
平成 27年度第１回伊賀市健康づくり推進協議会 議事録 

 

日 時：平成 27年７月 23日（木）午後３時～午後５時 10分 

場 所：ハイトピア４階 多目的室 

出席委員：14 名 生中委員、竹澤委員、服部委員、田中委員、増田委員、松嵜委員、桃谷

委員、山下委員、土屋委員、永田委員、福平委員、川端委員、冨山委員、

山崎委員 

欠席委員：２名 上山委員、山口委員 

事 務 局：増田健康福祉部長、田中健康福祉部次長兼こども家庭課長、中井健康推進課長、

奥介護高齢福祉課長、赤井学校教育課主査、太田健康推進課副参事、佃健康推進

課主幹、芝原健康推進課主任 

 

協議内容 

 

１．委嘱状交付 

 

２．あいさつ 

 

３．委員紹介 

 

４．会長・副会長の選任 

会 長：竹澤委員 

副会長：山下委員 

 

５．会長あいさつ 

 

６．協議事項 

(１) 健康 21（第２次）計画 平成 26年度実績について 

事務局 伊賀市健康 21（第２次）計画調査シートに基づき説明 

委 員 シート全体についてですが、例えば「母子健康手帳の交付」についてであれば、

各分野のシートに同じ内容で重複して掲載がありますが、これはどういったこ

とでしょうか。 

事務局 計画の策定が分野ごとになっていますので、このシートも分野ごとにどういっ

た取り組みをしているかを見ていただくためのものとなっています。ですので、

実事業数としては 70数事業ですが、シートには重複して掲載している関係で、



134事業を掲載しています。 

委 員 (７)健康診査（二次予防）Ｎｏ．８特定健康診査、健康増進法健康診査、特定

保健指導について、平成 24 年度・平成 25 年度の対象年齢は、45 歳から 55

歳となっているのに対し、平成27年度は40歳から74歳が対象となっていて、

年度によって対象年齢が違っていますが、それはなぜですか。 

事務局 特定健診の対象者は全て 40歳から 74歳までですが、「45 歳から 55 歳」とい

う記述があるのは、平成 24年度・平成 25年度に一度も特定健診を受診してい

ない 45歳から 55歳の対象者に対し受診勧奨をしたということです。 

委 員 対象年齢としては変わっていないということですか。 

事務局 そのとおりです。 

委 員 わかりました。 

委 員 各種集団がん検診と特定健診の同時受診が始まったと思いますが、その受診者

数や効果はどうでしたか。 

事務局 特定健診については、これまで病院で受けていただくようになっていたのです

が、バスで行う集団がん検診のときに一緒に特定健診を受けていただける場を

去年初めて設けました。ただ、初めてということで、受診者数が大幅に増えた

ということはないのですが、同時受診していただける方もいらっしゃいました

ので、今後も続けていくことで効果がでてくるのではないかと考えています。 

委 員 資料の指標から見ると、がん検診の受診者の半数以上が特定健診も受診された

ということですか。 

事務局 特定健診の受診者数は、だいたい１箇所で 30名くらいであったかと思います。

がん検診ですと、１箇所で多いときには 250名くらいになりますが、そのうち

社会保険の加入者については、特定健診の対象となりませんので、がん検診の

受診者数と特定健診の対象者数にはズレがあります。しかし、もう少し多くの

方に特定健診を受診していただくことはできるかと思いますので、周知方法等

考えていく必要があると考えます。 

委 員 若い人で平日には仕事で受けられない人のために、土日を活用するであるとか、

回数を検討する等で、徐々に受診率は上がるかと思いますので、そのあたりも

検討しつつ、事業を続けていただくようお願いします。 

事務局 わかりました。 

委 員 平成 28 年度で５ヵ年計画が終わるということで、毎年このように評価してい

るなかで、これから先、この結果を見て評価が下がっているものや評価が上が

らないといった事業について、今後どのように精査、見直しを進めていく予定

ですか。 

また、ただ事業を評価するだけでなく、この評価をどのように健康づくりに活

かしていくお考えですか。 



事務局 委員さんがおっしゃるとおり、健康というのはやはり自分がどれだけ取り組む

かということにかかっています。市で「こうしてください。」という計画を立

てて、それを達成したからといって、それが「健康」ということではないと考

えています。 

健康は、やはり個人の意識による部分が多いので、このシートはあくまでもい

ろいろな事業を数値的に表したもので、このシートで健康に関すること全てを

評価できるとは考えていません。 

去年、計画策定から３年目の中間年を迎えたため、市民の健康に対する意識調

査を実施しました。その結果については後ほどご報告いたしますが、その意識

調査のなかで、健康に対する意識がどのように変わったか、自分自身のカラダ

についてどう考えているか、何か健康について行動を起こしたか等のアンケー

トを取りました。その結果が、市民の健康に対する評価であると考えています。 

委 員 (２)身体活動・運度Ｎｏ．９スポーツ活動進行事業について、つつじクォータ

ーマラソン、市民スポーツフェスティバル、シティマラソン、駅伝が実施事業

として挙がっていますが、これらのイベントは伊賀市としての施策であって、

健康づくりのイベントとは少し趣旨が違うように思うのですが、例えば地域の

スポーツ活動といったものは事業として挙げられないのでしょうか。こういっ

た点について、どのように考えておられますか。 

事務局 この事業については、スポーツ振興課の所管事業となっており、本日は担当課

の職員が出席していませんので、詳しくはご説明しかねる部分があるのですが、

担当課と協議のうえ、地域でのスポーツ活動も実績として捕捉できるようであ

れば、記載するよう検討したいと思います。 

委 員 全体的なことですが、健康 21 計画のため、どのくらいのコストがかかってい

るのか把握されていますか。計画担当課として、そのコストに対する効果を意

識して、事業を進めてもらいたいと思います。 

委 員 (１)栄養と食生活Ｎｏ．７乳児一般健康診査について、10か月児健診の受診率

が 89.6％であるのに、Ａ評価となっているのはなぜですか。 

(６)アルコールＮｏ．４薬物乱用防止教室について、全ての中学校で実施した

のに、Ａ評価でなくＢ評価となっているのはなぜですか。 

(８)その他の健康づくり関連事業Ｎｏ．９学生実習指導について、実習生の受

け入れ内訳がわかれば教えてください。 

事務局 (１)栄養と食生活Ｎｏ．7については、４か月児健診と 10か月児健診の受診率

を併せて評価したため、Ａ評価としました。 

（６）アルコールＮｏ．４薬物乱用防止教室については、保健体育の教科書に

薬物乱用について載っていますので、中学校では必ずどの学校でも教室を行っ

ていますが、関係機関との連携のうえ教室を行ったのは６校であったため、Ｂ



評価としています。 

学生実習の内訳については、三重大学医学部の学生が１年生、２年生それぞれ

５名ずつ、県立看護大学と三重大学医学部の看護学生が 11 名、ユマニテク看

護助産専門学校が４名でした。 

委 員 各種健康相談の内容はどのようなものがありましたか。栄養の面から言うと、

これからますます高齢化が進むにあたって、「食べにくい」「飲みにくい」とい

うような相談などはあったでしょうか。また、そういった相談内容や相談傾向

を課内でどう評価していますか。 

事務局 健康相談については、窓口を設けて定期的に行う相談、出前講座の後の個人相

談、電話相談、個別に窓口にて受け付ける相談等いろいろな種類があります。

それについては、それぞれどういう相談であったかという分野についての集計

を行っています。食生活については、糖尿病や高血圧といった病気の相談のな

かで、栄養に関する相談があるというものが多くなっています。その対応につ

いては、保健師のほか、具体的なメニュー等については栄養士が行っています。

また、同じ方が何度も相談に来られることが多いので、どの職員でも対応でき

るよう情報共有を行っています。 

委 員 このシートは 26 年度の事業評価となっていますが、前年の評価に比べてどう

だったのか、計画の当初に比べてどうだったのかという比較を行うことによっ

て、その事業の成果がわかると思いますので、比較できるようにシートを検討

いただき、その結果Ｃ評価が連続しているような状況であれば、27 年度はそ

の事業により力を入れて取り組んでもらえればと思います。 

事務局 ご意見ありがとうございます。後でもご説明したいのですが、平成 28 年度の

目標についていくつか見直しをかけているものがあります。これについては、

当初の計画から事業を数年行ってきたなかで、実情が目標値を超えているもの

などを見直していきたいと考えています。 

委 員 (３)こころの健康・休養Ｎｏ．25高齢者生きがい事業（高齢者生きがいセンタ

ー）について、ヘルストロンの数が減っているとありますが、これは減ったま

まですか。増やしていく計画はありますか。 

事務局 ヘルストロンについては、健康のために当初導入したのですが、現在は機器が

古くなってきて維持管理に相当な経費がかかっています。そのため、ヘルスト

ロンによる健康づくりから、別の方法での健康づくりを考える時期が来ている

と考えています。そのため、現在も機器をお使いの方がいらっしゃいますので

継続はしていますが、別の施策に切り替えていく方向ですので、ヘルストロン

自体を増やすということは考えていません。 

委 員 今あるものはそのまま使うけれども、使えなくなったら廃止するということで

すか。 



事務局 そのとおりです。 

委 員 市民センター等いろいろな施設にヘルストロンがありますが、それについては

どうしていくのですか。 

事務局 担当課としては、ヘルストロンを継続していくつもりはありません。「生きが

いづくり」を図るという目的から考えると、ヘルストロンに偏った施策ではい

けないと思っています。 

委 員 導入した当初は喜んで使ってくれる方が多くて、人気があったんですが、だん

だんそういった方も少なくなってきて、置き場所をとるから引き上げて欲しい

とか、維持管理の経費がけっこうかかるとかそういったこともあって、人気が

薄れてきている部分もあると思うので、ここからまた増やすということではな

いでしょうね。 

委 員 地域へ行くと、そこにヘルストロンが置いてあるということもありますよね。

使えないものもあったりするように思いますが。 

事務局 介護高齢福祉課から地域へ置かせてもらっているヘルストロンと、地域で独自

に置いているヘルストロンがあります。介護高齢福祉課からは 10 程度の市民

センターにヘルストロンを置かせてもらっており、事業縮小の意向も含めて今

後の必要性を確認したところ、１箇所の市民センターについては、引き上げ希

望ということでしたが、その他の市民センターでは、利用者がいるためこのま

ま置いておいて欲しいとのことでしたので、使えないヘルストロンについては、

当課から置かせてもらったものではないと思います。 

 

 

(２) 健康 21（第２次）計画 平成 27年度事業計画について 

事務局 伊賀市健康 21（第２次）計画数値目標シートに基づき内容説明 

委 員 数値目標シートの平成 22年度と平成 26年度の比較を見ていますと、子育てに

不安、イライラを感じている人の割合が悪化していることから、この分野の取

り組みを重点的に行っていただく必要があると考えます。 

次に２点目として、目標を上回っている実績が出ている項目がありますが、こ

れについては平成 28年度目標値を見直す必要はありませんか。 

事務局 子育てについては、私どもはお母さん方と関わる機会が多いことから、そうい

った機会を通じてお母さん方の不安、イライラの解消に向けての取り組みを強

化するとともに、新たな事業も検討していきたいと思います。 

次に目標数値を上回っているものについてですが、これについては来年度に計

画の最終年度を迎えますので、その際に目標数値の見直しを行う予定をしてい

ます。 

委 員 最近よく聞きます「ネウボラ」についてですが、「名張版ネウボラ」ですとか。



今後、「伊賀版ネウボラ」といったものを検討されるのでしょうか。また、そ

れはこの計画とどういった関係があるのか教えてください。 

事務局 最近、「名張市版ネウボラ」ですとか「ネウボラ」という言葉をよく耳にしま

すが、やっていることは伊賀市でやっていることと同じです。ただ、伊賀市で

行っている事業はその内容により支援する場所が分散している状況です。それ

が市民の方にとってはわかりにくいかと思いますので、子育てに関してはそこ

へ行けば相談から支援まで全てできるというように、拠点を１箇所にまとめる

ことが必要かと考えます。 

委 員 今言われたように、やっていることが同じであるなら、相談から支援までの拠

点を１箇所にまとめる体制づくりとともに、周知・ＰＲ等行っていってくださ

い。 

事務局 人口減少の抑制のため、伊賀市は子育てしやすい・わかりやすいと市民に納得

していただけるような施策を行っていきたいと考えています。 

 

事務局 伊賀市健康 21（第２次）計画調査シートに基づき平成 27年度事業計画を説明 

委 員 (１)栄養と食生活Ｎｏ．16配食サービス事業について、民生委員なども行って

いると思いますが、シートにそのあたりの記載もあるのでしょうか。 

事務局 このシートに記載の配食サービスは市独自の事業のみで、地域の方や社会福祉

協議会さんで行っている配食サービス事業とは別のものになります。 

委 員 わかりました。 

 

 

７．その他 

 

 


