
 

平成２３年度 第６回伊賀市健康づくり推進協議会 

会議録 

日   時 平成２３年１１月１７日（木） １４時００分～１５時３０分 

場   所 市役所第３２会議室（北庁舎３階） 

出 席 者 藤森会長、服部（明）副会長、服部（明伸）委員、中山（英）委員、松嵜委員、

藤田委員、中山（治）委員、上山委員、中西委員、森岡委員、林委員、中夲委員、

中尾委員 

事 務 局 健康推進課 

会議の公開 公 開 

 

１ 会議次第 

１ 開 会 

２ 会長あいさつ 

３ 協議事項 

（１）伊賀市健康２１（第２次）計画（中間案）について 

（２）その他 

４ その他 

 

２ 審議経過 

（１）伊賀市健康２１（第２次）計画（中間案）について 

【事務局】 （「第 3章 計画の基本理念と方針」について説明） 

【藤森会長】説明いただきましたが、質問ございますか。 

ここで１枚お配りいただいた資料の、計画の基本理念・方針のところを、も

う一度説明願います。 

【事務局】 現計画では、４つの基本方針を立ててまいりました。その３つめと４つめ、

個人を支える地域活動と健康を支える環境づくりの２つの方針について、第

２次の計画では、社会全体での健康づくりの推進という方針１つにまとめさ

せていただき、新たにこの計画の基本的な進行管理の中に、具体的な計画目

標の設定と評価を特出しさせていただいたということです。 

【藤森会長】次年度になって、２４年度からの５年間で、社会全体のことを考えるという

ことですね。 

【事務局】 はい。それと今まで具体的な計画目標、いわゆる成績評価、進行管理がうま

く機能していなかったため、基本方針として重点的にこの計画の進行管理を

して、伊賀市の健康づくり計画に常に反映していくという考えです。 

【藤森会長】現計画を見直して、より一層意義のあるという視野の元に、次期計画が立て

られたということですね。 

今は、この現計画を煮詰めているわけではなく、今までの反省をし、もっと

よいものにするために、次期計画について検討しているということです。 

他にどなたかございませんか、よろしいでしょうか。 

【中山(英)委員】今のお話ですが、基本方針のところに評価が加えられたのはよいと思い

ます。評価がないやりっぱなしの事業ではなくて、どこまでできたかが我々

にも報告されますし、行政さんが行うことにやりっぱなしが時々あるので、

これに関して、この部分はすごくよいと思います。 

【藤森会長】他にどなたかありますでしょうか。それでは、理念につきましても、あとで

質問していただくということで、次に行きます。 



 

【事務局】 （第４章 １計画の体系 （１）栄養と食生活について説明） 

【藤森会長】それでは、１番目の栄養と食生活、４５ページから４８ページまでについて

です。前回より簡潔でわかりやすく、各々の取り組みが非常に簡潔になって

います。 

どなたかご意見ございますでしょうか。 

【中尾委員】「行政の取り組み」の中で星印のついた部分はこれからすべての分野で出てく

ると思いますが、これらはもう実施できるという構想や予定があるというこ

とですか。 

【事務局】 庁内の各課の会議におきまして、各課の健康づくりに関する事業の洗い出し

を行っていただいております。それを基に行動計画としてまとめさせていた

だきまして、次年度以降、この当協議会に事業の進行管理をこちらから報告

させていただきご意見等をいただくような形で、この計画を管理していきた

いと考えております。 

【藤森会長】他にどなたかご意見如何でしょうか。 

【中山(治)委員】やはりこの計画の中で、一番市民の方が注目して見られるのはこの４章

の部分だと思います。だから、ここに調査の結果の総合的な数字や、あるい

はそのあとの数値目標なども入れた方がよいのではないでしょうか。構成と

しては、調査結果があって、目標があって、最後に数値目標を書いてもらっ

たらよいと思います。実際に通して見てもらうということはなかなか難しい

と思いますので、図があったら、どのようなことが書いてあるのかと思って、

市民の方は見やすいのではないかと思います。この計画は市民のものなのだ

ということを強く感じてもらうために、市民の調査ではこうだった、だから

こういう重点目標を置いたという流れがわかるようにすると効果があると思

います。 

【藤森会長】根拠を示すという今のご意見は対応できますよね。それを織り込んでもらう

方がよいですよね。 

【事務局】 「現状・課題」から「重点目標実現に向けた取り組み」の辺りがよいでしょ

うか。 

【中山(治)委員】一番あるケースとして、隅々まで目が行き届かないことがあると思いま

す。例えば、この「栄養と食生活」の例でいくと、やはり４７ページの、一

番上の部分が非常に見やすいと思います。 

【事務局】 重点目標の上ですか。 

【中山(治)委員】この四角のところに何故この重点目標を置いたのか、評価の結果どのよ

うなことを目標としたのかというプロセスを考えていただきたいです。ただ、

「栄養と食生活」の分野でどのような数字が目標として適切なのかは難しい

です。例えば、欠食する人の割合を減らすなど、何か数値目標があった方が

よいと思います。前にも言いましたが、この章だけを、この食生活の分野の

４５ページから４８ページまでだけを見ても、これでは伊賀の計画とはわか

りません。 

【事務局】 前回の協議会の際にも同様のご意見を賜りました。伊賀市独特の、独自の解

析・分析、それに基づいた取り組みについて、次回までに検討しお示ししま

す。 

【中山(英)委員】そうしましたら、重点目標が括弧されているその中に＊印かなにか入れ

たらどうでしょう。中に入れ込んだら、そこは絶対に目がいくと思います。 

【藤森会長】それでは、その重点目標に至った理由を明確にしてください。次回その説明

をしていただきます。それでは、一先ず次の項目に入ります。また後で、ご

質問を受けたいと思います。 

  【事務局】 （（２）身体活動・運動について説明） 

【藤森会長】４９～５２ページまでの「身体活動・運動」です。いかがでしょうか。 



 

【中山(英)委員】５１ページの、個人家庭の共通の取り組みとして、「正しい生活習慣を身

につける」と大きく囲ってありますが、ここで目標とするのは「運動習慣」

ではないかと思うのですが。日常的に体を動かすことが重点目標になってい

るので、それに対する取り組みとして「生活習慣」という表現でよいのでし

ょうか。 

【事務局】 「生活習慣」を「運動習慣」に修正させていただきます。 

【藤森会長】他に何かありますか。 

      この身体活動というのは、やはり楽しさを全面に出したらどうでしょう。今、

市の方で「くの一」があり、そのサポートをしているのですよね。シティマ

ラソンも参加者が年々増加しています。だから、みんな走る人が多くなって、

個人のレベルで運動ができていますから、それを市が支えているといいます

か応援しているというような、運動とはこんなに楽しいのだと市民にわかっ

てもらうような見せ方はできないでしょうか。 

【事務局】 ４９ページ「身体活動・運動」の前文・概要文のところに、そのような市の

身体活動はこういうものを行っていますというような、解説することは可能

です。そこで、特に伊賀市が取り組んでいるマラソンもしくはイベントなど

の文面を、また次回ここへ入れさせていただきたいと思います。 

【藤森会長】あれだけポスターで、伊賀は「くの一」という広報をしていますから、本文

に載せるのはいかがでしょうか。 

【事務局】 リード文のところへ文章を加筆させていただくということでよろしいでしょ

うか。これは５年間の計画ですので、５年後に「くの一」が消滅しているこ

とのないよう、他のいろいろな健康体操などの活動についてもなくなること

のないよう取り組んでいきたいと思います。 

【中尾委員】先ほどの件ですが、５１ページの共通の取り組みのところで、「正しい生活習

慣」を「運動習慣」に変えると、その下のライフステージごとの取り組みの

「規則正しい生活を送る」とか「早寝早起き」とか、この辺りの取り組みは

運動習慣でよいのでしょうか。生活習慣であったら問題ないかと思うのです

けれども、「運動習慣」としてしまうと、逆に問題が出てくると思います。少

し疑問に思いました。 

【中山(英)委員】「生活のリズムを整え」という表現に対対応した、正しい取り組みだと思

います。 

【藤森会長】そうですね。「生活リズムを整え」、「正しい運動習慣を身につける」というこ

となので、問題ないと思います。 

【上山委員】５２ページの行政の取り組みで、遊び場所の開放や提供ということが書かれ

ているのですが、私はまちづくりの関連の組織にも入っています。市街地の

方はよいのでしょうけれども、町中はポケットパークがないのが現状で、そ

ういう遊び場所はお年寄りが占領して、小さい子どもは見たことがありませ

ん。遊び場所の開放の前に、遊び場所を確保して場所を設定しないといけな

いと思います。公園に行きなさいと言っても町中の運動公園まで行くのは大

変です。その点、行政にも考えてもらいたいと思います。 

【藤森会長】この星印は特に重点的に取り組むということですが、提供するということに

関して具体的なものはあるのでしょうか。 

【事務局】 屋外ではいわゆる放課後児童クラブがありますし、後は市街地４・５階に保

健センター・生涯学習センター等ができます。そこでは小さなお子さんが遊

べる、プレイルームという名称のスペースをご用意させていただいておりま

す。その施設につきましては、基本的には年末年始を除きまして、夜１０時

までは解放させていただく予定をしております。ただ、今委員さんがおっし

ゃったとおり、そういうポケットパークなど、子どもが仲間づくりをできる

ような遊び場については、解放というよりも確保というニュアンスで、今後



 

関係部署と話し合いながら進めて参ります。 

【服部(明)副会長】町中で高齢の方が出会うような場所やシステムがありません。以前、

健康推進課に推奨いただき、体力づくりの教室を何回もしていただきました。

その流れでパワーアップ教室ということで週に１回ふれあいプラザの２階を

お借りし、薬剤師を呼んでやっています。血圧やＢＭＩを全部測って、自分

の体力を知る機会となっています。施設利用は延長していただいていますが、

庁舎移転と保健センター設置の関係で少しの間、活動が止まることになりま

す。その間、他で活動ができるのでしょうか。また、活動はいつできるので

しょうか。その点、聞いてみたいです。 

【事務局】 ただいまのご質問ですが、ご意見をいただいております次期計画につきまし

ては、まず２４年３月に上程し議決された後は、各地区にこの計画書を持っ

て、市の今後５年間に自治協もしくは健康づくり推進員さんの勉強会や講座

の時にも、ご説明させていただきご協力をお願いすることと予定しておりま

す。今回の事業はこういう形で、市がリードするのではなく市民・団体さん

が共動しての計画ですので、是非とも協力頂くようお願いにまいりたいと考

えております。それと２点目の、継続した健康づくりの場の提供、特に旧の

市街地のことかと思いますが、最近はどこの市民センターも無料で開放して

いるので、夜になると会議等でどこも満室状態と聞いております。この駅前

ビルが完成した時には、健康ステーション・運動をするスペースも準備させ

ていただいておりますし、軽いヨガなど軽スポーツにつきましても、５階の

生涯学習センターで活動できるような設備にもさせていただいております。

また、お子様とお母さんの交流の場としてプレイルーム等も設置いたします。

この施設につきましては、年末年始を除く、土日祝日も８時半から夜１０時

まで開放させていただき、皆さんが自由にお使いいただけるような体制づく

りに向け様々な整備を進めさせていただいておりますので、以前よりは、健

康づくりの場が十分提供できるのではないかと考えております。 

【服部(明)副会長】その場合に、５階の生涯学習センターの部分は有料で、どこの部屋も

高くても２４０円から３００円くらいの一覧表を内々でいただいております

けれども、４階の場合は有料で貸し出しをするのか無料で貸し出しをするの

かお聞きしたいです。 

【事務局】 原則、保健センターとしての施設の考え方ですが、実のところ、保健センタ

ーにつきましては、合併前、旧町村におきましては、保健センターをすでに

整備されております。唯一、旧の上野市が保健センターの機能を有していな

かったということで、今般、保健センターを設置していただくことになりま

した。そのような状況の中で、旧の町村の保健センターの利用方法としまし

て、特に市が本来実施すべき健康づくり、取り組まなければならない健康づ

くりを自主的に行っていただく団体につきましては、市より減免させていた

だいております。所謂、保健センターとしての目的以外で利用される場合は

使用料を頂戴することになります。あらかじめ、グループ団体の登録をいた

だいて、その目的が保健活動に資するものであれば、登録団体として登録さ

せていただいて、基本的には無料でご利用いただくような方法で検討させて

いただいております。保健活動に資する目的をされている団体と、公民館活

動・生涯学習としての目的で活動されている団体とは、若干主旨が違うと理

解しておりますので、そのように取り扱っております。 

【上山委員】公民館とすみ分けるということですか。 

【事務局】 施設自体は、両方自由に使っていただいて結構です。 

ただ、５階で使いきれない場合は、４階の保健センターの方も利用していた

だけるようにはいたしますが、ただ、その保健センターの施設を利用してい

ただく場合、その利用目的が保健活動に資さない場合は、公民館と同じ料金



 

を頂戴する方法で、今検討をしています。 

【上山委員】現実に公民館活動で公民館を使用していますが、地域に公民館が非常に偏っ

ています。例えば、私がいる西部地区では、３７、８団体位がきています。

だから、緊急で会議する際に、会議する場所もないくらい貸し出しています

し、そのサークルに所属する会員の方がおられればといって、全市的に交通

の便もよく駐車場もありますので、遠方から来て、肝心の西部地区の会合が

できない状況があります。それが多分、東部にしても南部にしてもあるので

はないかと思います。公民館活動、中央の公民館も当初はやっていたと思い

ますが、あれだけのスペースなので、だんだん広がってくると、例えば社交

ダンスをするグループが４つも８つもどんどん入って、ほとんど毎日使って

いる状況になってしまうとなかなか使えないです。それでも、いろいろなサ

ークルが入ってくる現実があります。ですから、保健センターで生涯学習を

やると、駐車場の問題もあり急に増えて、場所を取れない、使えないという

状況にならないでしょうか。その辺りを心配します。 

【藤森会長】そういうことも含めまして、これから見解を出しますので、次に進みます。 

【事務局】 （（３）こころの健康・休養について説明） 

【藤森会長】こころの健康とうつ病について、５６ページに記載があります。この６９ペ

ージの統計で、先ほど２８年の目標で、悩みの相談に行く人の数を、２０％

の現状を、３０％に増やそうという内容があります。具体的には、どういう

ことですか。 

【事務局】 まずは、身近なところで、相談できる人を増やしていく取り組みをしていき

たいと思っています。取り組みの中に、メンタルパートナーがありますが、

これは県の方からも要請を受けておりまして、いろいろな形で皆さんに研修

を受けていただいて、まずは心の病または悩みを持っている方に、周囲の方

に気づいてほしいという考えです。 

【藤森会長】それを一番要求したいです。そのメンタルパートナーは機能しそうなのでし

ょうか。心の病で医療機関に行っても満員でどうしようもならない状態です。

昔は、そのような心の問題はお寺が携わっていました。今もお寺の方たちが

発信するという現状がありますし、例えばの話ではありますが、そういう方

向付けもよいかと思います。相談に限ったことではなく、いろんな経験がな

いとそのような人を養成することはなかなかできないと思います。今現に、

精神科は大流行でいっぱい薬が出ていますが、それでも自殺者の数が減って

いません。一番大事なことは、伊賀でなにかできることをここで打ち出すこ

とだと思います。 

【服部(明)副会長】システムの問題もあると思います。私は健康の駅長に委嘱され、心の

受け入れ、リスナー研修などをふまえて思ったのですけども、町で旗を立て

て「何か相談事があったら来てください」と、ただ旗を出していても相談に

来てくれるような人もいません。そういう取り組みを知りません。相談を通

して心を繋ぐとなると個人情報が関わってきますので、誰でもなれるわけで

はないと思います。民生委員さんや関係機関と連携しながら、やはりその地

域でつくりあげていかないと、いつまで経っても言葉だけで終わってしまう

と思います。 

【中山(英)委員】評価項目のページに各々評価が設けられていますが、重点項目がそれに

リンクしているのか疑問に思いました。先ほど話があった、自殺者の数を減

らすような事業について、それにリンクした重点項目がないのではないでし

ょうか。自殺者を減らすために、メンタルパートナーを充実するのでしたら、

それが重点項目にならなくてはいけないはずです。心の相談を受けられるよ

うな体制を整備することは、地域ではできないことですから、行政が音頭を

とってやっていただきたいです。その点が重点になっていないのではないで



 

しょうか。 

【事務局】 ご指摘いただいたとおりです。もう一度、他の項目についても、見直してい

きたいと思います。 

【中西委員】文章の中に「支援する」という表現がありますが、この言葉はかなり幅の広

い表現だと思います。例えば５２ページ、「ボランティアの活動を支援する」

や、「世代間交流事業を支援する」という文章を見ますと、市民の側としては、

抽象的で金品・品物等の支援を受けられるのではないかということも考えま

す。支援の内容をどういう形の支援なのか、具体的にこの計画書の中に入れ

る必要はないのかも知れませんが、どんな支援が受けられるのでしょうか。 

【事務局】 この計画につきまして、総合計画との整合性を高める中で、金銭的な支援は

かなり厳しく、専門職員のサポート体制のための助言とか、そのような形で

支援をしていくことが多くなるかと思います。今委員さんがおっしゃられた

ように、このような書き方をすれば、当然金銭的な支援を期待される部分も

あると思いますが、その点は今後各地区を回って質問された時には、このよ

うにお答えさせていただきたいと思います。 

【中西委員】金銭的な部分にしても、他の機関と協力していくと思いますが、わかりやす

く支援の内容を修正してはどうでしょうか。 

【事務局】 これを実践する行動計画と各地域に委員がお持ちする概要版で、これについ

て意見をお聞かせいただきたいと考えます。 

【服部(明)副会長】支援というと、やはり金銭的な支援とか物品を与えることが考えられ

ます。今年健康測定・体力測定をした際、これまではいつも地域の人ばかり

でしたが、今年は初めて保健師さんを２人程派遣していただき協力していた

だきました。そういう支援も、支援の中に入ると思います。やはりそういう

活動も含めて専門家のサポートをいただければ、それも支援のひとつだと思

います。そのような形で、いろいろな方面で支援をしていただければと思い

ます。 

【藤森会長】できるだけ、支援の具体性を述べていくということでお願いします。 

では次、４番に行きます。 

【事務局】 （（４）歯の健康について説明） 

【藤森会長】具体的に何かご意見がある方いらっしゃいますか。 

【服部(明伸)委員】行政の取り組みの中に、フッ化物のことをもう少し取り組んでいただ

いて、う歯の予防としてフッ化物の使用に関する啓発をしていただきたいで

す。また、先日国で、歯の口腔の健康に関する法律ができました。高齢者が

健康な歯で食べるということは非常に大事なことで、その点を高齢者の現状

課題の中に何か盛り込んでいただきたいと思います。特に、関係機関と地域

の取り組みとして、歯科健康診断など挙げられていますが、介護予防として

も、口腔ケアに取り組むということも入れていただきたいと考えております。

これは行政の取り組みの中でも同じですが、他地域に比べて、要介護者ある

いはその一歩手前の方の口腔ケアが、これからもっと増えていかないといけ

ないと思います。食べることが健康に繋がっていくと考えます。 

【事務局】 ご指摘いただいた点を修正させていただく方向で、持ち帰って整理させてい

ただきます。 

【服部(明)副会長】今、８０２０の運動は、どういうところで行われていますか。以前は、

表彰をやっていたと思うのですが、この頃あまり話題を聞きません。表彰を

通して一般市民にも周知していたと思うのですが、健康について若いうちか

ら意識してもらうという意味でも、一般住民の模範となるような歯の持ち主

を知らしめるような方策はあるのでしょうか。 

【事務局】 現在、行政と歯科医師会さんとの共同で表彰式を行っております。マスコミ

を通じてこういう方がこういう大賞を受けました、というように表彰式の情



 

報を提供しています。 

【服部(明)副会長】表彰を受けた方の人数を把握していますか。例えば、ウォーキングの

場合ですと、ウォーキングの話題やニュースが出ると、これからやってみた

いと思っている方の中には興味を持って実際に始める方もいらっしゃると思

います。一般に向けて、歯の健康を啓発していく側だとしたら、やはり先駆

者というか、そのような立派な歯を持っている人を知らしめる方法があれば

よいと思います。 

【事務局】 県大会でも表彰式がありまして、８０２０運動は、この健康２１計画の中で

も成果の出た事例であります。恵那市においても表彰した話を聞いておりま

す。県大会の表彰ということで、なかなか市民の方へのご報告が最近できて

おりませんが、表彰式がなくなってしまったら、やはりいけないと考えてい

ます。 

【藤森会長】啓蒙になるよう、今後進めていただきたいです。ありがとうございました。

では、５番に進みます。 

【事務局】 （（５）たばこについて説明） 

【藤森会長】いかがでしょうか。 

【中山(英)委員】公共施設の敷地内禁煙を「検討する」というのは、表現として弱いので

はないでしょうか。「実施」の方がよいのではないでしょうか。それともう１

点、６９ページ、評価項目で、たばこを「やめようと思っている人」の割合

を評価したとありますが、「やめた人」を評価した方がいいのではないでしょ

うか。やめようと思っていてもやめない方もいると思います。 

【事務局】 まず１点目の公共施設の敷地内禁煙を検討するということにつきましては、

公共の施設という括りにしますと、かなり広義な意味合いになり、庁舎も公

共施設も全部となると、やはり敷地内禁煙を推進という表現になり、実施と

なると今踏み込んで行動計画に書きづらいところがあります。 

【服部(明)副会長】できる限り禁煙にするとしたらどうでしょうか。 

【事務局】 ６９ページですが、やめようと思っている人は、やめた人に修正します。 

【藤森会長】ちょっと別ですが、このイラストはもう決まっていますか。風刺みたいなも

のがあってもよいと思います。では次、６番に進みます。 

【事務局】 （（６）アルコ－ルについて説明 

【藤森会長】ご意見のある方、これはわかりやすいですし、よろしいですか。 

それでは７番に進みます。 

【事務局】 （（７）健康診査（二次予防）について説明 

【藤森会長】それでは今の健康診査につきまして、いかがでしょうか。 

      最後ですので、すべての項目について、ご意見がございましたらお願いしま

す。全体を含めて結構です。 

たくさんいろいろな意見をお出しいただきました。いろいろな文章の見直し

や改善を進めて、具体的なことをより建設的に取り組むということでよろし

いでしょうか。 

 

 

（２）その他 

 

【事務局】 本日、ご協議いただき、いただきました意見等を含めまして、今後のスケジ

ュールですが、本日いただきましたご意見を本文に反映させていただきまし

て、１２月にパブリックコメントを実施させていただく予定です。そのパブ

リックコメントを踏まえ、来年の 1月２６日になりますが、７回目の協議会

を経て、本計画を答申していただく予定です。答申していただきました計画

につきましては、３月議会に議案として提出させていただき、２４年４月１



 

日から、この計画を開始させていただく予定となっております。従いまして、

次回の協議会は、来年の１月２６日を予定しております。よろしく、ご参集

いただきますようお願い申し上げます。以上でございます。 

【藤森会長】では、次の２６日の７回目で、もう一度検討、チェックができるということ

でお願いします。 

【事務局】 各種参考資料を作成し、ほぼ完成した状態で配布いたします。 

【藤森会長】その他につきましては、よろしいでしょうか。 

それでは、第６回の伊賀市健康づくり協議会は、これで終わります。どうも、

ご苦労さまでした。 

 


