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平成２３年度 第１回伊賀市健康づくり推進協議会 

会議録 

日   時 平成２３年５月１９日（木） １４時００分～１６時１５分 

場   所 ゆめぽりすセンター ２階 東会議室 

出 席 者 

 

 

（欠席委員） 

藤森会長 服部（明）副会長 今井委員 中山（英）委員 松嵜委員 上山委員

山口委員 山﨑委員 中山（治）委員 服部（明）委員  藤田委員 奥田委員

中西委員 深尾委員 

 

芝田委員 角田委員 前田委員 

事 務 局 健康推進課 

会議の公開 公 開 

 

 

１ 会議次第 

１ 委嘱状交付 

２ 協議事項 

（１）平成２２年度事業実施報告及び平成２３年度実施事業について 

（２）健康に関する市民意識調査の結果報告について 

（３）平成２３年度協議会スケジュールについて 

（４）その他 

・伊賀市健康２１計画の見直しの方針について 

３ その他 

 

２ 審議経過 

１ 委嘱状交付 

事務局による開会宣言 

委員紹介 

事務局による情報公開説明 

藤森会長による開会あいさつ 

 

 

２ 協議事項 

（１）平成２２年度事業実施報告及び平成２３年度実施事業について 

【事務局】 

（資料に基づき実施事業についての報告） 

 

【藤森会長】 

それぞれの項目ごとに確認していきたいと思います。第 1番目の母子保健事業、

前年度と今年度の福祉計画について、ご意見はありますでしょうか。 
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【深尾委員】 

１ページ最後の健康教育「ウェルカムベビー」に国の補助が、ということに関

して、５４人というのは、延べ人数ですか。また、その次の「産後ママのリフレ

ッシュ」の参加人数も延べ人数ですか。 

 

【事務局】 

延べ人数となっています。「ウェルカムベビー」は、２２年度は２回コースに

なっていますし、「産後ママのリフレッシュ」についても２回の講座ですが、延

べ人数です。 

 

【深尾委員】 

延べ人数にしては、１回の参加者の数が少ないように感じるのですが、「ウェ

ルカムベビー」については、男女共同参画と共同開催にすれば、もう少し人が集

まって、業者の方も楽に運営できるのではないかと思います。人数が少ない講座

は、参加者が増えるのを見込んで続けるべき事業であるのか、それとも参加者が

少ないのなら止めていく事業であるのかを、きちんと見極めていただいて事業計

画をたてていただきたいと思います。 

「産後ママのリフレッシュ」については４回で参加人数が２１人ということで

すので、１回４～５人の参加です。これは子どもさんがいるから参加できるお母

さんが少ないのも一因かと思いますが、子どもさんを預けることができる施設や

行政の人を配置して、参加人数が増えるまで続けていってもよい事業かと思いま

すが、このままで参加が５～６人の事業を続けていく必要があるのかどうかを再

考されたらよいかと思います。 

乳幼児とその保護者を対象にする事業がたくさんありますが、今、各支所で実

施しているとお聞きして、納得しました。このような事業に参加される方は同じ

ような事業にも参加される傾向にあるのではないかと思いますが、各支所で行な

われているのなら、それぞれに違う方が参加しているということだと思います。

とにかく参加者が多くなければ事業を実施する意味はないかと思います。参加人

数が見込めない事業でも、続けていくことに意義のある事業なのかどうかを、よ

く見極めて予算を当ててほしいと思います。 

３ページ目の相談事業の２歳児相談についてですが、１歳６か月健診で要経過

観察になった子どもさんが対象で、対象者１３９人の中で半分の６５人が参加者

となっています。参加されなかった子どもについてのフォローはどのようにして

いるのでしょうか。要経過観察の子どもさんの約半数は、どのように育児されて

いるのか疑問に思います。 

 

【事務局】 

参加者の少ない事業に関しては方法を変えてみたりしても、見直して中止とい

うことになる事業もあるかと思います。 

２歳児相談のフォローについてですが、対象者は１歳６か月健診時に、２歳の

時点で何らかのチェックをさせていただきたいという子どもさんです。その相談

窓口に来た方が６５人ということで、来られなかった方に対しては、電話での問

い合わせや家庭訪問を実施したり、また保育園に入園されているお子さんに関し

ては保育園での確認を実施したり、というように別の形で何らかの確認をさせて

いただいています。 

 

【深尾委員】 

ありがとうございました。そのようなフォローがされているということで、よ

ろしくお願いします。 
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【藤森会長】 

効率の良い事業を展開していただきたいというご意見でした。 

２ページ「産後ママのリフレッシュ」の内容が、リラクゼイションとストレッ

チからエアロビクスとヨガへ変更していますが、産後の方にはヨガがよいという

ような医学的根拠があるのですか。４回だけヨガをやって効果があるのでしょう

か。継続できるのならよいのですが「産後ママのリフレッシュ」のところだけに

ヨガがあるというのは、いかがでしょうか。 

 

【事務局】 

青山の運動施設で実施しているため、細かな内容までは把握できていないので

すが、多分、運動施設のインストラクターと相談しながらの事業です。単発でも

参加できる事業なので、多くの方に出て来ていただきたいという意味での変更か

と思います。エアロビクスやヨガをしっかり習うということでは、この回数では

何の意味もなさない話だと思います。 

 

【藤森会長】 

いずれにしても、ご質問にありましたように、行政で事業を決めますので、み

なさんに行き渡るような効率のよい事業展開をお願いしたいと思います。 

それでは、第２番目の成人・老人保健事業に移りたいと思います。何かご意見

ご質問はございますか。 

では、私から質問をいたします。４ページの健康増進法の健診ですが、伊賀市

の生活保護の受給者等の方は、全国と比べてどのようになっていますか。 

 

【事務局】 

平成２２年度の健康推進課が所管しております特定健診の対象者については

７６０名程度だったと記憶しています。ただその中には、すでに生活保護を受給

されて施設もしくは病院に入院されている方も含まれていますので、実際に伊賀

市で日常の生活をされている方は５００名程度であったと認識しております。そ

の中の８７名が受診されたということです。 

 

【中山委員】 

薬剤師会の中山です。この報告に関してではないのですが、一つ検討していた

だければと思いますのは、最初にある健康手帳の交付というところに、お薬手帳

の啓蒙も実施していただけないかということです。先のご説明に訪問事業で家庭

訪問の話がありましたが、事前にお薬手帳の啓蒙をしていただくことで、より多

くの地域の方がお薬手帳をご利用いただければ、もう少し軽減できるのではない

かと思います。 

今回の災害のように着の身着のままに避難しなければいけない場合に、何の薬

を服用しているのかを把握するために、手帳を市民の方々がお持ちいただければ

効果的だと思いますので、その啓蒙もお願いいたします。 

 

【深尾委員】 

４ページの各種がん検診について受診率が低いというご説明でしたが、広報で

募集をしている分については１００％の応募があると思いますので、「受診率が

低い」という表現は適切ではないと思います。市民は広報を見てがん検診に申し

込んでいると思います。 

５ページについても、参加者が延べ人数であるのなら、１回の参加者が少ない

ものに関しては精査していただきたいと思います。よろしくお願いします。 
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【事務局】 

がん検診の受診率については、募集をかけさせていただいたバスでの集団検診

にはある程度の定員はございます。前立腺がんや大腸がんの検診つきましては採

血や容器での検査ですので、ある程度多くの人数が実施できるのですが、バスを

使う検診では１日に検診していただける人数が限られてきます。現実に募集の定

員がいっぱいになる日もありますが、埋まらない日もございます。こちらからの

啓発がうまくいっていないということかもしれませんが、今後は機会がある毎に

パンフレット等で頻繁に啓発していきたいと考えております。 

 

【藤森会長】 

それに関しまして、データがあればお示しいただきたいと思います。 

肺がん検診を去年５６００人受けられて、有所見の方がどのくらいの数だったの

か、手元にデータがあればお知らせください。 

 

【事務局】 

データについては後日公表させていただきたいと思います。 

 

【藤森会長】 

５ページのアンチエイジングというのは難しい言葉で、社会的にもいろいろな

批判もあります。アンチエイジングというものは本当にあるべきなのか問われて

いる中で、行政がこのような教室を行なうべきなのかどうかと思います。他市で

も実施しているのですか。 

 

【事務局】 

事業のネーミングについては、大変悩む部分です。ある程度若い、働き盛りの

方に来ていただきたいということで、アンチエイジングに「若返り教室」という

副題をつけています。 

 

 

【藤森会長】 

わかるのですが、アンチエイジングで何をめざすのでしょうか。若返りを目指

すということは行政がやるべきことではないと思うのですが。 

 

【事務局】 

若返りにもいろいろあると思います。体の中のメタボリックを予防するとい

うのが最終的な目標なのですが、「アンチエイジング」という言葉で表面的に引

き付けるものがあるのではないかというねらいはあります。 

 

【藤森会長】 

わかりました。他にはありますか。 

 

【服部委員】 

歯科の４ページの成人歯科健康診査について、ここでも受診者数が少なくて効

率が上がっていないものがあるのですが、名張市では節目の受診で６００人とか

７００人の受診者数になっています。やはり方式自体を変えることによって、効

率も上がっていくと思いますので、ご検討をお願いいたします。 
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【事務局】 

今後、歯科医師会さまとご協議させていただきたいと思います。 

 

【藤森会長】 

では、第６番目健康づくり事業の禁煙啓発事業についてですが、ニコチン濃度

を測る機械が入ったと聞きましたが、要するに不完全燃焼して血色素と結びつい

ている二酸化炭素が何 ppm かということが、１５秒間呼吸を止めてから呼気を機

械に吐きかけると数値が出て測定できるというものです。私も禁煙外来をやって

いますので、成果だけお知らせしますと、受診されたのが２年間で１５０名くら

いです。去年の暮にたばこが値上げされて受診者がどっと増え、全国的に薬がな

くなりました。今の薬は非常によく効いて、１５０名の９割５分くらいは、保険

のきく３か月以内で禁煙に成功されています。ニコチンが脳内に入りセレトニン

などに代わって「たばこを吸った」という満足な気持ちになれるのですが、今の

薬はそれを遮断してしまう薬ですので、１週間ほど薬を飲み続けると、いくらニ

コチンを体内に取り入れても満足感が得られないというものです。機械で測って

いるのは、二酸化炭素がヘモグロビンに結びつている量の値です。 

 

【服部副会長】 

６ページの健康づくり推進員養成講座についてですが、各地域７０何名か委嘱

されまして、各地域で先発的な役割を務めていただいております。その下の忍に

ん体操指導者養成講座については、推進員は必須として忍にん体操ができるよう

にということで養成講座があり、普及会ができ活動を続けていただいております

し、会をつくって会費で運営しています。年々、新しい区長さんや地域でも習い

たいという方がいますので、講師の方に何回か指導していただきたいと思います。

講師の方は無料でも来ていただけるというお話ですが、大阪からの交通費もかか

るので、年に何回か来ていただくのに謝礼を払いたいと考えています。会費だけ

で全て賄うのは難しいと思われますし、会員があちこち出向いて出前していただ

いていますので、その会費をもって講師料を全て賄うというのも違うように思い

ます。経費として、この４つくらいの中の一番右側に健康教育費に含むというこ

とで、啓発事業全体をみると、５ページに健康教育があり９６万４千円と出てい

ますが、それも含めて全体の７つか８つの項目で９６万４千円と解釈させていた

だきますと、啓蒙していくには全体をそこに投入して、食生活にしても、体操に

しても多めの予算を配分することも必要ではないかと思います。ご配慮願いたい

と思います。 

 

【藤森会長】 

では、健康づくり推進員と称する方々はみなさんボランティアですか。 

 

【服部副会長】 

そうです。会費を払って入っていただいています。 

 

【事務局】 

混同されているかもしれませんが、健康づくり推進員は、こちらから委嘱させ

ていただいております。 

 

【藤森会長】 

予算の配分を公平にお願いしたいと思います。 

 

【今井委員】 

忍にん体操について、講師を大阪から招聘しているそうですが、地元の人で講
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師をしてもらえないのですか。 

 

【服部副会長】 

変わった面もありますので、やはり考案していただいた方に一から指導してい

ただき、年に何回か講座的なことも開いていく必要があるのではないかと考えて

います。 

 

【今井委員】 

経費の問題もありますが、考案していただいた先生のご意見も大事ですので、

それを地域でマスターした方を講師として迎え、育てていくという方向はいかが

でしょうか。 

 

【服部副会長】 

月に何回かは自分たち全員で「ふれあい」に集まって、研修会をしているので

す。そこに先生が来ていただくと充実した内容になるのです。立ち上げたときに

大変な経費をかけＣＤをつくったりしていますので、だんだん廃れていくという

下降線では困ります。伊賀市全体に普及するためには、行政主導で進めていただ

いたほうがよいかと思います。シティマラソンや５月の「忍にん」には、先生に

来ていただかないとなりません。 

 

【藤田委員】 

私は食生活推進協議会の者ですが、以前は市で開催していただいた健康まつり

というイベントを通じて、食生活の大切さを伝えられることができ、生きがいを

感じておりましたが、今はそのようなイベントが全くありません。各事業はそれ

ぞれに実施されているようで、意識が薄いまま終わってしまうので、何か１つ健

康を掲げた大きな柱となるものを考えていただけたらと、個人的な希望も含めて

お願いしたいと思います。 

 

【藤森会長】 

今のご意見は、この推進協議会として何か一つポイントを出すべきだというこ

とですか。 

 

【藤田委員】 

いろいろな事業をまとめてでも結構ですし、個々に実施されているものもその

場で発表できるようにして、何をしているのかみんなにわかるようにしていただ

きたいということです。該当する人がその該当する講座に行くだけではなくて、

市民全体が健康についての事業がわかるようにしていただきたいという意味で

す。 

 

【藤森会長】 

そのようなプランニングは行政にお願いしたいと思います。 

 

【上山委員】 

８ページ最後の危機管理啓発事業に関しては、今回の東日本大震災でもありま

したように、避難所などに関することだと思うのですが、現在、伊賀市において

一時避難所、立ち寄り所という制度はありますが、その他で指定というものは、

南部の場合４千人の住民がいる地域で保育園１か所で、中部地区でも各公民館も

しくは集会所に地域の住民を集めるのですが、避難所という指定がありません。

上野地域では、西小学校などの学校が指定されていますが、学校はまだ整備され

ていないという状況なので、危機管理については机上の話のように感じます。対
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応を考えていただきたいと思います。 

 

【藤森会長】 

危機管理について、行政の今後の取り組みについてお願いします。 

 

【事務局】 

今回この協議会にご報告させていただいておりますのは、保健衛生部門の保健

師としての役所や被災地での役割について、保健師の取り組みいうことで、この

事業を掲載させていただいています。縦割り行政だと受け取られてしまうかもし

れませんが、伊賀市全体の危機管理としてここに挙げさせていただいているわけ

ではありません。あくまでも、まず前線で活躍してくれる医師、看護師と共に、

保健師としてどうあるべきかを学んでいこうということです。 

 

【藤森会長】 

協議会の趣旨はそのようなものですが、危機管理も非常に大事なことですので、

行政としてこの協議会にこだわらずに考えていただきたいと思います。 

 

【事務局】 

わかりました。ご報告させていただきます。 

 

（２）健康に関する市民意識調査の結果報告について 

【事務局】 

（市民意識調査結果報告書について説明） 

 

【藤森会長】 

アンケートについてひとつひとつ検討していると時間がありませんので、総括

として意見を述べさせていただきたいと思います。予想通りの結果だと思います。

行政としては今まで想定して項目をつくり、今後展開するということだと思うの

ですが、今のご説明の中で特に意外だったことはなかったと思います。 

「健康」という言葉は難しくて、ＷＨＯでも「あらかた健康」というように抽

象的に扱われていますし、病気をもっていても健康な方はたくさんいます。最近、

ＷＨＯではスピリチュアルという言葉も入れているように思います。健康観と言

いましても、たばこやお酒でも、例えば蒸留酒と醸造酒という種類で、大きな違

いがあります。フランス人はたくさんワインを飲みますが脳卒中は一番少ない国

民です。フレンチ・パラドックスという言葉があります。 

あるいは、がんとの関係でも蒸留酒を大量に飲むとがんになりやすいと言われ

ていますが、数値はあまりあてにならないと思います。今の医学というものは根

拠があるか統計を取って、統計上での話をしますので、どれとどれとどれを満た

せば健康なのかということにはなりません。 

ストレスという言葉がたくさん出てきますが、人が元気になり、人のために何

かするためにはストレスというものは絶対に必要なものです。ストレスを感じる

のは当たり前のことですし、ストレスのない人は元気がなくて、統計的に長生き

できないということです。マスコミ等の報道の影響もあり、一般的にストレスと

いうと、鬱や閉じこもりなどネガティブなものだと考えがちですが、本来、人は

ストレスを乗り越えることで生きがいを感じるもので、そういうポジティブな観

点も必要かと思います。 

今の調査結果について、まとめとしてご発言はございませんか。 

 

 



 

- 8 - 

（３）平成２３年度協議会スケジュールについて 

【事務局】 

（策定スケジュールについて資料に基づいて説明） 

 

 

（４）その他 

・伊賀市健康２１計画の見直しの方針について 

【事務局】 

（計画概念・見直し方針について資料に基づいて説明） 

 

 

３ その他 

その他の案件については特になし 

藤森会長より閉会宣言 

事務局より次回会議・推進協議会委員任期等についての報告・連絡 

 


