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平成 27年度第 2回鈴鹿市健康づくり推進協議会 議事録（要旨） 

 

1. 日時 平成 28年 2月 1日（月） 13時 15分～14時 45分 

 

2. 場所 鈴鹿市保健センター 2階 健康教育室 

 

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・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。 

 1月 30日には，鈴鹿市の計画周知イベントをさせていただきまして，皆様には御協力い

ただき，ありがとうございました。 
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さて，本市では平成 28 年 4 月から総合計画２０２３をスタートさせることを目指して，

昨年の 12月の市議会で基本構想を議決いたしまして，基本計画，人口計画等を準備させて

いただいているところです。そのなかでは，「みんなでつくり育み成長しみんなに愛され選

ばれるまち すずか」を目標として色々な計画を作らせていただいているわけですが，そ

のなかでも，今日これから御議論いただきます健康づくりにつきましても，非常に重要な

テーマのひとつと考えて進めさせていただいております。鈴鹿市を市民の方々から愛され

て選ばれる街にするためには誰もが安心して健康で過ごしていける街づくりが重要かと思

っております。 

 がん検診や，乳幼児の健診，育児相談，予防接種や救急医療などのさまざまな健康づく

りの施策を進めていく必要があると考えております。また，昨年度，委員の皆様方の御意

見を頂戴し中間評価を行いました鈴鹿市の健康づくり計画の中でも平成 30年までの計画期

間のなかで「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 輝い

て」というキャッチフレーズのもと，生涯を通じた健康づくりができるよう，これからも

施策を進めて参ります。 

 本日は，平成２７年度の健康づくり事業の中間報告ということで，具体的にどのような

ことに取り組んでいるか御紹介させていただきますので，忌憚のない御意見を賜ればあり

がたいと思います。本日の会議が，本市の健康づくりにつきまして，有意義なものとして

いただけることを祈念いたしまして，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】  

副市長，ありがとうございました。 続きまして，会長からの御挨拶を頂戴いたしたいと

存じます。西城先生よろしくお願いいたします。 

 

【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，平均寿命についてですが，平成 26 年度の平均寿命については，男性が 80.5 歳，

女性が 86.8歳となり，だんだんと延びてきているわけですが，一番肝心なことは，いかに

健康寿命を延ばして，平均寿命との差をなくすかということだと思います。現在，健康寿

命は，男性が 71.1歳，女性が 75.6歳ということで，男性で 9歳，女性で 11歳の差があり

ます。厚生労働省も，「健康日本２１」において平均寿命と健康寿命の差をなくすことを目

標に掲げております。高齢になっても，社会生活を営むための機能を可能な限り維持する

ことが重要でございまして，ロコモーティブ・シンドローム，すなわち運動器症候群や認

知機能の低下を防ぐことが健康寿命を延ばすために非常に重要になってきます。鈴鹿市医
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師会においても，まずはかかりつけ医をもってもらい，十分自分の体を知っていただくこ

とが重要とお伝えしております。住み慣れた地域で健やかに生活していただけるように，

鈴鹿市医師会は生活習慣病の早期の診断，治療を掲げて検診事業をやっておりまして，積

極的に取り組んでおります。健康寿命を延ばすためには医療サービスだけではなく，行政

が各職種と連携をとり，市民のニーズを見据えた健康づくり施策を展開していくことが非

常に重要でございます。本協議会は，市民生活に密着したあらゆる年代の健康づくり施策

に関し調査・審議を行う場でございます。本日は，今年度の健康づくり事業の中間実績に

ついて事務局から報告がございますので，皆様からの御意見を頂戴したいと思っておりま

す。そして事務局は，御意見を今後の施策に生かしていただきたいと思います。 

 ただいま副市長から，２８年度からの新しい総合計画が発進するとのお話がありました

が，委員の皆様には市民一人ひとりの健康寿命を延ばし，未来を担う世代の健康づくりに

ついて活発な御審議をいただくことをお願い申し上げまして，簡単ではございますが私の

挨拶とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 

 

【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。  

 

【議長】  

議長をさせていただきます。それでは，平成 27年度の健康づくり事業施策実施状況の中

間報告について資料に沿って事務局から順次報告をしていただきます。よろしくお願いし

ます。 

 

【事務局】 

健康づくり課より平成 27年度の事業中間実施状況の説明をさせていただきます。 

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すが，資料の訂正をお願い致

します。「1歯科健診・相談」でございますが，実施時期が平成 26年となっております。正

しくは平成 27年でございます。申し訳ございません。 

「2母子健康手帳の交付」でございますが，平成 27年 11月末現在の交付数は，1,150冊
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で，うち再交付数は，27冊でございます。平成 26年度の同じ時期の交付数 1,260冊と比べ，

110冊，約 9％の減少となっております。なお，本市の年間の出生数につきましては，過去

三年間は概ね 1,700 名前後，一月あたり 140 人前後という推移をしている状況でございま

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 27年 11月末現在の延べ件数は 228件でございます。 

次に，2ページをご覧ください。「8すくすくファミリー教室（むし歯予防コース）」でご

ざいます。むし歯予防に関する正しい知識の普及を図ることを目的とし，保健センターに

おいて歯科衛生士による指導や栄養士による食生活についての教育を実施しております。

平成 27年に三重県が公表しました「三重の歯科保健」情報によりますと，平成 26年度の 3

歳児健診における，う触有病者率は，16.2%で，三重県平均の 18.4%を下回っており，過去

3年間においても減少しており，幼児に対する歯科口腔衛生事業の取り組み効果の現れであ

ると考えております。 

続きまして，「11すくすく広場」をご覧ください。こちらは，育児不安の軽減及び，育児

支援を目的とし，毎月 1 回，保健センターにおいて開催しており，延べ 991 人の方が来場

されました。 

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，平成 27年度は，11月末現在 1,064人の世帯を訪問し

ました。訪問員別には，主任児童委員が 542人で全体の約 51％，保健師が 297人で 28％，

助産師が 146人で 14％，看護師が 79人で 7％でございました。 

次に，4ページをご覧ください。「24小児等在宅医療連携推進事業」でございます。この

事業は，早産児や低出生体重児，何らかの疾患のある新生児を集中的に管理・治療する医

療機関の新生児集中治療室で長期の療養を必要とする児が，在宅で必要な医療・福祉サー

ビスを利用し，地域で安心して暮らすことができるよう，福祉や教育など様々な関係機関

が連携し，支える体制を構築することを目的とした事業です。平成 27年の調査では，本市

において医療的ケアが必要な在宅児は，11人の状況です。 

次に，5ページをご覧ください。平成 22 年度から平成 27 年 11 月 30 日までの母子保健グ

ループの事業実績でございます。１の(3)健康フェアの来場者が，26 年度から増えています

のは，25 年度までは，カウント方法を各ブースの中で最も多かった数値としていましたが，

26 年度からは各ブースの合計としたことによるものです。 

次に，６ページをご覧ください。母子保健法に基づく，各種健診の実施状況でございま

す。本市の出生数は，平成 22 年度が 1,828 人，平成 26 年度が 1,761 人，と過去 5 年間で

約 4％減少しておりますが，各事業とも妊産婦の発育チェックや，子どもの健全な発育，子
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育て支援のための重要な事業として，位置づけられるものです。 

 次に，成人保健グループの事業でございます。 

７ページの「１健康教育」でございますが，生活習慣病を予防するための健康教育・相談

や，専門医による市民健康相談の他，高齢者の方への介護予防に関する講話や相談を地区

の公民館や，社会福祉協議会及び，老人会の事業を通じて実施しており，平成 27 年度は，

90回開催し，延べ 4,321名の参加をいただきました。 

7ページ 「2自殺対策」でございますが，自殺予防対策として，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ための取り組みを実施して

おり，平成 27年度におきまして，啓発事業や養成講座を 5回開催し，延べ，1,302名の参

加をいただきました。内閣府が公表します，本市における平成 26年の自殺者は，31名でご

ざいまして，平成 25年の 47名から減少しています。なお，最新の数値ですが，平成 27年

の 1月から 11月までで，30名です。平成 26年の同時期は 29名でございました。 

引き続き，自殺対策に取り組んで参りますが，自殺に至る背景は，雇用問題，健康問題，

経済的問題など要因が複雑であるため，各種団体との連携が必要となると考えております。 

また，平成 27 年 10 月から，保健センターの１室を相談場所として確保し，ボランティア

の方がストレスや悩みをもつ方への傾聴カフェとして，予約制にて相談をお受けしていま

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 27年度は，9回の開催で，1,078人の参加と 8人の個別相談を実施しました。講話の

テーマは，がん予防から認知症予防，更年期障害，こころの健康対処法など多様なテーマ

となっており，毎回，多くの方の参加をいただいております。 

次に，８ページから９ページの各種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，受診率がございますが，平成 26 年度と比べ，

全てのがん検診で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現

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，平成 26年度から 40

歳から 60歳までの 5歳きざみの方を対象に胃がん検診と胃がんにかかるリスクを評価しま

す ABC 検診をセットで受診できる無料クーポン事業を導入しました。ABC 検診とは，血

液検査により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，将来にわたり胃

がんにかかり易い状態にあるか判定するもので，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。なお，ABC検診の受診率につきまして，資料の 4.7%という数字は平成

27年 10月末のものでございまして，最新のものは 6.1%となっております。受診者数は 657

人となっているところが 849人となります。対象者数につきましても 14,055人のところが

13,898人となります。申し訳ございませんが，資料の訂正をよろしくお願いいたします。 

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
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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，受診率につきまして，現

在の受診率は 6.4%となっておりますが，平成 26 年度の実績としましては 12.6%でござい

ます。一定の数値で推移している状況でございます。（39分） 

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。受診率の目標値としまして，みえ県民力ビジョン，国のがん対策推進

基本計画で示す数値を目標に取り組んでおります。 

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。

平成 26 年 10 月からは国の制度が変わり，肺炎予防のための予防接種である高齢者用肺炎

球菌ワクチンと，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。なお，本市の救急搬送における市内での搬送率は約 90%

を達成しておりまして，概ね救急医療体制が安定的に機能している状況と考えるところで

ございます。 

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，

歯科医師会，薬剤師会の協力をいただき，休日の昼間及び毎日の夜間の診療を行っており，

過去 3年の患者数は，平均して年間約 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。平成 25年 4月 1日から定期接種となりました子宮頸がん予防（HPV）

予防接種は，平成 25年 6月 14日付，厚生労働省から「子宮頸がん予防ワクチンの接種を
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積極的に勧めないよう」通知を受け，現在も積極的な接種勧奨を差し控えている状況でご

ざいます。 

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

関係団体の皆様のご協力をいただき鈴鹿ハンターにおいて開催し，1,199人の方が御来場さ

れました。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。  

17ページをご覧ください。こちらは平成 27年 12月末現在のもので，平成 27年度のも

のについては 11月末終了時点での数値を載せております。 

18ページをご覧ください。各ドック等の内容でございます。「1人間ドック事業」でござ

いますが，こちらは循環器疾患予防，早期発見，早期治療を目的に実施しております。実

績は 1,212 人でございましたが，応募者数が 1,600 人でございました。そのうち人間ドッ

クの対象になる方を決定させていただきまして，1,483人の方に受診券を送付させていただ

きまして，1,212人の方が 12月末現在受診をされているという状況でございます。人間ド

ックについては 11月末で事業が終わっておりますので，あとは診療所の方からこちらへ精

算でくるのを待っている状況でございます。 

「2 脳ドック」につきましては，脳疾患予防，早期発見，早期治療を目的に行っており

ます。実績は 12月末現在 374人でございます。受診券は，700枚送っておりまして，受診

された方の請求書の数がこれから増えていくという形になっております。これは 3 月末ま

でが実施期間となっております。 

「3 特定健康診査・保健指導」につきましては，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実施しております。実績としては，特定健康診査を

受けた方が 11,107 人，そのうち保健指導を終えられた方は 40 人ということになっており

ます。この事業も 11月末で終了しておりまして，6月末に，約 30,000人の方に受診券を送

付しているという状況でございます。 

以上が保険年金課の健康づくり事業でございます。  

 

 

【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。 

19ページをご覧ください。1番から 4番までの事業を実施しております。「4 ウォーク大

会における「健康相談」コーナー」につきましては，実施時期が平成 28年 3月 12日，13
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日ですので，この部分については見込みの人数を載せさせていただいております。 

「1 鈴鹿いきいきスポーツ都市宣言」につきましては，市主催のイベントの中で健康づ

くりの啓発も含めて，市民の方にお伝えさせていただいております。こちらも，1～3 月の

数字は入っておりませんので，12月 31日現在ということになっております。 

2番と 4番の「健康相談コーナー」では，健康づくり課派遣の保健師にも出ていただき，

血圧測定や健康相談を行っているという状況です。 

3 番のシティマラソンにつきましては，「医科学相談コーナー」という形で，鈴鹿市体育

協会の医科学委員会及び市内の医療機関，特に鈴鹿回生病院の関係のスポーツドクターも

含めて参加していただきまして，ランナーの方の相談に対応させていただいているのが現

状でございます。 

次に,20ページでございます。市民参加型スポーツ大会の実績を年度別に表しております。

グラウンドゴルフ，ウォーク大会につきましては，血圧測定を実施しておりますので，ほ

とんどの方が参加していると聞いております。シティマラソンにつきましては，人数が多

い関係で何名の方が実際相談に来ていただいているかの実績は取っておりませんが，多く

の方がそのコーナーに来ていただいているということは把握しております。 

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，御質問や御意見はありませんか。 

 

【委員】 

 がん検診について，県や国と比較すると，鈴鹿市はどのような傾向なのでしょうか。受

診率が一桁のものも相当あるのですが。 

 

【事務局】 

三重県が公表している各市町のがん検診の受診率がございます。県全体の平均と比べる

こともしております。がん検診の中で，国が進める無料クーポン事業，乳がん，子宮がん，

大腸がんの 3 つの検診の受診率は，三重県平均と比べると鈴鹿市は下回っております。た

だし，それ以外の胃がん，肺がん，前立腺がんにつきましては県平均を上回っております。

数値につきましては確認します。鈴鹿市の胃がん検診につきましては，胃カメラをされる

方が非常に多いです。国の統計では，バリウムでの受診の数値を用いているので，胃カメ

ラを入れると数値は高くなります。国も，胃カメラを推奨することになりましたので，今

後，鈴鹿市のがん検診の受診率は上がってくるものと考えております。 

 

【議長】 

ありがとうございました。 
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【委員】 

健康寿命について，全国的に見て健康寿命が長い都市はどこでしょうか。 

 

【事務局】 

他の都市の先進的なものにつきましては，この場では事例を持ち合わせておりませんの

で，改めて確認して，報告をさせていただきます。 

 

【委員】 

 社会福祉協議会からでございますが，療育センターを運営させていただいております。

最近，利用していただく方が増えておりまして，身体の不安定なお子様が月平均 125 名，

情緒の不安定な方が月平均 442 名ということで，昨年度と比べますと約 1 割増えておりま

す。先ほど報告いただきました母子保健グループの「13 ことばの相談」「14 こども発達相

談」の回数を増やしていただいておりますので，そこでチェックされた方が療育センター

へいらっしゃるというケースも増えているのではないかと思っております。そういう状況

でございますので，報告だけさせていただきたいと思います。 

 

【事務局】 

 健康づくり課では，母子保健法に基づきまして，1歳 6か月児健康診査と 3歳児健康診査

をそれぞれ月に 2回ずつ，年間トータルで 48回実施しております。その中で発達に心配が

あるお子様につきましては，親子教室という形でそのお母さんと子どもさんに改めて保健

センターに来ていただいて，必要な支援をさせていただいております。その内容としまし

ては，子ども家庭支援課と連携をとり，情報を細かく繋いで必要なサービスに繋げており

ます。途切れのない発達支援ということで連携をしてやっているところでございます。 

 

【議長】 

 ありがとうございます。５歳児健診のことを紹介していただけますか。 

 

【事務局】 

 ５歳児健診につきまして，４歳から５歳になる年中の年齢のお子様に，その段階で発達

のチェックを入れさせていただきます。県の医師会が作成したマニュアルを使いながら，

保育園や幼稚園に行ってみえるお子様，また，在宅でおみえになるお子様の発達のチェッ

クをさせていただきます。小学校に上がってから集団行動ができないことで授業崩壊につ

ながっていくことをできるだけなくすために，早い段階でチェックをして支援していくと

いう取り組みを，平成 28年度から，医師会の先生方の御協力をいただきながら進めていき

たいと考えております。 
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【議長】 

 今までは，就学時健診で発達障害を見つけるという形でしたが，４～５歳のときに健診

をやって，いち早く発達障害を見つけ出し，適正な支援を行うという取り組みを，新しく

平成 28年度からやっていくということでございます。 

 

【委員】 

母子健康手帳の交付事業の所で，毎年の出生人数は 1,700 人前後ということでしたが，

母子健康手帳の交付枚数が少ない気がします。他県でもらってきているのか，市が交付す

る枚数が少ないのか，どのような状況でしょうか。 

 

【事務局】 

 この 1,150冊という数字は，11月末現在の数値でございます。鈴鹿市では年間 1,700人

ほどの方が出生されます。一月に 150 人くらいの方が平均して出生されております。年度

の途中なので，少なくなっているという状況でございます。母子健康手帳をお渡しすると

きに，14 回分の妊婦健診の受診券もお渡ししておりますし，県外で受診された場合も償還

払いで市から助成をさせていただくようになっておりますので，そこが漏れていくという

ことはございません。 

 

【委員】 

 途中経過なので数が少ないという考え方で良いということですね。 

 

【事務局】 

 はい。 

 

【委員】 

 引き続き，母子保健のことでお尋ねします。世間では虐待などが問題になっております

が，資料の５ページの「３ 出産前後小児保健指導」について，母子健康手帳交付時に，

問診表などでハイリスク妊婦をセレクトして，その方々に出産前から関わるという非常に

有効な事業だと思うのですが，目標値が 30人という風になっております。例年の実績を見

てみると非常に少なくなっています。どのような基準で 30人という目標値を置いているの

か，それに対して例年の実績が一桁台というのはどういう状況なのかという点を教えてい

ただきたいです。それから，「9 母子保健推進事業」というのは具体的にはどういうものな

のか教えていただきたい。また，目標値の置き方について，市民に呼びかけて来てくださ

る方の数を目標値としている「7 すくすくファミリー教室」などの事業と，こちらから訪

問をする「3 出産前後小児保健指導」などの事業では，目標値の意味合いが違うのではな
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いかと思うのですが，どのようにして決めているのでしょうか。 

 

【事務局】 

 まず，5ページの「3 出産前後小児保健指導」につきましては，産科の先生から小児科の

先生を紹介して，育児不安などを軽減することを目的としている事業ですが，件数が増え

てきていないというのが現状でございます。1件あたりの時間が長くかかり，なかなか忙し

い中でその時間を確保できていないという現状もお聞きしております。育児不安のある方

や，妊婦の方にとっては必要な事業ということで，毎年行っております健診後の勉強会で，

いかに伸ばしていくかということで，議論の場には上げさせていただいておりますが，数

字的には少ないというのは事実でございます。目標につきましては，妊婦健診をするとき

に，アンケートをとった中で，これくらいの方の件数が上がってきてほしいという期待の

意味も込めまして 30人という数字を置かせていただいておりますが，なかなかここでの数

字は上がってきておりません。また，ここに上がってきていないところについて，「4 新

生児母性訪問指導」ということで，助産師が必要に応じて生後 28日以内のお子様をお持ち

の方の母体のケアやお子様のケアのために訪問をする事業については，相応の数字が上が

ってきておりますので，こちらのほうも連携した形で伸ばしていきたいと思っております。

目標の 30人に対して少ない状況となっておりますが，これくらいに伸びていくのが望まし

いということで見ております。それから，目標値の置き方については，御指摘の通り，こ

ちらから積極的に働きかけていくものもあったり，そうでないものもあります。実績を見

ながらその数字を置いていくものもありますので，そのあたりの数字の置き方につきまし

ては今後また考えていく必要があると思いますが，国と県の事業にもたれていくものもあ

れば，ある程度の実績を見ながら置いていくといった状況でございます。 

 

【事務局】 

「9 母子保健推進事業」につきましては，33 人の主任児童委員に「母子保健推進委員」と

して 1 年間お願いしております。すくすく広場での受付等の支援や，子育てサロンの活動

の実績報告，1歳 6か月児健診での未受診者訪問，また，地域のサロンで気になる保護者の

方がいらっしゃったらこちらの方に連絡していただいている数を年度初めに計上させてい

ただいているのが，こちらの資料の数字となっております。 

 

【委員】 

 目標値の 6,000人～8,000人というのは，母子保健推進委員が関わった数字ということで

しょうか。 

 

【事務局】 

はい。 
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【委員】 

 主任児童委員としては，普段は学校関係とのつながりを持つなどをさせていただいてお

ります。その他に母子保健推進事業ということで，最初に行ったのは各地区で外に出にく

い子育てをしているお母さんのためのサークルを作るということでした。その後，すくす

く広場がありましたので毎月 12～13人の主任児童委員が出て，受付や案内などをさせてい

ただいております。その他に，1歳半のお子さんを受診させない御家庭へ個別訪問などをし

ました。外国籍の方は，土日の夜しか家にいないというケースもあり，そういう所も回ら

せていただいているのですが，ここ2～3年は非常に少なくなって，受診率を見てみても90%

台になっております。私が回っているときに困るのが，「保健センターで受診をしてくださ

いね」とご案内したときに，「車がない」「どうやって行けばいいですか」「日曜日は開いて

いますか」といった声をいただいたときに説明に困るというものがありました。 

 その他には，先ほど議題に上がりました療育センターに非常に多くの方が参加している

というお話につきまして，今，主任児童委員の役員の方で相談をしている最中でございま

すが，すくすく広場のときに，待っているお子さんの子守を保健センター二階の部屋でさ

せていただけるのではないかと話し合っています。主任児童委員とは別枠でやっているこ

とも全部つながっていて，赤ちゃん訪問に行かせていただいた場合も，担当の保健師に報

告をさせていただいています。訪問に行ったときには，泣いてしまうお母さんもいます。

そういう場合は保健師に折り返しの電話をしてもらったり，改めて訪問をお願いすること

もあります。すくすく広場でお手伝いをするときは，たくさんのお母さんにお会いできる

ので，大変効果があるものだと思っています。サークルの方では，赤ちゃん訪問に行った

ときに「上の子が心配です」というお母さんには「2～3 歳のお子さんも連れてきてくださ

いね」とお誘いをして，保健師と連携する努力をしています。 

 

【委員】 

 母子保健推進事業に関して，「17 1歳 6か月児健康診査」「18 3歳児健康診査」の受診

率がそれぞれ 95.9%，95.4%と非常に高く事業が進んでいるということは分かったのですが，

受診率が高いということはその現場がすごく混雑している可能性もあるということなので，

事業が円滑に行われるように，いかに現場の環境を整えていくかということを行政として

取り組んでいただきたいと思いました。 

 また，がん検診の受診率について，来られない方の理由等の調査を行うと，少しでも改

善されて受診率が上がるのではないかと思いますので，是非一度徹底的に調査を行ってい

ただきたいと思います。 

 

【議長】 

 ありがとうございます。数字を見て，いかに受診率を上げていくかということですが，
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行政の方からはいかがでしょうか。 

 

【事務局】 

 がん検診の受診率につきまして，鈴鹿市は県平均を下回っているところもありますが，

受診される年代は，できるだけ若い方から受けていただきたいと考えています。そのため

にどうすればいいのかということで，例えば若い方の受診にかかる自己負担金を下げるな

どのことに来年度以降取り組んでいきたいと考えています。 

 日曜日に保健センターでがん検診を行ったり，インターネットで 24時間申し込みの受付

を可能にしたりして，受診率の向上に努めているところでもあります。 

 母子保健の関係ですが，発達に心配のあるお子様が親子教室に参加していくためにはど

うすればよいかということで，事前に保健師が電話で親子教室の内容を詳しく説明をする

ことによって，親子教室の参加者は平成 26年度に比べると，平成 27年度は 10%くらい増

えているという状況です。アンケートをとってニーズを把握することによって環境の整備

に努めていきたいと思っております。 

 

【議長】 

 特定健診・特定保健指導について，特定健診の方はある程度受診率が上がってきており

ますが，その結果から動機付け，積極的支援，いわゆる特定保健指導の受診率は数%にとど

まっています。この受診率をいかに上げるかが問題になっています。対象の方の話を聞い

てみると，「昨年も話を聞いたから今年はもういいわ」という方もいらっしゃいますが，本

当はそれではいけません。頭が痛くなる，熱が出るなどの症状が出れば受診する気にもな

るのでしょうが，糖尿病等は症状がなかなか出ません。過去 3 年間のデータを見ても同じ

ような傾向にあります。そのような方たちをいかに正しい方向に向けていくかということ

に頭を悩ませています。会社の産業医活動でも同じような状況です。健診の重要性をなか

なかわかってもらえないというのが現状です。 

 その他に御意見はございますか。 

 

【委員】 

 全戸訪問に関して，一度関わりをもった方々とずっと連絡を繋げていくことが必要だと

思います。鈴鹿市の子ども家庭支援課を見ていると，困難を抱えたお子様の相談件数が非

常に多いです。乳児のときに一度訪問をしたきりでは，なかなか繋がっていかないとおも

います。すくすく広場などの教室に自分から参加される方はあまり心配ないですが，そこ

に至らない方々に対する支援をどうするか，今の赤ちゃん訪問をもう少し違う角度から継

続できないかということをいつも思っています。 

 小学校に入ってから子どもさんを軌道修正するのは大変困難な部分もあるので，就学前

に教室に参加して親子関係をきちんと作るなどの手立てを検討していただけるとありがた
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いと思います。 

 もうひとつは，介護予防事業で高齢者の健康寿命を延ばすために色々な施策をやられて

いますが，公民館単位では行ってらっしゃいますが，公民館へも行けない高齢者の方もい

らっしゃいます。地域の集会場単位まで広げることができればもう少したくさんの方が参

加できるかと思います。高岡の杜の郷を訪問していたときに，ご年配の方から「一宮の公

民館までは，山を下って行かなくてはいけないので，とても行くことができない。二つあ

る集会場まで来てくれたら行きたい」という声をいただいたので，地域の特性もふまえた

考え方をもっていただきたいと思います。 

 もう一点，私が議会活動の中で提案しているのが，保健推進委員制度を鈴鹿市でも作る

べきではないかということですが，なかなか実現するところまでいっておりません。お子

さんの方では，児童民生委員をふくめてフォローする体制が作られているので健診も増え

てきていますね。成人の検診を進めるという意味でも，地域別の保健推進委員制度を導入

してはどうかと思います。長野ではすでに定着しているので，鈴鹿市でもそういったとこ

ろから学んで取り入れることはできないかとこの場でも皆さんに考えていただきたいと思

います。 

 

【事務局】 

 乳児家庭全戸訪問事業に関しては，発達支援というところからいきますと，市内では保

育所や幼稚園などにかなりの方が在園されています。園の先生方も色々な発達支援・相談

をしてみえます。その中で，集団行動に適応が難しいなどの情報の共有を連携しながらや

っている状況でございます。在宅のお子様もおみえになりますので，そのあたりもまた相

談させていただきたいと考えております。 

 介護予防事業についてですが，資料には公民館と記載がありますが，基本的には地域の

集会場でもご要望がありましたらその場所を一緒に見せていただいて可能であればやらせ

ていただいている状況でございますので，地域の老人会長さんや自治会長さんから要望を

いただきましたらそこへ行かせていただきます。 

 保健推進委員制度について，他県ではそのような制度を導入しているところもあろうか

と思います。本市の成人の方の健康を増進するための検診を勧めるとか，予防接種を勧め

るとか，行政に変わってきめ細やかに進めるサポーターの役割を果たす方々を指すものと

思っております。本市ががん検診等の健康増進事業を進めていく上で必要な取り組みを考

えていきます。 

 

【委員】 

 主任児童委員として中心になってやっているサークルは，市内には公表せず，地域のた

めだけのサークルということで規模は小さいのですが，歩いてこられるような場所をお借

りして民生委員と一緒にお子さんを見守っているという状況です。友達がいれば地区外か
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らも来てもらって広がることもあるのですが，それが赤ちゃん訪問をしたところから各地

区増えてきているので，居場所という形でも話はさせてもらうことはできるかなと思って

います。赤ちゃん訪問をした際は，上のお子さんの相談の方が多いときがあります。それ

は保健師にも連絡をして，学校関係であれば学校の方にも連絡をとって取り組んでいます。 

 

【委員】 

 今後のことについて，提案をさせていただきます。鈴鹿医療科学大学で，毎年大学祭を

やっております。昨年アンケートを取った中で人気があるのは各学科がやっている色々な

発表会や，医師法に反しない範囲で行う無料の検査などです。市民の方をたくさん集める

という意味では，大学祭と市の健康フェアなどのイベントを同時開催させていただいたら

どうかと思っています。今，学生指導委員会で検討しているので，提案をさせていただき

ます。アンケートを取って多かった声が，「健康についていろいろ勉強ができてよかった」

というものでしたので，学校側と行政側のどちらにとっても良いのではないかと思います。

今年の鈴鹿医療科学大学の大学祭は 11月にあるのですが，協働的に健康づくり課とやるこ

とを考えてみてもいいのではないかと思います。 

 

【議長】 

 ありがとうございます。良い提案であると思います。健康づくりに関わるイベントをや

ることは良いことだと思うので，行政で前向きに検討していただきたいと思います。 

 

【委員】 

 県と市の健康づくりを見ていると，この健康づくり推進協議会と，それから私自身食育

に興味をもって研究しているものですから，気になっているのですが，今，県は第三次の

食育推進計画を立てて意見を募集しているところですが，健康づくりは子どものときの食

育の環境が非常に重要な訳ですが，県と市の食育の事業がみんなばらばらに進んでいるよ

うに思います。スタートが同じであれば，ある程度連携が取りやすくなるのではないかと

思います。横のつながりがあると，もう少し鈴鹿市としてみんなが共有して健康づくり施

策が一本立てして前向きに進んでいくのではないかと思います。今度，県の食育推進委員

会に行くのですが，「鈴鹿市はどうですか」と聞かれても，この健康づくり推進協議会以外

のことはあまり詳しく話すことができないという状況です。横のつながりを持った会議や

組織の仕組みがあると嬉しいかなと思います。 

 

【委員】 

 保健所の事業で，鈴鹿医療科学大学と連携できるところはやっています。例えば，精神

保健について福祉学科の先生と学生さんと一緒に，障がいを持つ人が地域で暮らせるよう

な仕組みをどのようにつくっていくかなどを話し合ったりしています。健康づくりは行政
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だけではとても難しく，学官共同で進めていく必要があります。また，民生委員や児童委

員，健康推進委員などの地区のリーダー的な存在の方を中心に進めているところもありま

す。いなべ市の元気クラブなどはその形でやっていますね。地区ごとにリーダーになって

いただく方を中心にやっていかないと健康づくりは長続きしません。 

 鈴鹿医療科学大学が鈴鹿市にあるということは健康づくりに関して非常に大きなメリッ

トだと思います。是非活用していただきたいと思います。地域包括ケアや在宅医療を進め

ていくにあたり，市民の意識を高めるために市民公開講座を開いていくことが必要だと思

います。大学の役割は非常に重要なので，行政には積極的に連携を取っていっていただき

たいです。 

 

【委員】 

 鈴鹿医療科学大学では，世界的に活躍している教員もいます。今から 5～6年前と比較す

ると，医療に関するあらゆる分野に対応できるスタッフが，教員，大学院生も含めて相当

しっかりしております。学長，理事長も，「地域に役立つ大学にしよう」ということを言っ

ているので，色々なことで協力ができると思います。大学祭のときに，ブースを差し上げ

ることもできます。ここにお見えの方は，地区の団体の代表をしていらっしゃいますので，

周りの方を誘っていただくと大学祭がにぎやかになると思います。それなりの予算を割い

ておりますので，ブースを出していただくことにお金はかからないという形をとらせてい

ただきます。鈴鹿市の健康フェア的な要素をもたせてもいいだろうと思っています。よろ

しくお願いします。 

 

【議長】 

 ありがとうございます。是非ともこの話は行政とともに進めていきたいと個人的にも思

います。そして，2月 6日に鈴鹿医療科学大学の白子キャンパスで吉田一生先生の講演会が

14時 30 分から開かれます。御参加の程，よろしくお願いします。 

 長時間に渡り，御意見，御提案いただきましてありがとうございました。 

 

【事務局】 

 西城議長，どうもありがとうございました。委員の皆様からも活発な御意見をいただき

まして誠にありがとうございました。 

 それでは，最後に保健福祉部長 松井から御挨拶申し上げます。 

 

【部長挨拶】  

 皆様，御苦労様でございました。本日はご多忙の中，様々な健康づくり施策に関する御

意見，御提案を賜りまして，誠にありがとうございました。特に最後に長村先生からいた

だきました御提案につきましては，改めて関係者と調整を致しまして，返答して参りたい
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と思っております。このような貴重な御意見を参考に，引き続き関係機関の皆様，それか

ら庁内の各関係部署と連携を図りまして，市民一人ひとりの健康増進に取り組んで参りた

いと思っております。冒頭に亀井副市長から申し上げました通り，本年 4 月から鈴鹿市の

新しい総合計画がスタートします。この計画に沿って，機構の方も若干変わります。新し

い組織で職員一丸となり総力を上げて健康づくりと地域の街づくり等にも取り組んで参り

たいと思っております。委員の皆様におかれましては，今後とも御指導，御鞭撻を賜りま

すようお願い申し上げます。本日はお寒い中，ありがとうございました。今後ともよろし

くお願いいたします。 

 

【事務局】 

 ありがとうございました。これをもちまして，平成 27年度第 2回健康づくり推進協議会

を終了させていただきます。本日は誠にありがとうございました。 

  


