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平成 24 年度 鈴鹿市健康づくり推進協議会 議事録（要旨） 

日時 平成 24年 7月 9日（月） 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・矢野 仁志・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・大杉 吉包・井上 勝治・平井 とし子・ 

南条 和治・清水 浩二・井上 美津子 代理 益川 江里子 

（事務局） 

保健福祉部長 森 光男・文化振興部スポーツ課振興 G副参事兼 GL 森口 康之・保

健福祉部保険年金課参事兼課長 和田 康男・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・主幹 佐藤 美佐・副主幹 行方 孝典・母子保

健 G主幹兼 GL 望月 寿子・成人保健 G主幹兼 GL 渥美 裕子 

 

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，お忙しい中，鈴鹿市健康づくり推進協議会に，御出席いただきまして誠に

ありがとうございます。また，平素は保健行政を始め，市政全般にわたり御理解，御

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，生涯を通じて健康づくりが大切であることは，申し上げるまで

もございません。本市におきましては，本市の第５次総合計画で，「いつも健康で暮

らせるまちにします」という政策を掲げ，健康づくりの啓発の推進及び健康診査の推

進を目標に事業を実施しております。また，鈴鹿市健康づくり計画を策定いたしまし

て，明るく，元気な鈴鹿市民をイメージいたしました「すこやかに ずっと笑顔で が

がやいて」というキャッチフレーズのもと，生涯を通じた健康づくりが行なえるよう

環境づくりをしているところでございます。 

最近は，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

児相談などにおいて，各種制度との調整，また児童虐待などでは他の関係機関との連

携が一層求められるケースが年々多くなってきています。 

今後も，このような関連機関との連携と推進については，ますます重要になってく

るものと思われますので，皆様方の一層の御理解，御協力をお願い申し上げたいと思

っております。最後になりますが，委員の皆様には建設的なご意見をいただけたら，

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，簡単ではございま
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すが，私の挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【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，

大変御多忙中のところ御出席賜りましてありがとうございます。 

さて，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まして，男性は

79.5 歳，女性は 86.4 歳と本当に長寿でございます。世界有数の水準でございます。

非常に健康という意識を持っていただいていると思います。 

乳幼児から高齢者まで，みなさんが健康であるためには，市民の方，ひとりひとり

が健康維持増進を意識して常に努力をしていくことが必要ですし，行政の方も積極的

な取り組みを継続していくことが非常に大切です。鈴鹿市が策定しました「健康づく

り計画」には，「すこやかに ずっと笑顔で かがやいて」とありますが，私は本当

にみなさんがこのように，毎日を過ごしていただきたいと思っております。 

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っております。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

すが私のご挨拶とさせていただきます。 

 

【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，本日の傍聴者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務めていただく

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。議事の進行に御協力いただきますようお願いいたしま

す。まず，平成 23 年度の事業実施状況と平成 24 年度新規事業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】 

健康づくり課より平成23年度の事業実施状況と平成24年度新規事業についての説

明，及び鈴鹿市健康づくり計画の推進にあたっての提案をさせていただきます。 

それでは資料の健康づくり事業施策実施状況の冊子をご覧ください。平成 23 年度

の事業の取り組みについて，第５次鈴鹿市総合計画の単位施策の項目別に示したもの

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は妊産婦・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や，昨年 10 月からは乳

児のいる家庭全戸に家庭訪問を行う「鈴鹿市こんにちは赤ちゃん訪問」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。健康教育の場では，近年，増加しております自

殺に対する予防対策としまして，こころの健康についての意識啓発や，自殺で悩んで

いる人を適切な相談窓口へつなぐメンタルパートナー養成研修を実施しております。 

また，健康づくりの事業としまして健康展でございますが，医師会，歯科医師会，

薬剤師会等々の関係団体と共同し，消防が主催する救急フェアーとコラボいたしまし

て鈴鹿ハンターで開催しております。昨年度は台風 12 号上陸に伴いやむなく中止し

ております。 

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

進で健康診査，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。 

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，

昨年度より新規事業としまして，50 歳 60 歳を対象に歯周病検診を新規で実施いたし

ております。 

本年度につきましては，受診の普及を図るため，検診料の自己負担額 500 円を鈴鹿

歯科医師会より補助いただき，実質無料での検診となっております。 

また，各医療機関に委託して，予防接種の事業も実施しています。 

続きまして，9ページでございます。 

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，一次救急につきましては，塩川病院，高木

病院，平成 23 年 4 月からは村瀬病院も加わっていただきまして，輪番で体制を整備

していただいております。 

二次救急につきましては鈴鹿中央総合病院と鈴鹿回生病院が，輪番体制で救急体制
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を整備していただいております。以上の医療機関には財政的な支援を行ない，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，1年 365 日の夜間，そして休日の昼間，医

師会，歯科医師会，薬剤師会のご協力を得まして，運営いたしております。 

次に，11 ページから 15 ページにかけては，直近 3カ年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。 

最後の 16 ページでございますけれども，平成 24 年度の新規事業でございます。今

年度 4月より 23 価肺炎球菌ワクチンの接種費用の一部助成を実施し，接種率を向上

させ，疾病予防による市民の健康を確保いたします。 

次に，鈴鹿市健康づくり計画の推進についてですが，資料はございませんけれども

昨年度は市民への周知，啓発を実施し， また，策定された項目の中でもさらに取り

組むべき重点課題を選定し，今後の計画の推進に向けて事業を実施して参りますが，

昨年度，この会議におきまして，委員の皆様より「鈴鹿市健康づくり計画」に対して

の意見を聴取する場として，本協議会を位置づけてはどうかとご提案いただきました。 

鈴鹿市市民員会規則で定められた本協議会の目的は，「市民各自が，自分の健康は

自分で守り増進するという認識のもと，市民に密着した総合的健康づくり対策の積極

的推進を図る。」としまして，「市民生活に密着した総合的な健康づくりに関する方策

の調査審議」を所掌事項としております。この二点に基づきまして，計画の推進管理，

更には評価を行っていただく体制として，健康づくり推進協議会の委員の皆様を中心

にお願いしたいと提案させていただきまして，御承諾をお願いいたしたいと考えてお

ります。 

また，広く意見を聴取させていただくため，委員の増員も考えておりまして，「鈴

鹿市健康づくり計画」の策定にお力添えをいただきました鈴鹿医療科学大学 長村洋

一様をはじめ 2，3名程度の方々に委嘱のお願いを予定いたしております。私からは，

以上でございます。 

 

続きまして，保険年金課の健康づくり事業につきまして説明申し上げます。 

資料戻っていただきまして 5ページをご覧いただきたいと思います。健康づくり課

と同じ単位施策 46 の健康診査の推進でございますが，先程の健康づくり課が行って

いる以外の保健年金課所管といたしまして，国民健康保険加入者を対象に行っており

ます人間ドッグ事業，脳ドック，特定健康診査・保健指導がございます。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。昨年度は 1,631 名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，塩川病院におきまして，

昨年度は 556 名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 年度から，40 歳から 74
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歳までの医療保険の被保険者の方を対象に，生活習慣病の早期発見，早期治療並びに

疾病の予防でございます。期間は7月から11月末まででございまして，昨年度12,287

名の方が受診されております。そして 10 月から翌年 3月末までに行われました保健

指導を受けられた方は 138 名でございます。私からは以上でございます。 

 

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。資料 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につきまして，市民

がスポーツ活動に親しみながら，健康的な生活を送ることを目的とした事業でござい

ます。 

まず初めに鈴鹿いきいきスポーツ都市宣言事業でございますが，市民一人ひとつの

スポーツの実現をいたしまして，市民の健康づくりに努め生涯スポーツの推進を図る

ため地域の自治会，体育振興会，スポーツ推進委員協議会等の皆さまの御協力を頂き

まして，いきいきスポーツ大会，いきいき鈴鹿みなウォーク，鈴鹿シティマラソン，

ニュースポーツ教室等子どもから大人まで幅広い年代の方に参加していただき，実施

をいたしております。 

次に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，健康

づくり課の協力を得まして，大会当日の会場に健康相談コーナーを開きまして，保健

師による健康相談コーナーの実施いたしております。 

続きまして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 12 月に開催いたしております鈴鹿シティマラソンの会場に，鈴鹿市体育協

会の医科学委員会の御協力を頂きまして医科学相談コーナーを設置しています。専門

医師にも御協力いただきましてスポーツに関する様々な健康相談を実施いたしてお

ります。 

最後になりますが，鈴鹿市スポーツ指導者バンク制度でございますが，スポーツ活

動に関する情報や健康に関する正しい認識をもつ人材を，市の方で登録をいたしまし

て，各地域におきます公民館事業やニュースポーツの普及などにご協力をいただきま

して，スポーツにおける地域の健康づくりを進めていただいております。スポーツ課

からは以上でございます。 

 

【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

ろしくお願いいたします。 

資料 11 頁の健康手帳の交付の 1,347 人，これは平成 23 年度，今年の交付した人数

ですか。 
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【事務局】 

  はい，そうです。 

 

【委員】 

人間ドッグや脳ドッグの希望者はどれぐらいみえるのでしょうか。 

 

【事務局】 

人間ドッグは定員 2,300 名で設定されておりますが，その範囲において希望されて

います。脳ドッグの方は年々希望者が増えてきておりまして，今年 620 名を定員と

して設定いたしました。決定しても，都合で受けられない方もみえます。広報等で

もお知らせさせていただいておりますが，おおよそ定員数までの希望者がおみえに

なります。 

 

【議長】 

  受診率は 7割ぐらいですか。 

 

【事務局】 

  もう少し高い感じです。 

 

【委員】 

  グラウンドゴルフ大会は非常に盛んになっております。昨年から各地区ごとも行う

ようにしているのですが，施設が日程的に込み合ったりします。そのあたりについて，

市のグラウンドゴルフ大会などと一緒に，もっと連携して開催できないかと考えてい

ます。一般の人と一緒にやって，むしろ加入して頂けたらありがたいと思います。総

合的にもっと大々的にやれないかなあと思います。せっかくやるのでしたら，一緒に

やれないかと思うのですが。 

 

【事務局】 

  今年も 9 月 23 日に鈴鹿市グラウンドゴルフ大会を開催します。協会に加盟してい

る方以外の参加も可能でございますので，よろしくお願いします。 

 

【委員】 

  我々の会員の方も結構参加させていただくと思います。 

 

【委員】 

  今後，鈴鹿市健康づくり計画の評価を行うことについて，まず，単位施策 45 と記
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載がありますのは，総合計画の番号のことですか。 

 

【事務局】 

  はい，そうです。 

 

【委員】 

  鈴鹿市健康づくり計画は，まずは市民に周知させるということが第一になったと思

うのですが，その後はアンケート等とってみえるのでしょうか。第 1点に周知率とか

わかれば教えて頂きたい。それから，総合計画の中に鈴鹿市健康づくり計画がどの辺

りに位置するかがわからないと，評価をこの委員会において行っても難しいので，評

価をどのようにやっていいのかなあと思います。先程は昨年度の実施状況を説明いた

だきましたが，鈴鹿の特徴というのがあると思いますので，それに対して，施策をや

っている方々の感想でもよいのですけれども，計画ができてから市民の反応とか，い

ままでと同じ事業をやってきても，反応がかわってきたとかですね，職員の方の想い，

特に特定保健指導の結果，手ごたえを感じてみえるとか，ちょっとお聞かせいただけ

るとありがたいです。 

 

【事務局】 

  アンケートについては，現在まだとっておりませんので，今後，実施していきたい

と考えております。先程，説明いたしました平成 23 年度健康づくり事業施策実施状

況は，市の総合計画の区分にて整理させていただいた表でございます。今後，この資

料の事業と鈴鹿市健康づくり計画との関連性について，具体的にどのようにリンクし

ていくかは決まっておりません。鈴鹿市健康づくり計画の評価指標は，市民にわかり

やすい指標にて 20 ほど設定してございますので，この指標に基づいて評価をしてい

ただくことになるかと思います。もし御承認いただければ，今年の秋以降に評価委員

会を開催させていただいて，その中でどのような評価を行っていくかと検討していき

たいと考えておりますので，よろしくお願いいたします。 

 

【事務局】 

あと資料 8 頁ですが，特定健康診査の実績は 12,278 人と申し上げました，対象は

32,000 人みえ，率になおすと約 38.4％となり，実際に保健指導を受けられた方も 138

人みえるわけですが，本来ですと対象者は 1,424 人みえます。これからどのように受

診者を増やしていくのか，検討しながら進めていきたいと考えています。 

 

【議長】 

  特定健診については平成 20 年から始まって平成 24 年までの 5年間を評価して，来
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年，平成 25 年にはどのような方針で行われるのか。個人的な意見かもわかりません

けれども，以前に市が行った基本検診に近づいてきたかな。今は保険者が行う特定健

診でありまして，おろそかにできないのは，いわゆる被保険者が検診を受けられてい

ない。それからもうひとつ，特定健診において健診項目が非常に少ない問題がござい

ます。それから保健指導の対象になった場合でも，昨年受診したので一緒だからもう

受けないということがあります。だから対象が 1,000 人いても受診者の数がというこ

とになります。特定健診，特定保健指導の本来の目的からすると，受診率が，がん検

診が 75%，保健指導が 45％以上やりなさいとなっており，その目的を達成しなければ，

後期高齢者の保険料が増えるというペナルティがあります。実際に事業を行って，そ

れを評価するのであれば，毎年評価して受診率を高める方策をやらなければならない

と思います。この場での発言は不適当かもしれませんが，がん検診ですね。今年から

70 歳以上も行われますが，どのように影響が出てくるのか。40～70 歳未満の方に多

く受けていただきたいと思います。この年代層は受診率が非常に低い。トータルでは

70 歳以上が多くの受診率を占めています。特に 40～60 歳のがん，特定保健指導，特

定健診の受診率を高める必要があります。 

 

【委員】 

資料 11 頁から 15 頁にわたって実績がありますが，例えば資料 11 頁の歯科検診で

あれば平成 21 年度 298 名から平成 23 年度 406 名に増えています。すくすくファミリ

ー教室は平成 21 年度 1,789 名から平成 23 年度 632 名に減少しております。その点に

ついてご説明いただけますか。 

 

【事務局】 

すくすくファミリー教室については平成 23 年度でかなり減っていますが，保育所

やりんりん子育てセンター等で行われております子育て教室と重複しておりました

ので，重複分については保健センターでの開催を減らしまして，違う親子教室に変更

しましたので，実績数が減った形となります。 

 

【議長】 

  資料 11 頁にあります市民健康相談は平成 23 年度が 379 名と，この伸び率は高い。

工夫して一人でも参加者を多く，また毎年毎年，工夫することで受診率が上がってく

るのではないかなと思います。 

 

【委員】 

  すこやか教室は毎年，会場がいっぱいになったと盛況ですが，会場がいっぱいとい

う部分で良いとするのではなく，リピーターへの対応を考えるとか，数多くみえるの
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であれば，今の会場のままでよいのかとか，そのあたりを適用できるように考える方

がよいと思います。話が逸れてしまいますが，先日，市の文化会館の調理室を使用さ

せて頂きましたが，衛生的にあれでよいのかと疑問を持ちました。管理栄養士として

これではと思い，伝えさせていただいた。学生に教える者としてがっかりしました。

まな板も窓際に放置したまま，その周りは埃まるけ，食器棚も臭いがする。実際，こ

ういった事業を進めていっても，参加者が気持ちよく事業に参加できなければ，事業

もすすみません。収容人数を目標として，会場がいっぱいでよかったではなく，次の

ステップについてもお願いしたいと思います。 

 

【委員】 

文化会館の調理室は人気があるのか，場所がとれないとか聞きましたが，衛生状態

は聞き及んでいませんでした。 

 

【委員】 

  資料 11 頁の健康手帳の交付について，交付数が減っていますね。鈴鹿市の人口動

態を見ておりますと，生産年齢人口は多少の減りはあっても，多くは減っていません。

その辺りはいかがでしょうか。 

 

【事務局】 

  健康手帳は希望者の方へ交付しています。一昨年は新型インフルエンザワクチンの

接種に手帳が必要でしたので，交付が多かったですが大凡 1,500 前後の数で推移して

おります。今年度からは高齢者肺炎球菌ワクチンの接種がありますので，交付は増え

るのではないかと予想しております。 

 

【委員】 

  健康手帳はどのような記載があるのでしょうか。 

 

【事務局】 

  母子手帳のような感じの健康管理版ですね。がん検診を受けていてどうだったか，

骨密度はどのような状態が続いているとか，自分の健康づくりについて，事業や教室

へ行った時の記録も記載されます。 

 

【委員】 

  公的な事業に参加した時の記録は，必ず記載されるのですか。 
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【事務局】 

  参加されたとき，多くの事業では記載します。また公的な事業でなくても，どちら

かで測定された時には，ご自分で記載できるような作りにもなっている健康管理の手

帳です。 

 

【委員】 

  資料 12 頁にがん検診等がありますが，乳がんが低いですね。三重県の市町の中で

も鈴鹿市は低い方ですか。 

 

【事務局】 

  三重県の市町の中で中盤より下です。クーポン対象の受診者が少し減っておりまし

て，クーポン事業と乳がん検診は 2月末まで，一般のがん検診よりも長く，医療機関

さんの方でやっていただいているのですが，年明けの周知があるかないかで多少人数

が変わってきます。今年度，土日の検診を，集団だけなのですがクーポン事業で実施

しましたら，40 人定員のところ 80 人を超える応募がありました。乳がんのみならず

他のがん検診も，市民の方が受けやすい環境をと考えております。 

 

【委員】 

受診率を上げるためには二つの大きなファクターがあって，ひとつは対象者にどの

ように啓蒙するか。もうひとつは医療機関としてのインフラが整っていないのか，把

握していただいて。もっと医療機関が対応できるよう増やすべきであれば，対応して

いかなくてはと考えます。 

 

【委員】 

  評価については量的な評価しかできないものですが，やっぱり限られた人数，限ら

れた時間の中で，表には出てこなくても質を大切にしていかなければと思います。例

えば先程の健康手帳の交付の減少についても，希望者だけというはどうなのかなと思

うのですね。「自分の健康は自分で」とありますが，母子手帳はお母様方が自分で気

をつけ管理されています。お薬手帳もありますけれども，自分の健康の管理をするの

に，希望者だけというのはどうなのかなあと思います。これこそ保健師さんのリーダ

ーの仕事の大道だと思います。意味を説明しながら手渡して交付する。ここからが健

康づくりの始まりだと思います。やはり手帳の交付が減っているというのは，私はい

かがなものかと思います。もっとアクティブ思考で事業を行っていただいて，行政が

やってくれくるからとか，無料だからとかの時代ではないと思います。もともと健康

づくりの成果が表れてくるのは 20 年後，30 年後ということになりますが，やはりそ

ういう観点で考えていただきたいなと思います。本来はがん検診も，無料というのは
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良いのかとも思います。「自分の健康は自分で」ということから応分の負担が必要で

はないかとも思います。 

 

【事務局】 

  なるべく多くのみなさんに行きわたれるように考えたいと思います。 

 

【委員】 

  健康の通信簿をもつ習慣づけがまず大事です。立派なものにすると行政は予算的に

どうか，となってしまうのではないでしょうか。そのようなものではなくて，安いも

のでもかまいません。それをたくさん作って，多くの方に持ってもらう。そして習慣

としてもらうことが大切です。 

 

【委員】 

  あと資料 8頁ですが人間ドッグ事業の対象者は 74 歳までとありますが，75 歳以上

の方はどのようになっていますか。 

 

【事務局】 

  75 歳以上の方は後期高齢者医療の対象になられますので，国民健康保険としての

対象からは外れます。 

 

【委員】 

  高齢者の健康の話は良く聞きますので，75 歳以上の検査も幅広くやっていただき

たい。 

 

【議長】 

  人間ドッグは国民健康保険の被保険者が対象として受診できるものです。ですから 

75 歳以上の方は後期高齢者になられますので，広域連合の対象事業になります。 

 

【議長】 

  よろしいでしょうか。その他，特にご意見ございませんか。なければ事務局から説

明のありました，当会議において健康づくり計画の推進管理，評価を行っていただく

体制として，皆様に兼任頂くこと，長村先生をはじめ 3名の委員増員ということにつ

きましてはいかがでしょうか。 

 

 － 意義なしにて承認 － 
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【事務局】 

  どうもありがとうございました。御承認頂けるということで，そのような形で年内

には，素案をお示しさせていただいて，また開催させていただければと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

 

【議長】 

  はい，その他なければ事務局，よろしいですか。 

 

【事務局】 

  その他，御意見等ございませんでしたら，事務局よりひとつご提案をお願いいたし

ます。鈴鹿市では鈴鹿市男女共同参画基本計画がございまして，その計画には市政へ

の女性登用を推進しております。女性委員の割合を平成 26 年度末までに 40％以上を

達成するよう積極的な登用に努めております。今現在，当推進協議会では委員 16 名

の中，女性委員が 5名と 40%を若干下回っておるのが現状です。各団体におかれまし

ては，女性の方がみえるとか，女性の方を委員にとか御検討いただけましたら，ぜひ

とも事務局へ御連絡いただければと思います。 

 

【議長】 

よろしくお願いいたしたいと思います。その他はよろしいでしょうか。食生活改善

推進協議会さんはどうですか。 

 

【委員】 

  私達も自分たちの健康は自分でということで，いろいろやっているのですが，ずっ

と以前，市の方からお父さん達を対象にした男性料理教室が保健センターにて行われ

ていました。今もその流れで，参加していた人が，是非，続けていきたいということ

で，保健センターにて行っており，今現在は，食生活改善推進協議会の行事「はたち

会」としてやっています。それを健康づくり事業として認めてもらえるのだったら，

取り入れてもらいたいと思います。と言いますのは，今現在，調理室の使用申請につ

いて，食生活改善推進協議会で申請するならば 1ヶ月前でないと申請できませんので，

市の行事等がありますと調理室を借用できなくなります。1年を通して調理室を確保

していただけるとありがたいなと考えています。 

 

【事務局】 

  その件につきましては，一度，課内で検討したいと思います。 
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【議長】 

その他はよろしいでしょうか。鈴鹿歯科医師会さんはどうですか。 

 

【委員】 

  市としては受診者数，受診率このうちどちらの方が大切ですか。 

 

【事務局】 

  受診者数といいますと，受診された数裏付けになりますので。 

 

【委員】 

  受診者数を増やすならば，もっと対象とする幅を増やせば絶対に増えます。但し，

受診率は下がる可能性も出てきます。 

 

【委員】 

  受診者数も大事ですし，相対的な数としての受診率も大事ですね。それぞれ使い分

る意味があると思います。 

 

【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】 

本日は御多忙の中，鈴鹿市健康づくり推進協議会に御出席いただき，また各分野に

わたりまして，貴重な御意見と御指導を賜りありがとうございました。昨年の 3月に

策定いたしました鈴鹿市健康づくり計画，この中で今後さらに事業をすすめていきた

いと考えております。また先程，提案させていただきました鈴鹿市健康づくり計画の

推進管理や評価につきまして御承認頂きましてありがとうございました。具体的には

当協議会にて皆様に健康づくりの推進について，各分野にわたって御意見を頂戴しな

がらすすめてまいりたいと思いますので，また今後とも御協力よろしくお願い申し上

げます。本日はどうもありがとうございました。 


