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平成 25年度 鈴鹿市健康づくり推進協議会 議事録（要旨） 

 

日時平成 25年 8月 27日（火） 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） 

 

長村 洋一・堀田 千津子・大森 秀俊・西城 英郎・濵田 正行・北川 弘二・藤本 修嗣・ 

 

久保田 加寿美・北川 正敏・市川 哲夫・井上 勝治・平井 とし子・南条 和治・清水 浩二・ 

 

生川 美知子・林 和枝・三谷 睦美 

 

（事務局） 

 

保健福祉部長 松井 一人・文化振興部 スポーツ課長 藤井 康彰・ 

 

保健福祉部 保険年金課長 代理 管理 G主幹兼 GL 小河 若司・ 

 

保健福祉部 健康づくり課長 古市 素朗・管理 G主幹兼 GL江藤 大輔・管理 G中組恵理子・ 

 

地域医療 G副参事兼 GL伊藤京子・母子保健 G副参事兼 GL望月 寿子・ 

 

成人保健 G主幹兼 GL 河北 隆夫 

 

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，大変お忙しい中，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
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を身につけて，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。そして鈴鹿市の第 5次総合計画，また平成 23年 3月より鈴鹿市健康づくり計画を策

定いたしまして，市民一人一人が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。  

また，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

められるケースが最近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，委員の皆様には活発な御意見をいただき，本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。本日はよろしくお

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。会長の選任について諮ったとこ

ろ，事務局一任の声があり，慣例によ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，少子高齢化社会が進む中で，健康で健やかな生活を送ることは，大切なことです。

乳幼児から高齢者まで，みなさんが健康であるためには，市民一人一人が意識をして健康

を向上させていく努力が必要です。健康づくりの推進について，行政も積極的な取り組み

を継続していくことが大切です。 

鈴鹿市が策定した「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関

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。

本日は，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，本日の傍聴者はみえませんでした。  
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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。それでは，平成 24年度の事業実施状況と平成 25年度新規事

業について事務局より説明をお願いします。まず，平成 24年度の事業実施状況から，お願

いします。 

 

【事務局】  

健康づくり課より平成 24年度の事業実施状況を御説明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 24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 44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，乳児のいる家庭全戸に家庭訪問を行なう「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，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ともに，鈴鹿ハンターで開

催しております。本年度は 9月 8日（日）の午後を，予定しております。  

続きまして，5ページからでございますが，単位施策 45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を実施し

ております。 

続きまして，8ページでございます。  

単位施策 48の医療体制の充実でございますが，本市の一次及び二次救急医療の連携の強化

と，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，村瀬病院が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
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受ける環境を整えることに努めております。  

また，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。 約 1万人の実績でご

ざいます。 

次に，11ページから 14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。 以上でございます。 

 

【議長】 

保険年金課，よろしくお願いします。 

 

【事務局】 

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 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，国民健康保険制度加入者へ適切な医療給付の

賦課を行ないます。 

まず，人間ドックにつきましては，循環器疾患予防，早期発見，早期治療ということで，

30歳以上 74歳未満の国保加入者を対象に，問診，身体計測，血圧，心電図，検尿，検便，

胸部レントゲン，胃検査を実施しております。自己負担 8,000円，市補助 23,000円で 7月

から 11月末までの期間内に指定医療機関で平成 24年度は 1,441名の方に受診していただ

きました。 

脳ドックでございますが，脳疾患予防，早期発見，早期治療を目的とし，40歳以上 74歳未

満の国保加入者を対象にMRI，MRAを実施します。自己負担額 14,000円，市補助 20,000

円で，8月から翌年 3月末までの期間内に，鈴鹿中央病院，鈴鹿回生病院，塩川病院におき

まして，平成 24年度は 587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，生活習慣病の早期発見，早期治療並び

に疾病の予防を図ることを目的に，40歳以上 75歳未満の国保加入者を対象に，問診，身体

計測，血圧，検尿，腎機能，肝機能等に加え，心電図を実施しています。自己負担は課税

世帯 500円，非課税世帯 200円で，保健指導については自己負担はありません。特定健康

診査 7月から 11月末，特定保健指導 10月から翌年 3月末で，指定医療機関及び健康づく

り課で，平成 24年度は特定健康診査 13,333人の方，保健指導 199人の方が受診されてお

ります。 

私からは以上でございます。  

 

【議長】 

スポーツ課，よろしくお願いします。 
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【事務局】 

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

ツの実現といたしまして，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，毎年

12月に開催しております鈴鹿シティマラソンは平成 24年度は市制 70周年記念事業といた

しまして例年半日で実施しておりましたのを 1 日かけて実施しましたところ，約 1 万人，

いきいきスポーツ大会は，約 1 万人，ニュースポーツ教室やウォーキング等，子どもから

大人まで幅広い年代の約 2万 4千人の方に参加していただいております。  

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

康相談コーナーを実施いたしております。平成 24年度は天候不良のため，中止いたしまし

た。 

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。鈴

鹿市体育協会の医科学委員会の御協力を頂きまして，サーキット内で医科学相談コーナー

を設置しております。 

スポーツ課からは以上でございます。 

 

【議長】 

ここまでの報告の中で，御質問はありませんか。 

 

【委員】 

私は母子保健地域推進委員を委嘱されて，すくすく広場の受付，お母さん達の手助け，1

歳 6か月児健診の未受診の家庭訪問をしておりますが，その実績が記載されておりません。 

 

【事務局】 

4 ページの乳児家庭全戸訪問事業に，赤ちゃん訪問の実績が含まれております。また，2

ページのすくすく広場に，詳細まで記載しておりませんが実績を含んでおります。 

 

【委員】 

実績として報告書を提出しておりますので，詳細まで記載してほしいです。母子保健地

域推進委員は 32名いますが，一生懸命にさせてもらっていますので認めてもらいたいです。 

 

 



 

6 
 

【事務局】 

11 ページの母子保健推進事業で，年間の地域サロンなど実績として集計しております。来

年度より，記載方法を考えます。 

 

【議長】 

他にありませんか。 

 

【委員】 

資料が単位施策ごとの記載になっているためか，資料の説明がばらばらだったので把握し

にくかったです。まとめてもらうと分かりやすい。 

 

【事務局】 

単位施策ごとに母子保健事業，成人保健事業，地域医療事業が含まれているため，このよ

うな説明になってしまいました。来年度より，資料の記載方法を考え，ページ単位で説明

するように改めます。 

 

【議長】 

他に御意見など，ありませんか。それでは，平成 25年度の新規事業について，お願いしま

す。 

 

【事務局】 

平成 25年度の新規事業でございます。16ページから 18ページでございますけれども，6

つの事業があります。 

1つ目は，成人風しんワクチン接種費用助成事業で，妊婦の風しんの感染を予防し，妊婦及

び胎児の健康増進に努めるため，風しんワクチン（ＭＲワクチンを含む）の接種費用の内，

接種費用 5,000円を補助します。 

2つ目は，おたふくかぜワクチン接種費用助成事業で，おたふくかぜワクチンの接種費用を

助成することで，予防接種の促進を図り市民の健康増進に努めるため，接種費用の内 2,500

円を補助します。対象児につき，1回限りです。 

3 つ目は，水痘ワクチン接種費用助成事業で，水痘ワクチンの接種費用を助成することで，

予防接種の促進を図り市民の健康増進に努めるため，接種費用の内 3,000円を補助します。

対象児につき，1回限りです。 

4つ目の事業は，未熟児養育医療で，未熟児対策の万全を期するため，1歳未満の未熟児の

入院養育にかかる医療費を給付し，子どもとその家庭の支援を充実させるため，入院養育

にかかる医療費を給付します。家族全員の所得税額に応じた自己負担があります。 

5つ目の事業は，低体重児出生届出の受理で，対象児の出生を速やかに把握し，早期に適切



 

7 
 

な養育が行なわれるように支援を行なうため届出を受理し，保護者への訪問等により必要

な指導支援につなげるため，対象児が出生時，その保護者が妊娠届出時に交付を受けた「母

子保健のしおり」の中の「低体重児出生連絡票」または「低体重児出生届」に必要事項を

記入し、健康づくり課へ郵送または持参により届出を行ないます。 

6つ目の事業は，未熟児の訪問指導で，母子及び乳幼児の健康保持の観点から，未熟児につ

いて養育上必要があると認めるときに保健師等が未熟児の保護者を訪問し指導を行ない，

適切な養育ができるように支援するため，子育てに関する相談を行ないます。 

以上でございます。 

 

【議長】  

ありがとうございました。以上 6つの新規事業の説明について，御質問はありませんか。

また，こんな事業はどうですかという御意見など，何かございましたらよろしくお願いい

たします。  

 

【委員】 

最近，問題になっている子宮頸がん予防ワクチンについて，訪問の際に「受けない方が

いいか」という質問が多くありますが，どのようにお答えしたらいいですか。 

 

【事務局】 

子宮頸がん予防ワクチンの接種後において副反応が発生した問題で，厚生労働省より「積

極的な接種勧奨を差し控える」旨の通達が出されております。 市では定期接種ではあるも

のの，接種勧奨を差し控えていただくよう，医師会との連携により，各医療機関へ周知し

ている状況です。 

 

【委員】 

では，「しばらく接種しないように」とお答えすればいいですか。  

 

【事務局】 

接種をするか否かの判断につきましては，あくまでも本人及び保護者の方が医師とよく

相談の上，決めていただくことになり，医療機関では接種していただく環境は整えていた

だいております。 

 

【議長】 

予防接種について，副反応のような事例が 1 つでもあると，厚生労働省はこのような対

応をせざるを得ない。私は専門ではないですが，必要以上に恐れずに，医師に相談してく

ださい。 
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また，訪問の際に児童虐待など，何か問題はありませんか。 

 

【委員】 

訪問の際に児童虐待など異変を感じたら，保健師さんに連絡をして対応してもらいます。

赤ちゃん訪問の際に関係機関の施設を紹介します。 桜島小学校区は今年 8月に赤ちゃんが

21人も生まれていて活性した町なのですが，バスがないため，車に乗れないと動けません。

子育て支援センターを紹介しても，交通手段を考えると，最終的にタクシーを使った方が

早いということになります。鈴鹿市は交通面が不便です。また，小中学生の虐待について，

教育と福祉の連携が整っていないと感じます。 

 

【議長】 

ふれあいセンターや保健センターなど 1か所でできる環境を整えていただきたい。 

 

【事務局】 

鈴鹿市は公共交通機関が不十分でない地域もあり，子どもの施設や幼稚園などの通学・

通園について，公的支援ができないというのが切実な課題となっています。また，子ども

の問題については，今年 4 月から保健福祉部において，子ども家庭支援室で体制を強化し

ています。何かありましたら，お知らせください。よろしくお願いいたします。 

 

【議長】 

がん検診・特定健診について，何かございませんか。人間ドック・脳ドック・胃がん検診・

子宮がん検診・大腸がん検診・乳がん検診・肺がん検診・前立腺がん検診などについて，

どうでしょうか。 

 

【委員】  

市の事業として，たくさん検診をしてもらっていると思います。行政としては，医者は

かかりつけ医を作って地域コミュニティを強化していくことが大切ではないでしょうか。  

 

【議長】  

がん検診・特定健診について，広報でピーアールしていますが，40・50歳の受診率をなか

なか上げることができず，課題となっています。 

  

【事務局】  

本日の午前中に，国保連合会との会議があり，「地域」をキーワードに，指定医療機関・

健康づくり課で行なっている保健指導は，地域の公民館で行なってはどうかという提案が

ありました。しかし，やはり公共交通機関の便の悪さや施設が遠いという問題もあるとい



 

9 
 

うことでした。 

 

【委員】  

特定健診について，会社が徹底しているところは糖尿病・高血圧が大幅に減少していま

す。その 1 つの例が，タニタ食堂で，食生活の改善や，体を動かすことで，特定健診で指

摘された人が正常な状態になりました。鈴鹿医療科学大学では管理栄養士を育成しており

ますので，鈴鹿医療科学大学を使って鈴鹿市民の食の改善に介入していただきたい。 

埼玉県坂戸市は，葉酸サプリを摂取する試みにより，市民の食生活改善に効果を上げてい

ます。 

また，日本の農水産物は，ヨーロッパでは放射能の影響のため輸入禁止されていますが，

近隣諸国では安全で栄養が豊かのため，ブランド化が期待できます。今後，農林水産省は，

国民の食生活に介入するため，ＪＡや地方自治体と連携し，様々な施策に取り組む方針で

あるとの情報も聞いております。 

私は，藤田保健衛生大学に在職中，高血圧・糖尿病・高尿酸・高脂血症でしたが，真面目

に薬を飲んで，よく運動をして，体重を減らしました。鈴鹿医療科学大学に来て管理栄養

士に相談したら，食生活の改善によって，血圧が 230／160だったのが，3年で薬を飲まず

120／80～60 になりました。藤田保健衛生大学に在職中に支払った医療費は，700 万円く

らいでしたが，最初に管理栄養士による食の介入があれば医療費はもっと削減できていま

した。安倍総理大臣は，農林水産省・経済産業省に国民の食の問題に介入するように要請

しています。鈴鹿市も鈴鹿医療科学大学を使って，ぜひとも市民の食生活に介入してくだ

さい。 

 

【議長】  

食生活の改善は非常に大切です。行政が行なう特定健診・特定保健指導を受けていただ

くことにより，糖尿病を減らし，医療費の削減ができますが，特定保健指導は，対象者が

なかなか受けてくれず，目標の実施率 60％は難しい状況です。企業が主体的に実施してい

ただければ，年齢的なものもあるので効果が上がるかもしれません。 

 

【委員】 

鈴鹿市と大学が連携して議論していきたい。アベノミクスの成長戦略の中で，農業につい

て議論していきたい。 

 

【議長】 

他にありませんか。ないようですので，事務局お願いします。 
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【事務局】  

その他，御意見等ございませんでしたら，事務局より御提案いたします。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，その計画では，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。 

現在，当推進協議会では委員 19名の中，女性委員が 7名と 40%を若干下回っておるの

が現状です。現在 36.8％で，あと 1団体女性委員となると 8／19人で 40%を超えます。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】  

ありがとうございました。他に御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御挨拶申し上げます。 

 

【部長挨拶】  

保健福祉部長の松井でございます。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，厚く御礼申し上げます。 

また，本日は御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，また，保健福祉全般の推進に努めて

まいりたいと存じます。 

本日はありがとうございました。 

  

 


