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平成 28年度第 1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 7月 12日（火） 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・後藤 光雄・亀井 秀樹・中山 治・西城 英郎・濵田 正行・ 

 

北川 弘二・藤本 修嗣・久保田 加寿美・山口 善之・杉本 直哉・桑原 久代・ 

 

南条 和治・出口 幸一・益川 勝・吉田 詮子・林 和枝・三谷 睦美 

 

(2) 事務局 

健康福祉部長 近藤 昌洋・健康福祉部 保険年金課長 片岡 康樹・ 

 

文化スポーツ部 スポーツ課長 石坂 健・健康福祉部 健康づくり課長 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 岡田 千麻子・ 

 

地域医療 G副参事兼 GL角谷 元彦・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支援，御協力を賜り，重

ねてお礼申し上げます。 

本市では平成 28年 4月から鈴鹿市総合計画２０２３をスタートさせました。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」を目標として様々
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な計画を作らせていただいています。その際にも，本日お越しの委員の皆様方には，様々

な立場から御協力，御提案いただいておりますことを改めて御礼申し上げます。 

さて，この総合計画の中で，街づくりの柱のひとつとして「みんなが輝き健康で笑顔あ

ふれる街 鈴鹿」を掲げております。市民の皆様方だれもがいきいきと暮らしていけるよ

うな街にするために，本市といたしましては，各種がん検診や乳幼児健診，育児相談，予

防接種，救急医療等，様々な健康づくり事業を積極的に進めていく必要があると考えてお

ります。 

 また，総合計画２０２３を健康づくりの面で具体化していくための計画として「鈴鹿市

健康づくり計画」というものがございます。その中でも，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」というキャッチフレーズのもと色々な

事業を推進しているところです。 

本日は，昨年度の健康施策の進捗状況の御報告と平成 28年度の新規事業の御提案をさせ

ていただきます。委員の皆様には，様々な立場からこれらの健康づくりの取り組みについ

ての御意見を賜れば大変ありがたいと思います。本日の会議を，今後の健康づくり施策に

生かさせていただきますことを祈念いたしまして，挨拶とさせていただきます。本日はど

うぞ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。西城会長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，急激な少子高齢化が進む情勢の中にあって，我々国民の関心事はいかに健康寿命

を延ばすかということでございます。厚生労働省も，健康日本２１におきましてこれを目

標に掲げております。鈴鹿市医師会としましては，市民の方々に「かかりつけ医を持とう」

ということを常々お願いしております。住み慣れた地域で健やかに生活していただけるよ

う，生活習慣病の発症や重症化を避ける医療の取り組み等を積極的に推進しております。 

健康寿命をいかに延ばすかということは，医療サービスだけではなく，行政が各部署や

各職種と連携を取りまして，市民のニーズを見据えた様々な健康づくり施策を展開してい

くことが重要でございます。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

施策に関して調査・審議を行う場でございます。本日は，昨年度の健康づくり事業の実績

と，平成 28年度の新規事業について，事務局から報告がありますので，幅広く様々な分野

からの御意見を頂戴し，事務局は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年度から新しい総合計画がスタートしたとのお話がありまし
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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，本日の傍聴希望者は見えなかった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。 

鈴鹿市附属機関の設置等に関する条例第５条第３項の規定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。成人保健グループの事業でございます。「1 健康教育」

につきまして，生活習慣病の予防や健康に関する正しい知識の普及を図ることにより「自

らの健康は自らで守る」という意識と自覚を高め，壮年期からの健康の保持増進に資する

活動といたしまして，平成 27年度には，101回，延べ 6,935名の方に実施させていただき

ました。「4 健康相談」「5 市民健康講座」「7 高齢者地域支援事業（一次予防事業）」に関

しましては，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

での事業を通じて実施しております。高齢者の方への地域支援事業は，講座 83回，相談 15

回を開催いたしまして，延べ 2,642名の方に御参加いただきました。 

「2 自殺対策」でございますが，心の健康についての意識啓発や自殺に関することで悩

んでいる方を適切な相談窓口へつなぐためのメンタルパートナーの養成講座を実施いたし

ております。平成 27年度におきましては，啓発事業や養成講座を合計 19回実施しており，

メンタルパートナーは 389名の参加になっております。本市における平成 27年の自殺者は

30名でございまして，平成 25年の 47名，平成 26年の 31名から減少しておりますが，引

き続き自殺対策に取り組んで参りたいと考えております。自殺に至る背景につきましては，

雇用問題，健康問題，経済問題など要因が複雑であるため，各種団体の方との連携が必要

となります。また，自損行為，いわゆる自殺未遂に対する施策も必要であることから，引
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き続き取り組んで参りたいと考えております。 

「5 市民健康講座」でございますが，毎月一回，医師会に御協力いただきまして，市役

所で専門医による健康に関する講話と個別相談を行っております。平成 27年度は，講話 12

回，個別相談 6回の開催で，講話につきましては 1,410名，個別相談につきましては 11名

の方に御参加いただきました。講話のテーマにつきましては医師会の先生と御相談させて

いただきながら，がんの予防から，認知症予防，更年期障害，心の健康対処法など，多様

なテーマとなっておりまして，毎回多くの方の御参加をいただいております。 

次に，2～3 ページの「健康増進法健康診査」と「各種がん検診」でございます。関係資

料は 10 ページの「各種健康診査実績等」をご覧ください。実績欄にそれぞれの対象者数，

受診者数，受診率をお示しさせていただきました。平成 26年度と比べますと，子宮がん検

診を除く全てのがん検診の受診率が向上しており，市民のがん検診に対する意識の表れで

あると自覚しております。引き続き啓発をさせていただきます。その中で，「9 胃がん検診」

でございますが，本市が平成 26年度より 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できる無料クーポン事業を導入致しまし

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粘膜の萎縮度を調べる

ことにより，将来にわたり胃がんにかかりやすい状態にあるか否かを判定するものでござ

います。こちらにつきましては，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。先制医療とは，病気と診断される以前の段階で，その方が将来罹患する可能性の高い

病気を見つけ，発病を予防しようという考え方の医療でございます。将来の疾患リスクを

把握・評価することで，必要な予防医学的治療を指す言葉でございます。 

次に，3 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 歳を加えさせていただきまして，現在，40歳，50歳，60歳の方を対象として，市内の

委託歯科医療機関で実施させていただいております。平均の受診率は 12.4%となっており

ます。この事業にかかります自己負担金の 500 円につきましては，歯科医師会の先生方の

御方針として，無料とさせていただいております。 

次に 4ページの母子保健グループの事業でございます。この事業に関する平成 22年度か

らの 5 年間の資料は，11～12 ページとなります。「2 母子健康手帳の交付」について平成

27年度の交付数は，1,782冊でございました。内再交付は 33冊となります。平成 26年度

の交付数は，1,864冊（内再交付 59冊）でございました。本市の出生数は，過去 3年間，

概ね 1755人から 1765人程度で推移しております。 

次に「5 妊産婦・乳幼児訪問指導」でございますが，健康診査等において支援が必要と

思われる事例につきまして，健康づくり課保健師がご家庭を訪問させていただき，必要な

保健指導や育児支援を行うものでございます。平成 27年度の延べ訪問件数は 310件でござ

いまして，平成 26年度に比べて 12件の増加でございます。 

次に 5 ページをご覧ください。「11 すくすく広場」でございますが，育児不安の軽減及

び育児支援を目的と致しまして，毎月 1 回，保健センターで開催させていただいておりま
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す。延べ 1,479人の方に参加していただきました。 

次に「15 乳児家庭全戸訪問事業」でございます。児童福祉法の規定によりまして，保健

師・助産師・看護師等の専門職や，主任児童委員の方が家庭訪問を実施させていただきま

して，子育ての不安を聞き，地域の中で子どもを育てることができる環境整備を図り，子

育ての孤立化を防ぐことを目的といたしまして，平成 23 年 10 月より実施させていただい

ております。生後 4 ヶ月までの乳児をおもちの全ての家庭 1,639 人の世帯を訪問させてい

ただきました。訪問員別には，主任児童委員の方に大変お世話になっておりまして，平成

27年度は 817人，全体の 50%という割合でお世話になっております。保健師が 31%，助産

師が 12.5%，看護師が 6.9%という割合になっております。 

また，6 ページの「21 母子保健地域推進活動」と致しまして，地域における母性及び乳

幼児の保健に関する問題点を把握し，母子保健の推進・普及を図ることを目的に，33 名の

主任児童委員の方に母子保健推進委員を依頼させていただきまして，子育て中の保護者の

身近な相談役となっていただいております。地域と行政をつなぐ非常に重要な役割を担っ

ていただいております。この事業では，地域での親子の集い 3,794 組，公民館での活動 

3,145組の御参加や，1歳 6か月児健診未受診者への受診勧奨にあたっていただいておりま

す。1歳 6か月児健診の受診率は，平成 27年度は 95.4%となっております。 

次に 7 ページの地域医療グループの事業でございます。この事業に関する資料は，13～

15 ページでございます。まず，「1 予防接種」でございます。予防接種には，予防接種法

に基づいて実施する定期接種と，市が独自で費用助成等を行う任意接種がございます。本

年 10月からは，B型肝炎予防ワクチンが定期接種となることが示されたところでございま

す。高齢者用肺炎球菌ワクチンにつきましては，65歳から 5歳刻みの年齢にあたる定期接

種の対象者以外にも，本市の独自事業といたしまして，平成 25 年度から 65 歳以上の方を

対象に，任意接種にかかる接種費用の一部助成を行っております。定期接種の対象でない

方に対しましても，医療機関の先生方が「今接種することが必要である」と判断された方，

あるいは，御本人が「今接種したい」とお申し出をされた方には，定期接種の対象者とほ

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おります。また，任意接種であり

ますロタウイルスワクチンにつきましては平成 28年度より，ムンプスウイルスワクチンに

つきましては平成 25年度より接種費用の一部助成の措置を本市独自の施策として行ってお

ります。 

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

救急医療を一次救急，二次救急というように体制整備を行っております。一次とは，比較

的軽症な方，二次とは入院治療を必要とする方，さらに三次救急とは重篤な患者の救急医

療を対象としている状態でございます。三次救急医療機関につきましては，鈴鹿市内に設

置はございません。津市の三重大学付属病院や四日市市の県立総合医療センター，市立四

日市病院等が対応していただいている状況でございます。本市では，一次，二次につきま

しては鈴鹿中央総合病院，鈴鹿回生病院があたっていただいておりますが，それぞれ救急



6 
 

医療体制を整備していただくにあたりまして，適正な医療サービスを提供するための準備

といたしまして，補助金を交付させていただいているところでございます。 

「3 応急診療所事業」につきましては，本市における一次救急の拠点といたしまして，

医師会，歯科医師会，薬剤師会の先生方の御協力をいただきまして，休日の昼間，及び毎

日の夜間の診療を行っております。近年，年間の受診者数は一万人を越えている状況でご

ざいます。 

最後に，8 ページをご覧ください。管理グループの事業でございます。「2 健康フェア」

につきましては，毎年 9 月 9 日が「救急の日」と定められております。この日を含む前後

一週間を救急医療週間と定めております。この日に救急と健康について市民の皆さんに見

直していただく，理解と認識を深めていただくことを目的に，消防とタイアップいたしま

して，「救急・健康フェア」というものを開催させていただいております。平成 27年度は，

各ブースへの参加者は延べ 1,199人でございました。なお，本年度につきましては 9月 11

日（日）に鈴鹿医療科学大学 白子キャンパスにおいて開催させていただく予定となって

おります。後ほど詳しいことを担当から御説明させていただきます。また，今年度におき

ましても，関係団体の皆様の御協力の程，よろしくお願い致します。健康づくり課の事業

の説明は以上でございます。 

 

【事務局】 

続きまして，保険年金課の事業につきまして説明申し上げます。 平成 27 年度の国民健

康保険の保健事業について説明させていただきます。 

16ページをご覧ください。「1 人間ドック事業」につきましては，循環器疾患予防，早期

発見，早期治療を目的に実施をしております。対象者は 30歳以上 74歳未満の方で，1,266

人の方が受診されました。年代別の受診者の割合を見ますと，60代が 58.3%，70代が 20.9%

で，両年代を合わせますと 79.2%となっております。総合判定では，「異常なし」が 7％，

「問題なし」が 27.8%，「経過観察」が 38.1%，「要精密検査」が 24.6%，「要治療」が 27.9% 

でした。 

「2 脳ドック」につきましては，脳疾患予防，早期発見，早期治療を目的に実施してお

ります。対象者は 40 歳以上 74 歳未満の方で，663 人の方が受診されました。年代別の受

診者の割合は，60 代以上の方が 86.7%を占めております。総合判定では，「異常なし」が

11.8%，「心配なし」が 48%，「経過観察」が 33.3%，「要精密検査」が 6.2%，「要医療」が

0.6%，「治療中」が 0.2%でした。 

「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目的で実施しております。対象者は 40 歳以上 74 歳未満の方でござい

ます。特定健康診査は，13,882人の方が受診され，受診率は 42.2%でした。保健指導は 221

人が利用しましたが，初回の面談が終了した方が 9.8%，最後の評価まで終わったという方

が 7.7%で，非常に低い数値でございます。 
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17 ページをお開きください。ただいま説明いたしました 3 つの事業の平成 27 年度まで

の実績の推移を示しております。以上が保険年金課の関係事業でございます。 

 

【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。 

18ページをご覧ください。まず，「1 鈴鹿いきいきスポーツ都市宣言」ということで，「市

民一人ひとつのスポーツ」を目指してスポーツ都市宣言を制定しております。その中で，

市民の方に健康づくりを続けていっていただくということを，スポーツのイベントの開会

式や閉会式等の場面を通じて皆様に周知をさせていただいております。 

「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」「4 ウォーク大会における

健康相談コーナー」では，健康づくり課派遣保健師による血圧測定や健康相談を実施して

おります。そういうことをしながら，健康に対する意識の高揚に取り組んでいる状況でご

ざいます。 

「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」については，鈴鹿市体育

協会に医科学の部門がございますので，そちらと連携しながら相談コーナーを設置させて

いただいて，大会の参加者に相談を実施させていただいているという状況でございます。

シティマラソンに医科学相談コーナーを設置するということは，鈴鹿シティマラソンのひ

とつの売りになっております。 

続きまして 19ページでは，平成 22年度から 27年度までの大会参加者の実績をあげさせ

ていただいております。概ね同じ位の参加者で推移しておりますが，これからも参加者が

多くなるように働きかけをさせていただきます。 

スポーツ課の実施事業としては以上となります。 

 

【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】 

 自殺対策についてですが，自殺未遂の方の件数はどのように把握されていますか。また，

このような方々から相談を受けている現状はどのような状況か，教えていただきたいと思

います。 

 

【事務局】 

自殺未遂の方の件数について，こちらが把握しているのは，救急車で搬送された方のみ

となりますので，実態とは異なると思っております。その方々への対応につきましては，

平成 28年度に入ってから，自損行為に対する支援が必要であるということを今までの検証

結果から分析しておりまして，今後，搬送先の医療機関に，どのように働きかけていけば
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よいかと相談させていただくということで，現在準備状況でございます。今年度，取り組

みをさせていただく予定でございます。 

 

【委員】 

 わかりました。今後，取り組んでいくということですね。 

 

【議長】 

 自殺対策は，非常に重要な施策です。鈴鹿市での自殺者は年々減少しているということ

ですが，引き続き対策に取り組んでいただきたいと思います。 

 また，各種がん検診については，40～50歳代の若年層の方々の受診率が非常に低いこと

が問題になっております。いかに受診率を上げるかが課題となります。会社勤めをされて

いる方は，会社で定期的に健康診断や人間ドックを受けていただく機会がありますが，自

営業者の方の健康管理について進んで取り組んでいく必要があります。 

 その他に御意見はありますか。 

 

【委員】 

 市民健康講座について，平成 27 年度の目標値が 600 人で，実際に来ていただいた方は

1,410人だったということで，目標の倍以上の方に来ていただき，非常に盛況だったと思い

ます。予想より多くの方が参加された場合は資料の数などで問題が出てくることもあるか

と思いますが，これらの対応・措置のやり方をどのようにされたかを教えていただきたい

です。 

 

【事務局】 

 市民健康講座の参加人数が大幅に増えた要因として，市民の方の利便性を考えて会場を

保健センターから市役所本庁舎に変更させていただいたことと，予約制をやめて自由に入

っていただけるようなスタイルにさせていただいたことが挙げられます。人数への対応に

ついては，使用している本庁舎 12階の部屋は非常に広い部屋ですので，椅子の配置方法等

で対応できるようにさせていただきました。ただ，今年度の認知症の講座は非常に人気が

高く，入っていただくことのできなかった方がいらっしゃいましたので，その次の回から

椅子のレイアウトを変えて対応させていただきました。資料につきましては，昨年の実績

に基づきまして，リソグラフという印刷機で作成いたしました。購入ではなく，事業費で

対応しております。余りました分については，健康づくり課から別の事業等に利用させて

いただくという形で対応させていただいております。 

 

【委員】 

 参加者が多いというのは非常に良いことです。市民の方が不安を持ってくるということ
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なので，ひとつの場所だけではなく，分散して色々な会場で開催することで，来られなか

った方が参加できるようになると思いますので，そのようなことを調査しながら進めてい

っていただきたいと思います。ありがとうございました。 

 

【委員】 

 乳幼児の全戸訪問をまわらせていただいている中で特に気になるのが，市外・県外から

引越しをされてきた方が，鈴鹿市内の病院の場所がわからないという方が多くいらっしゃ

るということです。何年も前から言っていることですが，保健センターや市役所に行く手

段がない方に対して，「タクシーで行ってください」というしかないことがあります。赤ち

ゃん訪問をまわっていると，なかなか家から出られないという方もいらっしゃいます。そ

の方は，お話する方がいない，友達がいないということが前提になっています。訪問で行

かせていただいた時も，最初はなかなか喋らず声も小さかったのですが，途中から堰を切

ったように話をされるという状況でした。そういう方の根底には「寂しさ」があります。

主任児童委員は地域でサークルをやっているので，このような方たちをお誘いするのです

が，なかなか外に出る勇気が出ないという回答をいただきます。どのようなことが，その

ような方々にとっての支援になるのかわからなくなることが多々あります。 

訪問をする中で心配になるのは，家の中がぐちゃぐちゃで，換えたオムツがそのまま転

がっているという状況の家庭です。そういう所には保健師さんに連絡して，お声掛けして

いく必要があると考えています。もうひとつは，支援ファイルが活用されているのかなと

いう事案が多々ありました。例えば三歳児健診のときに摂食障害が見つかったお子さんが，

小学生に上がったときに困っているという状況が見られました。支援ファイルの説明を上

手にしていただき，活用していただきたいと思います。中学に進んでも，繋がりがないと

いうことが問題になっておりますので，保健センターでも支援ファイルの利用について力

をいれていただきたいと思います。 

 

【議長】 

ありがとうございました。支援ファイルを渡す時は，説明等を行っているのですか。 

 

【事務局】 

 支援ファイルは，お子さんの発達でお困りの方で小学校に入っても支援が必要という方

に対しての支援のファイルになるのですが，大元の管轄は子ども家庭支援課となっており

ます。保健センターとしては三歳児健診や健診後のフォローで発達相談・育児相談があり

ますので，情報の提供はしていきたいと思っております。 

 

【委員】 

 お話はしていただいていると思うのですが，「どちらにしますか」と言われたら取らない
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お母さんがたくさんいらっしゃるので，「支援ファイルは持っておいたほうがいいですよ」

というように勧め方を工夫してやっていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

【議長】 

 今，お話をいただいた発達障害につきまして，そのまま小学校に上がったら，色々と問

題があるということで，今までは三歳児健診までだったのですが，就学時健診と，その間

の五歳児健診をどのように始めようかと考えているところです。平成 28年度としては，モ

デル事業として二つの保育園に対して開始するという状況です。発達障害のことが，こち

らでも問題になってくるかと思います。その他には何か御意見はございますか。 

 

【委員】 

 「市民歩こう会」という会があります。歩こう会に参加されている方は，歩くのが好き

なのでどこでも参加できるという状況ですが，そのような形とは別に，幼児から御高齢の

方，あらゆる世代の方が一緒に歩けるようなマップを鈴鹿市の 10中学校区に作ろうと思っ

ています。まず，歩くだけではなく，歩いて帰ってきてから健康体操やボール遊びのよう

なこともやっていきたいと考えています。歩きたいけど，膝や腰が痛いという方にもやっ

ていただけます。今年度は，鈴峰地区と鼓ヶ浦地区にモデルコースを作りまして，実施し

ていきたいと考えております。皆様の御協力をよろしくお願いいたします。 

 

【委員】 

 健康相談や血液測定等で，出向いていただいて実施していただいておりますが，土日を

希望するとなかなか来ていただけない状況です。平日ですと出席率は低くなります。来て

いただきたいのは土日なのですが，その点ひとつ御説明をしていただきたいと思います。 

 

【事務局】 

 お呼びいただきまして，お応えできない時があるということで，誠に申し訳ございませ

ん。日曜日は，すでに健康づくり課の事業として，がん検診を設定させていただいていた

り，或いはすくすくファミリー教室という妊婦さんの夫が一緒に出て来られるような事業

を設定したりしております。応急診療所にも担当の者が出ているという状況です。職員も

皆様と同じように平時働いておりまして，土日は一般的には休養に充てておりますので，

なかなか全ての御意向にお応えするのは難しい状況なのですが，候補日をいくつかいただ

くことができると，上手く調整できる日があるかもしれません。今から説明させていただ

く救急・健康フェア等の大掛かりな事業はどうしても土日に設定することが多いですので，

なかなかその辺りの調整が難しいところなのですが，候補日をいただくと御対応させてい

ただける日があるかもしれません。ピンポイントでの日程の指定は，大変申し訳ございま

せんがこの場ではお応えし難い状況ですので，どうかその辺りをお汲み取りいただければ
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と思います。 

 

【委員】 

 難しいということはわかっているのですが，ひとつその点もよろしくお願いしたいと思

います。 

 

【委員】 

 今の難しいというのはおかしいと思います。サービス業と同じで，市民のためを思うの

ならば，土日が本番で平日が休日にあたるスタッフがいても当然良いことで，24 時間対応

できますという施設にしない限り，やはり健康管理というのは，土日はやらなくて大丈夫

ですということはありえないことなのですから，根本からサービス業というようなイメー

ジにしない限り，土日に働くことに対して不満の心が生まれてしまいます。根本の考え方

を，市の職員としてディスカッションしていただきたいと思います。 

 

【議長】 

 ありがとうございます。行政の方は，よろしくお願いします。 

 

【委員】 

 認知症について，社会福祉協議会からも色々な場所でお話させていただいているのです

が，どの会場でも満員になります。それだけ皆様が関心を持たれていることだと思います。

この 4 月から，初期認知症の治療について鈴鹿市から話がございまして，立ち上げている

ところでございます。社会福祉士 1名，看護師 1名，専門の医師 1名ということで，3名体

制で進めているところでございます。私どもは基本的に，地域医療福祉という形で，地域

で色々なことを解決していくという形をとります。今，非常に忙しいのが包括チームでご

ざいまして，土日も色々なところに出向いている状態でございます。 

 

【議長】 

 ありがとうございます。認知症の初期対策が一番のポイントですね。いかに認知症を早

期に発見して早期に対応していくかということがこれからの重要なポイントです。医師会

からも，しっかりと対応しているところです。各市町の地域包括に認知症対策の専門グル

ープを配置して，その地域ごとの初期対応を広めていくということが一番大事です。これ

から超高齢化社会になるわけですから，お互いに高齢の方の御家庭をどのようにフォロー

していくかがこれからの問題ですね。 

 栄養士会から何か御意見はございますか。 
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【委員】 

 私たちとしては，身近な人に対応していこうという方針をとっています。市から協力を

求められた場合は全て対応させていただいております。これからも何かあったら仰ってい

ただきたいと思います。「救急・健康フェア」でも，栄養相談を致しますが，乳幼児から幼

児，それから特殊な病気のケース等，多種多様な相談に来られます。そういったことにも

皆で対応させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

【議長】 

 ありがとうございます。食生活改善推進協議会から何か御意見はございますか。 

 

【委員】 

 私たちは，保健センターで栄養教室を受けさせていただいた者が，ヘルスメイトとして

ボランティアでさせていただいているのですが，3年連続，栄養教室を開いていただいてい

るところで，ありがたいことに今 70名の会員がいる状況です。その中で，生活習慣病予防

の料理教室等を出させてもらって，勉強させていただきながら，市民の方と色々お話させ

ていただいている形です。また，色々な先生方に御指導いただきたいと思っておりますの

で，よろしくお願いいたします。 

ひとつだけ，話は全然違ってくるのですが，がん検診のクーポン券を私ももらったことが

あるのですが，クーポン券を受け取った方の受診率について知りたいと思います。よろし

くお願いします。 

 

【事務局】 

 クーポン券対象者だけで統計は取っていない状態で，全体のがん検診の受診率を資料に

表してあります。クーポン券をお使いいただきありがとうございます。ただ，クーポン券

を発送させていただく時期に，すでにその年度に検診を受けていただいている方もいらっ

しゃいまして，検診は受けているが，タイミング悪くクーポンを使っていただくことがで

きなかった方や，会社等の事業所で受けるセット検診の形の場合，クーポン券を使ってい

ただくことができなかった方もいらっしゃいますので，クーポン券だけの統計を出すのは

難しい状況です。ただ，クーポン券を導入した結果，全体の受診率は上がってきている状

態です。 

 

【議長】 

 ありがとうございます。がん検診の受診率の向上については，いつも医師会と行政で話

し合っております。早期で発見できた場合，その治療費は半分以下になる訳ですから，そ

の差額を検診料に回していただくこともできる訳です。年々わずかながらパーセンテージ

としては上がっています。 
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【委員】 

 自治会内で出てくる話としては，救急車についてのことがよく出てきます。救急車の到

着が遅い，行き先がなかなか決まらないということがよく話題に上がります。鈴鹿市内に，

消防車や救急車が規定以内に到着しない地区もあるということです。普通なら要請から 8

分が時間的な基準のようですが，10分，15分かかる地区がある。そういったことが，自治

会の中でよく問題にされることです。 

 

【議長】 

 ありがとうございます。歯周病や歯科検診のことで何か御意見はございますか。 

 

【委員】 

 歯周病検診について，歯周病と生活習慣病は深く関連しております。検診をしっかり受

けていただくと保健指導もできるので，もっと活用していただきたいと思います。周知を

する必要もあると思います。 

 口腔ケアステーションのサポートマネージャーとして関わらせていただいております。

胃ろうの患者さんがヘルパーさんに口腔ケアをしっかりしていただけないという状況をお

聞きしています。「口を使わないのでしっかりケアをしなくてよい」という認識だというこ

とです。全ての方に対して，同じレベルで口腔ケアは必要だということを色々な場所でお

話していかなければならないと実感しておりますので，呼んでいただいたら行かせていた

だきます。 

 

【委員】 

 歯周病検診について，現在のところ対象者は 40歳・50歳・60歳となっているのは，誤

嚥性肺炎から始まっていることだろうと思います。是非ここに 70歳加えていただきたいと

いうのが歯科医師会の念願です。また，よろしくお願いします。 

 皆様御存知のように，医療が「病院から地域へ」ということで，在宅の方へ移っていま

す。歯医者でも，患者さんに来ていただくのを待っているのではなく往診に行くという方

針でやっており，口腔ケアステーションを作っております。その中でひとつ感じることが

あります。在宅での介護者が大変そうだということです。そのような方々のメンタルのこ

とを考えて，市ではどのように対応しているのかというのが，私が実際行ったときの関心

だったのですが，その辺りについてお答えいただけますでしょうか。 

 

【議長】 

 口腔ケアについては，是非ケアマネージャー協会にお願いしていただきたいと思います。

恐らく皆さん介護保険の認定を受けられていると思いますので，居宅療養管理指導がとれ

ると思います。これを利用して，ケアマネージャーの方にも同時に来ていただいて，週に
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一回はケアマネージャーに計画を立てていただいて，そこに先生が行っていただいてケア

をするというような仕組みを作っていただくとよいと思います。ケアマネージャーの方に

対して，しっかりＰＲをしていただきたいと思います。 

 市民代表の方から何か御意見はございますか。 

 

【委員】 

 市の色々な保健サービスを受ける側としての意見になると思います。健康づくりに関し

ては，一人ひとりの健康への意識を高めることがないと色々な行動には繋がっていかない

と思います。それは，個人の問題になってくるので，難しさはあると思います。 

 先ほど話題に上がったがん検診のクーポンについてですが，自宅にＡＢＣ検診のクーポ

ンが届きまして，受けさせていただきました。クーポンがなかったら受けていなかっただ

ろうなと思います。個人通知はとても大事だなと思います。色々な形で啓発をしていただ

いて，受診率が上がっていったら，その分命が助かる方も増えると思いますので，これか

らも続けていただきたいと思います。 

 

【議長】 

 ありがとうございます。平成 27年度事業実施の報告についてはこれで終わらせていただ

きます。それでは，平成 28年度新規事業について，事務局より説明していただきます。よ

ろしくお願いします。 

 

【事務局】 

 資料の 20 ページをご覧ください。健康づくり課の平成 28 年度新規事業でございます。

先ほども申し上げましたが，健康づくり課では平成 28年度より，任意予防接種に位置づけ

られておりますロタワクチンの健康推進費用の一部助成を開始させていただきました。こ

のワクチンは，経口接種によって免疫を確保し，疾病の重症化予防に寄与することで乳幼

児が健やかに成長すること，発病による子育て世帯の負担や医療費の軽減に寄与すること

を目的として実施致しております。実施方法につきましては，医療機関の窓口で接種にか

かる経費から助成額を差し引いた額を個人負担の額としてお支払していただくという制度

でございます。助成額の総額は，9,000 円になります。接種費用総額約 30,000 円の三分の

一ということで設定させていただきました。ロタウイルスワクチンの経口接種は生後 6 週

から始まります。このワクチンについてだけは，里帰り出産等で，県外で受けていただい

た場合も費用助成の対象とさせていただいております。以上でございます。 

 

【事務局】 

 保険年金課の新規事業について御説明させていただきます。今年度は生活習慣病対策事

業ということで，対象者をしぼりまして，生活習慣病の予防および重症化予防を目的に事
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業を実施する予定です。事業の対象者は，国保の加入者であります 40 歳から 74 歳までの

被保険者で特定健康診査受診者でございます。実施内容としては，特定健康診査の健診デ

ータから生活習慣病になるリスクのある方へ情報提供をするとともに，文書や電話により

医療機関への受診勧奨を行うというものです。特定健診受診者で，保健指導の対象である

方へは，これまでも医療機関や行政から保健指導受診の勧奨を行ってきたところでありま

すが，今年度から始めます事業につきましては，特に血圧や血糖値が高く，また数ヶ月間

治療を放置しているという方に勧奨を行うというものでございます。実施時期は平成 28年

12月から平成 29年 3月を予定しております。以上です。 

 

【議長】 

 ありがとうございました。鈴鹿市は保健指導の実施率が非常に低く，県平均の半分とい

う状況です。このままではいけないということで，医師会では保健指導対象者に対して集

団で指導しようという事業を今年から始める予定でございます。健診のデータが悪いのに

放置するという方に対して，行政からしっかり受診勧奨をしていただくということをお願

いします。 

 

【委員】 

 市としてはそれなりにしっかりやっていただいていると思うのですが，もう少し具体的

に市民に働きかけていく必要性があるのではないかと思います。情報提供をする，講演会

をやることに関しては，積極的で意識の高い人が来るので問題ないと思います。一方で，

自覚症状がないので病院に行かず悪いデータを放置している人に対して，早く気づかせて

具体的な行動を取れるようにするということが必要だと思います。先ほど話題に上がりま

した，「歩く」ということについて，ここ数年色々なところからデータが出ておりますが，

一日一歩余分に歩くようになると 0.061 円医療費を削減できるようになるという具体的な

数字が出ております。医療費の削減ができるということは，結果としては病院に行く人が

減るということで，「病気でない」という幸せが同時にやってきます。その辺りを考えると，

先ほどのウォーキングのマップについて，市はより積極的に参加を呼びかけていく必要が

あると思います。鈴鹿医療科学大学ではリハビリのことも扱っております。知識を持った

先生や大学院生がいます。腰痛等は，早期に対応すると解消することができます。大学の

知識等も活用していただき，積極的に市民に働きかけるシステムについて検討していただ

くといいと思います。 

 

【事務局】 

 スポーツ課でございます。貴重な御意見ありがとうございます。スポーツ推進委員協議

会長からも御発言いただきましたウォーキングマップについて，推進委員さんは各地区か

ら選ばれておりますので，地区の中のどこを歩けばいいかということも熟知していただい
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ております。その中で地図を作りながら，色々な写真も入れていただいて，お寺の位置や

公民館の位置など，わかりやすい所をコースとして選んでいただいて，これから進めさせ

ていただくという形になります。これにつきましては，市といたしましても，推進委員さ

んと一緒に地区におろして，皆さんで歩いていただくという風にさせていただきます。新

事業としては挙げていないものですが，市民に広めていくということについては，これか

ら頑張っていきたいと思います。ノルディックウォーキングのことでもお話をいただいて

おり，専用のポールも購入しております。こちらも使っていきたいと思っております。も

ちろん使うだけではいけませんので，指導者の方にも来ていただいて，活動していくとい

う取り組みも行っております。今後，大学とも連携を取りながら，いろいろと教えていた

だきたいと思います。また，スポーツ推進委員さんも，地区で取り組んでいただいており

ますので，一緒に頑張っていきたいと思っております。以上です。 

 

【委員】 

 是非，やっていただきたいと思います。地図については，近鉄がやっているイベントで，

スタンプを押してもらうのが楽しくて，私もよく参加します。そのような形で市の中で体

系的に，地区ごとに歩いていったらスタンプがもらえて，それを集めていったら何か景品

がもらえるというように予算を組んでいただくとよいと思います。そういうことがあると，

「頑張ろう」という気持ちになる人はいると思いますので，またよろしくお願いします。 

 

【議長】 

 ありがとうございます。今年は，9月 11日に「救急・健康フェア」が行われます。会場

を，昨年までの鈴鹿ハンターから鈴鹿医療科学大学 白子キャンパスに移す訳ですが，そ

のときにどれくらいの参加者を呼び入れることができるのかが課題となります。なにかひ

とつ目玉となる催し物をつくって，それをＰＲしていくということをお願いしたいと思い

ます。 

 

【事務局】 

 「救急・健康フェア」につきましては，本日お集まりいただいている団体の皆様の御協

力をいただき，毎年魅力的なブースを開いていただいております。全て無料でございます。

昨年と同じようにたくさんの方に来ていただきたいと思っておりますので，周りの皆様に

お声掛けいただきたいと思います。市の広報はもちろん，回覧板や，小さいお子様向けに

幼稚園・保育所にもチラシを配らせていただきたいと思っております。先程議長からお話

をいただいたように，ひとつ目玉になる催し物をつくって，やらせていただきたいと思い

ます。また，今年は大学とコラボをさせていただくということで，大学側からどのような

ことを考えていらっしゃるかお話いただいてもよろしいでしょうか。 
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【委員】 

 この話をいただいたのが，年度が始まってからだったので，学生をどのように参加させ

るかということが課題だったのですが，できるだけ市に協力させていただき，市民の方の

健康のためになることをやらせていただこうと考えています。白子キャンパスは，お客さ

んを集めるということに関しては適している場所だと思います。病院実習とちょうど重な

っている学部学科がありますので，結果的には 5 つの学科がブースを出す計画をしており

ます。学生たちが卒業してから所属する職能団体への協力を是非させていただくことで，

学生にとっても良い勉強になると思います。具体的には，学生の試験が終わってからすぐ

取り組むことになっております。以上です。 

 

【議長】 

 ありがとうございます。議題全てが終わりましたので，行政の方にお返しします。 

 

【事務局】 

 ありがとうございました。委員の皆様におかれましては，活発な御審議をいただき，ど

うもありがとうございました。それでは，こちらからの御挨拶といたしまして，健康福祉

部長 近藤から御挨拶を申し上げたいと存じます。よろしくお願いします。 

 

【部長挨拶】  

 御礼を兼ねまして，御挨拶を申し上げます。本日はお忙しい中，鈴鹿市健康づくり推進

協議会に御出席を賜り，本市の健康づくり施策に関しまして長時間に渡り様々な御意見を

いただきまして誠にありがとうございました。皆様方からいただきました貴重な御意見を

参考に，引き続き関係機関・関係部署と連携を図り，市民の健康増進に取り組んで参りた

いと存じます。また，副市長も冒頭に申し上げましたとおり，本年 4 月から鈴鹿市総合計

画２０２３が始動しておりまして，この計画に沿った組織機構もスタートしております。

在宅医療にかかります地域包括推進や，多職種との連携につきましては，地域包括ケア推

進室において充実を図っていくことになりました。新しい組織の中で，健康づくりや，地

域・街づくりに取り組んで参りますので，今後とも委員の皆様の御指導，御鞭撻をお願い

申し上げます。本日はどうもありがとうございました。 

 

【事務局】 

 ありがとうございました。これをもちまして，平成 28年度第 1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。 

  


