
1 

 

平成２９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２９年１０月３１日（火） １３時１５分～１５時１０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・野間 芳実・亀井 秀樹・西城 英郎・森 拓也・ 

笠井 方尋・久保田 加寿美・片岡 昌昭・中西 大輔・杉本 直哉・ 

桑原 久代・南条 和治・出口 幸一・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 参事兼保険年金課長 片岡 康樹・ 

文化スポーツ部 参事兼スポーツ課長 服部 伸仁・健康福祉部 健康づくり課長 伊藤 京子 

母子保健 G 主幹兼 GL 岡田 千麻子・成人保健 G 主幹兼 GL 中川 千恵子・ 

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 山下 剛司 

 

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，大変お忙しい中，平成２９年度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，平素から健康福祉行政のみならず，市政各般にわたり御理解，

御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，昨年スタートした『鈴鹿市総合計画２０２３』においてめざすべき将来都市

像のひとつとして「みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか」を掲げております。 

２９年度の健康福祉関係の主な事業としましては，市内の４つの各生活圏域への認知症初期集

中支援チームの配置や，医療・介護の連携推進など「包括的支援事業」の充実を図り，「地域包括

ケアシステム」の構築を進めております。 

また，子育て支援となる子ども医療費の助成につきましては県内で一番早く０歳から３歳まで

の乳幼児を対象とした医療機関での窓口無償化を始めさせていただいております。 

 健康づくり課の施策といたしましては，妊娠期から子育て期に渡る子育て世代への切れ目のな

い支援を提供するため，従来からの妊婦乳幼児健康診査に加え，妊婦歯科健康診査を新たに実施
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するほか母子保健の相談機能を強化するとともに産前産後サポート事業などを展開しております。 

本日の会議では，昨年度の健康づくり施策の進捗状況について，事務局より報告をさせていた

だきまして，皆様からのいろんな意見を頂戴いたしたいと思っております。 

 更には，「第２期 健康づくり計画」の策定に向けスケジュール案等をお示しさせていただきた

いと存じますので，本日の会議で皆様方の各団体での事業を紹介させていただく予定ですので，

いろんな角度からの市民の健康づくりに向けたご助言等を提案いただけたら幸いと思っておりま

すので，どうか本日たいへんお世話になりますけどもよろしくお願い申し上げます。簡単ではご

ざいますが開会にあたっての私の挨拶とさせていただきます。 

 

【事務局】  

ありがとうございます。それでは，次に事項書の４ 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。 

 

【会長挨拶】 

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，ご多用のと

ころ，ご出席を賜りありがとうございます。 

天候不順といいますか，１０月になって台風が２週連続で日本に接近しました。本市にはそれ

ほど大きな被害なく幸いでありました。また，各団体の皆さんと共に開催する予定であった「救

急・健康フェア」も残念ながら台風による悪天候のため，やむなく中止となりました。 

 さて，我が国の超高齢化社会の到来にふさわしい医療・介護・福祉のありかたについて，今，

地域包括ケアシステムの中で医療・介護連携といろいろな方策を練っております。そういうこと

で，市民の関心はそちらに向かっています。 

 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，何でも相談出来るよ

うな体制を一所懸命作っております。まずは，生活習慣病に対しての対応です。それから新しい

事業として糖尿病性腎症，いわゆる糖尿病による合併症として，糖尿病性網膜症，糖尿病性腎症

あとは末梢神経というのがある。特に糖尿病性腎症が悪化して透析になってくると莫大な医療費

がかかってくる。重症化を予防して透析に至らないように新しく事業を始めております。もう一

つ，超高齢化社会ですのでご老人が骨粗しょう症による骨折の予防事業も今始めております。「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，昨年度の健康づくり事業の実績や各団体が行っておられる健康づくり事業

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意見を頂戴したいと思いま

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，簡単ではございますが，私の挨拶とさせていた

だきます。 
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【事務局】 

ありがとうございます。 

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」に基づく公開審議会となってい

ますが，本日の傍聴希望者はみえなかったことを御報告します。また，審議内容の結果は鈴鹿

市のホームページで公開しますので，御了解ください。 

それでは，事項書５の議題に移ります。 

 設置要綱第５条第１項の規定により，会長が議長を務めることになっていますので，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。よろしくお願いします。 

まず，平成２８年度鈴鹿市健康づくり事業実施状況について，事務局より説明お願いします。 

 

【事務局】 

まず，健康づくり課より平成２８年度実施状況を説明します。 

この資料の１ページから７ページまでは，健康づくり課の各グループの事業内容を記載してお

り，８ページから１４ページまでは平成２２年度から平成２８年度までの経年実績の数値を添付

しています。 

まず，はじめに成人保健グループの事業につきまして，説明します。 

では，会議資料の１ページを見てください。 

 成人保健グループでは，健康増進事業，自殺対策事業，介護予防事業をとおして，２０歳以上

の方を対象とした健康づくりを進めています。 

 健康増進法に基づき，各種健康教育，健康相談，訪問事業などを実施しています。 

全体にはほぼ例年同様の実績となっていますが，５「市民健康講座」におきましては，年々来

所者数が増加しています。 

健康増進事業は，より多くの市民が利用できるよう，広く情報を発信し，講座内容・講座スタ

イルを工夫して実施しています。 

骨粗鬆症関係においては，健康寿命の延伸を目的に，鈴鹿市医師会様の骨粗鬆症ネットワーク

委員会と連携のもと，事業展開しています。 

また，健康意識が高い市民への事業だけでなく，健康無関心層へ向けた働きかけも，一層重視

していきたいと考えています。 

次に，２「自殺対策事業」においては，従来の普及啓発事業に加え，自殺企図者の搬送先であ

る「鈴鹿中央総合病院」「鈴鹿回生病院」や，高齢者のための相談窓口となる地域包括支援センタ

ーにもリーフレット設置の御協力をいただいた。 

若年層対策としましては，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で，こころ

の相談窓口の紹介をしています。 

全国同様，鈴鹿市においても４０歳以下の自殺者数は他の年代に比べて減少率が低くなってい
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ますので，産後うつ対策も考慮し，若年層対策を一層重視していきたいと考えております。 

７「高齢者地域支援事業」においては，保健センター，公民館，老人会等で，各分野の専門職

が普及啓発事業を実施しています。 

また，高齢者の自主的な活動を支援するということで，スクエアステップを取り入れたボラン

ティア養成を行っており，現在スクエアステップリーダー数は６８名となっています。 

 次に２ページを見てください。がん検診は，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・前立腺がん検診の６種類です。なお，集団検診では，平成２６年度より，

インターネットを利用したがん検診の申し込みを開始しています。また，休日の検診や子育て世

代に配慮した対策といたしましてがん検診に託児のある日を設けるなど，受診しやすい環境整備

に取り組み，受診率はほぼ横ばいです。がん検診の早期発見・治療のために，受診率の向上のみ

でなく，精密検査受診率の向上も目標に事業を実施しています。 

１６「歯周病検診」についても，受診率はほぼ横ばいとなっており，がん検診同様，歯周病予

防に関する普及啓発と受診率向上を目標に実施しています。 

後半の８から９ページは，平成２２年度から２８年度までの成人保健グループでの事業実績と

なります。 

成人保健グループの報告は，以上です。 

 

 ３ページを見てください。 

母子保健グループでは，妊娠期から出産，就学前までの子育て期の方を対象に，健康診査，教

室，相談，訪問等の事業を行っています。 

４つの事業について，報告します。 

一つ目は，２番の母子健康手帳の交付ですが，平成２８年度の交付数は１，６７８冊となって

おり，平成２７年度と比べ，１０４冊減少しており，年々交付数は減少しております。母子健康

手帳の交付は，妊娠届出に基づき交付しており，届出時に実施しています妊婦の方へのアンケー

トの結果では，21.4％の方が，個別の情報提供や相談等の支援が必要なケースでした。そのため，

今年度から母子健康手帳の交付窓口を，保健センター１ヶ所に集約し，助産師・保健師などの専

門職が面談し，妊娠期から子育て期の必要な情報を提供し，相談等に対応しています。継続して

支援が必要な方には，医療機関等の関係機関と連携し対応しています。 

 二つ目は，５番の妊産婦・乳幼児訪問指導ですが，妊娠届出や妊婦乳幼児健康診査，関係機関

からの情報提供等において支援が必要と思われる方に，保健師・栄養士が訪問し，相談に応じ必

要な指導や育児支援を行うものです。平成２８年度の訪問延べ件数は，３１７件で，先ほどご報

告いたしました妊娠届出時のアンケートから支援を必要とするケースの中には，妊娠期から子ど

も家庭支援課と一緒に訪問をする家庭も増えてきており，妊産婦乳幼児の訪問の４０％を占めて

います。 

 ４ページを見てください。 

三つ目は，１１番のすくすく広場です。育児不安の軽減及び，育児支援を目的とし，栄養士，

助産師，保健師による相談等を開催しています。平成２８年度は，延べ１，５１８人の方が来所
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され，そのうち乳児が８１２人，５３．５％を占めています。乳児の来所者数は，平成２７年度

と比べ，１７３人が増加しており，各相談では，保護者の方の不安や心配に対する相談だけでは

なく，子育ての知識の提供も多くなってきている状況です。 

 四つ目は，１５番の乳児家庭全戸訪問事業です。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２８年度は，１，５８２人の方に訪問をしました。主任児童委員の方をは

じめ，様々な職種で訪問を行っています。 

先ほど，ご報告しました「すくすく広場」の乳児の来所者数の増加は，乳児家庭全戸訪問事業

で，保護者の方への子育て情報を提供することによる効果と考えています。 

 １０ページから１１ページは，平成２２年度から平成２８度までの母子保健グループの事業実

績となります。 

 母子保健グループからの報告は以上です。 

 

次に，６ページの地域医療グループの事業です。 

地域医療グループでは，「予防接種」，「救急医療体制運営事業補助」，「応急診療所事業」，「二次

救急病院施設整備補助事業」の４事業を実施しました。 

また，１２ページから１４ページに各種ワクチンの接種実績を記載していますので，よろしく

お願いします。 

 

「予防接種」におきましては，平成２８年４月から，ロタウイルスワクチン接種費用の一部助

成を行っています。また，平成２８年１０月から，Ｂ型肝炎ワクチンが定期接種となりました。

本市のワクチン接種実績を総じますと，国が示す社会的な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況です。今後も，予防接種法及び予防接種法施行令に基づき，感

染症を防ぐための社会防衛や，個人の感染予防のため事業を行います。 

次に「救急医療体制運営事業補助」におきましては，一次，二次救急医療機関が救急患者の受

け入れ体制の整備を行うことに対し，補助しました。救急医療体制を取り巻く環境は，厳しい状

況ですが，市民の安全と安心を確保するため，よりよい救急医療体制の維持に引き続き努めます。 

次に「応急診療所事業」におきましては，本市における一次救急の拠点として，鈴鹿市医師会

様，鈴鹿歯科医師会様，鈴鹿亀山薬剤師会様のご協力をいただき，休日の昼間及び毎日の夜間の

診療を行い，近年，年間約１万人の患者の診療を行っています。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「かかりつけ歯科医」を持つ意識が浸透す

るとともに，歯科医師による平時からの歯や口腔の健康維持に対するご指導を行っていることな

どもあり，本年３月末をもって終了となりました。引き続き，一次救急の拠点として，内科，小

児科の診療を行い，市民の安全と安心を確保します。 

 最後に，「二次救急病院施設整備補助事業」におきましては，二次救急医療機関が救急医療提供

体制の整備のため，購入する医療機器に対しての補助金となります。二次救急医療機関が，機器

を購入し，良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制整備を図ることによって，市民の健康保

持に寄与しています。 
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以上です。 

 

７ページを見てください。管理グループの４つの事業です。 

まず，１番の「すこやか教室」ですが，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おり，昨年度で３０回目を迎えました。２月２３

日（木）鈴鹿市文化会館にて開催され，演題を「高血圧～正しく知ってセルフケア」や「健康寿命

を延ばすための食事と運動パートⅡ」としまして，専門の先生方にお話いただきました。 

次に，２番目の「健康フェア」です。昨年度より，鈴鹿医療科学大学白子キャンパスをお借り

して，ここにお集まりの各団体の皆様のご協力を賜り，平成２８年９月１１日に,開催しました。

大学の職員や学生の協力も得まして，整った施設の中での開催となり，参加者も延べ１，２２６

人と好評を博しました。本年度も各団体の方に，前日まで準備を整えていたところですが，本年

の９月１７日は，あいにく台風による悪天候で中止となりました。皆様のおかげをもちまして，

内容が年々充実してきており，市民の方から「今年は中止になってとても残念です」との声もあ

りました。健康に関する「一大イベント」として定着してきていますので，来年度も，各団体が

それぞれに成果を発表し，また，市役所内での各課との連携も広げていきたいと考えています。 

次に，３番目の未熟児養育医療費事業ですが，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

する事業です。特に実績の目標を定める性質のものではありませんが，昨年度の新規申請者は 40

名でした。 

最後に，４番目の献血推進協議会事業です。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います。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，市役所職員や市内各企業における献血の協力です。本市居住者の献

血者数は，わずかながら年々減少傾向にあります。献血活動の主たる担当は，赤十字血液センタ

ーや三重県ですが，今後も，献血者の減少に歯止めに，鈴鹿市も協力するという体制を続けてい

く必要がある。特に，献血に消極的な，若年層への献血活動への協力を啓発していくことが喫緊

の課題です。このため，成人式において啓発物品を配布したり，イオンモール鈴鹿での献血にお

いて，高校生ボランティアに協力を求めるなど，先ずは若者に，献血に興味をもっていただく活

動を，今後も続けます。 

以上です。 

 

続きまして，保険年金課の事業につきまして説明します。  

１５ページを見てください。 

ここに掲載している事業は鈴鹿市国民健康保険の保健事業として実施したものです。 

「人間ドック」については，３０歳以上７４歳未満の方を対象に実施しています。検査内容は

特定健康診査の検査項目に加えてより専門的な検査をおこなうと共に腫瘍マーカーやがん検診を

実施しています。受診者は１，３１７人でした。 

次に「脳ドック」についは，４０歳以上７４歳未満の方を対象に，MRI，MRA，頚動脈超音波
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検査を実施しています。受診者は６０７人でした。 

次に「特定健康診査・保健指導」については，４０歳以上７５歳未満の方を対象に実施してい

ます。特定健康診査の受診者が１３，４３６人で，受診率は前年度と同じく４３．９％でした。

なお，特定健康診査の結果から改善が必要と認められた方については保健指導を実施しています。

保健指導の利用者は２５４人で，保健指導の終了率は前年度と比べて２．５％増の１０．６％で

した。 

最後に「生活習慣病対策事業」については，生活習慣病の予防及び重症化予防を図る目的で平

成２８年度から新規に実施した事業です。対象者は，特定健康診査の結果受診者のうち特定保健

指導の対象者ではないが血圧値や血糖値が受診勧奨域と判定をされたにもかかわらず医療機関を

受診していない方です。これらの方に対しまして文書や電話により受診勧奨を行います。実施人

数は５７人でした。本年度は，冒頭に会長からもお話しがあったように，この事業を発展させた

形で糖尿病性腎症重症化予防プログラムを行っています。資料に記載はありませんが簡単にこの

内容を説明します。このプログラムについては医師会と栄養士会の協力を得て実施しています。

目的としては，長期間持続する高血圧とか高血糖状態といったことによって糖尿病それから最後

は糖尿病腎症というような重症化を招くことを事前に防いでいこうという事業です。対象者は，

国民健康保険加入者のうち４０歳以上７４歳未満のⅠ型糖尿病以外の方です。それから，平成２

８年度の特定健康診査の結果でヘモグロビンＡ１ｃが６．５％以上，または空腹時血糖値が１２

６mg 以上，それからレセプトで当該年度の糖尿病薬の内服がなく平成２９年１月以降に受診のな

い方です。事業の大きな流れですが，保険年金課で対象者を抽出して受診勧奨の通知をします。

その後，通知を受け取った対象者が医療機関で治療を受けまして，同時に管理栄養士による栄養

指導，運動指導といったものを受けることになります。最終的には，保険年金課へ指導の内容・

結果を報告いただくといった内容です。この９月２０日頃に第１回目の受診案内を送りまして，

まだ医療機関を受診したとの結果は出てないが，おそらく１０月に受診した方は翌月に報告をも

らうことになりますので，１１月になればこの勧奨によって医療機関を受診されたこのプログラ

ムに沿って治療や指導を受けた方がどのくらいか分かってくると思っています。 

以上が保険年金課の事業の説明です。 

 

次に，スポーツ課の施策の実施状況について説明します。 

１７ページにスポーツ課の施策の実施状況を掲載しています。 

主に４つありますが，一番目は「鈴鹿いきいきスポーツ都市宣言」ということで，年間を通じ

て各種スポーツ事業・イベントを開催しまして，その啓発に努めています。参加人数は２３，８

６３人となります。 

二番目，三番目，四番目につきましては，それぞれ「グラウンドゴルフ」「シティマラソン」「ウ

ォーキング」等の大会における健康相談，医科学相談のコーナーを設置いたしまして，大会参加

者や関係者の方々に健康相談などを実施しまして，健康意識の高揚に努めています。実績につき

ましては，表に記載のとおりでして，スポーツ課としましては市民の方の健康づくり，あるいは

生きがいづくりに貢献できるように施策に努めています。また，スポーツを「する」・「見る」・「支
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える」というような機会の提供に努めています。 

以上です。 

 

【議長】 

 ただいま事務局から，健康づくり課，保険年金課，スポーツ課の事業について説明がありまし

た。 

この説明に対して，意見・質問はありますか。 

 

【委員】 

 資料８ページの成人保健グループの資料ですが，６番目の地域支援事業について，平成 28年度

の目標値に対して実績が２，３６４人と，また，平成２２年度から右肩下がりの状況となってい

ますが，これについてどのような要因があるのか説明願いします。 

 

【事務局】 

要因としましては，当初この地域支援事業は平成１８年度から開始しまして，その当時は，こ

の地域支援事業の介護予防の普及・啓発する事業者がなかなかない状況でしたが，健康福祉政策

課が設置されて，総合的に介護予防の普及・啓発を実施するようになったので，健康づくり課は

その中のいろいろな介護保険事業の一つとして実施していますので，全体的な目標は４，６７２

人ということで高齢者の１０％を目標にしているが，健康づくり課としてはだんだん件数が減っ

ていますが，健康福祉政策課でいろいろな事業所が増えていますのでそちらへ委託している事業

も多数あるので，鈴鹿市全体としてはそれほど減少していないが，健康づくり課としては現状二

千数百名で推移している。 

 

【委員】 

それであれば，資料を出すときにきちんと数字を入れておくべきです。健康づくり課がやって

いるからこの数字というのではなく，今言われたように健康福祉政策課で行っている関連する事

業があって両方合わせてであればそちらも表記しないと資料としては不十分なのできっちりして

ください。また，地域支援事業のところで，今，国で地域共生社会の実現ということで福祉の場

面が出ているが，そうなると特定健診，地域支援事業の介護予防に関して言えば６５歳以上では

なく，広域連合でも言いましたが，介護保険に加入することから考えれば４０歳以上を対象にし

て事業を考えていかないと上手くいかない。今後，高齢者が増えるからその辺を平成２８年度の

実績を踏まえてどう考えているのか。健康福祉政策課も絡むが，その点を健康づくり課としては

どう考えているのか聞きたい。 

 

【事務局】 

 先ほどの委員からのご質問ですが，健康づくり課としてはもともと健康増進法という法律のも

とで事業を行いまして，その続きとして介護予防事業では６５歳以上というような区切りとなっ
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ているが，それまでの年代の方についても様々な健康づくりの支援を行っている。地域に出向い

て健康講座の開催等が該当する。あわせて先ほども事務局から申したが，今までは健康づくりに

対して関心の高い方が中心になっていた部分があるが，これからは健康づくりに関して無関心な

層の方たちへ支援を広げていくことで，その部分についても取り組み，市としては引き続き健康

づくり施策は全年齢に渡って行う所存です。 

 

【委員】 

 続けて，いくつか聞くが，議会の立場で言うとがん検診ですが受診率に対してこれが鈴鹿市民

の健康にプラスになっているのかの説明がどうなっているかという議論があったと思うが，議会

での議論を踏まえこういう場できちんと説明して欲しいが，その点はどうか。 

 

【事務局】 

 がん検診ですが，本市がこちらの統計として挙げているのは市の公費を拠出している部分の件

数です。鈴鹿市の特徴として社会保険加入率が高い状況と，企業としての健康づくりを進めてい

るなかで，義務ではないががん検診を実施している企業がたくさんある。そちらについての実態

を把握するのが健康づくり課での課題となっているが，なかなか事業所で鈴鹿市民だけをという

のは非常に難しいので，現在，健康づくり課で実施している事業に参加した方からはあなたの健

康づくりについて教えてくださいということでがん検診を受けたかどうか，がん検診を受けてい

た方には市の事業のがん検診を受けたのか自らの加入する医療保険等で受けたのかという状況を

把握している。健康に関心のある方の今までの状況だとがん検診を全ての方が受けている状況で

はないので，そういうデータを積み上げて市の本来の実態が分かるところを出来るだけ正しい値

がつかめるように今後も努めます。あわせて，説明したが検診を受けていただくということにと

どまらず，検診の結果，精密検診につながる方がいるので，そういった方が精密検診を受けない

背景として，不安があるとかが大きくあげられるので，精密検診とはこういうものですとか，積

極的にぜひ受けてくださいといったことを含めてがん検診の案内をするときには周知していると

ころです。 

 

【議長】 

 がん検診というのは，非常に受診率としては胃がん検診が二十何％，肺がんも二十何％で，そ

の中で早期にがんが発見出来ることがかなりある。一人でも見つければその人にかかる医療費は

削減される。だから，その辺の経費的な面から考えてがん検診は非常に重要である。こういった

がん検診は重要であるということと，もう一つ特定健診で，受診層を見ていると，やはり一番多

いのは６５歳以上，７０歳とかで一番肝心な４０歳から５５歳ぐらいの年齢層にもう少し特定健

診を受けると非常にいいが，そこら辺をいかにＰＲしていかに受診させるかということがある。 

 

【委員】 

 数値的なことで分からないので聞かせてほしいが，８ページのところで訪問指導というのは，
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２３人にしたのか。平成２７年度は７人に訪問指導したという理解でいいのか。例えば，１ペー

ジのところの訪問指導を見ると延べ回数が２３回となっているが，これはどちらですか。人数で

すか。 

 

【事務局】 

 延べの人数です。延べ２３人です。１回の方もあるし，年に数回の方もある。 

 

【委員】 

 延べ人数ではなく実人数では何人ですか。 

 

【事務局】 

 実人数としては２０人と記憶しております。 

 

【委員】 

 これは三重県レベルでみた場合，多いのか，少ないのか。 

 

【事務局】 

 三重県下ともに，訪問指導は６４歳までの方になるので，主に生活習慣病の指導・支援という

ことで訪問することになっているなかで，若い世代の方ですとインターネットとか情報がいろい

ろあるので訪問指導まで繋がるケースがないのが現状でして，現在継続で行っている方としては

生活習慣病のほかメンタル的にも支援が必要な方を継続して行っている場合と，あと先ほど保険

年金課から説明もあったように特定保健指導の対象となった方で保健指導まではいかないが訪問

に行って支援した方を含めた数値として計上しています。 

 

【委員】 

 それともう１点，全体に言える事なのですが，先ほどの検診の手紙とかで伝達するという事で

すが，たまたま自分自身に県から健康診断の通知が届いたのですが，私の場合だと金曜日に届い

て次の週の木曜日までに医療機関を設定して返事するというような出し方でした。それで，金曜

日に届いて仕事もあって何時いけるかを決めて自分が受けたい病院を設定しなければならない。

その注意事項に項目によっては受診出来ない開業医もあるのでご相談のうえと，どこで全部の項

目が受けられるか一覧表もない。その話を学生にして，課題として乳がん検診がどのように各市

町村で伝達して集めているか，いろんな地域から来ているので学生に課題を出した。そうしたら

地域によって随分格差がある，啓発チラシに４０歳，４０歳といっぱい書いてあったら，やはり

女性としては４０歳ってそんなに言わなくても分かるとか，あるいは値段の印字が小さくて負担

金が分からないとか，知らせの情報提供がいかにコンパクトに理解しやすくひと目で伝わるかと

いう，私が貰った健康診断でも結局，明確な情報が的確に伝わらず返答だけを求めると。それで，

私は○○に住んでいるものですから，○○の保健所に問い合わせて県へ問い合わせたのですが，
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○○の保健所も要領が分からない特別な事があったので，だから情報提供をいかに受けて欲しい

方に心地よく分かりやすく負担金はいくらでどういう状態で受けなければこうなるという事を伝

えるという，毎年同じくらいの受診率というのには，何か原因があって増えないのですから，も

ともとの情報発信はいいのであるかとか，受診機関との連携はいいのであるかとかということを

もう一度見直してもらうといいと思いました。自分の経験からいかに情報伝達というのが重要か

と思うので，受診率の向上がないという点でもう一度，原点に戻るべきと思う。 

 

【議長】 

 非常に大事な事ですね。 

 

【事務局】 

 先ほどのＰＲの件ですが，こちらもやはり発信という形をとっていまして，先ほど申し上げた

ように，例えば４０歳の方ですと子宮がんの検診のお知らせとか，そこに合わせてほかに受けら

れる検診はこれですよという案内はしますが，今までそういう形でやってきました。今，医師会

の先生方のご協力をいただきましてＡＢＣ胃がん検診を，鈴鹿市の独自事業なんですが，それを

５年間を１クールとして行いまして，実際にクーポンを使った方がどれくらいかは把握していま

すが，クーポンを使わずに検診を受けた方がたくさんいると思いますので，その実態調査をして

いこうと考えています。次年度に向けてはそのように考えていまして教示いただいた情報提供に

ついては，今一度工夫をしていきたいと考えます。 

 

【議長】 

 ありがとうございます。 

 

【委員】 

 今の情報提供の例ですが，別の自治体の話で小中学生のある学年の親に受けてという，お父さ

ん，お母さんに受けるようにとやると，意外に子どもから言われたということで効果があるとい

うことがあったので，どこかの学年を集中的に狙ってみるのも一つかもしれない。全学年にやる

必要はないですが，例えば小学５年生の親，中学３年生の親という風にお父さん，お母さん健康

でいてねという子どもからの情報提供です。 

 

【議長】 

 お父さん，お母さん健康診断受けてくださいということですか。 

 

【委員】 

 どこの市かは忘れましたが，会議の時にどこかの市の方が言ってこれは結構効果がありました

とのことでした。 
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【議長】 

 来年はぜひとも鈴鹿から，何でも鈴鹿から発信するということで，ぜひとも心がけてみては。 

 

【委員】 

 ２点ほど，救急医療体制ですが，救急車は早く来るけども，病院が決まらなくて２０分，３０

分と地域の広場で待っているという状態を解消して欲しい。救急車はすぐ来ます。でも，出発し

ない。その間に悪くなって亡くなるというケースも見受けられるので，救急車が来たらすぐ出発

出来る受入体制をお願いしたい。 

 もう１点，在宅医と言っていますが，ほとんどの医者はその医院には夜住んでいない。土日は

まったく電話が繋がらない。要するに別の所に住んでいる。開業は地元ですから，在宅医と言っ

て勧められたが，実際には在宅医ではないという声がありますので，その辺の考え方も改めて欲

しいと思います。 

以上２点です。 

 

【議長】 

 昨日ですね，救急調整会議いわゆる二次救急を担っていただいている鈴鹿中央総合病院，鈴鹿

回生病院，一次救急を担っていただいている村瀬病院，髙木病院，塩川病院の関係者，それから

消防の方に集まっていただいて，救急体制をいかにするかと話した。我々だと救急車を依頼して

診療所へ救急車が到達するとこういう状態ですからどこの病院へと指定すればすぐ救急車が出発

しますが，皆さんの家へ行かれた場合には難しい面があって照会先がどこもいっぱいであるので，

消防署から改善しないといけないと言われた。ですから，昨日の話では，まず患者さんから消防

署へ救急依頼があった場合は，かかりつけ医がいますのでかかりつけ医がどこであるのか，かか

りつけ医から救急車で搬送するかどうかの判断をする。そして，これは精査しようということで

救急病院へ搬送，そこで救急車をお願いする。これは，医師会で対応・協議しなければいけない

訳ですが，ご指摘のあった診療所と住まいが別ということで，このごろは携帯電話を持っていま

すので，患者さんに携帯番号をお知らせするという手段をとって，いつでもかかりつけ医と連絡

がとれるような方策をとらなければいけないと思っています。ですから，住まいと離れているこ

とで先生がどこにいるか分からないという状態を無くさないといけないのは，今，我々が抱えて

いる問題だと思います。昨日も，そういう話をしましたが，かかりつけ医，医師というものは２

４時間３６５日患者さんのために尽くす診察の要請があれば診る理由もありますが，もう一回そ

こを見直したいと思っています。 

 救急体制，消防署もそこら辺の悩みがあります。受入先が決まらないという。この点に対して

委員ひとこと。 

 

【委員】 

 ごもっともな意見だと思う。どうしても一次救急と二次救急の住み分けとか，救急車は，知っ

ているかと思いますが，軽症な方も利用されまして，そういう方は結構断れたりする事もあると
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思う。そうするといろんなところに当たられたという事も出てきます。それと，今，輪番制にな

っていますのでやはり当番でないと救急車を断ってしまうという事も生じます。そうすると，当

番の病院がいっぱいであると他市の病院でお世話になることもある。そういった事が出来るだけ

ないようにこれから救急体制を整えていきたいと思う。 

 

【議長】 

 要するに，救急車をタクシー代わりに使う，救急車の適正な利用をということです。ですから

救急車が患者さんを迎えに行って救急隊が診て，すぐに二次へ送らないといけない，一次的なも

のだとか，あるいはかかりつけ医で対応出来るということを判断していただくということが大事

だと思う。 

 

【委員】 

 私が○○大学にいた時に，○○大学では原則救急車を受け入れる体制をとっている。その時に，

△△大学の病院の前で起こった交通事故ですが，××市内全部電話かけたけれど，もちろん△△

大学の病院も受け入れない。それで○○大学まで来た。助かったのですが，△△大学の学生でい

いから誰かが診ていたらそこまでの後遺症は出なかった。そういうことが現実にある。三重大学

がどれくらいかは分からないが，ここで起こった脳梗塞，心筋梗塞なんかのある状態ですと，や

はり設備の整った所へスピードを持って搬送しないといけない。今，やっぱり問題になるのは，

タクシー代わりの使用をいかに防いでいくかという事と，脳とか心臓とかの救急のものが一分一

秒でも早く病院へ連れ込めるように，最近のカテーテル技術っていうのは結構若い医者でも出来

るようになってきている。ロボットまではいかないが，そういう訓練を受けているはずなので，

三重大でしたら処置できると思う。その辺，タクシー代わりをやめさせることも一つの大きな要

因になる。さきほど議長も言われたとおり，まずかかりつけ医に相談することがもっと気軽に出

来るようになればいいと思う。 

 

【議長】 

 昨日の委員会で一つ出たことは，救急車利用を有料にしようということでした。そうすること

によって少しは，利用するときに考えるのではないか。病院について診察を受けてこれは治療す

るに必要がない場合はいくらかのお金をいただく。当然救急車を利用する必要があったものには

無料でする，という仕組みを作ってみたらどうかと。これは本当に救急車の利用の皮肉な苦渋の

選択となってくる。 

 

【委員】 

 今のことに関連してくる事だと思いますが，国保にしても医療費が増大してきたらいけないと

いう話がある。よく子ども医療費の無償化といいますが，無償ではなくて公費助成ですよね。公

費で支えているという部分をきっちり伝えないといけない。今日も情報番組でやっていましたが，

保湿の薬を化粧品のように使う人達がいるという問題がある。平成２８年度の事業を見ていると，
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自分たちの全ての保険者の医療がみんなで支えているということを伝えていく事業が薄いのかな

と思うが，その点を平成２８年度にきちんと伝えられているのか，この事業の中で説明したとい

うのがあればお答えが欲しい。 

 

【事務局】 

 国保の事業の面ということで説明しますが，平成２８年度に掲載されている事業は保健事業と

いうことですので，適正な利用ということは出てこない。広報で毎年の医療費の推移であるとか

は案内し，持続可能な制度にしてくというような啓発をしている子ども医療費については通知す

る中にかかりつけ医を持ちましょうとか，適正な医療を使っていきましょうとか，啓発文として

載せている。 

 

【議長】 

 鈴鹿市では，この４月から３歳以下無償化したら受診率が上がって医療費がかかると心配した

が，保険請求を見ますとそれほど変わってない。やはり適正な受診となっている。窓口で払わな

いから何でも受診するようなことにはまず起こらない。ですから，医療費が増えることはないと

予想している。それから，ヒルロイドの問題は保険請求のレセプト審査で過剰であれば全部査定

しております。子ども達がよく使いますが，それをお母さんが美容のために使う。だいたい１回

子どもであれば７０ｇくらいですが，それを何百ｇと要求してくる。お母さんに頼まれてしょう

がなくということで出してくる。保険請求でバッサリ切ります。そうしないと医療費がもたない。

そういう事情なのでご心配なく。 

 

【委員】 

 医療費が３歳まで無償化というのは分かりましたが，その使った金額というのは各家庭に通知

が行きますか。 

 

【議長】 

 医療費通知は送っていますか。 

 

【委員】 

 普通の通知と同じように。 

 

【事務局】 

 子ども医療費の現物給付化によって助成したのは毎月単位で決定通知が行くのでいくら助成し

ますというものは必ず行く。それから，医療費通知を年に何回か送っていますので，あなたの使

った医療費はこれだけですという通知もしています。 
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【議長】 

 それでは，次の議題に移ります。「平成２９年度健康づくり新規事業」について，説明を願いま

す。 

 

【事務局】 

 「健康づくり新規事業」について，ご報告します。 

 資料の１９ページになります。 

 本年度，健康づくり課では二つの事業を新規事業として掲げ随時実施しています。 

一つ目は，妊娠出産包括支援事業です。こちらの事業は，従来の母子保健事業の中で実施し

ていました妊娠期からの相談体制をさらに充実させるためにこの事業を行います。母子保健相

談支援事業，産前・産後サポート事業としてあげているのが相談体制の充実で強化した内容に

なります。また，産婦健康診査を産後２週間・４週間の時期に医療機関や助産所で実施してい

ます。また，産後ケアでは，産後１６週未満の方で，育児不安や体調不良等があり，家族から

育児・家事等の支援が受けられない産婦に対し，医療機関・助産所にて産後の体力の回復，母

体のケア，乳児のケア，指導等の支援を行っています。これらの事業を実施することで，今ま

で以上に産後うつの予防や新生児の虐待予防等を図ります。 

 二つ目は，妊婦歯科健康診査です。 

 鈴鹿歯科医師会の協力により，市内指定医療機関５５か所にて実施しています。妊娠中の歯

科健康診査１回分の費用の助成を行うことで，妊婦・胎児の健康管理につなげています。 

 事業の説明は以上です。 

 

【議長】 

 妊娠出産包括支援事業ですね。これは，他市はどうでしたか。鈴鹿市独自の事業でしたか。 

 

【事務局】 

 産婦健診は鈴鹿市だけです。 

 

【議長】 

 女性の委員さんいかがですか，この事業について。これは大事なことです。そこにも書いてあ

るとおり子育て・出産と続いていろいろ不安があると思うが，これは順調に進んでいる。 

 

【事務局】 

 はい。 

 

【議長】 

歯科健診の方もですか。 
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【事務局】 

 はい，市内の指定医療機関でやっております。 

 

【委員】 

 確認で聞くが，ネウボラと何が違うのか。この事業で検索するとネウボラが出てきますよ。和

光市や三重県では名張市がやっています。そのまま妊娠出産包括支援事業みたいな形で出てきま

すが，それらと同じなのか。こういう所が違いますとかあれば教えて欲しい。 

 

【事務局】 

 ネウボラと妊娠出産包括支援事業の違いというのは，ネウボラという言葉が先駆的にモデル事

業で始まって全国に展開してきたが，国の施策として妊娠出産包括支援事業という中でメニュー

を定めて事業を展開している。妊娠期からずっと自分の事を知ってもらう専門職というかマイ保

健師，マイ看護師とかをトータル的にいろいろ相談し支援をするような地域づくりがネウボラで，

フィンランドの方法を使ってやっていますが，その体制に近づくために国が妊娠出産包括支援事

業ということであげていますので，目指すところは同じような内容となります。ただ，そこに国

の施策になるメニューについては違いがあるので，補助事業としてのメニューを今定めていると

ころです。 

 

【議長】 

 平成２９年度からですから，また来年この場で報告願います。 

 

【委員】 

 赤ちゃん訪問事業をしている中で，よくお母さんから聞かれるのが，助産師に相談したいが，

鈴鹿市は助産師に相談する機会がないとよく聞かれる。支援をされても保健センターに来る足が

ない方が非常に多くて，県外・市外からの転入者が多くその方たちが運転は出来るが車を持って

いない。駅で２０分くらい待たないと電車が来ない，都会にみえる方は５分ごとに電車がくると

いう生活をしているなかでこんな不便なところはないとよく言われる。もっとＣ－ＢＵＳに細か

な動きが出来ないか，あるいは「りんりん」に行きたいけどもどうやって行ったらいいか。タク

シーで行くしかないと言うこと以外には言えない。そういう，妊産婦なら特に相談が出来る「り

んりん」でさえも行けないという現状っていうのを，企画をされるのはいいが足をもう少し，お

母さんたちの動きを考えないと，本当に引きこもりになっている子育て中の三ヶ月の母親がいる

ので，もう少し考えてほしいと思う。 

 

【委員】 

 私は○○に住んでいるが，各地区の公民館で乳幼児教室をしていると思う。私も○○公民館の

乳幼児教室にボランティアとして参加している。そこへ地区のお母さん方が来て楽しいことも含

めて相談出来る体制もとれるようになっているが，先日も助産師さんのベビーマッサージの時間
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があって，そこで相談される方もいる。これは一部だと思うが，保健センターへ来るには鈴鹿市

は地域が広いので毎月のすくすく広場にいろんな職種の方がいらっしゃるので，そこでの相談も

出来るが，そういった地域の公民館活動の中でしているところに出向くという形でいろいろ相談

が出来る。自宅から自分の地区の公民館だったら行きやすいだろうということで，そこでの展開

がもう少し充実されたらもっと行きやすく相談も勧奨される一つだと思う。それから，保育所さ

んとかでも地域支援センターという形でいろいろ展開されているのでそこでの相談もお母さん方

にもっとＰＲすると良いと思う。 

 

【議長】 

 各公民館へ出向いて，まあ日程を組めば三ヶ月前くらいからＰＲすれば効果が出ると思う。 

それでは，その次の「各団体の健康づくり事業実施状況」です。 

 

【事務局】 

 机上に当日配付で置きました「各団体の健康づくり事業一覧」と「鈴鹿市健康づくり計画概要

版」を見てください。 

 各団体の皆様から健康づくり事業の一覧として提出して，健康づくり事業に関するヒヤリング

シートを提出されたものを，健康づくり事業一覧ということで当日配付資料としました。 

 先ず，説明に先立ちまして各団体の皆様には，「健康づくり事業に関するシート」の作成にご協

力をいただきましてありがとうございました。このシートを作成していただいた目的については，

各関係団体の皆様が実施している「健康づくり事業」と本市の作成している「健康づくり計画」

との整合性を体系図という形で作りあげるための基礎資料ということで収集しました。また，今

後においては，平成３２年度からの「（仮）第２期 健康づくり計画」の策定に向けての資料とし

ても活用したいと考えています。 

 そのことを踏まえて机上にお配りした今回の「各団体の健康づくり事業一覧」の１ページ目を

見てください。こちらには，体系図という形でご報告をしています。健康づくり計画につきまし

ては配付しました概要版を開けますと一番上の部分に，例えば『栄養・食生活』その次に『身体

活動・運動』ということで，こちらの資料の開いた上に本市の作成した健康づくり計画の７領域

を示しています。この７領域に沿って，それぞれ庁内のどの課が担当しているか，また，その課

が担当する事業は具体的にどのようなものがあるか，その事業に対してご協力いただいておりま

す関係団体の皆様，それから団体の方がその事業に対して行政とは別の部分で自主事業として実

施している事業等がありますのでそういった事業について整理をしました。順次，健康づくり計

画の７領域に沿ってこの作業を進めていきたいと思う。また，今回，９事業団体の方から報告を

いただいたが，そういう目を持っていただいてこちらの方に今年度の課題，今後の課題とか挙げ

ていただいたが，さらに健康づくり計画を意識した中でこういう課題が出てくるとか，そういう

趣旨であれば記載漏れがあるということが出てくるかと思うので，そういったことについてはま

た健康づくり課の方へご連絡をいただき次期計画の資料として作成していく段階の中で組み入れ

たいと思う。資料の１ページ目の体系図を少し説明します。この領域は，健康づくり計画におけ
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る健康分野という領域になる。庁内における担当課としては健康づくり課，長寿社会課，保険年

金課，スポーツ課が事業を展開している。健康づくり課においては，担当課の隣，事業というと

ころで予防接種実施事業，二つ目に新型インフルエンザ対策事業のことを指しています。そうい

うもの，あるいは乳幼児健康診査，妊婦健康診査，それぞれの事業が入ります。その隣に関係団

体，団体の委託・補助事業というふうに並んでいますが，例えば乳幼児健康診査，事業としては

三つ目になるが，その事業だと関係団体としては鈴鹿市医師会，鈴鹿歯科医師会，鈴鹿亀山薬剤

師会，歯科衛生士会鈴鹿亀山支部，鈴鹿市民生委員児童委員協議会連合会と様々な関係団体の方

にお世話になっている。その団体が実施している事業が，団体の委託・補助事業という欄になる。

鈴鹿歯科医師会の欄になると幼児健康診査，それから親と子のよい歯のコンクールが市の関係し

ているところになり，さらに歯科医師会の自主事業としましてフッ化物洗口推進事業と資料を展

開する予定です。今後７領域全てにおいてこういった形で体系図を作成しまして，また健康づく

り推進協議会の方にご提案したいと考えていますのでよろしくお願いします。合わせて，今日提

出していただいた資料の中で，関係団体の皆様からこの事はぜひここで共有したいということが

ありましたらご意見をいただきたいと思いますので，よろしくお願いします。 

 

【議長】 

 まあ，これ後ほどゆっくり見ていただきまして，何かあれば健康づくり課の方へ伝えるというこ

とでよろしいか。 

それでは，「第２期鈴鹿市健康づくり計画策定スケジュール案」です。 

 

【事務局】 

 それでは，事前にお配りいたしましたＡ３の資料になりますが，２０ページを見てください。

先ほど，健康づくり事業のヒヤリングシートのところでも，説明しましたが平成３０年度より「第

２期 健康づくり計画」の策定に向けて準備に取り組みたいと考えています。健康づくり計画は，

鈴鹿市総合計画の個別計画として位置付けがありますので，上位計画に沿っていくとしています。

第２期の計画開始につきましては，平成３２年度となり，中間評価の時期を，総合計画２０２３，

これは平成３５年度になりますが，この時期に整合すると考えています。スケジュール表案のと

おり，平成３０年度中に市民へのアンケート調査とか，分析を実施していく中で健康づくり計画

策定委員等の公募も行いたいと思っています。また，健康づくり推進協議会委員の皆様には，多

岐に渡ってご協力をお願いすることになると存じますのでよろしくお願いします。 

 なお，健康づくり計画の７領域中に「休養・こころの健康」があります。こちらは，お配りさ

せていただきました資料の，健康づくり計画の方を開きますと，２ページ目の右側になりますが，

「こころの健康・休養」というカテゴリーがあります。そこの部分に付帯します「自殺対策基本

法」に関係する部分の計画については，今後，別冊等での作成を調整していますので，そのこと

について担当のグループリーダーより，説明します。 
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【事務局】 

 自殺対策計画について説明します。平成２８年度に自殺対策基本法が改正され，その中で全て

の都道府県及び市町村が自殺対策計画を策定することが盛り込まれ，市町村におきましては平成

３０年度までに市町村自殺対策計画を策定することが義務付けされました。鈴鹿市においても平

成３０年度策定予定でありました「第２期 健康づくり計画」の中に自殺対策計画を盛り込む形

で準備を進めてきましたが，先ほどの説明のとおり「第２期 健康づくり計画」を市の総合計画

２０２３と時期を合わせることから策定が一年延長され「第２期 健康づくり計画」は平成３１

年度の策定となった。そのため，健康づくり計画の別冊として自殺対策計画のみ平成３０年度に

策定するため，現在，進めています。今年度，三重県では第２次三重県自殺対策計画が策定され

るので鈴鹿市の自殺対策計画は県の計画を踏まえて策定したいと考えています。この計画のポイ

ントとは，今年７月に閣議決定された自殺総合対策大綱によりますと重点対策として地域レベル

の実践的な取り組みへの支援の強化，二つ目に子ども・若者の自殺対策をさらに推進するという

ことが挙げられています。自殺対策基本法第二条には，自殺に追い込まれるという危機は誰にで

も起こりうる危機であり，自殺対策は保健・医療・福祉・教育・労働その他の関連施策の有機的

な連携が図られ，生きることの包括的な支援として実施されなければなりませんと謳われていま

す。そのため自殺対策は全庁的な取り組みと捉え，庁内の横断的な体制を整え関係者間で認識を

共有し，地域の社会資源を把握し自殺対策計画を含めて地域自殺対策を総合的に推進したいと考

えています。この計画に基づいて自殺対策事業を実施することで国が交付金を交付するというこ

とが現在決まっています。 

 以上です。 

 

【議長】 

 これに関して何か質問はありますか。 

 

【委員】 

 自殺となると結果という事になると思いますが，それまでに悩む期間が非常に長くあって，私

も仕事柄その家の方から息子がとか娘がとか不登校も含めていろいろ相談を受けるが，実際にそ

の方たちを案内する，医療関係でもないし保健所でもないし，保健所に行っても違ったりとか，

きちっとした窓口がないなと感じます。寄り添うのは非常に難しくて，一度お話をすると１０日

間毎晩９時から夜中の２時まで電話がかかるというやはり近所の者が関わるとそうなってしまう。

でも，それをほかに繋げようとしても繋がらない。だから，すぐに対処してもらえない現実を見

ています。だから，その前に今の事業は非常に大切なことだと思うが，もっともっと前の段階で

の窓口，相談窓口を教えていただく，というか体制を作って欲しいと思う。 

 

【委員】 

 そういうのに対応する専門家としては臨床心理士になると思うが，今度，公認心理士という国

が臨床心理士をまとめるような形で国家資格が出来ます。その養成機関としてうちの大学が今申
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請中ですが，そのためにいわゆる精神科ではなくこころの相談ケアセンターを作ってそこに何人

かの臨床心理士が常駐している。前任の○○大学で多くのケースを見てきていますが，学生に起

こったケースで，友達か先生で学校の場合ですと，本当に信頼のできる話の分かる人がいると助

かります。本当に変わります。場合によっては，何か事件を起こしたかもしれないような子が，

ある峠を越えると普通の人間になります。それで，そこにはテクニックだとか医師だとかそうい

う人ではなくて，まさに人柄，その対象者にあった人柄です。そこが難しい。 

 

【議長】 

いろいろ親身になる。自分の気持ちを受け止めてくれるとか察してくれるとかいう方を早く見

つける。 

 

【委員】 

 問題の発生源は，かなりのケースにおいて親です。そこに気付いて親を上手に説得すると案外，

やはり親子というのはまた別な心のつながりがあるから，ここが修復するときれいにいきます。

よく駄目になるケースは，兄貴が優秀，弟が優秀，真ん中，そこで親が絶えず比較してお兄ちゃ

んのように頑張って，弟だってこんなに出来るのにっていうところです。で，追い込まれると本

当に自殺の一歩前までいきます。だけど，人間ってそんなもんじゃないことを分からせる人がい

れば，いいんです。それに親が協力すると，大抵は立ち直る。そこら辺を，僕は担任を指導した

りということで，親を呼んでとかやっていましたが，お父さんお母さんの子どもに対するちょっ

とある意味での間違った愛情が駄目にしているっていうケースがある。 

 

【議長】 

 ほかはよろしかったでしょうか。 

 

【委員】 

 一つだけよろしいでしょうか。ちょっと，今日みなさんのお手元にウォーキングマップを配り

ましたが，市内１０中学校区で一応１８コースを完成させました。推進員の手作りですけども。

それでウォーキングっていうのは，どこの地区でもやっていたが昨年度から中村先生と相談しま

して，このウォーキングマップを使ってあと健康講座的なものを来年度からいろいろ実施しよう

と今考えています。それでですね，どこの競技・行事でもそうなんですけども，各種いろいろな

団体の方にご協力をいただかないと，こういう行事は出来ないと思うので，どうぞよろしくお願

いします。膝が痛い，腰が痛いという人にちょっと出てきてもらって話を聞いてもらおうと，そ

こら辺からスタートしていこうと，幼児から高齢者までという対象者で考えています。よろしく

お願いします。 

 

【議長】 

 これは，いつこの年代の人にやるというようなことは。ＰＲのほうは。 
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【委員】 

 各地区に我々スポーツ推進員がいますので，来年度の行事予定は会議の方で進めていきたいと

思ってます。 

 

【議長】 

 ぜひとも，市の広報に折り込んでＰＲしてください。 

 

【委員】 

 各公民館とかスポーツ施設にはもう置いてあって，追加が欲しいという話がでている施設もあ

る。このマップのいいところは，どこからでもスタートできる周回コースとなっていることです。

各地を自分たち全員で歩きました。 

 

【委員】 

 これは何ｋｍから何ｋｍぐらいですか。 

 

【委員】 

 一応４～５ｋｍぐらいです。 

 

【議長】 

予定されておりました協議事項は以上です。全体的な意見，これはというご質問，これだけは

聞いておきたいとかないですか。ないようなので，進行を事務局に返します。 

 

【事務局】 

議長，ありがとうございました。また，委員のみなさんも活発なご審議ありがとうございます。 

それでは，最後に健康福祉部長 近藤から御挨拶申し上げます。 

 

【部長挨拶】 

健康福祉部長の近藤でございます。本日は御多忙の中，さまざまな健康づくり施策に関する各

分野からの貴重なご意見を賜りまして，誠にありがとうございました。少子高齢化は，本市にお

きましても徐々に現実的なものとなってきております。このたび事項に挙げさせていただきまし

た鈴鹿市健康づくり計画は，市民一人ひとりが積極的に健康づくりに取り組んでいく，それの家

庭，地域，行政などの社会全体で支援する仕組みづくりなどを掲げ，市民が「健やかにずっと笑

顔で輝いて」を目標といたしまして，それぞれのライフステージに応じた生活習慣を身に付け，

生涯を通じた健康づくりを推進するものでございます。 

本日，皆様方からいただきましたご意見を参考に，庁内関係部署との連携を図りまして，一人

ひとりの健康増進計画を今後続けて参りたいと考えております。これにつきましても，各職種の，

各職種の皆様のご協力や連携がますます必要になって参りますので引き続きご指導，ご鞭撻を賜
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りますようお願い申し上げまして，簡単ではございますが挨拶とさせていただきます。 

本日は，ありがとうございました。 

 

【事務局】 

これをもちまして，平成２９年度健康づくり推進協議会を終了させていただきます。本日はご

多忙のなか皆様どうもありがとうございました。 


