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平成 26年度 第 2回鈴鹿市健康づくり推進協議会 議事録（要旨） 

 

日時平成 27年 2月 17日（火） 13時 15分～14時 45分 

 

場所鈴鹿市保健センター 2階 すこやかホール 

 

（出席委員） 

 

長村 洋一・原田 勝二・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・井上 勝治・桑原 久代・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 健康づくり課長 古市 素朗・ 

 

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・ 

 

母子保健 G副参事兼 GL望月 寿子・母子保健 G主幹 岡田 千麻子・ 

 

成人保健 G主幹兼 GL 河北 隆夫・成人保健 G副主査 松田 夕記・ 

 

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・配布資料の確認・委員の紹介）  

 

【副市長挨拶】  

本日は，お忙しい中，平成 26年度第 2回鈴鹿市健康づくり推進協議会に御出席いただき，
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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，本年度の第 1回本協議会において，本年度が「鈴鹿市健康づくり計画」の中間評価

の年度に当たることを申し上げたところです。本協議会は，計画の進捗管理を行う機関とし

ての役割を担っていただいております。先般，市民の皆さんにアンケートへの協力をお願い

し，現在の健康づくりに関して，多岐にわたり意識調査を行いましたので，アンケート結果

を配布させていただきました。集計しました結果，計画の作成当初に比べ，目標数値を達成

したり，改善した分野がありましたが，そうでない分野もございました。これらの結果を踏

まえ，中間評価（案）を作成しましたので，今後の健康づくり事業に反映していくため，皆

様より積極的な御意見をいただきたいと思いますので，よろしくお願いいたします。 

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。 

 

【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，本日の会議におきましては，市民からのアンケートの集計結果に基づき，鈴鹿市の

健康づくり事業を評価していただき，今後の施策に反映させるため，皆様より積極的な御意

見をいただきたいと思います。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ので，活発な議論をよろしくお願いいたします。 

簡単ではございますが，私の御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名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。 

それでは事項書の議題に移ります。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】  

それでは議長を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。円滑な議事の進行

に御協力いただきますようお願いします。鈴鹿市健康づくり計画中間評価（案）について，

資料に沿って事務局より説明してください。 
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【事務局】 

鈴鹿市健康づくり計画中間評価（案）についてご説明させていただきます。 

 1ページです。第 1章「鈴鹿市健康づくり計画」の概要についてお手元の「鈴鹿市健康づ

くり計画中間評価（案）」をご覧ください。鈴鹿市健康づくり計画の概要から説明させてい

ただきます。まず，基本方針について，本計画は，平成 23年 3月に策定しており，基本理

念として，すべての市民が「すこやかに ずっと笑顔で かがやいて」より，活力のある生

活をしていくための指針となるものであり，全ての市民が自らの健康づくりに取り組める

よう，家庭や地域，学校，職場，行政が一体となり，市民の健康づくりに繋がる社会環境を

目指しています。そのための 4つの基本方針として，1生涯を通じた健康づくりの推進，2

健康づくりの推進，3社会全体で支える健康づくりの推進，2ページへ，4具体的な計画目

標の設定と評価，を掲げ取り組んで参りました。 

また，2計画の推進については，計画の策定，計画の実施，計画の評価，計画の改善をＰ

ＤＣＡサイクルとして，進捗管理を行っています。 

3ページへ，その進捗管理を本日，お見えの健康づくり推進協議会の皆さんにお願いさせ

ていただいているところでございます。 

 以上です。 

 

【事務局】 

私からは，第 2章「鈴鹿市健康づくり計画」中間評価の概要について，ご説明させていた

だきます。 

4ページをご覧ください。1中間評価の趣旨でございますが，鈴鹿市では，健康増進計画

「鈴鹿市健康づくり計画」を平成 23年 3月に策定しました。この計画に基づき鈴鹿市健康

づくり計画推進協議会を中心として各関係機関が，それぞれの立場から市民一人ひとりの

健康づくりについて支援を進めてきました。 計画策定から 4年目を迎え，健康づくりを取

り巻く環境も変化し，一部で目標の位置づけも変わってきました。 そこで，中間年におい

て期間前半の活動を振り返り，健康づくりの課題を明確にして目標達成に向けた取組方法

の検討を行うことを目的として，中間評価を行いました。 この評価結果を基に，平成 30年

度の目標達成に向けてさらに健康づくりを推進し，すべての市民が，自らの健康づくりに取

り組める社会環境をめざします。 

次に 5 ページに，中間評価の方法です。中間評価を行うために昨年 9 月に無作為に抽出

した市民の方へのアンケートを行いました。アンケート調査は，1市民への郵送による調査，

2企業の従業員への調査，3市で行った健康づくりイベントでの聞き取り調査，4市内の公

立幼稚園・公立保育所でのアンケート調査の 4種類を行いました。この結果をもとに，当初

に設定した目標達成状況の把握・分析・評価を行い，今後の目標値及び取組み方法等の検討

を行います。この段階で，本協議会の委員の皆様に，計画の進捗状況を管理・検証していた

だく役目を担っていただいております。その後，いただきました貴重な御意見を参考に，中
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間評価のまとめを行いたいと考えております。 

次に，6ページです。こちらが，アンケートの内訳となります。 

1市民アンケート調査です。調査対象 19歳以上の市民，対象者数 2,000人，抽出方法は

無作為抽出，調査方法は郵送法，調査時期は平成 26年 9月 1日～9月 30日，有効回答数

864人で回答率 43.2％でした。 

2 企業アンケート調査です。調査対象は市内主要企業 15 社に勤務する 19 歳以上の市民

です。市内主要企業は，次のとおりです。旭化成ケミカルズ（株）鈴鹿事業所，シキボウ（株）

鈴鹿工場，本田技研工業（株）鈴鹿製作所，富士電機（株）鈴鹿工場，AGF鈴鹿（株），敷

島スターチ（株），大日本住友製薬（株），（株）フジクラ鈴鹿事業所，住友電装（株）鈴鹿

製作所，パラマウント硝子工業（株）鈴鹿工場，鈴鹿富士ゼロックスマニュファクチュアリ

ング（株）鈴鹿営業所，（株）モビリティランド鈴鹿サーキット，（株）ホンダロジスティク

ス三重事業所，中部電力（株）鈴鹿営業所，（株）トーエネック鈴鹿営業所の 15社になりま

す。対象者数 629人，調査方法は各企業へ持参・回収，調査時期は平成 26年 9月 1日～9

月 30日，有効回答数 563人で回答率 89.5％でした。 

3 市の健康づくりイベント等での調査です。調査対象は「健康フェア」，「市民健康講座」

等に参加の 19歳以上の市民，有効回答者数 135人でした。 

これら 3つの有効回答数を合計して，有効回答総数 1,562人でした。 

また，4その他，公立幼稚園，公立保育所での調査です。調査対象は保育所 2歳児クラ

ス以上，幼稚園 4歳児クラス以上（配布した資料の数字 3歳児は誤り）に通園する園児の

保護者，対象者 1,667人，調査方法は公立保育所 10所・公立幼稚園 17園へ持参・回収，

調査時期は平成 26年 8月 25日～平成 26年 9月 19日，有効回答数は 1,366人で回答率

81.9％でした。4について，なぜ幼児の保護者に対しても調査を行ったかでございます

が，アンケート調査が 19歳以上を対象としておりますが，評価指標の中に，幼児の生活

調査をもとに，考察すべき指標が含まれているため，幼児の保護者の方への調査も併せて

行ったところです。 

なお，アンケートの調査結果の詳細については，別冊の「アンケート調査結果」をご覧

になっていただければと存じます。なお，集計方法としましては，単純な集計をしている

箇所もございますが，クロス集計と申しまして，複数項目の組み合わせで分類し集計をし

ている箇所もあります。複数の質問項目を交差して，並べ，表やグラフを作成することに

より，その相互関係を明らかにする手法をとっております。 

 

【事務局】 

次に，7ページ，3全般的な評価について，ご説明させていただきます。 

今回の中間評価において実施しましたアンケート調査の結果についてです。7つの分野
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に分けました。 

「栄養・食生活」の分野においては，「朝食を欠食する人（20～39歳）」の割合が増加

しており，「3食規則正しく食べている人（20～39歳）」の割合が減少しました。関係団

体との連携を図り，「食生活の大切さ」，「生活習慣病と食生活の係わり」などについ

て，普及・啓発が必要です。 

「身体活動・運動」の分野においては，行政の取り組みの他，関係機関・団体等で多く

の事業展開がなされており，「日ごろ身体を動かすことを心がけている人」及び「積極的

に外出をする人」の割合は増加しましたが，「運動をしている人」の割合が減少しまし

た。引き続き，運動に関する知識や，使用できる施設の情報提供など，運動しやすい環境

づくりが必要です。 

「こころの健康・休養」の分野においては，ストレスの多い社会環境において，「充実

感を感じている人」，「ストレスの解消がうまく出来ている人」が増加しており，個人が

こころの健康維持に努めていることの表れと考えられますが，「睡眠を十分に取れている

人」の割合が減少しており，睡眠の重要性や質を高めるための知識などについて，普及・

啓発が必要です。 

「たばこ」「アルコール」の分野においては，単独での事業の取り組みが難しいため，

栄養や運動事業の実施に併せて啓発を行うなどの工夫をして取り組み，改善がみられまし

たが，「妊娠中の喫煙率」，「妊娠中の飲酒率」を減少させるため，引き続き，喫煙や飲

酒が胎児に与えるリスクの周知が必要です。 

「口腔・歯の健康」の分野においては，「う歯のない幼児」，「定期健診を受けている

人」，「かかりつけ歯科医がいる人」の割合が増加しており，口腔・歯の健康状態の改善

がみられました。 

「健康管理」の分野においては，「健診を毎年受けていない人」の割合が増加しており，

健康に関する知識を高め，自らが健康づくりに取り組むための啓発や支援が必要です。市の

6つのがん検診について受診率は増加していますが，「健診を毎年受けていない人」が増加

しています。 

平成30年度の計画最終年度に向けて関係機関・団体や庁内関係部署との連携を強化し，市

民の一人ひとりが好ましい生活習慣を身に付け，健康で元気に生活できる社会の実現をめ

ざすために，7つの分野において一層，取り組む必要があります。 

以上です。 

 

【事務局】 

私からは第 3 章目標達成状況についてご説明させていただきます。特に策定時よりも状

況が悪くなっている指標について主にご説明させていただきます。 

8ページです。「栄養・食生活」の分野についてです。 

（2）朝食を欠食する人（20～39歳）は策定時 21.4％，中間評価値 22.3％で，0.9％増で
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した。アンケート結果の傾向については，朝食を欠食する人は次のような人で多くなってい

ます。39歳以下（74歳以下は朝食を欠食が多い傾向で，特に 39歳以下で多い），男性，一

人暮らし，肥満の人です。 

（3）3食規則正しく食べている人（20～39歳）は策定時 68.7％，中間評価値 66.8％で，

1.9％減でした。アンケート結果の傾向については，規則正しい食事がとれていない人は次

のような人で多くなっています。64 歳以下，男性，一人暮らし，健康に対する意識が低い

人・特に健康に気をつけていない人，「健康は自分でつくりあげるもの」と思わない人，毎

年健康診断を受けていない人，肥満の人，睡眠がとれていない人・特に「全くとれていない」

と回答した人，食生活に満足していない人です。 

これらに関連すると考えられる要因については，生活リズムが「いつも不規則」「時々，

不規則」39歳以下 74.9％，睡眠が「全くとれていない」「あまりとれていない」は，39歳

以下 20.0％。 寝る 2時間以内に何か食べるかについては，39歳以下「毎日」「時々食べる」

65.0％。週に３回～４回以上外食または調理済み食品を食べるかについては，39 歳以下

45.9％。毎日あるいは時々間食するかについては，39歳以下 89.4％です。 

このように 20代・30代の若い年代の，特に男性の生活リズムが乱れ，食生活が不規則と

なっている状況です。 

このような内容を踏まえた今後の施策についての考察としましては，次のとおりです。 

①規則正しい食生活が正しい生活習慣の確立につながることから、3食規則正しく、バラ

ンス良く食べることの重要性を周知し、行動変容につながるための具体的な取り組みが必

要と考えます。該当事業としては，現在，生活習慣病予防教室・特定保健指導，介護予防教

室，栄養教室の中で，栄養・食生活の重要性やこれらが生活習慣病予防に繋がることの指導

や啓発を行っております。今後は，これらの事業に加えて，朝食の重要性を啓発するイベン

トを開催したり，特定年齢に送付するがん検診無料クーポン券に啓発チラシを同封するな

どして，比較的若い世代の男性にアプローチしていきたいと考えています。 

②健全な食生活を推進するボランティアの育成を推進していきます。該当事業としては，

栄養教室などを開催し，地域で食生活の大切さを啓発していただく食生活改善推進員（ヘル

スメイト）を養成しておりますが，今後もこの事業を推進していきたいと考えます。 

③乳幼児期からの食生活が成人期の食生活に大きく影響を及ぼすことから、「早寝 早起

き 朝ご飯」を継続的に推進し、朝食の重要性をしっかりと意識づけていきます。該当事業

としては，現在，マタニティクッキング教室，離乳食教室，親子クッキング教室，すくすく

広場，幼児健診の中で，食生活の重要性について指導や啓発を行っておりますが，今後は，

これらの事業に加えて，イベントなどを通じて，朝食の重要性について啓発していきたいと

考えております。 

9ページです。「身体活動・運動」の分野についてです。 

（5）運動している人（全体）は策定時 48.9％，中間評価値 44.9％で，4％減でした。ま

た，運動している人（20～39 歳の女性）は策定時 33.2％，中間評価値 24.1％で，9.1％減
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でした。アンケート結果の傾向については，運動していない人は次のような人で多くなって

います。39 歳以下，女性，自分が健康でないと思う人，メタボリックシンドロームを全く

知らない人，毎年健康診断を受けていない人，運動しやすい理由として運動場所への送迎を

望む人，生活に充実感を感じていない人です。 

関連すると考えられる要因については，健康であるために必要なことは「運動」と 75.2％

の方が答えているにも関わらず，あまり運動ができていないという状況にあるようです。運

動をしない理由は，「忙しい」52.3％，「運動が嫌い」18.8％，「一緒に運動する仲間がいな

い」15.4％，運動するには、どのような環境が必要ですかについて，「運動する場所や施設

が必要」55.2％，「一緒に運動する仲間がほしい」51％という結果になっています。 

このような内容を踏まえた今後の施策についての考察としましては，次のとおりです。 

①働き盛りの忙しい年代でも実践できるような運動に関する知識や場所・施設の情報提

供などを行い，運動しやすい環境づくりを推進していきます。該当事業としては，生活習慣

病予防教室・更年期予防教室，骨密度測定会，特定保健指導，ウォーキング大会などで，運

動することの重要性について指導や啓発を行っていますが，今後は，これらに加え，公園や

散歩道など安全にウォーキングができるコースの紹介や運動ができる施設の紹介，鈴鹿市

民歩こう会など市民団体の紹介，簡単にできる運動教室の開催，親子参加型の運動教室の検

討などを行っていきたいと考えています。 

②子供の頃からの運動習慣づくりのために、子供と大人が一緒に楽しみながら体を動か

すことの必要性を周知します。該当事業としては，現在行っている乳幼児健診や園庭開放，

つどいの広場の利用を推進していきたいと考えています。 

③高齢者に対して、ウォーキングなど誰でも簡単にできる運動を紹介し、積極的な外出を

促します。該当事業としては，高齢者に対しては，介護予防教室，スクエアステップ講習・

講演会，グランドゴルフ大会，ウォーキング大会などを開催していますが，簡単にできる運

動教室の開催にも取り組んでいきたいと考えています。 

「こころの健康・休養」の分野についてです。 

（9）睡眠を十分に取れている人は，策定時 25.9％，中間評価値 24.3％で，1.6％減でし

た。アンケート結果の傾向については，睡眠を十分に取れていない人は次のような人で多く

なっています。64 歳以下，自分は健康でないと思う人，ストレスをいつも感じている人，

生活に充実感を感じていない人です。 

関連すると考えられる要因については，充実感を感じない理由は「生活にゆとりがない」

36.6％（39 歳以下，65～74 歳に多く見られる），「時間がない」34.1％（40～64 歳に多く

見られる），「やりたいことが見つからない」33.9％（75歳以上に多く見られる），では，充

実感を感じる時は「家族や知人など人とふれあうとき」82.4％（すべての年代で多く見られ

る），「趣味の活動をするとき」55.2％，生活リズムは「いつも不規則」「時々不規則」39歳

以下 74.9％，40～64歳 62.1％，「イライラ」「ストレス」の原因は，39歳以下と 40～64歳

は「仕事のこと」「人との関係」となっています。 
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このような内容を踏まえた今後の施策についての考察としましては，次のとおりです。 

①地域活動や生涯学習などを通じて生き甲斐づくりや仲間づくりを支援します。該当事

業としては，介護予防教室，スクエアステップ講習・講演会，栄養教室，生涯学習事業，健

康相談などで支援を行っておりますが，新たに，こころの健康づくり講演会を開催したいと

考えています。 

②睡眠の質を高める方法などを情報提供するとともに、不眠の主な原因が生活リズムの

乱れやストレスであると考えられることから、生活改善の方法やストレス解消法などを周

知して、こころの病気につながらないように啓発していきます。該当事業としては，生活習

慣病予防教室，更年期予防教室，特定保健指導，介護予防教室，幼児健診，乳幼児家庭全戸

訪問事業などの事業の中で，生活習慣改善のアドバイスを行っておりますが，さらに，市民

健康講座での啓発やがん検診無料クーポン券に啓発チラシを同封する，また，こころの健康

づくり講演会を開催するなどして啓発を行っていきたいと考えます。 

次に，10 ページです。「たばこ」「アルコール」の分野について，今回の中間評価値が良

い結果でしたので，説明を省きます。 

11ページです。「口腔・歯の健康」の分野についてです。 

（15）う歯のない幼児（3 歳）について，策定時 71.9％，中間評価値 79.3％で，当初の

目標値 78％以上を達成したため，「みえ歯と口腔の健康づくり基本計画」を基準とし，目標

値 84％以上と変更しました。 

「健康管理」の分野についてです。 

（18）自分が健康だと思う人は，策定時 48.2％，中間評価値 44.8％で，3.4％減でした。

アンケート結果の傾向については，自分が健康だと思わない人は次のような人で多くなっ

ています。65歳以上の高齢者です。 

（20）健診を毎年受けていない人は，策定時 10.4％，中間評価値 11.0％で，0.6％増でし

た。アンケート結果の傾向については，健診を毎年受けていない人は次のような人で多くな

っています。女性，健康に対する意識が低い人，食生活に満足していない人です。 

これらに関連すると考えられる要因は，自分で健康だと思わない割合は，全体 15.8％（配

布した資料の数字 50.4％は誤り），65～74歳 21.7％，75歳以上 27.4％で，高齢者ほど多い

傾向にあるのが分かります。健康は自分で作り上げていくものと思う人は，全体 82.3％で

す。健診を受ける機会がある人は，全体 91.7％，39歳以下 84.3％と高い数値になっていま

す。過去１年間に健診を受けた人は，全体 94.9％と，かなり高い割合となっていることか

ら，「健診は受けているが，毎年は受けていないという人がいる」ことが読み取れると思い

ます。健康診断を受診しない理由について，「定期通院中」31.5％，「毎年受診する必要がな
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い」20.7％，「健診には費用がかかる」14.7％です。 

このような内容を踏まえた今後の施策についての考察につきましては，次のとおりです。 

①各年代に応じた健康管理に関する知識の情報提供を行い，自分の体に関心を持ち，健康

意識が高められるよう啓発を行います。該当事業としては，がん検診無料クーポン券事業を

はじめ，妊婦・乳幼児健診，健康相談・訪問事業，救急・健康フェア，出前講座，介護予防

教室，生活習慣病予防教室，更年期予防教室，特定保健指導などで年代に応じた啓発を行い

たいと考えます。 

②健康相談や健康教育を更に充実させ，生活改善の方法を自ら選択し，実践できるよう支

援していきます。該当事業としては，健康相談・訪問事業，介護予防教室，生活習慣病予防

教室，更年期教室，特定保健指導，出前講座を引き続き実施し，啓発を行いたい。 

③普段から気軽に自分の体のことを相談できる環境づくりを推進するため，かかりつけ

医を持つことの大切さを啓発します。該当事業としては，健康相談・訪問指導，乳児家庭全

戸訪問事業，広報などで啓発を行います。また，テレビ・ラジオ，地域のミニコミ誌など，

様々な媒体を活用して，自らの健康管理の重要性についての啓発に取り組みたいと考えま

す。 

以上です。 

 

【議長】 

どうもありがとうございました。ここまでの鈴鹿市健康づくり計画中間評価（案）につい

て，詳しく説明いただき，ありがとうございました。御質問や御意見はありませんか。では，

「栄養・食生活」の分野について，どうでしょうか。 

 

【委員】 

 小学校では「早寝 早起き 朝ご飯」を教えているので，親も気を付けてくれています。

39 歳以下の男性の啓発は難しくて，本人の意識をどうしていくかが課題です。働き盛りの

一人暮らしの男性や一人暮らしの高齢者の食生活の改善は難しい。また，教える側を育てる

栄養教室の参加者は多いけど，それを教わる予防教室，特定保健指導の参加者は少ない状況

です。 

 

【議長】 

8ページ，寝る 2時間以内に食べますか 65.0％について，3時間前に食べて肥満になり障

害が起こる。産業医をしていると交代勤務の人も難しい。規則正しくできるといいが，深夜

1～2時に帰宅して食べて，1日 4食になって，夜勤・3交代の人は肥満が多いし，脂質異常

症が多い。産業医が指導しているが，なかなか改善しません。 
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「身体活動・運動」の分野についてどうですか。 

 

【委員】 

老人クラブ連合会では，介護予防教室の中ですこやか体操を取り入れています。159クラ

ブ中，1年で 100クラブほど活動しておりますが，1回やるだけでは意味がないので集まっ

たら必ずやって継続していく。今では 85 歳でも 90 歳でも，真剣に取り組んでくれていま

すので，大変効果があると考えています。 

 

【委員】 

小学校で出前講座をしていますが，小学校 30 校中，毎年 20 校において，親子でスポー

ツをしてもらうような取り組みをしています。3人でやるファミリーバドミントン，野球に

似ていますがティーの上にボールを乗せて打つゲームを重点的にやっています。十数年前

から取り組んでいますが，小学生の参加も減っていますが，親が付いてこない。ねらいは，

親子参加です。親が参加してくれてないのが課題です。 

 

【委員】 

健康づくり課長と昨年から話が始まっていますが，鈴鹿医療科学大学の教員とプロジェ

クトを組みまして，市民の健康に寄与しようということを考えております。栄養については，

集めて教育しないと，本人の意識を変えるのは難しい。他の自治体で成果の出ている 1 つ

は，「歩かせる」ということです。名古屋学芸大学の学長の井形氏はトヨタの従業員を半分

に分けて，1日 1,000歩を余分に歩かせる集団と，そうでない集団では，医療費が何百万円

と違った。1歩 0.06円の医療費が削減できる。意識せずに歩くと 1日 5,000～6,000歩です

が，それを 10,000～12,000歩にすると医療費が削減できる。20,000～30,000歩は足を痛め

てしまいます。白子キャンパスと千代崎キャンパスの周辺の高齢者に歩いてもらう。歩道を

整備してビジュアル化をして，1.5ｋｍ・3ｋｍなど距離を整備する。そうすれば，目標にな

って歩きやすい。市と具体的に検討したいと考えています。 

 

【委員】 

（当日配布した資料の内容の説明） 

保健衛生ニュ－ス 2 月 2 日最新に掲載の，昨年の秋，宇都宮市で開催された日本公衆衛

生学会のシンポジウムでも，健康日本 21 でも，「身体活動の低下」を課題としています。

「あらゆる政策に健康を」となっています。つまり，「保健医療分野以外の協力が必要であ

り，他分野との協働の実現が鍵を握る」ということです。 

 

【委員】 

白子キャンパスのところにある桜の森公園，また岸岡山には，どちらも歩道がすでに整備
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されておりまして，その間の歩道を少し整備すれば，ずっと歩くことができます。ここも距

離が分かるように整備します。そして，どれだけか歩いた人は，表彰するのはどうでしょう

か。「歩かせる」と医療費が削減できることは，しっかりとしたデータが出ていますので，

これを実行すると大きいのではないかと考えます。 

 

【議長】 

貴重なご意見ありがとうございました。健康づくり課長，実現に向けてよろしくお願いし

ます。「歩かせる」と医療費が削減できる。健康づくりの第一は，食生活と運動に気を付け，

重点的に取り組まければいけないということです。 

「口腔・歯の健康」については目標を達成できていて，歯科医師会に頑張ってもらってい

るところです。 

「健康管理」について，「自分が健康だと思う人」が減少して，「健診を毎年受けない人」

が増加しています。健診を受診しない理由について，「定期通院中」の人はいいですが，「毎

年必要ない」「費用がかかる」という理由の人もいます。しかし，落とし穴は，毎年健診を

受けていても，同じ項目がチェックになっている人がいることです。特に，脂質異常があっ

て健康相談，保健指導をしても，なかなか従ってもらえない。改善する見込みがなく，改善

する意志がない。このような人に，どのように動機付けして改善していくかが課題です。ま

た，特定健康診査，特定保健指導はどうですか。 

 

【事務局】 

特定保健指導について，平成 25年度は対象者 1463人中，受診者 136人で，受診率 9.3％

です。平成 21～24年度は，14～15％で状況はよくありません。減少しています。一方で，

特定健康診査の受診者は増加傾向にある状況です。 

 

【委員】 

 11ページについて，（18）自分が健康だと思う人について，指標と関連すると考えられる

要因の「自分で健康だと思わない割合」全体 50.4％となっております。 

 

【事務局】 

そちらは，15.8％が正しいので，修正します。 

 

【議長】 

 他にありますか。 

 

【委員】 

栄養改善について，39 歳以下の若い世代の食生活について，子どもの頃から料理をする
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ことを学ばせる。食事は経験がないと億劫になるので，一定期間作ってみる。毎日の訓練が

大切で，そういう習慣があると朝ごはんも気を付けるようになります。子どもの頃から学校

で指導する。 

会社ぐるみで，企業に出向いて，紙媒体や情報提供だけではなく，面と向かって指導して

いく。 

出前講座で「歩かせる」ことを子どもの頃から指導していく。歩き出したら，坂を登った

り下ったりさせ，足を作る・脳を作ることに繋がります。公園に起伏を作る。訪問の際に，

子どもが歩き出したら，ゆるい坂を登ったり下ったりするよう，子どもの計画の中に入れて，

親を育てていくことが大切です。 

子どもは来るけど親は来ないという課題について，子どもが親を誘うので，子どもが興味

を持つスポーツを研究していくのが大事だと考えます。 

 

【議長】 

 他にありますか。 

 

【委員】 

歯科について，アンケート調査自由意見が出ておりますが，2ページに歯の健康について

書かれています。鈴鹿市の歯科医師が読んだらちょっと納得できないかなと思います。 

大阪と三重の診療方法の違いについてです。まず噛み合わせと見栄えについて，大阪では

白い冠にする自由診療が進んでいて三重では進んでいないと書かれておりますが，現在は

三重でも保険診療内で白い冠にする治療も認められつつあります。三重ではすぐ神経を抜

く治療をしていて古い考えだということについて，そういった治療方法は三重でもほとん

どいないと思います。大阪では 4 本の歯の治療を 1 回で保険診療内で終わらせてくれると

いうことについて，長時間の治療を受けるのは苦痛を伴うため短時間で数回かけて治療す

る方法も間違ってはおりません。 

 

【議長】 

 他にありますか。 

 

【委員】 

（当日配布した資料の内容の説明） 

こんなに丁寧なアンケート調査をしていただいてありがとうございました。しかし，第一

線でやっている市について，こんなにたくさん事業があるため，限られた時間と人数と予算

でしなければいけないことを，大変だと心配しています。 

 健康づくりについて，元気で長生きで，できるだけ自立した生活を最後まで送ることが目

標です。2014 年に発表された国別平均寿命上位 10 カ国に，日本は男女とも 1 位で，男性
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80歳，女性 87歳でした。しかし，国別健康寿命は，1位ではありませんでした。男性は 72

歳で 8年が要介護状態，女性は 77歳で 10年が要介護状態です。要介護状態をできるだけ

短くするため，あらゆる団体が協働で，市民の健康づくりに取り組んでいく必要があります。 

今回の企業アンケートについて，比較的恵まれた上位の企業が多かったので，健康づくり

にかかるアンケート調査結果報告書の 2 ページに書いてありました今回のアンケート回答

者の 50％が 30～59歳となっており，実態はもっと低いと考えます。 

平成 30 年について，国の資料において，「長期入院精神障害者の地域移行係る具体的方

策の実施スケジュール」というのがあります。4疾患は 5疾患に変更になりました。死因の

1～3 位である生活習慣病の癌・心筋梗塞・脳卒中と，国民病の糖尿病に，精神疾患が加わ

りました。また，精神障害があっても，できるだけ在宅で診て，入院病床を減らしていく。

地域で生活することがキーワードです。障害報酬・診療報酬・介護報酬が，同時改定になっ

て，全体で計画を作る時期です。健康づくり計画の後半である平成 27・28・29・30年は，

介護計画，介護予防，アンケート結果を，協働で反映させていかなければいけません。行政

の直営では限界があります。 

「たばこ」「アルコール」の分野について，県では，たばこの煙のないお店を飲食店関係・

食品業界と協働でやっています。また，健康づくりのお店や社員食堂と協同で健康食・減塩

食をやってもらう。このように協働でやっていかなければ，行政だけでは限界があります。

今回，策定時よりも状況が悪くなった分野である運動，身体活動，睡眠について，民間の力

を借りてやっていくことが有効です。資料 37ページに記載されているように「あらゆる政

策の中に健康を入れていくことが求められる」ため，実施主体が医療関係分野以外と協働で

取り組まなければならない。しかし，協働は大変難しいため，本日出席のあらゆる分野の核

になる委員の皆さんには，意識して運動を進めていっていただきたい。よろしくお願いしま

す。 

 

【議長】 

ありがとうございました。地域医療ビジョンを策定して，医療面・介護面が大幅に変わっ

てきます。平成 30年に幸せな生活が送れるかどうかのポイントです。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。貴重なご意見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
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力を賜り，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「鈴鹿市健康づくり計画」中間評価に関

する活発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

た貴重な御意見を中間評価に反映させ，今後も引き続き，市民のための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。 


