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平成 26年度 鈴鹿市健康づくり推進協議会 議事録（要旨） 

 

日時平成 26年 7月 7日（月） 13時 15分～14時 45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・大森 秀俊・坂井 温子・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・森川 ヤスエ・南条 和治・清水 浩二・林 和枝・三谷 睦美 

 

（事務局） 

 

保健福祉部長 松井 一人・保健福祉部 保険年金課長 久保田 博・ 

 

文化振興部 スポーツ課長 藤井 康彰・保健福祉部 健康づくり課長 古市 素朗 

 

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・ 

 

地域医療 G副参事兼 GL伊藤京子・管理 G副参事兼 GL真置 寿子 

 

管理 G中組恵理子 

 

 

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，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。 

今年度は鈴鹿市健康づくり計画の中間年度にあたりますことから，市民の皆さんにアン

ケートへの協力をお願いし，健康状態などの把握を行い，今後の具体的な取り組みを検討
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して参ります。アンケート結果につきましては，委員の方々に説明させていただき，御意

見をお聞きしたいと考えておりますので，よろしくお願いいたします。 

引き続き，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 かが

やいて」のキャッチフレーズのもと，生涯を通じた健康づくりが行えるよう事業を進めて

まいりますので，関係機関の皆様の一層の御理解，御協力をお願いいたします。 

最後になりますが，この協議会が有意義なものになりますよう委員の方々の建設的な御

意見をお願い申し上げ，私の挨拶とさせていただきます。 

 

【事務局】  

（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，委員の皆様方におかれましては，大変

御多忙中のところ御出席賜りまして誠にありがとうございます。 

さて，人口が減少し，高齢化社会が進む中で「健康」は，益々大切なキーワードとなっ

ております。乳幼児から高齢者まで，皆さんが健康であるためには，市民の方，一人ひと

りが意識をして健康を向上させていく努力が必要ですし，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，私は皆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，幅広く様々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，簡単ですが私のご挨拶とさせていただきます。 

 

【事務局】  

なお，本日の協議会は「審議会等の会議の公開に関する指針」に基づき公開手続きをと

りましたところ，1人の方が傍聴を希望されましたので，鈴鹿市健康づくり推進協議会傍聴

要領に定めるところにより傍聴をしていただいていることを御報告いたします。また，審

議内容の結果につきましても，鈴鹿市のホームページで公開いたしますので，御了解いた

だきたいと存じます。 

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。  
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【議長】  

議長をさせていただきます。それでは，平成 25年度の健康づくり事業施策実施状況から，

お願いします。 

 

【事務局】 

健康づくり課より平成 25年度の事業実施状況の説明をさせていただきます。 

なお，事前に配布させていただいた資料を一部修正しており，本日の配布資料に入れさ

せていただいております。また，事前に資料を送付させていただいておりますので，主な

事業の説明とさせていただきます。 

 まず，1 ページをご覧ください。母子保健グループの事業でございます。1 ページの「2

母子健康手帳の交付」でございますが，平成 25年度の交付数は，1,763冊で，うち再交付

数は，37冊でございます。平成 24年度の交付数 1,947冊と比べ，184冊，約 10％のマイ

ナスとなっており，出生数の減少が主な要因と考えられます。 

次に，「5 妊産婦・乳幼児訪問指導」でございますが，健康診査などにおいて，支援が必

要を思われるケースについて，市保健師が家庭を訪問し，必要な保健指導や育児支援を行

うもので，平成 25年度の延べ件数は 259件でございました。平成 25年度の不在件数が 97

件でございましたが，本年度において，健診や再度の連絡によりフォローにつなげており

ます。 

次に，3ページをご覧ください。「11すくすく広場」でございます。これは，育児不安の

軽減及び育児支援を目的とし，毎月 1回，年間 12回，保健センターにおいて開催しており

ます。延べ，参加者数は，1,619人でございました。 

次に，5ページでございます。「15乳児家庭全戸訪問事業」でございますが，児童福祉法

の規定により，子育ての孤立化を防ぎ，子育て支援を行うことを目的として，平成 23年 10

月より実施しております。生後 4 か月までの乳児をもつ全ての家庭を保健師，助産師，看

護師，主任児童委員が訪問しており，1,658人を訪問しました。訪問員別には，主任児童委

員が 832人で全体の約 50％，保健師が 510人で約 30％，助産師が 242人で約 15％，看護

師が 74人で約 5％でございました。本市は転入される方が多く，育児に不安を感じている

方が多い中，訪問員がご相談をお聞きし，助言を行うことで，不安の解消に繋がっていま

す。 

次に，成人保健グループの事業でございます。9ページの「3健康教育」でございますが，

これは，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

るいは高齢者地域支援事業として介護予防に関する講話や相談を公民館や，地区社会福祉

協議会，老人会の事業を通じて実施しており，平成 25年度は，60回 4,980名の参加をいた

だきました。また，健康教育の場では，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

ーの養成研修を実施しており，平成 25年度は，16回 2,192名の参加をいただきました。本
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市における平成 25 年中の自殺者数は 46 人でございました。自殺予防を呼びかけるため，

街頭での啓発をはじめ，講演会の開催など，取り組んでおりますが，自殺に至る背景は，

雇用問題等，様々な社会的要因が複合して起こるため，難しい問題であります。市では，

各種団体との連携により，啓発活動に取り組んでいるところでございます。 

次に 9ページの「6市民健康相談」でございますが，毎月 1回，医師会のご協力をいただ

き，市役所庁舎におきまして，専門医によります健康についての講話と講話後の個別相談

を行っており，平成 25年度は，12回の開催で，922人の参加と 10人の個別相談を実施し

ました。講話の内容は，がん予防から，認知症予防，更年期障害など，様々なテーマとな

っており，毎回，多くの市民の方の参加をいただいております。 

次に 11ページの 10から 15は，「各種のがん検診」でございます。実績欄にそれぞれの

受診者数や，受診率が記載してありますが，平成 24年度と比較し，全ての受診率が向上し

ており，市民のがん検診に対する意識が向上している表れであると認識しております。受

診率の高い順では，前立腺がんが最も高く，肺がん，大腸がん，胃がん，子宮がん，乳が

んの順でございます。最も，受診率が増加しておりますのは，胃がんで，昨年度の 13.9%

から 2.1％の増加でございます。全体的に受診率が増加しております要因として，国の無料

クーポン事業として，一定の年齢の方に対し，乳がん，子宮がん，大腸がんの無料クーポ

ン事業を実施しておりますことと，平成 25年度より，受診期間を 11月末から 1月末まで，

子宮がん・乳がんは 2 月末まで延長したこと，日曜日にも検診を行うなど，受診環境の整

備に取り組んでおりますのも一因と考えております。 

次に，13ページの「17歯周病検診」でございますが，50歳，60歳の方を対象に，市内

の委託歯科医療機関で実施し，受診率は 12％でございました。平成 26年度におきましては，

更に 40歳の方を追加し，9月から実施いたします。なお，自己負担金の 500円につきまし

ては，歯科医師会の方針として，無料としていただいております。 

次に，15ページの地域医療グループの事業でございます。「2救急医療体制運営事業補助」

で，本市の一次，二次および小児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，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，輪番体制を

とっていただいております。其々の医療機関には財政的支援を行なうことにより，救急医

療体制の整備を図っていただいております。 

次に，「3応急診療所事業」でございます。１年 365日の夜間，そして休日の昼間，医師

会，歯科医師会，鈴鹿亀山薬剤師会のご協力をいただきまして，運営いたしております。

平成 25年度の受診者は，10,758人でございました。受診者の内訳として，鈴鹿市民が 9,074

人で約 84％，亀山市民が 865人で約 8％，四日市市民が 227人で約 2％，津市民が 134人

で約 1％，県外が 354人で約 3％でございました。一次救急医療機関の要として，役割を担

っております。 

また，こちらに記載しておりませんが，平成 25年度に「家庭でできる応急手当がありま
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す」という冊子を作成いたしました。医師会，歯科医師会，鈴鹿亀山薬剤師会の監修，支

援をいただきまして，72,700世帯に配布しました。90,000部作成いたしましたので，残り

の約 18,000部につきましては，今後の啓発事業で利用したいと思っております。 

次に，17ページの管理グループの事業でございます。「1健康フェア」については，毎年

9月 9日を『救急の日』とし，この日を含む 1週間を『救急医療週間』と定めています。救

急と健康に関する理解と認識を深めていただくため，『救急・健康フェア』を開催しており，

例年 300人の方の参加をいただいております。本年度も 9月 7日（日）に鈴鹿ハンターに

おいて開催します。関係団体の方々のご協力をよろしくお願いします。 

以上でございます。 

 

【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。  

19ページをご覧ください。こちらは国保加入者を対象に実施いたしております。「1人間

ドック事業」ですが，鈴鹿市医師会に委託しておりまして，7月から 11月末まで指定医療

機関で受診いただけます。実績としましては 1,467人で，平成 24年度 1,441人と比べ若干

の増加でございます。 

「2脳ドック」でございますが，鈴鹿中央病院，鈴鹿回生病院，塩川病院におきまして実

施しております。実績としましては 596人で，平成 24年度 587人と比べ若干の増加でござ

います。 

「3特定健康診査・保健指導」についてでございますが，40歳以上 75歳未満の国保加入

者を対象に，生活習慣病の早期発見，早期治療並びに疾病の予防を図ることを目的として

おります。実施期間は，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

末です。実績としましては特定健康診査 13,698人，保健指導 242人で，平成 24年度の特

定健康診査 13,333人，保健指導 199人と比べこちらも若干の増加でございます。 

私からは以上です。  

 

【事務局】 

それでは，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。 

21ページをご覧ください。「1鈴鹿いきいきスポーツ都市宣言事業」でございますが，各

地域での行事や市主催のイベントにおいて，年間を通して市民の健康づくりの高揚と啓発

に努め，実績としましては 29,120人でございます。 

次に，「2 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」ですが，こちら

は高齢者向けの事業で，健康づくり課の協力を得まして，大会当日の会場にて，保健師に

よる健康相談を実施しております。例年 600～700人の市民の方に参加いただいております。 

「3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を実施してお
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りまして，例年 7,000～8,000人の市民の方に参加いただいております。  

「4ウォーク大会における「健康相談」コーナー」ですが，平成 25年度に初めて実施し

まして，こちらも健康づくり課の協力を得まして，大会当日 2 日間の会場にて，保健師に

よる健康相談を実施いたしました。実績としましては 1,100人でございます。 

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，御質問や御意見はありませんか。 

 

【委員】 

健康づくり課の母子保健グループの事業について，「5 妊産婦・乳幼児訪問指導」で不在

件数 97件とのことですが，連絡がとれるまで最後までフォローをしていますか。 

 

【事務局】 

再度の訪問や連絡，また健診の際に，把握に努めています。 

 

【委員】 

必ずフォローが必要ではないですか。もれなく面談できていますか。 

 

【事務局】 

こちらで面談できない場合もありますが，子ども家庭支援課や，住民票を移さず他市に

転出していれば照会を依頼して，フォローに努めています。 

 

【委員】 

市内在住の場合は，必ずフォローしてください。最後まできちんと対応できるシステム

を作ってください。 

 

【議長】 

最後までフォローしないと育児不安による虐待や事件などに繋がるため，行政がしっか

り助けてあげてください。 

 

【事務局】 

「15乳児家庭全戸訪問事業」について，どうしてもフォローできない場合がありますが，

予防接種時や健診で把握したり，子ども家庭支援課と連携しているところでございます。 

 

【議長】 
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就学時の予防接種をしていますが，70 人中 5,6 人が全く予防接種をしていない児童がい

ます。また，医師会が協力させていただいている市民健康相談については，多くの市民の

方の参加をいただいております。がん検診については受診率が向上しており，人間ドック

でもがんを早期に発見して治療して医療費削減に繋げたい。 

他には，ありませんか。 

 

【委員】 

母子保健グループの「19 妊婦一般健康診査」について，一定の妊婦の精神的なフォロー

はしていますか。 

 

【事務局】 

妊婦健診の結果は連絡がありますので，精神的なフォローが必要な妊婦については，医

師からの連絡などによりフォローしています。 

 

【委員】 

出産後もきちんと訪問してケアしていくべきだと思いますが，どうですか。 

 

【事務局】 

7ページの「23未熟児の訪問指導」という事業をさせていただいております。 

 

【議長】 

細かくしっかりやっていただいていると思います。 

 

【事務局】 

昨年，県から市へ権限委譲がありまして，未熟児の入院治療の医療費を給付する事業も

始まったところです。 

 

【議長】 

他に御意見など，ありませんか。 

 

【委員】 

私は在宅の保健師で，赤ちゃん訪問や健診のお手伝いをさせていただいたり，鈴鹿医療

科学大学で非常勤をしたりしています。母子・成人について，情報が溢れすぎて親も混乱

している状況です。たくさんの事業をする上で「人」の充実が不可欠であり，他市の状況

は分かりませんが，まだまだ「人」が足りていないと思うので，今後に期待しています。 
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【議長】 

貴重な御意見をどうもありがとうございます。他にどうですか。 

 

【委員】 

最近の献血は，どうですか。 

 

【事務局】 

献血者数は減少傾向にあります。三重県は全国ワースト 1位です。 

 

【委員】 

鈴鹿医療科学大学では，教員と学生が一体となって，月 2回ほど取り組んでいます。 

 

【委員】 

以前は 200ｃｃでしたが，最近は 400ｃｃでしょうか。体に対しての負担はどうでしょうか。 

 

【委員】 

採血の前に検査があります。熱心に献血しようと思っていても，できない学生もいます。 

 

【委員】 

最近は 400ｃｃです。若いうちに献血の習慣をつけてほしいです。県としても 200ｃｃで試

し献血をしてもらえるように献血センターに要望しておりますが，市としても伝えていた

だきたい。 

 

【議長】 

時間が押してきましたので，平成 25年度の事業実績について，よろしくお願いします。  

 

【事務局】 

次に，健康づくり課より平成 25年度の事業実績でございます。 

23ページをご覧ください。平成 22年度から平成 25年度においての母子保健グループの

各種啓発事業実績でございますが，出生数の減少傾向を受け，「1母子健康手帳の交付」，「4

すくすく広場」の参加者数が減少傾向にあります。 

25 ページでございますが，各種健康診査の実績でございます。人数は全体的に減少して

おりますが，各種の検診において，概ね 95％前後の受診率となっており，未受診者の把握

と，受診勧奨に努めております。 

27 ページの成人保健グループの各種啓発事業実績でございます。ほとんどの事業におい

て，参加者が増加しており，市民の皆さんの健康づくりに関する意識が高い状況の表れで
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あると思います。 

29ページの各種健康診査実績でございます。「2各種がん検診」については，先ほどの事

業実施状況でも説明しましたとおり，受診率が向上しております。 

31 ページからの地域医療グループの各種ワクチン接種実績ですが，本市のワクチン接種

実績を総じて申し上げますと，国が示す社会的免疫を確保するために必要とする接種率，

85％をクリアしている状況にございます。33ページ，35ページと続いております。 

以上でございます。 

 

【事務局】 

保険年金課より平成 25年度の事業実績でございます。 

37ページをご覧ください。「1人間ドック」については目標値 2,000人としておりまして，

平成 25年度 1,467人の受診で 73.4％です。 

「2 脳ドック」については目標値 620 人としておりまして，申し込みが 903 人のうち抽

選で 620人の枠に絞り込み，平成 25年度 596人の受診で 96.1％です。 

「3特定健康診査」については目標値 14,578人としておりまして，平成 25年度 13,714

人の受診で 94.1％です。 

 私からは以上です。 

 

【事務局】 

スポーツ課より平成 25年度の事業実績でございます。 

39ページをご覧ください。平成 24年度以降，ランニング，ウォーキング，ジョギングの

愛好者が増加しており，健康に関する意識が高くなっていると感じております。 

 以上でございます。 

 

【議長】 

御質問などありませんか。 

 

【委員】 

37 ページの人間ドックや脳ドックの結果が悪かった人のフォローは，どのようにしてい

ますか。 

 

【事務局】 

受診した病院で保健指導が受けられる利用券を配布しています。 

 

【議長】 

40～50歳代の受診率が悪い状況です。 
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【委員】 

脳ドックに応募した人が全員は受診できないのですか。 

【事務局】 

鈴鹿中央総合病院，鈴鹿回生病院，塩川病院の 3 つの医療機関に委託しておりまして，

検査設備の関係で，国保加入者の枠が平成 25年度は 620人でした。 

 

【委員】 

脳ドックは，応募者より受診できる医療機関の枠の方が少ないのですか。 

 

【事務局】 

はい，少ない状況です。 

 

【議長】 

他にありますか。 

 

【委員】 

人間ドックを 8,000 円の自己負担金で受診するより，特定健診を 500 円の自己負担金と

各種がん検診を組み合わせて受診する方が，受診者の自己負担金は安いですか。 

 

【事務局】 

その通りです。人間ドックの受診者は減少傾向で，特定健診の受診者は増加傾向にある

状況です。 

 

【議長】 

では，次に進みます。平成 26年度健康づくり新規事業について，よろしくお願いします。 

 

【事務局】 

40ページの平成 26年度健康づくり新規事業ですが，「胃がん検診無料クーポン事業及び

胃がんリスク評価（ABC 検診）事業」でございます。胃がんの予防や早期発見を目的とし

まして，本年度より実施します。既に対象者の方にはクーポン券が郵送されており，平成

27年 1月末までの期間に受診していただけます。 

次に，新型インフルエンザ等対策行動計画作成事業でございます。新型インフルエンザ

特別措置法が，平成 25年 4月 13日に施行され，本市においても，鈴鹿市新型インフルエ

ンザ等対策本部条例を平成 25年 5月 14日に施行しました。国・県の行動計画策定を受け，

今後，有識者会議などを踏まえ，策定してまいります。 
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以上です。 

 

 

【議長】 

ありがとうございました。ただいま事務局から平成 26年度の新規事業について報告をい

ただきました。地域に根づいた健康づくり事業を推進していただいているわけですが，こ

れらの事業内容について，御意見等ございませんか。御質問などでも結構ですので御発言

よろしくお願いします。 

次に，事項書 5 のその他の事項に移らせていただきます。健康づくり計画の中間評価の

実施について，事務局より説明してください。 

 

【事務局】 

健康づくり課では，平成 23年度から平成 30年度までの 8年間を計画期間とします，「鈴

鹿市健康づくり計画」を策定しております。当計画におきましては，中間年度となる平成

26年度に中間評価を行うこととしております。 

その評価の方法でございますが，本日配布しました「評価指標一覧」をご覧ください。

策定当時，栄養・食生活から健康管理までの 6 つの分野ごとに，当初のアンケート調査な

どにより，現状値を把握すると共に，目標値が設定されております。本年度において，再

度アンケートを行い，現状の把握を行い，今後の事業の方向性を検討する資料とするもの

でございます。したがいまして，アンケートの内容は，当初計画策定時とほぼ同様とし，

サンプル数も同様に行います。当初策定時は，無作為に抽出した 19歳以上 2,000人に郵送

したのと企業 1,170 人に配布しまして，回収数 1,834 人で回収率 57.9％でした。今回は郵

送 2,000人と企業 1,200人に配布する予定でございます。 

アンケートの分析結果につきましては，本年度に 2 回目の推進協議会を開催し，皆さん

に中間評価結果として提示させていただきます。 

以上でございます。         

 

【議長】 

ありがとうございました。ただいま事務局から，健康づくり計画の中間評価の実施につ

いての説明をいただきました。この事業内容について，御意見・御質問等ございませんか。 

 

【委員】 

（出席の委員に当日配布した資料の内容の説明） 

 

【議長】  

ありがとうございました。これをもちまして議事を終了したいと思います。  
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【事務局】  

どうも，ありがとうございました。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，この場をお借りしまして厚く御礼を申し上げます。 

また，本日は御多忙の中，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した。皆様方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参りたいと存じます。 

本日は，ありがとうございました。 

 

 


