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平成 28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 29年 2月 7日（火） 13時 15分～15時  

 

2. 場所 鈴鹿市保健センター 2階 すこやかホール 

 

3. 出席者 

(1) 委員 

長村 洋一・堀田 千津子・後藤 光雄・亀井 秀樹・林 宣男・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 参事兼スポーツ課長 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・新任委員の紹介）  

 

【副市長挨拶】  

本日は，寒さ厳しき折，又，公私ともに大変お忙しい中，平成 28年度第 2回鈴鹿市健康

づくり推進協議会にご出席いただき，誠にありがとうございます。 

また，平素は保健行政を始め，市政全般にわたりご理解，ご協力を賜っておりますこと

に，重ねて御礼を申し上げます。 

さて，本市では，昨年 4月に『鈴鹿市総合計画 2023』がスタートし，新しい一歩を踏み
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出しました。本市が目指す将来都市像は，「みんなで創り 育み 成長し みんなに愛され

選ばれるまち」であり，引き続き，市民の皆様と共に「活力あるまちづくり」を 

推進しているところでございます。又，市民の誰もが安心して暮らすためには必要な時に，

適切な医療を受けることができることはもとより，各種がん検診，乳幼児の健診や育児相

談，予防接種，救急医療等，さまざまな健康づくり事業を，進めていく必要があります。 

本日は，本年度の健康づくり施策の進捗状況について，事務局より「中間報告」をさせ

ていただくと共に庁内各課の健康づくり施策の現状を，計画目標に沿って年代別に報告い

たしますので，委員の皆様からの，建設的なご発言，ご協議をお願い申し上げ，私の挨拶

とさせていただきます。 

 

 

【事務局】  

副市長，ありがとうございました。 続きまして，会長からのご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，ご多

忙のところ，ご出席を賜りありがとうございます。 

さて，2015年における日本人の平均寿命は，男性が80.79歳，女性が87.05歳となり，男女

合わせた平均寿命は83.7歳で，長寿世界一の座を守り続けています。 

一方，ＷＨＯによる2016年の発表において「健康寿命」についても日本は74.9歳であり，

世界第一位となっております。このように平均寿命と健康寿命が，世界最高レベルとなっ

ている昨今，両者の差をいかに縮めていくかが今後の課題であると言えます。 

又，高齢になっても住み慣れたまちで自分らしい暮らしを続けていくためには，「医療・

介護・予防・住まい・生活支援」の5つの要素が一体的に提供される「地域包括ケアシステ

ム」の構築が不可欠になります。 

 鈴鹿市医師会としましても，住民の方にかかりつけ医を持っていただき，生活習慣病の

発症や，重症化を避ける医療の取組みや認知症の早期発見・早期治療などを 

積極的に推進しているところであります。 

 「健康寿命の延伸」には，医療サービスだけでなく，行政が，各職種と連携をとり，市

民のニーズを見据えたさまざまな健康づくり施策を展開していくことが必要となります。 

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

あります。本日は，今年度の健康づくり事業の中間実績等について，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。委員の皆さんには，市民ひとり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関しても，活発な審議をいただくことをお願いし，簡単ではございま
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すが，私の挨拶とさせていただきます。 

 

【事務局】  

西城会長，ありがとうございました。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，傍聴していただいてい

ることをご報告いたします。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１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 28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 28年度の事業中間実施状況を説明させていただきます。 

まず，はじめに成人保健グループの事業につきましては，ご説明させていただきます。成

人保健グループでは，健康増進事業，自殺対策事業，介護予防事業を通して，20 歳以上の

方を対象とした健康づくりを進めております。では，本日の会議資料の１ページと実績の

推移は４ページをご覧ください。 

 １番の健康教育から７番の高齢者地域支援事業（一次予防事業）につきましては，平成

28 年 12 月末までの実績を計上しており，年度当初に計画しましたとおりに，予定どおりに

実施し，健康教育・健康相談などの事業も残り少なくなってきております。特に，この事

業の中で，今年度，新たな取り組みをいたしました内容につきまして，少しご報告させて

いただきます。平成 26 年度に行いました健康づくり計画の中間評価結果から「栄養・食生

活」の分野において課題となりました「朝食の欠食」，「不規則な食生活」につきまして，

市民の方の食生活の現状を把握するために，救急・健康フェアや母子保健事業，がん集団

検診等の機会を活用し，アンケート調査を実施し，1,177 名の方に御協力いただきました。

現在，分析を行っているところでございますが，集計が出来ましたところにつきましては，

広報すずか２月５日号に掲載いたしました。本日皆さまの机上に配布させていただきまし

たこちらの広報すずか２月５日号の特集記事をご覧ください。今回のアンケート結果から

も，朝食の欠食がみられましたので，朝食の摂取について市民の方へ啓発を行っておりま

す。また，本日ご出席いただきました地域活動栄養士連絡協議会，食生活改善推進協議会

のご紹介もさせていただきました。次年度につきましても，今回のアンケート結果の分析
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をもとに検討し，取り組みを進めていく予定でございます。 

「身体活動・運動」の分野におきましては，健康教育や高齢者地域支援事業などにおいて，

ウォーキングやスクエアステップなどを取り入れ，健康づくりのための運動を進めており

ますが，今後もより多くの市民の方に対し，健康づくりのための運動の推進ができるよう，

現在，スポーツ課と一緒に今後の取り組みにつきまして，検討しているところでございま

す。 

 次に，自殺対策事業におきましては，自殺企図者の救急搬送の状況を分析し，搬送先で

ある「鈴鹿中央総合病院」「鈴鹿回生病院」に，こころの相談窓口を記載したリーフレット

の設置の御協力をいただきました。また，高齢者のための相談窓口となる地域包括支援セ

ンターの窓口にも同様にリーフレットを設置のご協力をいただきました。若い世代への取

り組みといたしましては，成人式や母子健康手帳の交付の際にお渡しする資料の中に「よ

りそいホットライン」のカードを入れ，相談窓口の紹介を始めたところでございます。こ

ちらのリーフレットとカードにつきましても，みなさまの机上に本日配布させいただいて

おります。 

 では，資料の２ページ・３ページと実績の推移は５ページをご覧ください。こちらの健

診事業につきましては，平成 28 年 11 月末の実績となっております。 

 ８番の健康増進法健康診査の実績につきましては，健診の実施期間が７月～11 月までと

なっておりますが，国民健康保険団体連合会を通じて報告があるため，こちらは最終の実

績ではございません。現在の状況では，例年とおりの結果になると思われます。 

次の胃がん検診・子宮がん検診・大腸がん検診・乳がん検診・肺がん検診・前立腺がん

検診につきましては，個別検診での検診期間が今月末までとなっておりますので，広報す

ずか１月 20 日号の掲載や自治会回覧等で再度，検診の周知を行い，受診忘れがないよう努

めております。実績は 11 月末現在のものとなっております。各検診によっては，受診者の

増減はございますが，全体的には大きな変動はないと思われます。 

結核レントゲン検診につきましては，８月に実施しておりますので，最終の実績となっ

ております。昨年度と比べて，30 人ほどの増加がみられました。 

歯周病検診につきましては，検診期間が今月末までとなっておりますので，こちらの検

診につきましても，広報すずか１月 20 日号に掲載し，再度，検診の周知を行い，受診忘れ

がないよう努めております。実績は，11 月末現在のものとなっており，この状況から見て

大きな変動はないと思われます。成人保健グループの事業のご報告は，以上でございます。 

 

次に母子保健グループの事業についてご説明させていただきます。母子保健グループで

は，対象を妊娠期の妊婦さんから出産，子育て期の保護者，主にお母さんとお子さんを対

象に事業を行っています。妊娠期から就学前の時期が中心になっています。健康診査，教

室，相談等の事業を行っています。 

先ず，６ページをご覧ください。２番 母子健康手帳の交付でございますが，平成 28 年
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度の交付数は 12月末現在が，1240冊で，内，再交付数が 45冊でございます。平成 27年

度，同時期の交付数 1337冊と比べ 97冊，7.2％の減少でございます。 

なお，本市の出生数でございますが，過去 3 年間概ね，1,700 人前後で推移しております

が，徐々に減少の傾向が見られるため母子手帳の交付数も減少傾向が見られております。 

 次に，5番 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，健康づくり課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 28年度の延べ訪問件数は，322件でございます。 

 次に，7ページをご覧ください。11番すくすく広場でございます。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，1069人の方

が来場されました。 

次に，7ページの 15番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，

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，生後 4 ヶ月までの乳児をもつ全ての家庭を主任児童委員，保健師，助産師，看護師が

訪問しており，平成 28 年度は，1159 人の世帯を訪問しました。訪問員別には，主任児童

委員が 571人で全体の 49％，保健師が 402人で 34％，助産師が 109人で 9％，看護師が

77人で 7％となっております。約半数の方を主任児童委員さんに担当していただいており，

多大なご協力をいただいている状況でございます。 

 次に， 8ページの 24番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お子様が，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。昨年度は，地域で暮らしている方たち

へのアンケートを行いましたところ，支援体制の窓口が分かりにくいというお声をいただ

きまして，今年度は窓口を紹介する情報紙を作らせていただきました。1月に完成したばか

りで，まだ配布はしていない状態ですが，保健師の訪問時や関係機関での配布を検討して

おります。 

次に 9ページ，10 ページをご覧下さい。平成 22 年度から平成 28 年 12 月末までの母子保

健グループの事業実績でございます。出生数の減少傾向を受け，2番母子健康手帳の交付， 

すくすく広場，10 ページの乳幼児及び妊婦の健康診査の受診者数が減少傾向にあります。 

また，妊娠期の歯科保健や産後うつの予防などの支援体制のあり方等，妊娠期から子育て

期にわたる切れ目ない支援のため，特に妊娠期に重点を当てた支援事業を行う予定で検討

中です。妊娠期の妊婦さんに子育ての情報や相談にのることで出産後も安心して子育てで

きるよう事業を考えています。母子保健関係の報告は以上です。 

 

次に 11ページからの地域医療グループの事業でございます。 

１番 予防接種でございます。予防接種には，法律に基づき実施する定期接種と市独自
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で実施する任意接種があります。平成 28 年 10 月からは，Ｂ型肝炎ワクチンが定期接種と

なりました。Ｂ型肝炎ワクチンは，平成 28 年 4 月 1日以後に生まれた 1歳未満の方が公費

で３回接種して頂けることとなりました。また，定期化と併せて，Ｂ型肝炎ワクチンの任

意接種についても，接種費用の一部を助成させて頂いています。対象者は，定期接種の対

象から外れた平成 28 年 3 月 31 日以前に生まれた方で，平成 29 年 3 月 31 日までに接種さ

れた方となっております。 

2 番 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，一

次救急，二次救急による医療体制をとっております。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程度の方，更に三次救急は，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，二次の医療機関が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

るための補助金を交付しております。 

3番 応急診療所事業でございますが，本市における一次救急の拠点として，医師会をは

じ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，

近年，年間 1万人の患者の診療を行っております。応急診療所の歯科診療につきましては，

近年受診者数が減少しており，また，市民に「かかりつけ医」を持つ意識が浸透し，普段

から歯や口腔の健康維持に注意を払ってきていることなどもあり，本年度末をもって終了

とさせて頂きます。 

4 番 二次救急病院施設整備費補助事業でございますが，病院群輪番病院に参加する二次

救急医療機関が，救急医療提供体制の整備のため購入する５千万円以上の機器に対する補

助で，本年度は，鈴鹿中央総合病院の血管造影Ｘ線診断装置に対し，補助いたしました。 

続きまして，12 ページから 14 ページの地域医療グループ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態となっております。地域医療グループから

の報告は以上です。 

 

最後に 15 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。 

まず，1 番の「すこやか教室」でございますが，毎年，鈴鹿市医師会様，鈴鹿市老人クラ

ブ連合会様が主体となって健康づくりリーダー研修会を開催していただいており，今年度で

３０回目を迎えます。今年度は，来る２月２３日（木）１３時３０分から鈴鹿市文化会館に

て開催されますが，演題を「高血圧のセルフケア」や「健康寿命を延ばすための食事と運動」

としまして，専門の先生方にお話をいただきます。どなたでも参加いただけますので，是非

聴講いただけたらと存じます。 

次に，２番目の「健康フェア」でございます。例年市内のショッピングセンターで行なっ

ていたイベントでございますが，昨年度，この健康づくり推進協議会にて，長村委員から，

鈴鹿医療科学大学にて，大学と協働し開催してはどうかというご提案をいただいたことをき
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っかけとしまして，大学の関係者の方々に，様々なご協力を賜り，平成２８年９月１１日に，

同大学白子キャンパスでの実施が実現したところでございます。 

大学の非常に充実した施設をお借りでき，又，長村委員をはじめ，教員や学生の皆様の

多大なるご協力をいただき，参加者は，1,226 名という好結果でございました。 

参加者アンケートにおいても好評でございましたので，来年度につきましても，是非，

学官が連携し大学において，開催させていただけたらと思っております。又，来年度も健

康フェアにおいて，市役所内での各課との連携を推進し，広げていきたいと考えておりま

す。 

次に，３番目の未熟児養育医療費事業でございますが，市内に住所を有する 1 歳までの

未熟児が，正常出産児が有する諸機能を得るに至るまでの指定養育医療機関での入院治療

に対して医療費を給付する事業であり，平成 25 年 4 月より県からの権限委譲を受け，実施

しております。 

最後に，４番目の献血推進協議会事業でございます。献血啓発のための物品を配付する

などの活動のための補助金を，鈴鹿市献血推進協議会へ交付しております。 

本市における協議会の活動としましては，主にイオンモール鈴鹿，市役所や市内各企業

における献血の協力でございます。本市居住者の献血者数としましては，23 年度 4,403 人

をかわきりとしまして，わずかながら年々減少傾向にあり，27 年度は 4,084 人，そして 28

年度は，12 月末現在で 3,291 人と推移しております。今後も献血者の減少に歯止めを掛け

ていかねばならない状況であり，協議会としても，特に若年層への献血活動への協力を啓

発していきたいと考えております。以上でございます。 

 

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。  

資料は 16,17 ページをご覧ください。保険年金課の健康づくり事業は，鈴鹿市国民健康

保険の保険者として行っているものでございます。対象者は国保の加入者となっておりま

す。国保につきましては，加入者は減少しておりますが，高齢化が進んでおり，また，所

得の低い方の加入が多いということで大変厳しい状況となっております。そこで，今年度

も保険税率の引き上げをさせていただき，皆様へは大変ご迷惑をおかけしているところで

ございますが，少しでも財政を健全化するために，医療費抑制という観点からこういった

事業に取り組んでいるということでございます。 

１番 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。実績としまして，12月末現在で 1,270人ということですが，1月 20日

の数値を申しますと 1,314 人の方が人間ドックを受けられています。この事業につきまし

ては 11月末までのものなので，この数値がほぼ最終のものになると考えております。ちな

みにこちらの募集人数は 2,000人でございます。 

２番 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。こちらも 12月末までの実績で，436人となっておりますが，本年 3月末までの期
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間なので，まだまだ増えてくると思っております。こちらの募集人数は 700 人でございま

す。 

３番 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。現在，特定健康診査が 10,164人，保健指導が

146人という実績です。これにつきましては，昨年来から申しておりますけども，なかなか

保健指導の受診率が上がらないということがございまして，本年 28年度からはコールセン

ターを利用した利用勧奨を行っております。臨時の保健師の雇い上げを行いまして健康づ

くり課に配置し，電話による利用勧奨や訪問による勧奨を行っております。 

４番 生活習慣病対策事業につきましては，平成 28年度から新たに取り組んだ事業でご

ざいます。生活習慣病の予防及び重症化予防を図る目的で実施しておりまして，特定健康

診査のデータをもとに，生活習慣病リスクのある方，いわゆるメタボの方に対して，特定

保健指導という形で指導をしていくことになっております。特定健康診査の結果からメタ

ボではないけれど血圧や空腹時血糖の値に異常がある方に対して，治療を受けるよう受診

勧奨を行っています。実施人数は 12月末現在で 9人でございます。1月末で 5人の方が新

たに受けられております。3月まで継続して事業を行っていくものでございます。 

次に 17ページをご覧ください。ただいま説明いたしました 4つの事業の平成 22年度か

ら平成 27年度までの実績の推移を示しております。平成 28年度は 12月末現在のものです。

以上が保険年金課の関係事業でございます。 

 

次に，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番 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」を目指しておりまして，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啓発として努めさせていただいております。年間を

通じて色々なイベントや各競技の大会の開会式の場面などで，皆様に向けて啓発している

状態です。 

続きまして，２番 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番 ウ

ォーク大会につきましては，高齢者を対象としておりまして，大会前や競技がないときに

参加者の方に来ていただいて，血圧測定や健康相談を行っております。健康づくり課と連

携を取りながら進めさせていただいているところでございます。参加者の方に聞きますと，

大会が始まる前と少し動いた後の血圧の違いがわかるということで，好評を博しているよ

うな状況でございます。 

続きまして３番 鈴鹿シティマラソンにつきましては，鈴鹿市体育協会の中に医科学委

員会がありまして，その中に鈴鹿回生病院の医科学の関係者の方にも入っていただいてお

ります。その方々を中心に，大会参加者や関係者の血圧測定，活力年齢の測定，健康相談

などを実施しております。ランナーの方が中心となるので，どうしても膝や腰の痛みの相

談が多いのですが，怪我と上手く付き合って長く運動を続けていただけるような指導をさ
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せていただいております。 

続きまして 19ページをご覧下さい。こちらには参加者の実績を載せさせていただいてお

ります。一定の数の方に参加していただいておりますので，この方々に色々な相談や啓発

をさせていただいているところでございます。 

スポーツ課の実施事業としては以上となります。 

 

【議長】 

ありがとうございました。事務局より，各分野の報告をさせていただきました。まずは

健康づくり課成人保健グループからの報告について，ご質問やご意見はございますか。 

 

【委員】 

 今回，市民を対象にアンケートを行い，その結果を広報の特集で周知したということで

すが，そのことでお聞きします。資料の中にはアンケートの結果は組み込まれていません。

資料の中にもアンケートを実施したということを入れるのが望ましいと思いますが。 

 

【事務局】 

 アンケートにつきましては，今回資料でご説明した成人保健グループの細かい事業の中

ひとつに関連するものではなく，全体の大きな事業にかかわってくるものですので，今回

のご報告の中には細かくは入れさせていただいていない状況でございます。 

 

【委員】 

 事業というのは，活字で今回こういった事業があるという形でスタートしているもので

すから，全体にかかっているものならばそれでも良いのですが，計画案のときにアンケー

トを実施するというものがあって，健康教育のところに焦点をあててしていくために特集

号で啓発をしたというのならわかるのですが，アンケートの実施は，非常に経費的にもか

かりますし，目的がきちっとしていないと失敗をしてしまうということも多いです。「誰を

対象にしているか」というベースがきちっとしていないと，今回たまたまこういう結果に

なったという集団のベースがどうだったかということにも関係しますので，活字として事

業としてこういうことをやるのであれば，前回のときにアンケートをするということをう

たわれてやるのが本当だと思うのですが，いかがでしょうか。 

 

【事務局】 

 平成 26年度に健康づくり計画に基づき 2,000人の方にアンケート調査を行っておりまし

て，これが今期の健康づくり計画の中間評価という位置づけで皆様にご報告させていただ

いております。その中で，栄養・食生活についても分析結果の中で朝食を摂取していない

方，三食しっかり食べていない方が多いという状況が出てきておりましたので，この詳細
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を今年度の事業として取り組ませていただいているところです。アンケートの大元の母数

は平成 26年度の中間評価での数値 2,000人でございました。今回，広報に掲載させていた

だきました数字としましては，先程費用のお話が出たところでございますが，健康づくり

課で行っております様々な健康教育や検診の場を利用させていただいて，対象の方からお

声をいただきました。この会議の前半で提案をさせていただかなかったことにつきまして

は，申し訳ございませんでした。 

 

【議長】 

 学校保健の委員会でも，食生活について取り上げています。朝食をしっかり摂ることは

大切なことですね。他に，ご意見はございますか。 

 

【委員】 

 がん検診の受診率を見ると，全国的に見てもかなり低い状態となっています。受診率の

目標を 40%と設定されていますが，検診によっては半分にも満たないですよね。全国的に

見て，子宮がんと乳がんの受診率は低いのですが，胃がんと大腸がんは普通もっと高いで

す。受診率を上げるための努力をされているかということをお聞きしたいです。例えば，

平日に仕事をされている方にも受けていただけるように，病院と提携して月に一回土日に

もがん検診を行うなどの工夫をされているかということをお聞きしたいです。 

 

【事務局】 

 がん検診の取組といたしましては，受診のしやすい環境づくりとして，集団検診を土日

に開催して検診の機会を増やしております。医療機関での個別検診におきましても，検診

期間を 1 月から 2 月に延長して，受けやすい環境づくりに努めています。医療機関の先生

方にご協力をいただいて，検診日の配慮をしていただいているところもございます。また，

検診には色々なメニューがございますので，複数の検診を同時に受けられるよう医療機関

の先生にご協力いただいておりますし，集団検診でも同日に複数の検診を受けられるよう

にさせていただいております。また，若い女性に検診を受けていただきやすくする取組と

いたしまして，集団検診の最中にお子様を一時あずかりさせていただくことをさせていた

だいておりますし，保健センター以外の会場にも集団検診の検診車を配車しまして，お住

まいの近くの地域で受診していただけるような取組も行っております。 

 また，がん検診の周知につきましては，国の施策であります無料クーポン券事業もあり

ますし，市独自の事業といたしましては，胃がん検診の無料クーポン券事業をＡＢＣ検診

とセットにしております。対象の方には周知をしておりますし，対象の検診以外について

も，受診の機会を確保できるようにしております。 

 また，特定健康診査や後期高齢者の健康診査の通知の際には，がん検診も一緒に周知を

させていただいているところです。 



11 
 

 

【委員】 

 努力してみえることはよくわかるのですが，成果がほしいですよね。成績が良い市町村

がどのような取組をしているかという具体例を調べられてはどうかと思います。 

 

【委員】 

 今のお話で取組の方法はわかったのですが，事務局として受診率の低さの原因はどのよ

うなものが想定されるかということ，どういうところを強化したら良いかという評価をお

聞きしたいです。 

 

【事務局】 

 受診者数は徐々にではありますが伸びていますとともに，対象者数も増えてきておりま

す。受診率の算出方法は，国の対象者の算出方法を使っております。母数は，職場で検診

を受ける機会がある方も含めた数字となっております。無料クーポン券を送付して受診勧

奨をしておりますが，職場で受診された場合はそのクーポン券を使っていただくことがで

きませんので，そのような方については受診の機会のある方としてこちらとしては考えて

いますけども，受診率を出すときにはそちらの数字を引いて出すということができており

ませんので，数字としてはこのような状態となっております。   

 

【議長】 

 平成 28年度のがん検診は，2月までとなっています。今回の資料は 11月末でまとめてお

りますので，最終的には受診率はもう少し伸びると予想されます。胃がん，大腸がん，肺

がん，前立腺がん検診の受診率は，恐らく例年とおりに伸びてくると思っております。 

 それから，一番問題となるのは 40,50 歳代の受診者が非常に少ないということです。こ

の世代の受診率をいかに高めるかということに工夫がいるわけなのですが，なかなか受診

率が上がってこないという状況です。特定健康診査やがん検診について，我々開業医が休

日祝日の午前中に実施すると受診率は上がるのかなという感じもしますが，なかなか難し

いという状況です。 

次に，母子保健グループの事業ですが，出産前後小児保健指導について，年間 4 件くら

いしか実績がない状態でしょうか。 

 

【事務局】 

例年 4件から 10件で推移しております。チラシや母子手帳交付時等に周知はさせていた

だいているのですが，なかなか実績が伸びない状態です。利用された方からは，育児不安

が解消されてよかったというお答えをいただいています。 
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【委員】 

 3 歳児健康診査について，受診率 96%という非常に高い数字が出ているように見えるの

ですが，実際には 50人程の方が受診されていないということです。受診されていない原因

ははっきりとわかっているのでしょうか。 

 

【事務局】 

 未受診の方には，電話や訪問によって理由の把握を行っております。外国人の方の未受

診の割合が高く，また，3歳児となると保育園や幼稚園に行っているお子様も多いので，そ

ちらで健診を受けるという方が多くみえます。未受診の方については，関係機関と連携を

とって全件把握に努めております。 

 

【議長】 

母子保健グループの事業の中で一番難しいのは小児等在宅医療連携推進事業だと思いま

す。こちらは，現時点での対象者は 10人くらいですか。 

  

【事務局】 

小児等在宅医療の対象者は 1万人に 1人とよく言われております。鈴鹿市は人口が約 20

万人なので，20人程度であると想定しています。  

 

 【議長】 

 ありがとうございます。地域医療グループの報告については，応急診療所事業を始め順

調に運営をしているようです。 

 

【事務局】 

 鈴鹿市医師会，鈴鹿歯科医師会，鈴鹿亀山薬剤師会の先生方のご協力をいただき，順調

に運営させていただいております。ありがとうございます。 

 

【議長】 

 管理グループの報告について，ご意見，ご質問はございますか。 

 

【委員】 

 すこやか教室は，今年で 30回目を迎えます。老人クラブとしても，リーダー研修で 400

人の動員を予定しております。その他にも，鈴鹿市を 5 つのブロックに分けて，1 年に 1

回それぞれのブロック毎に医師会の先生に講演をやっていただいているところです。2 月

23日にも，文化会館けやきホールで講演をやっていただく予定です。この場をお借りして，

私からお礼を申し上げます。これからもよろしくお願いいたします。 
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【議長】 

 医師会としても，しっかりやらせていただきたいと思っております。それから，健康フ

ェアにつきましては，今年度は鈴鹿医療科学大学の白子キャンパスで開かせていただいて，

大成功を収めました。1,226人の方にお越しいただきました。大学側から本当に色々とご協

力をいただきましたことに感謝申し上げたいと思います。来年度も引き続きお願いしたい

と思っておりますので，よろしくお願いいたします。 

 

【委員】 

 管理グループの献血推進事業に関連して，骨髄バンクの登録者がどんどん減ってきてい

るということについて，10月にも鈴鹿医療科学大学でお願いし 10人ばかり入っていただき，

その後はイオンモールで保健所が中心となって骨髄バンク登録の勧誘をしているのですが，

なかなか入っていただけないという状況です。もしよろしければ，献血推進協議会のとき

に骨髄バンクの勧誘も行っておりますので，宣伝していただければと思います。 

 

【委員】 

 11 月の鈴鹿医療科学大学の学園祭のときに，坂井前保健所長が医療福祉学科の先生と連

携をとっておられまして，その時はもっと登録者が多かったと思います。大学の先生と連

携をとっておられるところにご相談をいただくといいと思います。 

 

【委員】 

 骨髄移植というと，全身麻酔を行う必要があったりして色々と大変ですので，なかなか

登録していただけないと思うのですが，色々な場で宣伝をさせていただいて，登録勧誘を

させていただきたいと思います。 

 

【議長】 

 保険年金課の特定保健指導の一番の目的としては，生活習慣病，特に糖尿病を早期発見

し，人工透析になってしまうのを防ぐというのが根本です。生活習慣病のリスクがあるに

も関わらず，医療機関にかからずに放置してしまう方を洗い出して，行政から受診勧奨を

していただいています。鈴鹿市の統計を見てみると人工透析を受けられている方が非常に

多い状況です。鈴鹿市の国保の統計を見ますとそれにかかる費用は年間約 9 億円となりま

す。 

 来年度に向けて，糖尿病性腎症の進行を阻止するような施策を，糖尿病性腎症重症化予

防事業として始めていこうと考えております。医師会内で委員会を立ち上げて，どのよう

にやるか検討を始めるという段階です。 
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【委員】 

 生活習慣病の重症化予防については，食べ物と体を動かすことでかなり抑制されます。

大学の教員や大学院生の知識が，相当役に立つのではないかと思います。大学としては，

地域への貢献を意識しております。 

 

【委員】 

 保健指導は，現在，保健師さんに頼んでみえるということですが，給与や人員を確保す

るのが大変だと思います。保健指導をできるもうひとつの資格として，管理栄養士があり

ます。管理栄養士で保健指導をしている人は，運動を含めてしっかり指導をしている現実

があります。会社等で特定健診を頼んでいる事業所は，保健師ではなく管理栄養士が担っ

ている数が相当多いです。市としても，管理栄養士を指導者として考えてみてはどうかと

思います。 

 

【議長】 

医師会は，毎週土曜日の午後から特定保健指導の対象者の方に来ていただいて，管理栄

養士と理学療法士の方に 30分間くらいレクチャーをしていただいています。管理栄養士の

活動は非常に重要です。またその節にはよろしくお願いしたいと思います。  

次に，スポーツ課の報告についてはいかがでしょうか。 

 

【委員】 

 私たちスポーツ推進委員としては，あまり外に出たがらない高齢者の方々や，小さいお

子様をお持ちの家族の方々など，あまり運動をする機会のない方々に対して，いかにスポ

ーツをしていただくかということを以前から考えているところです。そこで，ウォーキン

グが良いのではないかということで，鈴鹿市 10中学校区でウォーキングマップを作成して

います。現在すでに 8 中学校区で完成しています。先日，鈴鹿医療科学大学の長村先生を

お尋ねしまして，ウォーキングイベントにプラスして食事や歩き方の話をしていくアドバ

イスをいたただいたり，健康づくり課からウォーキングマップの裏に入れる文言について

アドバイスをいただこうとしています。来年度，鼓ヶ浦地区で，第一回目のモデル事業の

ような形でやってみる予定です。そこで良いところと悪いところを相談しながら 2 年間く

らいの間に 10中学校区を周っていこうと考えています。 

ただ，我々スポーツ推進委員の任期が 2 年となっておりますので，うまく継続できれば問

題ないのですが，人集め等の問題もあると思いますので，今ここにおられる老人会や自治

会の会長さんにご協力いただけたらありがたいと思います。 

 

【委員】 

 非常に明確な事実として，体を動かして，食生活をちゃんとすれば，かなりの人が健康
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状態を取り戻せるし病気にならずに済むということです。ウォーキングに関しては，一歩

歩くと医療費が 0.06円減るという具体的な数字があちこちの都市で実験された膨大なデー

タからでています。あまり歩いていない人が，「今日よりも 1,000歩余分に歩く」というこ

とを意識していけば，かなり効果があると思います。  

 先日亡くなられましたが，名古屋学芸大学の学長をやっておられた井形先生が，トヨタ

の 5,000 人の従業員を半分にわけて行った実験があります。半分の人には特に指示を与え

ず，半分の人には頻繁に歩くように促しました。この二つのグループの医療費を比較する

と，何千万円もの差が生じたということです。歩いたら絶対に病気にならないとは言い切

れませんが，病気になる人が減るというのは明らかな事実です。今回，鼓ヶ浦中学校区に

コースを作られたということですので，歩く人が増えるように良い方法を考えていただき

たいと思います。私も自宅近くをよく歩いていますが，そのときに出会う人はいつも決ま

っていて，まだまだ歩く人は少ないという実感があります。国保をいかに使わないかとい

うことが重要です。まずひとつの地域でプロジェクトを進めて，その地域の皆さんがいき

いきしているという雰囲気をつくると良いと思います。 

 

【事務局】 

 スポーツ推進委員協議会の事務局をスポーツ課がもっているということもありまして，

この会議に出させていただいて，先程の長村先生のお話もありましたので，連携をとって

進めていきたいと思っております。来年度，鼓ヶ浦中学校区でのウォーキングコースを実

践してみて，さらに他の地域にも繋げていきたいと思っておりますので，皆様のご協力の

程よろしくお願いいたします。 

  

【委員】 

 転倒防止については，理学療法の先生が上手に話をされています。大学には体脂肪の測

定器があります。具体的な数字が見えると頑張る気持ちも出てくると思います。 

 

【議長】 

 ありがとうございます。次に，平成 28年度 関連事業一覧シート（分野別・ライフステ

ージ別）・ヒアリングシートについて事務局より説明をお願いします。 

 

【事務局】 

 健康づくり課からご説明させていただきます。今回，ご報告させていただいております

内容につきましては，健康づくり計画に関する進捗状況となっております。健康づくり計

画概要版を配布させていただいておりますが，健康づくり計画は，健康づくり課が主管す

る個別計画でして，本市の鈴鹿市総合計画２０２３を上位計画として位置づけております。

このことから，本来平成 23 年度から平成 30 年度を計画年度としているところですが，各
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個別計画を計画年度に統一することが奨励されておりましたので，仮称・第二次健康づく

り計画につきましては，本来平成 31年度開始のところ，一年後ろ倒しさせていただきたく，

平成 32年度からの開始で今後調整させていただきたいと思っております。またそのときに

は，自殺対策基本法に示されております自殺対策や，食育基本法に基づきます食育に関す

る事項につきましても，根拠法令に沿った形式で当該の計画に包合できる手段を模索して

いきたいと思っておりますので，引き続き，検討委員会等で皆様にご提案させていただき

たいと思っております。本市計画では，平成 26年度の中間評価の検討におきましても，健

康づくり推進協議会の委員の皆様にご意見をいただいておりますので，引き続きよろしく

お願いいたします。 

 それでは，資料 20ページからの，健康づくり計画におけます関連事業一覧シート及びヒ

アリングシートについてご説明させていただきます。ヒアリングシートにつきましては，

表の左側より，計画に基づく取組事業の目的，その内容と，平成 27年度評価及び今後の方

向性をまとめてございます。こちらにつきましては，それぞれ関係課から報告を受けたも

のでございます。関連事業一覧シートにつきましては，健康づくり計画に沿った 7領域（栄

養・食生活，身体活動・運動，こころの健康・休養，たばこ，アルコール，口腔・歯の健

康，健康管理）となっております。健康管理につきましては，情報・意識・健診の 3 区分

に分かれております。こちらの 7 領域に，ヒアリングシートに聴取させていただいた事業

を各ライフステージ別にまとめさせていただきました。カギカッコ内には担当課を記載し

ております。矢印につきましては，対象年齢の開始時期等の期間軸となっております。こ

の資料の中で，子どもに関する事業につきましては，子ども育成課，子ども家庭支援課等，

双方で協力して事業を行っているものもございますので，子ども政策部として表記させて

いただいております。また，表中の赤字記載につきましては，健康づくり課の主な事業で

ございまして，先程からご説明させていただいているものを抜粋して報告させていただい

ております。併せてご照合ください。成人保健グループの取組としても，栄養・食生活に

ついてご報告させていただいたところですが，母子保健グループからご報告させていただ

いた赤ちゃん訪問事業については，主任児童委員の方々にお世話になっているところです

が，この方々のご報告の中から，妊娠期からの支援や出産後の早期における支援の必要性

について，実態の声を導いて情報提供をいただいているところですので，今後の事業にそ

の視点をさらに取り込む予定で計画しているところです。今後におきましても，市民の健

康づくりに協働していただいております健康づくり推進協議会委員としてご臨席いただい

ております皆様の団体から様々な健康づくりにつながる事業をご紹介いただいているとこ

ろですが，皆様で情報を共有できるとより健康づくりに効果的につながると思っておりま

す。先の話になりますが，次回の会議は平成 29年の夏ごろを予定しております。その際は

事務局から報告をいただく様式を提案させていただきますので，ぜひただいまの皆様の総

会等でご報告されているような資料をご提示いただき，この場に提出していただきたいと

思っております。ご協力の程よろしくお願いいたします。 



17 
 

 最後になりますが，お手元に健康づくり推進協議会の規則を配布させていただきました。

この鈴鹿市健康づくり推進協議会は，鈴鹿市附属機関の設置等に関する条例の規定に基づ

きまして，鈴鹿市健康づくり推進協議会規則において委員の皆様に健康づくり計画の進捗

に掛かる評価に関することについて協議していただけるよう制定させていただいているも

のでございます。そのことを鑑みまして，今後におきましてもご協力いただきますようよ

ろしくお願いいたします。抜粋してご説明させていただきましたが，以上でございます。 

  

【議長】 

 ありがとうございます。 

 

【事務局】 

 ひとつだけ，ヒアリングシートについてご説明させていただきます。保険年金課のヒア

リングシートをご覧ください。先程，保険年金課から事業実績等についてはご説明をさせ

ていただいたところですが，例えば人間ドックの事業目的については，被保険者の健康診

査を促進し，疾病予防，早期発見，早期治療を促すとともに健康な生活を維持し，医療費

の適正化を図るという目的を掲げております。平成 27年度評価は「やや下回る」となって

おりまして，今後の方向性を示しております。来年度以降の推進の見込みは継続させてい

ただくということで，こういった形で関連各課から報告を受けております。平成 29年度の

会議の折には，このような形で，それぞれの団体で行われている事業をお示しいただける

とより会議が充実すると思っております。事務局で，シートの様式等は全て作成させてい

ただく予定でございますので，シートの提出についてご協力をお願いしたいと思っており

ます。 

 

【議長】 

 ありがとうございました。関連事業一覧シートとヒアリングシートについては，またじ

っくりとご確認いただきたいと思います。 

 

【事務局】 

 ヒアリングシートについては，保険年金課・スポーツ課・地域協働課・市民対話課・文

化振興課・学校教育課から報告を受けております。これらの課は，健康づくり計画を策定

する際に，市の関係各課ということで調整等をさせていただいた課になっております。機

構改革がございましたので，若干課名等は変更しているところもございますが，大元は健

康づくり計画策定時に調整した課となっております。 

 次に，関連事業一覧シート（分野別・ライフステージ別）について，ひとつ例を挙げて

ご説明させていただきます。栄養・食生活という領域では，子ども政策部としまして，0～

5歳の領域に小児科医による子育て相談，食についての相談，来所・電話での相談，保健師
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による身長・体重測定という形で書かせていただいております。当初，子ども家庭支援課

と書かせていただきましたが，部局名等が変わりましたので，子ども政策部として表記さ

せていただいております。子ども政策部の事業は，6～12歳のところから空欄となっており

ます。子ども政策部として係るのは 0～5歳までで，その次からは他の部署に移っていくと

いう見方をしてください。水に関することについては，食生活に関する安全な水の供給と

いう流れとなります。地産池消推進事業については農林水産課の管轄になりまして，市の

安全な食べ物を使っていこうという活動でございます。こちらにつきましては，食育基本

法の中の食育につながっている分野でございます。公民館乳幼児教室は，地域協働課の管

轄でして，地域の乳幼児の教室を公民館で開いております。家庭・地域と連携した食育の

推進は教育指導課の管轄で，6～12歳から 13～19歳の領域にまたがっております。20～39

歳の領域から，公民館健康増進講座・公民館サークル活動で再び地域協働課に移っていき

ます。こちらでは，先程の朝ごはんを食べようという広報でもお知らせしました，健康づ

くりの活動に協力していただいている地域活動栄養士連絡協議会や食生活改善推進委員，

通称ヘルスメイトといった団体の方々にご活躍いただいているところです。この事業につ

きましては，75 歳以上までずっと続いていくものとなっております。今年度，食生活（中

鎖脂肪酸）での市民 500 人による栄養状態向上の取組ということで，産業政策課が取り組

んでおります。栄養・食生活の分野だけでも，様々な課が関わって，鈴鹿市の健康づくり

を推進させていただいている状況です。以上です。 

 

【議長】 

 ありがとうございました。全体を通して質問等ありましたら挙手をお願いします。 

ないようですので，事務局にお返しします。 

 

【事務局】 

 ありがとうございました。それでは最後に，健康福祉部長 近藤より，ご挨拶を申し上

げます。 

 

【部長挨拶】  

健康福祉部長の近藤でございます。御礼を兼ねまして一言，御挨拶を申し上げます。平

素は，皆様におかれましては，健康づくりの分野のみならず，行政の各分野にわたりまし

て，ひとかたならぬご理解とご協力を賜り，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，ご多忙の中，さまざまな健康づくり施策に関する各分野からのご

意見を賜り，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ご意見を参

考に，引き続き，関係機関や庁内関係部署との連携を図り，一人ひとりの健康増進を推進

して参りたいと存じます。 

又，昨年 4月からスタートした「鈴鹿市総合計画 2023」を基本とした，安全・安心のま
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ちづくりに，地域の皆様と共に取組んで参りますので，お力添えをいただきますようお願

いいたします。本日は，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 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。 

  


