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平成 24年度第 2回鈴鹿市健康づくり推進協議会 議事概要 

 

日 時：平成 24年 11月 6日（火）13：15～14：30 

場 所：鈴鹿市総合保健センター 2階 健康教育室 

出席委員：長村洋一・堀田千津子・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）・林和枝・久保田加寿美・足立裕子 

事 務 局：森保健福祉部長・藤井スポーツ課長・近藤健康づくり課長 

保険年金課（髙﨑） 

健康づくり課（江藤・中田・望月・岡田・平野・渥美・中川・今西） 

傍 聴 人：なし  

議事概要：次のとおり 

 

1 開会の挨拶，配付資料の確認，  

2 委員の紹介，過半数参加による協議会成立の報告 

3 あいさつ（大森副市長，鈴鹿市健康づくり推進協議会会長） 

4 議題（鈴鹿市健康づくり計画の進行管理について） 

 

【議事概要】 

 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ること，要綱第5条より

会長が議長を務めることを報告。 

 

（事務局） 

「鈴鹿市健康づくり計画」は，市民・地域・行政等が一体となり，健康づくりに向けた取り組み 

を支援する体制を整備することにより，基本理念である「すこやかに ずっと笑顔で かがやい

て」を過ごすことを目指し，策定されたものです。 

この計画の実施期間は平成 23 年度から平成 30 年度までの 8 年間で，各分野に掲げた評価指標の

中でも重点課題を選定し，目標の達成に向けて，毎年度単位で「企画」「実施」「結果」の状況に

ついて評価し，進行管理を行います。予定では平成 26 年度に再度市民意識調査をしまして，計画

の具体的な数値で評価することとなっております。今回は具体的な数値はお示しできませんが，

目標達成に向け，重点的に取組む事業について担当より提案いたします。 

《事務局担当》平成 23 年度に三重県立看護大学の山路氏により，計画の推進，目標達成に向けて 

の，実施事業の見直しなどについて保健所職員の方ととともに研修会を実施しました。その資料

が資料 1 でございます。研修会では，ヘルスプロモーションの考えに基づく計画であることを再

認識し，目標，情報の共有，そして住民（市民）や関係機関と，ともに考え，ともに進めていき，

指標達成につながる活動について学びました。また，反省ではなく評価をし，次の活動につなげ
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るということを学びその結果，計画の評価指標の 1～20 に基づき，健康づくり課各Ｇで社会情勢，

市民ニーズ，事業基盤の体制などを考え，実施の可能性を見据え，取組む重点課題を決定。 

さらに，決定した重点課題に関わる事業の充実，拡大するため，改善案を出し合い，執行予算も

踏まえ，既存事業の精査，優先度を検討しました。まとめたものが資料 2 の進行管理表になりま

す。委員の皆様には事前に送付させていただきました。では担当より詳細を説明させていただき

ます。 

 資料 2-①について説明させていただきます。 

【評価指標番号】20 番，【関係部署】健康づくり課・教育委員会・子育て支援課・市民課・地域 

課，【分野】健康管理，【指標】健診（予防接種）を受けていない人，【関連事業】対象を 0～5 

歳，予防接種事業と母子保健事業となります。 

平成 23 年 1 月よりヒブ肺炎球菌ワクチンが開始（国の補助事業）され，今年度 9月 1日より生ポ 

リオワクチンから不活化ポリオワクチンに変わり，さらに 11 月 1 日からは DPT と不活化ワクチン 

が混合になりました 4種混合に変りました。乳幼児に接種する種類が増えてきたことを背景に， 

対象年齢に達したらすみやかに接種を進めていくことが大切になってきております。【現状】は 

予防接種を対象年齢，月齢に達しても受けない人がいる。休日や市外で出生届を出した人や，転 

入した人への予診票交付が遅れている場合があります。【改善案】として，予防接種の受け方に 

ついて分かりやすく周知する。妊娠中から予診票の申請方法や予防接種の必要性について啓発を 

する。かかりつけ医を持ちスムーズに接種できるよう接種スケジュールをたててもらう。【目標 

達成のための取組み】としまして，①出生，転入時の予診察票交付時の改善 ②予防接種スター 

ト時期の啓発，広報や CNS などの各媒体を使っての啓発，ポスター掲示，就学時健診での文書配 

布 ③母子保健事業での未接種者へ受診勧奨，保育所等での接種勧奨依頼，医療機関での接種状 

況確認と接種勧奨依頼 ④赤ちゃん訪問での丁寧な啓発する。としました。【事業計画】は① 

～③は平成 23 年度から，④については平成 24 年度から実施，妊娠中からの啓発については，そ 

の方法等検討中で，平成 25 年度からはこの部分の啓発を拡大する予定です。これらの事業を実施 

するための【協力関係機関】は鈴鹿市医師会，主任児童委員です。 

 資料 2-②について説明させていただきます。 

【評価指標番号】20 番，【関係部署】健康づくり課・保険年金課，【分野】健康管理，【指標】 

健診（検診）を受けていない人，【関連事業】がん検診事業・特定健診事業・乳幼児健診となり 

ます。【現状】は，鈴鹿市のがん検診率が 10％～20％を推移。昨年度のアンケートより，「市の 

がん検診を知らなかった」「情報がなかった」ということが分かりました。また，平成 21 年度よ 

り無料クーポン事業（国の補助事業）が開始され，それに伴い 40 歳と 20 歳の節目の年齢の方に 

個別勧奨通知を発送。【改善案】として，夜間は難しいが休日検診の受診環境の整備，個別勧奨 

の年齢拡大，市民にわかりやすい啓発などが考えられました。ことをふまえ目標達成のための取 

組みとしまして，①ポスター掲示をいろんな所へ依頼し，今年度は市内入浴施設へ，乳がん自己 

触診のやり方のポスターを依頼 ②休日検診を年 4回実施します ③地区検診も昨年度白子地区 

のみだったのを一ノ宮と稲生地区で実施し，稲生地区では周辺地区だけでも 100 件の申し込みが 

あり，地区検診の必要性を考えております。【事業計画】は今後休日検診日や地区検診の拡大を 

考えております。特定健診における特定保健指導についても，昨年度より休日に実施しておりま 
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す。これら事業を実施するための【協力関係機関】は，商業施設，理美容組合等の記載しかあり 

ませんが，こちらは新規の関係機関だけになっておりまして，すでに鈴鹿市医師会や栄養士協 

会の方にご協力いただいております。 

 資料 2-③について説明させていただきます。 

【評価指標番号】8・9・10 番，【関係部署】健康づくり課・子育て支援課，【分野】は心の健康・ 

休養，【指標】充実感を感じている人，睡眠を十分取れている人，ストレスの解消をうまくでき 

ている人，【関連事業】相談・訪問・教室・健診の各事業。【現状】子育て中のお母さんのスト 

レスが高く，お母さん同士で子育て不安を解消することができない。また，子育てに自身がない 

状況である。【改善案】として，子育てに関する情報提供，相談できる場の実施と周知，子育て 

仲間をつくるためのきっかけづくりを挙げました。このことをふまえ【目標達成のための取組み】 

としまして，平成 23 年度は①から⑩の事業を通じて主に子育てに関する情報提供，相談できる場 

所の周知を引続き事業で進めてまいります。25 年度には子育ての仲間をつくるきっかけづくりと 

しまして，⑫1歳 6 か月児，3歳児健診の中で発達において心配があり，お子さんだけでなく，お 

母さん自身も悩んでいたりするので，トークのできる共有の場所を，⑪同じく健診時に保護者へ 

のメッセージカードを渡す。まだ具体的なものはできていないが，お母さんを応援できるものを 

少しでもできるように考えております。これら事業を実施するための【協力関係機関】は，鈴鹿 

市医師会，鈴鹿歯科医師会，鈴鹿地区薬剤師会，三重県歯科衛生士会鈴鹿亀山支部，主任児童委 

員，民生委員，児童委員，地域子育て支援拠点事業機関となります。 

 資料 2-④について説明させていただきます。 

【評価指標番号】15・16・17 番，【関係部署】健康づくり課・子育て支援課・教育委員会，【分 

野】口腔・歯の健康，【指標】う歯のない幼児（3歳），定期健診を受けている人，かかりつけ歯 

科医がいる人，【関連事業】歯科検診、歯科相談，健康教育，個別指導，啓発事業です。【現状】 

平成 22年度の 1歳 6か月児健診のう蝕有病率は 1.05％あり，県平均 1.47％と比べると少ないが， 

3 歳児健診では 26.35％になり，県平均の 24.96％と比べると悪くなっている状況である。【改善 

案】としまして，むし歯予防に対する知識・技術の普及と意識の啓発，定期的な歯科健診の啓発 

と受診へのきっかけづくり，う歯罹患児の早期受診の勧奨を考えております。ことをふまえ【目 

標達成のための取組み】としまして，①～⑪の事業の中で相談や受診勧奨を勧めています。今年 

度からは，母子手帳交付時・すくすくファミリー教室（離乳食コース）等で，小さいうちからむ 

し歯予防の大切さということでチラシの配布をしております。平成 25 年度からは，定期的な歯科 

健診やう歯罹患児の早期受診のための勧奨チラシ配布を実施します。 

次に資料 3 になります，計画策定時に庁内検討部会で提出されたヒヤリングシートです。各課

の健康づくりに携わる事業が掲載されております。保険年金課，生涯学習課，産業政策課，学校

教育課，スポーツ課，長寿社会課で，それぞれの健康に携わる事業の平成 23 年度の評価と，今後

どのようにていくかの課題が記載してあります。産業政策課については，健康とは携わりにくい

課ですが，産業保健につながるところで入っております。 

続きまして資料 4をご覧ください。本日ご参加いただいております関係団体の実施事業につき 

ましてその一部をまとめました。本計画は，先程も申しましたが，関係者，関係団体が連携を図 

りながら社会環境を整備し，個人の健康づくりを総合的に支援していくヘルスプロモーションの 
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考えに基づき策定されておりますので，他の団体の事業を知っていただき，協働することで行政 

だけでなく，皆様の団体同士でも健康づくり事業の充実を図っていただきたいと思い，照会させ 

ていただきました。掲載事業は一部ですので，加える事業等ありましたらお知らせください。 

（議 長） 

 計画策定時より携わっていただいており，今回新しい委員に就任されました皆様から，御教示

願いたいと思います。 

（委 員） 

 想像していた問題が挙げられている。予防接種については，副作用のことや，名古屋市では，

子どもの体調が悪く接種が見合わせになり，次の時機には感染症がはやったりすると接種機会

がなくなってしまう。あらためて機会が提供されるが，うまく予定に合わなかったりする。 

（事務局） 

 鈴鹿市の場合は，各医療機関で実施しております個別接種になっており，予防接種のスケジュ

ールにつきましても，現在沢山のワクチン接種が乳幼児期にうたなくてはいけないので，適切

な接種時期や間隔がありますので，それに合うように医師にスケジュールを立てていただき，

接種をお願いします。先程の具合が悪くなった時については，あらためてかかりつけ医（小児

科医）で接種スケジュールを立てていただき医師の指示にしたがって接種をお願いしておる。 

（委 員） 

 一部の書籍において，がん検診は受けたほうががんになる，大往生したければ医療機関に関わ

るな，など書かれており，健康講座をやっている中でそのような記載があると質問を受ける。

微妙な問題があり，また，大腸がんの検診は受けた方がよいなど，的確な市民の方への伝達が

必要であると感じております。一番の問題は関心のある方は市民公開講座に来られる，本当は

来られない方々にとどういうふうに伝達するかが問題で，テレビなどで騒がれるといいのです

が，方法論的には難しい問題があると思います。前任の藤田におります時も市の検診率を上げ

るのにどうするか，結局いろんなチラシを配ったとしても，見る人は見るんだけど，関心のな

い一部の全く情報が伝わっていかない人たちの集団が相当数ある。伝える手段を変えていかな

いといけないのではないかと思うんですが，具体的な方法はわからないです。 

（議 長） 

 がん検診については目標としまして，早期発見，早期治療です。 

（委 員） 

 どんな場面でもアグレッシブな意見はありますが，ただ，がん検診を受けましょう，受診率を

高めましょうという話に反対の立場をとられる方は日本中にいないと思います。鈴鹿市の受診

率が低いと示してありますが，三重県のがん戦略プランがありますが，今また新しい対策を立

てております。ちなみに平成 20 年と今年の 4月 1日現在の三重県のがん検診の受診率をみます

と胃がんだけは下がっている，だけども特に婦人の子宮がん，乳がんは倍増してます。数値で

言うと，乳がんは三重県は非常に低いと言われておりますが，20 年に 10.4％であったのが 24

年には 20.8％で倍になっている。これでも全国平均に比べると低い，子宮がんも 13.2％から

26.7％でこれも倍。胃がんだけは 10.4％から 9.6％に下がっている。それから，肺がんも大腸

がんも 17％台から 20％台を微増しておりますが，三重県全体のがん対策プランも進化はしてい
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る。鈴鹿市だけに関していうと受診率を上げることには特化していかないといけない。 

（委 員） 

特に広報のあり方を，奇襲作戦などを 

 （委 員） 

  がん検診のことですが，20％と低い値である，検診を結果知らない人がいると，もう一方で，

地区で検診する個所を増やしていくと言うことですが，今回稲生地区で約 100 件ですか，非常

にメリットの高い結果が出たと思うのですが，この地区でやって，同じ内容で他でやった場合

の可能性，特別な情報提供をやってこの 100 件になったのか，他の地区で同じ方法でやって効

果が出なければ意味のないことですから，実施場所の過程とそれに対する方策など，どのよう

に考えているのか 

（事務局） 

 稲生地区市民センターが広い道路に沿ったところに新築され，立地条件がよく，いろんな地区 

からも来られる。稲生地区とその周辺地区に回覧版をいれた。一ノ宮地区で実施した時は，周 

辺地区の方も見えたが，他の地区の方も応募があり，場所の問い合わせがあったので，誰にで 

もわかりやすい場所で実施できれば，稲生地区のような応募につながると思います。 

（委 員） 

 こころの健康と休養で，1歳 6か月児，3歳児の健診時にメッセージを渡すということで，いろ 

いろ思考中とのことですが，この健診や，こどもの小さい時は，母親は成人している子よりも 

子供に対して自分が手をかけ真剣になっている時なので，メッセージカードは非常に効果があ

っていいかと思いますが，内容をもう少し具体的に教えていただきたい。 

（事務局） 

お母さんの頑張りや，子育て方法を肯定している文章を考えている。健診時のチラシ配付時に 

あわせて渡す。 

（委 員） 

 是非，7番に同じような 1歳 6か月児，3歳児の健診での心配ごとなどの解消や軽減があります 

が，普段と同じような内容では，本当のメッセージカードにはならないので内容をよく考えて 

実施していただくとよい。 

 （議 長）   

    子育てにいろいろストレスを感じて，虐待などあり防がないといけない。心の健康など一番大 

事なところです。 

（委 員） 

  主任児童委員は学校区中心に 32 名で活動している。今小中学校が荒れている状況と聞く。小さ 

い頃に発達障害など早く見つけていると，中学校生活がよくなると話している。1歳 6か月健診 

の未受診のお宅を訪問するが，家の中が乱れている様子のところが多い。5児健診が大事と思っ 

ている。3歳から 5歳で自我が芽生えた時にお母さんが対処の仕方がわからないのが多い。5児 

健診が実現できる働きかけをしたい。 

 （議 長） 

  行政との意見交換会において医師会からも 5歳健診を要望しました。いかに早く発達障害をみ 
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つけるか，資料 2-4 の口腔のことに関していかがでしょうか 

 （委 員） 

  検診（健診）を受ける方は意識が高く,教室にも参加される。問題は,仕事を休めない,協力者が 

いないということで啓発が必要。他の支部では,町の保健室で歯科相談の実施がある。健康展や 

衛生週間事業などで保護者の質問が多々あるのでこのような場があるといい。保育所へは県か 

らの委託で 3園ぐらいなのでもう少し増えればよい。家族の協力を得て忙しい方も検診（健診） 

に行ける。 

（委 員） 

 3 歳時健診のう蝕有病率が 26.35％であるが，20 年前は 50％以上だったので，減少しているの 

である程度成果があるが，減ってきたということは，市民の健康度の層を小中下とすると，中 

が上へ上がったといえる。下を上に上げるのは困難。1歳半から健康，子育ての格差が出てくる 

と思っています。自費で歯科検診受診する子は虫歯がない，また，保育園での検診ではひどい 

虫歯の子もいる。この子たちを引っ張り出していくには，歯科の場合は 1歳 6か月児検診より 

は 2歳半を実施するのがよい。また，虫歯には特効薬としてフッ素がある。歯周病にはないの 

でひたすら磨くしかない。フッ素使って歯を強くすることを考えていただくと良い。保育所で 

はモデルケースとしてフッ化物洗口を 4園実施している。1歳半から 3歳までフッ化物洗口は飲 

みこむといけないので，フッ素を塗るということができればいいのかと思います。母子手帳交 

付時にチラシを渡すということですが，できれば，妊婦健診のときにも渡していただいて，そ 

こからスタートして，離乳食コースでは話をしていただくのがよい。 

 （委 員） 

  保育園や幼稚園で磨き方の指導を絶えずしてもらう，子どもは先生の話のほうがをよく聞くと 

思う。毎月 2回の回覧板のうち，5日の回覧分が約 20 部あり，重要なものを一番上にするがほ 

とんど見ていない。広報自体も 7割しか見ていない。家庭でも見るものと見ないものがいる。 

回覧板は意味がなく，ポスターの方がいろんな人が見るからよい。 

四日市の方は年間で 40 部くらいしかなく，月に 1～2枚である。鈴鹿は年間 300 枚ある。自治 

会でも回覧数を減らす考えがある。広報に載っているものが回覧でくるのも意味がない。入れ 

るなら 20 日分がよい，5部くらいしかないので。 

 （委 員） 

重点項目となっていて，すごく細かいことまで書いてあるので，皆さん各論に入っていますが， 

まず評価指標一覧に目標値が定められていますが，26 年に中間評価といわれましたが，これを 

達成するために重点項目を決めてやっていくのが手法で，私はこの会議が大まかな枠組みを作 

っていく会議と理解しており，広報の在り方については全部に関わることなので議論の必要が 

ありますが，重点項目がこの 4項目でいいのか，まずここで話をしなくてはならないのではな 

いか，細かいやり方は各部会なのでやっていただき，数値目標があるので鈴鹿市としてはこれ 

を達成しないといけない。そのためには，ほんとうにこの重点項目でいいのかということを含 

めて，こころの健康と休養，健康管理というのは県の今回のでもそういうふうになっていて， 

昔は 9分野の総合指標をいれて 10 分野だったのですが。口腔については法律，条例ができたの 

で歯科は特化するということと，歯科保健をよくすれば，口腔の状態を良くすれば，医療費が 
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さがる，QOL があがるということで，歯科は法律も作って，県では条例も作ったうえで重点項目 

にいれてきた。心の健康は自殺対策基本法により国の重要事業として重点項目に入れることに 

関しては当然だと思いますし，健康管理は疾病予防と言う意味で予防接種を含めて，子どもに 

対しては感染症予防，大人に対してはがん，食生活を含む生活習慣病の普及啓発であるとか， 

早期発見，早期受診，いわゆるがん検診，乳幼児健診も含めた健診を重点的にやっていく三本 

柱異論のないところと思いますが，そこからきちっとやるために，まず，こころの健康・休養 

では，鈴鹿は 30 代 40 代の自殺者が多い，女性はある程度これで良いが，男性対しては協力関 

係機関の中に労働組合，地域産業保健センターを入れて協力していく。睡眠を十分に取れてい 

る人を増やすことは，研修資料にタレントとマネージャーということで，行政は環境づくりで 

マネージャーの役割だと書いてある。こころの健康・休養での，目標達成のための取り組みに 

は，12 項目が書いてあるが，行政がやる事業が並べてあるだけで，多様な取り組みにとって協 

力関係機関にどういうことを求めていくのか，どういうふうに働きかけていくのか，そういう 

ことを目標達成の取り組みとしてなくてもよいのか 

（議 長） 

行政としては，会社勤めの以外の，自営業や主婦，乳幼児，高齢者を対象とした施策を練って 

いる。 

（事務局） 

会社の保健事業があり，働きかけが抜け落ちるところがあるが，市民全体を考えている。 

（議 長） 

目標の達成がしづらい，まだ達成してないということであげられた。 

（事務局） 

20 項目 7分野において現在継続の事業がありますが，その中でも特に重点として 4項目あげた 

だけで，順次にニーズにあわせて実施していきます。 

（議 長） 

20 項目全て必要なこととしており，栄養・食生活の分野では学校健診の問診で朝ごはんを食べ 

ていますか？と必ず質問がでます。最近は朝食を欠食するところは下がってきている。それよ 

り問題になっている心の健康・休養，メンタルの面，口腔に重点を置いたということですね。 

（委 員） 

ただ，母親や子どもなど，対象や年齢層が限られている。高齢者が抜け落ちていて，年齢幅が 

特化したものになっている。 

（事務局） 

各担当においてここに上がってないところにも働きかけていく。 

（委 員） 

  私も細かく提案されているとは思っていました。計画立てる，実施して評価する，改善と，PDCA

サイクルに沿って，20分野のうち，最初はまずこの目標として実施ということになります。 

 （事務局） 

  健康づくり計画はそれぞれの分野でライフステージ別に考えられておりますので，さらに目標

達成のために検討しておきたい。 
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（委 員） 

  計画の策定時の作業部会で，他の関係機関の実施している活動が話されていたが，そういった

経緯がここに出されていないのが残念。 

（委 員） 

  薬剤師会においてもたくさん協力していただいている 

（委 員） 

  ニュースポーツの普及啓発で市内 30校の小学校を回っているが，結局参加するのは，普段から

スポーツをしている人で，なかなか無関心な人や，ゲームをしている子どもを参加させる手立

てで悩んでいる 

（委 員） 

  安心安全な料理の普及を実施している。市内中学校で生徒たちの弁当づくりに参加している。

食育の活動につて広がっているのか 

（委 員） 

  療育センターの運営をしている。利用者が増えてきている。世間では普通学級に入るが，なじ

めない事例もあり，療育センターを上手に活用してほしい。 

（委 員） 

  先程言われていたのと同じく，資料を見たら子どもの関係のことと思った。高齢者に関係する

対応がない。 

（委 員） 

  市などの教室に協力している。離乳食のことなど，必要な時期になってから不安にならないよ

う，マタニティクッキングなどで早くから実施して子育て時の不安を解消させる。教室の参加

人数が少なかったり，妊婦さんの集いが少ないので，母子手帳交付の時に啓発するとよい。 

（委 員） 

  健康づくりは大切なところでありますが，食事に関しては子どもの時からしっかり教え，団塊

の世代の役割として，対象者，ターゲットとしたり，あるいは，提供者として活用していく。

行政がやるところ，本人自身が取り組むところがある。 

（議 長） 

  団塊の世代，65歳以上の対策。特定高齢者の選定や介護予防。 

  公民館を利用した健康づくり対策。 

  健康づくり課の事業の広報などの啓発仕方。 

  最後には本人の自覚をどういう風にもっていくか。ということになります。 

 

  議事終了 

保健福祉部長挨拶 

平成 24年度第 2回鈴鹿市健康づくり推進協議会終了 


