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平成 27年度 鈴鹿市健康づくり推進協議会 議事録（要旨） 

 

1. 日時 平成 27年 7月 6日（月） 13時 15分～14時 45分 

 

2. 場所 鈴鹿市保健センター 1階 機能訓練室 

 

3. 出席者 

(1) 委員 

長村 洋一・堀田 千津子・大杉 吉包・亀井 秀樹・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・市川 信博・森川 ヤスエ・杉本 直哉・桑原 久代・ 

 

南条 和治・中田 悌夫・益川 江里子・林 和枝・三谷 睦美 

 

(2) 事務局 

保健福祉部長 松井 一人・保健福祉部 保険年金課長 片岡 康樹・ 

 

文化振興部 スポーツ課長 石坂 健・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 池田慎也 

 

4. 議事録 

 

【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。 

本日は健康づくり推進協議会ということで，鈴鹿市といたしましても健康づくり計画に

基づいて取り組んでいるところですが，自分の健康は自分でつくって育てるということで
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正しい習慣を身に着けて健康管理に留意しながら生涯を通じた健康づくりが大切だと思っ

ております。また，本市の健康づくりの推進につきましては，第五次総合計画の中でも「い

つも健康で暮らせるまちにします」ということを政策の柱に掲げさせていただきまして，

健康づくりの啓発の推進や健康診査の推進を目標に事業を実施しております。また，次の

総合計画も現在策定中でございます。その中でも健康づくりが重要な柱になると思ってお

ります。 

最近，高齢者の健康づくりの話や，がん検診，乳幼児の健診，児童虐待の問題等もあり

ますが，こういった問題につきましては，今日お越しの皆様を始めとした関係機関との連

携がより一層重要かと思っております。こういった機会を通じまして皆様の御理解，御協

力を賜りまして頑張っていきたいと思っております。 

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。 

 本日は，私どもの取組み等の紹介につきまして忌憚のないご意見を賜ればありがたいと

思います。簡単ではありますが，協議会にあたりましての御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】  

（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，少子高齢化が進む中で，健康寿命をいかに伸ばすかという問題が

今日の話題の「健康づくり」に大いに反映されなければなりません。平均寿命と健康寿命

の差は，女性が 12.68歳，男性が 9.1歳。健康で楽しく余生を暮らせる状況にならないとい

うことです。健康寿命を延ばすことで，いろいろな社会保障の問題も軽減されます。 

鈴鹿市においても昨年，「健康づくり計画」の中間評価を行いまして，市民のニーズを見

据えたさまざまな健康づくりの事業を展開しています。 

本協議会は，その実績や成果を事務局から報告していただき，市民生活に密着した健康

づくりの施策に関し，調査審議をこのような場で行うものでございます。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いただき，反映される必要がございますので，

事務局からの報告について忌憚のない御意見を述べていただきたいと思います。 

簡単ですが私の御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。 
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【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。  

 

【議長】  

議長をさせていただきます。それでは，平成 26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 26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 26年度の交付数は，1,864冊で，うち再交付

数は，59冊でございます。平成 25年度の交付数 1,763冊と比べ，101冊，約 6％のプラス

となっており， 本市の出生数が過去３年間概ね 1,750名から 1,760名で推移しているのも

要因のひとつとしてあげられます。 

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

要と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 26年度の延べ件数は 298件でございました。 

次に，2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，1,590人でございました。 

次に，3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，1,659人を訪問しました。訪問員別には，主任児童委

員が 823人で全体の約 50％，保健師が 485人で約 30％，助産師が 260人で約 15％，看護

師が 91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，訪問員が御相談をお聞きし，助言を行うことで，不安の解消に繋がっていま
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す。 

次に，5 ページでございます。こちらは平成 22 年度から 26 年度までの母子保健グルー

プの事業実績表でございます。「1(3)健康展」でございますが，平成 26年度の参加者が 1,128

人と昨年度に比べ突出しておりますのは，参加者数の把握方法を各出展ブースが把握しま

した最大数を平成 25 年度までは実績としておりましたが，平成 26 年度からブース毎の参

加者のトータル数を実績としたことによるものです。ブースは 12箇所ございまして，昨年

度は鈴鹿亀山薬剤師会の 200 人が最大でございました。また，出生数の減少傾向を受けま

して，「2母子健康手帳の交付」，「5 すくすく広場」，6ページの「3妊婦一般健康診査」「4

乳児健康診査」がございますが，これらの受診者数が減少の傾向にあることが数字で読み

取っていただけると思います。 

次に，7 ページをご覧ください。成人保健グループの事業でございます。「1 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 26年度は，76回開催

し，延べ 5,449名の参加をいただきました。平成 25年度は，60回開催し，参加者数は延べ

4,980名でございましたので，実績数が増加している状況でございます。次に「2自殺対策」

ですが，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 26年度は，17回 3,387名の参加をいただきました。本市における平成 26年中の自殺

者数は 31人でございました。平成 25年は 47人でございましたので，16人の減少となっ

ております。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「5市民健康講座」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 26年度は，12回の開催で，1,272人の参加と 17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，心の健康など，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 8ページから 9ページをご覧ください。「各種のがん検診」でございます。実績欄に

それぞれの対象者数，受診者数や，受診率が記載してありますが，平成 25 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。その中で，8ページの「9胃がん検診」でございますが，本市では昨年

度から 40歳から 60歳までの 5歳刻みの年齢の方を対象に無料で胃がん検診とABC検診を

セットで受診していただく無料クーポン事業を導入しております。ABC 検診とは，血液検

査によりまして胃の中のピロリ菌の有無や胃の萎縮度を調べることによりまして将来に渡
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り胃がんにかかりやすい状態にあるか否かを判定するもので，胃がんの先制医療として取

り組んでいるものでございます。 

次に，9 ページの「16 歯周病検診」でございますが，平成 26 年度より対象者の方に 40

歳を加え，市内の委託歯科医療機関で実施しております。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 10ページをご覧ください。こちらは成人保健グループの事業実績でございます。全

ての事業におきまして参加者，実績が増加しておりまして，市民の皆様の健康づくりに対

する意識が高まっている状況が数字上現れていると考えております。 

次に 11 ページをご覧ください。「1 健康増進法健康診査」でございますが，こちらは 40

歳以上の生活保護受給者の方を対象としておりまして，受診勧奨に努めておりますが，例

年受診率は横ばいの状況となっております。「2 各種がん検診」でございますが，受診率が

向上しております。市では胃がん，子宮がん，大腸がん，乳がん，肺がん，前立腺がんの 6

種類の検診を実施しております。ほとんどの事業で受診率が増加していくのが数字に表れ

ています。受診率の目標値としまして，みえ県民力ビジョンに掲げている 35%という数値

を定めています。非常に高い数値ですが，引き続き受診率の向上に取り組んでまいります。 

次に，12ページの地域医療グループの事業でございます。「1予防接種」でございますが，

予防接種には法律に基づき実施する定期接種と，市独自で実施する任意接種がございます。

昨年 10月からは高齢者用肺炎球菌と水疱瘡ワクチンが定期接種となりました。高齢者用肺

炎球菌ワクチンは，65歳から 5歳刻みの年齢の方が定期接種の対象となりますが，本市で

は平成 24 年度から 65 歳以上の方を対象として任意接種として始めておりまして，接種費

用の一部助成をおこなっております。なお，定期接種の対象でない方もほぼ同じ費用負担

で接種していただけるよう助成を行っています。また，水疱瘡ワクチンにつきましても，

平成 26年度において経過措置としまして未接種の方への助成をおこなっております。 

「2救急医療体制運営事業補助」でございますが，本市では救急患者の状態によりまして

一次救急，二次救急による医療体制をとっています。一次救急とは比較的軽症な方，二次

救急とは入院治療を必要とされる方，三次救急は重篤な患者の救急医療を対象としており，

津市の三重大学医学部附属病院や四日市市の県立総合医療センターでございます。一次，

二次の医療機関はそれぞれの救急医療体制を整備し，適正な医療サービスを提供するため

の補助金として交付しております。 

次に，「3 応急診療所事業」でございます。本市における一次救急の拠点として医師会を

始めとする関係機関の協力をいただき，休日の昼間，及び毎日の夜間の診療を行っており，

年間約 10,000人の患者の診療を行っております。 

次に 13 ページから 15 ページをご覧ください。各種予防接種ワクチンの接種実績でござ

います。本市の予防接種ワクチンの接種実績を相応にして申し上げますと，国が示す社会

的免疫を確保するために必要とする 85%の接種率を，鈴鹿市はクリアしているというのが

現状でございます。 
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最後に，16ページの管理グループの事業でございます。「2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。

市民の皆様に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，例年多くの方の参加をいただいております。本年度も 9 月 6 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】 

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。 

17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」でございますが，市民一

人ひとつのスポーツを目指して，市民の健康づくりの高揚や啓発に取り組むという中で，

市及び関係団体が行うイベントに出向きましてスポーツ都市宣言の制定の主旨やスポーツ

と健康の関連も含めて様々な啓発活動を行っています。 

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

よる健康相談や血圧の測定を実施しております。実績としましては 630人でございます。 

次に，「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

しております。ランナーの方の膝や腰などを痛めてみえる所の対応についてもこちらでさ

せていただいております。 実績としましては 7,483人でございます。 

「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 1,010人でございます。 

スポーツ課からは以上でございます。 

 

【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，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 1,482人で，平成 25年度 1,467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，実績としましては 621人で，平成 25年度 596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 14,026人，保健指導 229人です。 
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私からは以上です。  

 

 

【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手帳交付について，後期高齢者手帳があってもいいのではないでし

ょうか。 

 

【事務局】 

40 歳以上の市民の方に無償で健康手帳を交付しております。健康診査やがん検診の状況

といった御自身の健康記録をつけていただけるようになっています。昨年一月から定期接

種化されました高齢者用肺炎球菌ワクチンの接種にもこちらが必要となります。地区市民

センター，市役所，保健センターで交付しております。保健師，看護師が地域の公民館等

に健康教室に出向くときは持参するなど，様々な場面でＰＲをしております。 

 

【委員】 

すくすく広場の募集はどのようにしていますか。 

 

【事務局】 

 月に一回，20日号の広報と赤ちゃん訪問のときに募集しています。 

 

【委員】 

赤ちゃん訪問で，問題を抱えている方を発見して対応したというケースはありますか。 

 

【事務局】 

訪問率は 93%で，その中でお母さんが DV を受けている等のケースで関係機関と連携を

とったのが，年間 10～20件です。 

 

【委員】 

保育所に通っているお子さんには，どのような訪問をしているのでしょうか。 

 

【事務局】 

 兄弟がたくさんいるので訪問しなくてもよいという方もいらっしゃいます。そういった

方は時期を見てそれぞれの健診の現場で訪問を試みています。全ての家庭の訪問には至り
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ませんでしたが，全戸訪問に努めるように取り組んでまいります。 

 

【委員】 

夕方にも訪問を行っていますか。 

 

【事務局】 

原則は 17 時 15 分までですが，保育所が終わってからのほうがよいという方もいらっしゃ

いますので，そういった方には夕方の訪問も行っております。 

 

【議長】 

育児不安から来る乳幼児の虐待をいかに早期に発見，対応していくかが重要であります。 

面談拒否の裏に何か事情がないか等を勘ぐって訪問を続けていただきたいと思います。 

 

【委員】 

3 歳児健診の眼科検査が疎かにされているのではないかと保護者の方から訴えをいただ

きました。眼科は健診をするだけで，病院に受診してはどうかというアドバイスを受ける

ことがなく，問題が深刻になってからわかるケースが多いので，健診の中でもう少し丁寧

な対応ができないものだろうかという声があがっています。このことについて，健診の中

でどのように取り入れていくかを教えていただきたい。 

 

【事務局】 

 3歳児健診の眼科は 2ヶ月前に御自宅で検査表を使っての検査と問診をしていただき，当

日の健診を受けていただいておりますが，当日までに御自宅でできない方については，チ

ェックをかけるようにしています。なかなか検査に慣れないお子さんもみえますので，検

査の詳しい方法については，やり方を丁寧に説明した案内文書に載せるようにしています。

問診の中で気になる項目がひとつでもあれば別の受診日を御案内させていただくという形

になっております。 

 

【委員】 

保護者が御自分で気づいて相談をかけて紹介をするという形になるのですね。眼科の場

合はそれしか方法が無いのでしょうか。早期に問題を発見すると，かなり修正していただ

けるように思うのですが，斜視などでも大きくなってからではもとに戻すのは厳しいです

よね。弱視も早期に見つけると改善できると伺っています。保護者にどのように丁寧に対

応するかというのが大事になると思うのですが，お医者さんをいれても難しいでしょうか。 

 

【事務局】 
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 健診の日に眼科の先生にきていただくのは困難なので，ある程度の目安をお伝えしてお

母さんの方で判断していただくという形になっております。 

 

【委員】 

どこの市町でもそうしているのでしょうか。 

 

【事務所】 

 三歳児健診は県下統一でやっているのですが，鈴鹿のやり方はスタンダードな形での実

施になっています。視力検査や眼科の問診，保護者の方の心配などの結果により，対象の

方に２次スクリーニングの眼科医の健診を実施しています。 

 

【委員】 

 眼科の問題について，よく発見してくれるのは保育園の先生だそうです。日常の行動を

見ているとわかることが多いようです。健診のときだけではなく，保育所や幼稚園などに

向けて市から情報を発信するといいかもしれません。 

 

【議長】 

貴重なご意見ありがとうございます。 

 

【委員】 

 低体重児の健診について，普通のお子さんと同じように対応されるとお母さんにもお子

さんにも負担がかかってしまうと考えられますが，4ヶ月健診や 10ヶ月健診のときに市側

から事前に報告がもたれているかというところはいかがでしょうか。 

 

【事務局】 

低体重児のお子さんということで，2ヶ月早く生まれたら６ヶ月で４ヶ月健診を受けてい

ただくということで，年度の変わり目に周知をさせていただいております。 

 

【委員】 

非常にデリケートな問題ですので,丁寧な扱いをお願いしたいと思います。 

 

【委員】 

健康展について，今回は調査の方法が違って参加者数が大幅に増加しているということ

でしたが，目標値が 400 人であれば，目標値に沿ったデータを書いていただいて，カッコ

書きで延べ数として記載してもらうとありがたいです。 
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【議長】 

 就学前の 5歳児健診については，行政はどのようにとらえていますか。 

 

【事務局】 

5歳児健診につきましては，以前から市議会の方からも御質問や御要望をいただいており

まして，市長の公約の中にも 5歳児健診の取り組みというものが明らかにされております。

鈴鹿市にはどういった形がふさわしいのかといったことも含めまして，行政だけでなく，

関係機関の先生方にはお世話になることが多々あるかと思います。御助言，御指導をいた

だきながらまとめていきたいと思っておりますので，また御協力の程よろしくお願いいた

します。 

 

【委員】 

HPV（子宮頸がんワクチン）の接種を受けた方の鈴鹿市内での被害状況と，それに対し

てどのように対応しているのかを教えていただきたい。 

地域支援事業の介護関係で，交通機関の全く無い地域の高齢者は，公民館で行われる健

康講座になかなか行けないので，集会所などでも講座を開いてもらえないだろうかという

要望を市民の方からいただきました。たとえば高岡台などの坂道のアップダウンが多い地

域は，駅やバス停まで行くだけでも大変なので，2箇所ある集会所で開いてもらうと参加で

きるのですがという声を多くいただきます。ぜひ検討していただきたいと思います。 

 

【事務局】 

 子宮頸がんの予防ワクチンにつきまして，副反応報告として国にあがっているのが 6 名

です。その内 4名は特に問題がなく，2名の方が治療を行っています。その内 1名の方の治

療が終わっており，定期接種でしたので国の健康被害に進達してありまして結果待ちの状

態です。 

 

【委員】 

 国の定期接種であるので，被害が出たときは全て国に治療費などの責任をもってもらう

ということでよろしいでしょうか。 

 

【事務局】 

定期接種につきましては，国の方が認定した場合にどこまでを認めるかということにつ

いて併せて通知が参ります。その中で決められます。一般的には医療費として保険診療を

していただいた際の自己負担額の全額と，医療手当といいまして，何回医療機関に行った

かや入院日数に応じて手当てがつくというものです。また，定期接種になる前の費用助成

としまして市が独自に取り組んでおりました方につきましては，PMDA といいまして，独



11 
 

立行政法人 医薬品医療機器総合機構の対象になる方の医療費に関しましては，御家族の

方に扶助の要望があるか等を確認させていただいておりますが，治療費の扶助等の必要は

一切ありませんという御返事をいただいております。 

 

介護予防事業の地域での会場でございますが，公民館以外でも，集会所などの地域の方

が集まっていただく場所でありましたら，そういった場所にも出かけていきたいと思って

おります。公民館，地区社協も老人会の事業と併せて取り組んでおりますので，申請をし

ていただきたいと思います。 

 

【委員】 

 地域の方から要請があれば行くということで，保健センターの事業に組み込むことはな

いということですね。 

 

【事務局】 

はい。老人会の方から要望がありましたら，スケジュールを調整して行かせていただき

ます。 

 

【委員】 

わかりました。ありがとうございます。 

 

 

【議長】 

これからは，地区ごとの公民館や集会所での活動が重要視されてくると思います。介護

保険の変更で，要支援１，２が全て市町の支援事業になりました。そうなった場合に公民

館や集会所で様々なことをやっていくことになると想像しています。そのような事業の中

に健康教育などを組み込んでいけばよいと思います。 

 

【委員】 

健康寿命について取り上げてほしいです。資料の中に具体的な記載がないので，こちら

にも掲載してほしいです。 

 

【事務局】 

 高齢者福祉計画というものを作ってございます。その中で，高齢者全体に関わる施策を

取り入れたものを御案内させていただきます。 

 

【委員】 
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 高齢者の問題について，いくつかの大学が市へ介入して医療費の削減に成功したという

例がいくつもあります。そこを今我々も徹底調査しまして，昨年から市の方に一緒にやり

ませんかと呼びかけをさせていただいておりまして，近いうちに始めていきたいと思いま

す。体を動かすことと食事，心の問題ですが，近所でおしゃべりをするだけでもずいぶん

違います。ここ 10年くらい，高齢者をいかに元気にするかということについての医学的デ

ータがずいぶんしっかりしたものが出ておりまして，具体的に介入したところでは市の医

療費が何億も削減できています。医療費が減るというのは病院に行かなくていい人が増え

ているということで，単に病気でないということ以上に幸せなことなのです。そのことに

ついて現在，鈴鹿医療科学大学の体育と管理栄養士の先生を講師に，白子キャンパスと千

代崎キャンパスを中心にしばらくは学校まで来ていただける方を対象にして，元気に暮ら

していける方を増やしていこうということを考えています。 

 

【委員】 

 鈴鹿市には 33名の主任児童委員が小学校区ごとに活動しております。その中で赤ちゃん

訪問をさせていただいています。私は桜島や旭が丘を担当しているのですが，そこで赤ち

ゃん訪問をしたときによく聞く声が，「車の免許を持っていません」「車を持っていません」

「どうやって保健センターや市役所に行ったらいいですか」というものです。 

私の感覚では，鈴鹿市は自家用車ありきの都市の配置になっているのではないかと思い

ます。子育ての孤立感が取り上げられている中で，そういった問題も表れています。また，

在宅の 2～3歳のお子さんにもお会いする機会があります。二人目のお子さんの場合は，下

の子よりも上の子の話ばかりになってしまうという現状があるので，そのこともこれから

は保健センターに繋いでいきたいと思っています。 

 

【事務局】 

交通機関の問題については以前の会議でも御指摘いただいております。これについては

私どもだけで解決できる問題ではございませんが，こういった問題があがっているという

ことは行政の共通認識としてとらえていきたいと思います。 

 

【委員】 

 歯周病検診の受診率について，歯というのは比較的定期的に病院に通って検診を受けて

いる場合がありますよね。検診の資料が来たときにお医者さんに診てもらっているのだか

らわざわざ行く必要がないのではないかという思いで私は受けなかったのですが，こうい

う人のコメントをもらう方法もあるのではないかと思いますが，どうでしょうか。 

 

【委員】 

 実際にそういう方もいらっしゃいますが，用紙に記載事項がありますので，そちらを持
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ち込んでいただければ詳しく確認しております。 

 

【委員】 

成人保健グループの「健康増進法に基づく健康診査」については実績が横ばいだったと

いう報告を受けました。受診券を郵送し受診勧奨を行うということですが，同じ方法をと

って横ばいのままの可能性もありますが，実績向上にむかって来年度から努力する予定は

ありますか。 

 

【事務局】 

生活保護を受けてみえる方に関して，公的事業に取り組んでいるものでございます。病

気を治療してみえる方や，健康を害されている方もみえて，受診率を上げるというのは非

常に難しいところでございます。ただ，横ばいのままでよいということでもございません

ので，少しでも受診率を上げるために取り組む必要があると考えております。 

 

【委員】 

生活保護受給者であれば，比較的医療にかかっている方が多いですよね。保護課のケー

スワーカーと相談して，病院に行くときはこれも一緒に受けてもらうようにしたらどうで

しょうかと一声かけていただくとずいぶん違ってくると思うのですが，そういうことはし

ていないのでしょうか。 

 

【事務局】 

色々な方法を検討していきたいと思っております。 

 

【議長】 

 スポーツに関連して，何かご意見はありますか。  

 

【委員】 

スポーツ推進協議会から意見を述べさせていただきます。我々は今までジュニアや小学

生を対象に行事を進めて参りました。来年度からは，高齢者向けの活動をしていこうと考

えております。高齢者の方が何をしたいのかという意見を取り入れないと話が進まないの

で，今日の機会に老人会の方から御意見をいただきたいと思います。 

 

【委員】  

高齢者は，手足が動きにくい。その状態から，歩けるようになる，靴下を履けるように

する，掃除をできるようにするためにゆっくりと筋肉をつけていける運動を求めています。

激しい運動は嫌います。 
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【委員】  

県のスポーツ推進部から，高齢者の方の全体的な体力測定をしてほしいという要望もあ

がっていますので，各地区のスポーツ推進協議委員に連絡をいただけるとありがたいと思

います。 

 

【議長】 

 これから介護予防事業の中で，体操教室などの活動を大いにやっていただけたらと思い

ます。全地区一斉は困難ですが，モデル地区を作ってみてはどうでしょうか。 

 

【事務局】 

 スポーツクラブと提携している事業もございます。様々なタイアップの方法を考えてい

きたいと思います。 

 

【委員】 

 脳ドックの件で，当選しにくいという話をよく聞くのですが，受け入れ先のキャパシテ

ィーの問題か，予算の問題かどちらでしょうか。後者なら予算を増やしていただきたいと

思います。中には四回くらい応募しないと当選しないという方もいます。   

 

 

【事務局】 

 平成 26 年度の申込者数が，865 名でした。この内，該当から外れる方を除くと 755 名。

その内当選された方が 660名でした。実際の受診者は 621名でございました。そういった

状況がございまして，予算もその辺を見ながら編成をしております。3年に一度受けられる

ことになっておりますが，当選されるとその後 3 年間は応募資格がございませんが，申込

の中には去年受けられたような方もみえて，該当以外に当たる方もいらっしゃいます。 

 

【委員】 

 受診した方で，問題のあった方はどれくらいいますか。 

 

【事務局】 

 異常なしが 16.6%，心配なしが 48.8%，経過観察が 31.1%，再検査精密検査必要が 3.1%，

要医療が 0.3%，治療中が 0.2%という状況になっております。異常なしと心配なしを併せま

すと約 6割の方が問題なしということになります。 
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【議長】 

 ありがとうございます。時間が迫って参りましたので，最後に平成 27年度の健康づくり

新規事業，小児等在宅医療連携推進事業について説明していただきます。 

 

【事務局】 

 資料の 21~22 ページをご覧ください。小児等在宅医療連携推進事業といいます。先天性

の病気をもった重症の新生児は，呼吸器や循環機能の管理といった専門的な医療が 24時間

必要になることから，NICU といわれる医療機関で治療を受けています。医療が進むにつ

れて，在宅でこのような医療ケアを必要とされる子どもさんが増えています。鈴鹿市では

平成 25年度から国が進める小児等の在宅医療の多職種が連携して取り組もうというモデル

事業として平成 25，26年と二年間取り組んで参りまして，皆様にご協力いただいて連携す

る会議を立ち上げることができました。その組織図が最後の 22ページでございます。行政

だけではなく色々な職種の皆様にご協力いただきましてこのような枠組みができたという

状況でございます。まだまだ連携がしっかりできていないところもありまして，今年度，

保護者のニーズに応えられるよう，サービス，ニーズの情報発信をするために研究会議に

取り組んでいきたいというのが今年度の目標でございます。 

 

【議長】 

ありがとうございます。三重大学の小児科が音頭を取り，平成 25,26 年の 2 年間こういっ

た事業をやっております。高齢者に対しては地域包括在宅医療ケアシステムを立ち上げた

のと同じように，小児を対象として立ち上げたものです。高齢化と少子化対策の両方を併

行してこれからやっていかなければならないということで，様々な業種の皆様に御協力い

ただく必要があります。今後も続いていく継続事業でございます。介護者である御両親に

教育を施して在宅である程度できるようにしていくという取り組みになります。 

 

【委員】 

 実際に小学 5 年生から糖尿病になって，学校で注射を打たなくてはならないという事案

があるのですが，本人の心のケアなどを，ここで考えていただけるのであれば手厚く対応

していただきたいと思います。 

 

【事務局】 

 その他の事項に移らせていただきます。本日，鈴鹿医療科学大学の長村先生に資料をお

持ちいただきましたので，この内容についてご説明お願いします。 

 

【委員】 

 医療栄養学科を中心に，ときどき大学で市民公開講座をやっております。今年の 4 月か
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らの新しい食事摂取基準で，コレステロールをあまり気にしなくていいということになっ

たのですが，そういう意見をずっと前から言っておられた主たる先生のお一人で，決して

300 を超えているコレステロール値を放置しておけばいいというわけではなく，230~240

の値は下げる必要がないというのが，この先生の強く主張されているところです。話が大

変面白くて上手な方ですので，是非御参加ください。もうひとつは，ウェッジという出版

社の記者が私の講演を本にしたものの内容の一部を話させていただきます。それと，今年

の 4 月 1 日から施行されました機能性表示食品というものがございます。ノンアルコール

で中性脂肪がつかないというコマーシャルも出始めておりますが,これらの問題を食との関

係でどう見ていくか，これを薬の代わりと捉える人が出るのが一番危険なのです。健康食

品の誤った使い方をしてはいけないという話をさせていただきます。御本人でなくても，

御近所の方お誘いいただけたらありがたいです。 

 

【事務局】 

様々な貴重な御意見ありがとうございました。今後の健康づくり施策に取り込ませてい

ただきたいと思います。それでは最後に保健福祉部長松井より御挨拶を申し上げます。 

 

【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。 

 

 


