度，鈴鹿市健康づくり計画を策定い

たしまして本年度より本計画を指針とした，明るく，元気な鈴鹿市民をイメージした

「すこやかに ずっと笑顔で ががやいて」のキャッチフレーズのもと，市民お一人

おひとりが生涯を通じた健康づくりが行なえるよう事業を進めてまいりたいと考え

ております。 

高齢者の健康づくり事業や相談業務，成人のがん検診，乳幼児の健診や育児相談に

おいて，各種制度との調整や，他の関係機関との連携が一層求められるケースが多く

なってきています。 
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今後も，このような連携作りについて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御理解，御協力をお願いを申しあげたいと思います。 

委員の方々に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

すようお願い申し上げまして，私の挨拶とさせていただきます。 

 

【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】 

鈴鹿市医師会会長の西城でございます。本日は，委員の皆様方に置かれましては，

大変お暑い中，また御多忙中のところご出席賜りましてありがとうございます。 

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，高齢化社会の進む中で「健康」は，ますます大切なキーワードとなっております。

乳幼児，成人，高齢者といった人生の様々なステージを通じて健康であるためには，

個人の自覚，努力も必要なことですが，行政にも積極的な取り組みを継続されること

も大切なことでございます。 

健康づくり課が昨年度策定したしました「健康づくり計画」には，栄養・食生活，

身体活動・運動など７つの分野で，それぞれのライフステージでの取り組みをわかり

やすく示してありますので，この計画を指針としまして，市民がまさに「すこやかに 

ずっと元気で，かがやいて」毎日を過ごせたらと思います。 

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なう場

でございます。 

健康づくりの推進については，幅広く，さまざまな分野からの意見を反映する必要

があると思います。 

本日お集まりの皆様も，それぞれの立場で，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いたしまして，簡単でございますが私のご挨拶とさせていた

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にて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
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くことになっております。西城会長，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 22 年度事業施策実施状況及び平成 23 年度新規事業について事務局よ

り説明をお願いします。 

 

【事務局】 

 まず，健康づくり課の事業から，ご説明いたします。 

それでは健康づくり事業施策実施状況の資料をご覧ください。これは平成 22 年度事

業につきまして第 5 次鈴鹿市総合計画の単位施策の項目に示したものでございます。

まず 1 ページから 4 ページでございますが，単位施策 45 の健康づくりの啓発の推進

で，健康づくりに関する知識が普及するよう啓発を推進し，健康教育，相談，指導事

業の充実を図る事業でございまして，母子保健事業としまして，妊産婦・乳幼児訪問

指導，すくすく広場・親子教室，こどもの発達相談事業などを実施しています。 

成人保健事業につきましては，生活習慣病予防のための健康教育，健康相談や専門

医による市民健康相談，あるいは介護予防に関する講話や相談を公民館，地区社協，

老人会事業を通じて実施しています。 

そして毎年，健康づくり事業といたしまして医師会，歯科医師会等の関係団体にご

協力いただきまして，健康展を開催しておりまして，昨年度は，消防が主催する救急

フェアと同時開催として鈴鹿ハンターにて開催いたしました。 

続きまして 5ページから 7ページでございますが，単位施策 46 の健康診査の推進事

業でございまして健康診査，各種検診及び予防接種事業の充実により，疾病の早期発

見，予防を行なう施策でございます。内容といたしまして 1 歳 6 か月児健診，3 歳児

健診をはじめ，胃がん，子宮がん検診等の各種がん検診，また各医療機関に委託いた

しまして予防接種の事業を実施しています。 

次に 8ページでございますが，単位施策 49 の医療体制の充実でございますが，本市

の一次，二次の救急医療体制の維持，充実を図る事業でございまして，一次救急医療

機関である塩川病院，高木病院，二次救急医療機関である鈴鹿中央総合病院，鈴鹿回

生病院に対し，輪番体制で救急体制を整備していただいている医療機関対し財政的支

援を行ない，市民がいつも安心して医療機関の診療を受ける環境を整えることに努め

ております。次に応急診療所事業でございますが医師会，歯科医師会，薬剤師会のご

協力を得まして，本市の一次救急医療を担っているものでございます。 

次に 12 ページから 14 ページにつきましては，それぞれの事業の直近の 3年間の推

移表を作成してございますので，ご覧いただきますようお願いいたします。それから

平成 23 年度健康づくり新規事業でございますけれども，6月議会で承認いただきまし
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た 23 年度に新しく行う事業の詳細でございまして乳児家庭全戸訪問事業と歯周病検

診の事業を行うこととなっております。双方の事業とも 19 団体でございまして，乳

児家庭全戸訪問事業につきましては 10 月から，歯周病検診事業は 11 月からの実施を

予定しております。私からは以上です。 

 

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。 

9 ページをご覧いただきたいと思います。単位施策 47 の国民健康保険の適正な執

行でございますが人間ドッグ事業，脳ドック，特定健康診査・保健指導を行っており

ます。人間ドックにつきましては鈴鹿市医師会に委託しておりまして，毎年 7月から

11 月の間で実施しております。昨年度の実積につきましては 1,915 人の方に受診して

いただいております。 

脳ドックでございますが鈴鹿市中央病院，鈴鹿回生病院，塩川病院において，昨年

度は 466 人の方に受診していただいております。 

特定健康診査・保健指導についてでございますが，平成 20 年度より生活習慣病の

早期発見，早期治療並びに疾病の予防を図り，40 歳以上 75 歳未満の国保加入者を対

象に行っております。期間は 7 月から 11 月末まででございまして，資料には，昨年

度 111,162 人と記載しておりますが，11,162 人の誤りでございますので，訂正させ

ていただきます。 

続きまして 14 ページでございます。3 年間の実績を作成してございますので，ご

覧いただきますようお願いいたします。 

脳ドックにつきましては希望者が大変多くございまして平成 20 年度は 380 人，22

年度 500 人，23 年度 600 人と定員を増やしております。以上でございます。 

 

続きまして，スポーツ課の健康づくり事業について説明申し上げます。10 ページ

をご覧ください。単位施策 16 の市民参加型スポーツの推進としまして，市民がスポ

ーツ活動に親しみながら，健康的な生活をおくっていることを目的としております。 

まず鈴鹿いきいきスポーツ都市宣言ですが，市民１人ひとつのスポーツを目指しと

いうスポーツ都市宣言を行いまして自治会，体育振興会，体育指導委員会等の皆さま

のご協力を得まして，いきいきスポーツ大会，いきいきすずかみなウォーク，スポレ

クフェスティバル，鈴鹿市シティマラソン，ニュースポーツ教室等多種の事業にご協

力いただきまして，実施しております。実績につきましては約 14,000 人の参加をい

ただいております。 

続きまして 2 番目の鈴鹿市グラウンドゴルフ大会における健康相談コーナーでご

ざいますが，毎年 500 人強の参加を頂いております。保健センターの保健師のご協力

を得まして健康相談の実施を行っております。 

次に鈴鹿シティマラソンにおける医科学相談コーナーの設置でございますが，毎年
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12 月に開催させて頂いております鈴鹿シティマラソンにおきまして，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，医科学相談コーナーを設置しています。約 5,600 名の

参加者の中で，100 名程の方が相談にみえております。 

最後に鈴鹿市スポーツ指導者バンク制度についてでございますが，生涯スポーツの

推進を行うために，スポーツ活動に関する情報や健康，安全に対する正しい認識をも

つ人材を育成します。市内に日本体育協会の指導者資格をもった方も含めまして，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，シティマラソンやスポーツボランティアなどにご協力

いただいております。現在のところ 104 名に登録いただいております。以上でござい

ます。 

 

鈴鹿市健康づくり計画について説明いたします。平成 21 年度から 2 年間に渡り市

民の方や関係機関の方のご協力を得て策定委員会，計画策定ワーキング会議，庁内検

討部会を行い，皆さんからたくさんのご意見をいただき，一緒に考え作られた計画で

す。この計画の基本理念である「すこやかに ずっと笑顔で かがやいて」はワーキ

ングメンバーの方が「すずか」を使って，市民一人ひとりが，すこやかにずっと笑顔

で輝いて過ごしていけるよう願いが込められて，基本理念となっております。 

計画の内容といたしましては計画書 13 ページからの第 4 章のところになります。

こちらは各分野別に栄養，食生活，身体活動，運動，心の健康，休養，たばこ，アル

コール，口腔，歯の健康，健康管理という分野別に別れておりまして，それを各年代

ごとになっております。 

また健康づくりの取り組みについて個人，家庭，地域，行政に分け示しており，そ

れぞれの取り組みの内容につきましては，ポイントを絞ったものとなっております。

この計画の期間としましては平成 30 年度までの 8年間として，平成 26 年度には国の

健康日本 21，三重県のヘルシーピ－プル三重の第 2 期の計画を見ながら，鈴鹿市健

康づくり計画の中間見直しを行うこととなっております。 

本年度は計画実施の１年目となりますので，当計画をより多くの市民の方に知って

頂くために，概要版を広報すずか 4/20 号に折込いたしました。また健康づくり課で

の事業や関係機関のご協力を得て，市民の方がお集まりになる各種事業においても配

布し，市民の方に周知しております。 

また今後の計画の推進に向けて関係機関の方と連携を行いながら，推進してまいり

たいと思いますので，今後もご協力をお願い申し上げます。 

 

【議長】 

どうもありがとうございました。以上の説明につきまして意見がございましたらよ
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ろしくお願いいたします。 

 

【委員】 

鈴鹿市健康づくり計画について，平成 21 年度から 2年間かけてこのように立派な

ものを策定されました。この策定をされたことはすごい実績だと思います。これに要

した労力は凄く大きなものがあると思いますので，平成 22 年度健康づくり事業施策

実施状況の実績に入れていただいてほしいと思います。 

計画書 90 ページ以降に委員会の開催が載っていますが，保健福祉部全体として，

是非とも実績に入れていただきたいと思います。 

事業の施策番号もありますが，計画書 81 ページからの計画の推進のところに表に

なっておりますし，健診事業はこの表のどこに位置付けられているか，のちには中間

評価もしていかなければなりませんので，評価する意味でも実績に入れていただきた

いと思います。 

三重県もヘルシー・ピープル 21 を策定していますが，実績を出していくのが難し

いです。計画を立てた上は，どのように普及していくのか，どういうところに配布し

て，また数値目標をクリアーしていくのか，そのような意味を知っていただくために，

残していくことが大事だと思います。 

 

【議長】 

計画倒れにならないように，如何に実行していくか，考えていただきたいと思いま

す。 

 

【事務局】 

今後はどのような表記とするか考えていきますが，計画の実行も始まったばかりで

すので考えていきたいと思います。 

 

【委員】 

計画書は何部作られたのですか。 

 

【事務局】 

計画書は 200 部，電子データとしてＣＤを 100 部，あとホームページに掲載してい

ます。概要版は 8 万部作成し，広報すずか 4/20 号への折込により 74,000 部配布し，

現在も各種事業においても配布しております。 

 

【委員】 

今後の配布はどうでしょうか。 
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【事務局】 

課内で検討したいと考えております。今は関係機関の方々へ計画書を策定いたしま

したということでお渡しさせていただいているところでございます。 

 

【議長】 

他に何かございますか。それでは，平成 23 年度新規事業の乳児家庭全戸訪問事業

と現行の妊産婦・乳幼児訪問指導の違いはどのようなものですか。 

 

【事務局】 

妊産婦・乳幼児訪問指導は保護者の方からのご相談による訪問指導でしたが，乳児

家庭全戸訪問事業は生後 4ヶ月になるまでの乳児をもつ家庭を対象として，当課保健

師，また地区の民生委員さんにご協力頂きまして全戸訪問を行い，子育て情報の発信

を行うものでございます。また妊産婦・乳幼児訪問指導についても保護者の方からの

相談があれば行っていきます。 

 

【議長】 

対象者を広げるということですね。 

資料８ページの救急医療体制運営事業補助の実績についてですが，一次救急は塩川

病院，高木病院に加えて村瀬病院も入っていただきましたのでご報告申し上げます。

二次救急についても近年コンビニ受診的な受診患者が増えてきており，本来の二次救

急体制が困難な場合があります。上手な医者のかかり方をＰＲしていただきたい。 

 

【事務局】 

救急体制のＰＲにつきまして，一昨年より市民講座として鈴鹿市医師会，消防も併

せてＰＲを行っております。また今年からは各公民館へ保健師が出向きまして，お母

様方へ出前講座を行い，家庭看護力など情報を提供し講座を行っております。今年度

は 12 ヶ所開催する予定であり，また既に開催いたしました牧田地区におきましては，

地区の新聞にも掲載していただき，少しづつ拡がりがみえてきております。 

 

【委員】 

  平成 22 年度は平成 21 年度と比較し特に変わった点，それをどのように繋げるか考

えを教えていただきたい。また鈴鹿市健康づくり計画の 12 ページの評価指標には，

数値であったり数値でないものあるが，それはどのようなためですか。 

 

【事務局】 

  昨年度ご指摘いただきました，平成 21 年度において各種健診受診率が低いことか
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ら，平成 22 年度は周知の機会を増やし，できるだけ多くの市民の方へ「健診がある

ことを知らない」ことを無くそうと啓発してまいりました。商工会議所，各商店街へ

のポスター掲示や市内保育園への周知，薬剤師会，市内医療機関も患者様への情報提

供等へも取り組みとして変わってきております。 

あと鈴鹿市健康づくり計画の評価指標の設定については，アンケートの意識調査に

より具体的に数値として判るものは％で表記。「思い」とか「判断」によるものは「増

加」「減少」という表記をとっています。 

 

【議長】 

  平成 20 年度と 22 年度と比較しますと，がん検診などの受診者数は倍に増えていま

す。23 年度の目標としましては若年層の受診率の増加を上げていただきたい。熟年

層のがん検診を無料にするとか，70 歳以上を有料とし基本は無料とするなども如何

かなと思います。 

 

【委員】 

  平成 23 年度新規事業において歯周病健診がございます。リーマンショックによる

派遣切りがあった頃から気になっておりましたが，生活に困っている人の内，ほとん

どの人に，まず目につくのが歯の状態がよくないと感じています。例えば特定健診等

で内科はあっても歯科はない。生活が苦しくなると身体にも様々と悪い影響がでてき

ますが，健診メニューの中にも歯科健診を組み入れてはどうでしょうか。 

 

【委員】 

  貴重なご意見ありがとうございます。歯科医師会では 8020 運動を行っていますが，

8020 運動のスタートは生まれる前，妊婦さんの時から指導が必要と考えています。

妊婦さんで歯科の健診や産前の子のための講習があってもよろしいですし，それから

1 歳半健診，2 歳は，すくすく，3 歳は 3 歳児健診，それから幼稚園，小，中，高と

大学入学ぐらいまでは歯科健診の機会はありますが，その後はあまりなく，企業でも

歯科健診を行って頂けるところはなかなか無いと思います。新規事業の歯周病健診は

対象者が 50 歳・60 歳の方となっておりますが，本来は 40～70 歳を対象として頂け

ると良かったと思いますが，できれば，次年度は対象を広げていただきたいと思いま

す。 

 

【事務局】 

  健康増進法に基づき実施するわけでございますが，受診率等検証をさせていただき

ながら，次年度につなげていきたいと考えております。 
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【議長】 

  受診券の予定はどうでしょうか。 

 

【事務局】 

  10 月に発送予定です。 

 

【委員】 

  健康づくり計画の要綱には今後の会議について記載されているのでしょうか。昨年，

鈴鹿市健康づくり計画策定委員会に加わりました。策定されたこの健康づくり計画を

きちっと進めていくには，計画の 81 ページにありますように今後もこのような会議，

（仮称）鈴鹿市健康づくり推進委員会にて，計画に対して意見を出す会議が必要なの

かなと思います。ヘルシー・ピープルでもなかなか達成は難しいです。若年層に重点

を置くとか，「鈴鹿市方式はこのような方向性」というものを，自治体がやっていか

ないと，なかなか達成は難しいです。そのようなことから，当会議は意見を出す会議

なのかなと考えているのですが，要綱などできちっと位置付けていただく方がよろし

いと思います。 

 

【事務局】 

  要綱はございます。 

 

【委員】 

  当会議の要綱があるならば，「健康づくり計画」という文言を入れて頂いた方がい

いのかなと思います。 

 

【委員】 

  資料１ページの妊産婦・乳幼児訪問指導についてですが，詳細な内容と民生児童委

員の位置付けを教えてください。 

 

【事務局】 

  乳児家庭全戸訪問事業において地区の民生委員さんにご協力頂くのは，特に子育て

指導ではなく，様々な子育て情報を届けて頂くことが主なものです。お子さんが誕生

されて「おめでとうございます」という気持ちと共に，子育てをしていくときに「こ

ういうふうな子育て資源，サービスがあります」ということを知って頂くことでも育

児に対する不安を解消できますので，そのように情報を届けて頂くことがこの訪問事

業となっています。悩みがある方については民生委員さんから私どもに紹介や連絡な

どを頂きまして，民生委員さんに個々に相談にのっていただくことではありません。 
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【議長】 

 スポーツの関係は如何でしょうか。 

 

【委員】 

  最近，いきいき健康スポーツに積極的に参画していただいて，積極的に自分の方か

ら楽しんで，覚えたいと言って頂いたりしています。市の方もこれからいろいろ事業

をして頂けると思いますので，私達も協力していきたいと考えています。また他の地

区からも話があれば協力や指導させていただきたいなと思います。 

 

【事務局】 

  昨年度，ニュースポーツ関係ではファミリーバトミントン，ティーゴール，カロリ

ングを開催しました。今年度も新規のスポーツがあれば，ご紹介かたがたお願いした

いと思います。 

 

【委員】 

  各小学校へ出前事業で，ファミリーバトミントン，ティーゴール，野球の指導に行

っております。約 20 校の小学校に協力頂いてやっていただいてますが，若いうちか

らスポーツに取り組んでもらえればと思います。 

 

【議長】 

  公民館活動はどうですか。 

 

【委員】 

  私たち体育指導員も勤めている者が多いのですが，公民館の方からニュースポーツ

の指導依頼があった場合に平日が多いのですが，出来る限り参加できるようにしたい

と思います。 

 

【委員】 

  老人クラブの会員の中でグランドゴルフは約 2,000 名ほどみえます。年に１回，四

日市の霞ヶ浦で開催しましたが，約 500 名ほどの参加でした。せっかく申し込んでも

出られないという場合もありました。今度は会場をもっと分散して行おうかと考えま

したが場所がありません。市では公民館主催のグランドゴルフがありますので，もっ

と連携して大々的に開催できないかと考えています。一度，ご検討いただければあり

がたいと思います。 
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【事務局】 

  実績等検証をさせていただきながら考えていきたいと思います。 

 

【委員】 

  ひとつのホールで 50ｍ×30ｍという決まりがありますので，いつくかとれる場所

がどうしても必要です。NTT 跡地に芝生を生やしていただけるとよろしいですが。 

 

【議長】 

ありがとうございました。それでは時間ですので，他にご意見もないようですので，

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】 

保健福祉部長の森でございます。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，ひとかたならぬ御理

解と御協力を賜り，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，本日はお暑い中，またご多忙の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と御指導を賜り，誠にありがとうございます。 

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。本日はありがとうございました。 

 


