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平成 23 年度 第 2 回健康づくり推進協議会会議録（概要） 
 
日時 平成 23 年 9 月 30 日（金）午後 1 時 30 分～午後 3 時 
場所 四街道市保健センター2 階 子育て支援室 
出席者 委員 柴田会長 櫻井副会長 大岸委員 白井委員 池田委員 杉山委員  

有川委員 
欠席者 委員 杉谷委員 高本委員 山口委員 廣田委員 蜂谷委員 田中委員  

成田委員 
事務局出席者 佐藤健康福祉部長 小澤健康福祉部参事 久保健康増進課長  
    髙橋主幹 小林主査 井内主査補 塩田主査補 
傍聴人 0 人 
 
【会議次第】 
1. 開会 
2. 会長挨拶 
3. 議題 

（1）平成 23 年度新規事業進捗状況について（2）保健施策の今後に向けて 
（3）その他 

4. 閉会 
 
事務局：ただいまより平成 23 年度第 2 回健康づくり推進協議会を開催いたします。 
柴田会長：（挨拶）震災から半年以上、多くの人は何をしなければいけないかわかっている

のに事が遅々として進まない、停滞。それぞれの立場で感じていることと思う。 

 健康づくり推進協議会は今回が最後。粛々といつもと同じようにやっていきたい。 

部長：（挨拶）昭和 55 年に設置した本協議会今回で最後。この間、多くの委員のご指導に

感謝。行財政改革の一環で類似の審議会の保健福祉審議会に統合。現在に保健福

祉審議会に入っていない分野のみなさまには議題や分野に応じてご意見をいただ

くことになると思うが、会議のみならず、お立ちよりの際やお電話等でご意見ご

指導いただきたい。本日も忌憚のないご意見をいただきたい。 

【事務局よりグループごとに資料にて説明。以下に質疑要旨を記載。】 
柴田会長：（1）「平成 23 年度新規事業進捗状況について」グループ毎に説明を。 

― 健康企画グループ説明 ― 

柴田会長： 健康安心ダイヤル 24 で、深夜帯は何件？ 

事務局： 累計で、21～22 時で 9件、22～23 時で 10件、23～24 時で 2件、0～2時は 0件、

2～3時は 1件、3～6時は 0件。 

柴田会長：具体例は無理でも、単なる健康相談ではなく緊急対応が必要な例はあるのか。 
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事務局：契約内容では具体的な事例は把握できない。救急車要請等の事例が発生した場合

には個別に報告もらうが、いまのところ報告なし。 

柴田会長：この事業の今後の期待値は？  年間 500 万円かけて、目安はあるのか。 

事務局：医療関係の専門家の相談を設けることで、消防のタクシー利用やコンビニ受診を

防ぐ効果を期待。PR 必要。子ども・中高生にもねらい。 

杉山委員：一般市民 19～79 歳で区切っている理由は？後期高齢者の関係か。80歳以上は病

も持っていると思うがその辺はどうなのか。 

柴田会長：アンケートのことですね。 

事務局：高齢者部門でアンケートをとっているため。具体的には高齢者保健福祉計画でご

意見をいただいている。 

有川委員：電話相談の実績、すごい数だな。意外と知っているんだと感じる。PR は？ 

事務局：市の広報、ホームページ、自治会の各戸配布。定期的に今後もやっていきたい。 

柴田会長：市で休診をやっているが、休診にとって代わるわけではない？ 

事務局：補完です。保健センターにも日中は相談ある。先行の成田市などでは夜間にメン

タルの相談がかなりあるらしい。 

柴田会長：利用した市民が満足したかどうか半年くらいしたらアンケートが必要。冬のイ

ンフル流行期はかなり医療的な質問が来るだろう。ひょっとしたらニーズを満た

していないかも。市民がどう感じたかアンケートしないと、来年度同じ計画を同

じ予算でとなると件数がこれだけあるからとなりかねない。アンケートの仕方も

難しいが練ってもらいたい。 

― 母子保健グループ説明 ― 

柴田会長：ヒブ・肺炎球菌ワクチンが小児科に集中しすぎて予約取りにくい状況になって

いる、小児科医から普段の診療に差し支えると困っているという話はある？  

事務局：予約が混んでいるという話はある。保護者には他にも医療機関 20か所位あると紹

介している。 

柴田会長：単年度の予算とあり、高額のワクチンだが、国・市の割合は？ 

事務局：1/2 ずつ。 

柴田会長：すごく高い。全部で 5 万円くらいする。やってしまった人には不公平感ある。

接種率はどのくらいを目指す？法定接種は 90％を目指しているが？ 

事務局：1年通してみないとわからないが、意外と多くはない。 

柴田会長：来年度予算が通らないとも限らない。急に助成がなくなることは？ 

事務局：子育て日本一ですから、たぶん継続していく方向で大丈夫だと思います。 

 ― 成人保健グループ説明 ― 

杉山委員：広報見て、やらないといかんと思っている。2000 円助成と聞いているがワクチ

ン代はいくらか？ 

事務局：接種料金は 1回 6000 円台～10000 円台くらい。平均 7000 円くらい。 
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杉山委員：いつも行っている医者に受けたいと言えば準備してやってくれるのか？ 

事務局：接種した証明書と領収書を健康増進課窓口に持参して申請していただけばいい。 

杉山委員：シニア連は 70歳以上が 8割、PR する。相当数受けるかも。インフルと一緒に可？ 

事務局：同時接種は Drと相談して。 

杉山委員：名前も知らなかったが、罹ると重症例が多かったのか？ 

事務局：肺炎は日本人の死亡原因の 4位。80 歳代では第 3位。 

柴田会長：肺炎球菌ワクチンは、10 年前から欧米では効果証明。日本でも小さな市町村が

接種を初めて、肺炎で亡くなる高齢者が激減。長期的には医療費は入院費を削減

できる。新聞・TVでも広告してる。接種後 5年くらい有効。 

どのグループの事業でも構わないが他になにかありますか？ 

杉山委員：後期高齢者の管轄は県？管轄が変わるという話もあったが、二転三転してる。 

事務局：民主党は後期高齢者の廃止と言っているが具体的に決まっていない。他の健康保

険も仕組みを変えるとの話が出ているが、まだまだ時間がかかりそう。 

大岸委員：健康安心ダイヤル 24、日中は市や保健所と重なる、印旛小児救急も夜間にも電

話相談に応じている、メンタルの相談事業もある。ダブっている時間あり。他が

応じていない時間、17 時以降だけ契約できればいい。一方で市職員が相談ばかり

に忙殺されると生産性も下がるので、その辺も考慮して評価必要。なるべく有効

に税金を使えればいいと思う。 

事務局：可能性については今後検討したい。 

柴田会長：大岸委員の言われた通り。一方で相談したい人はそこに相談しにくいことを聞

いてくるかも。私にも「かかりつけの Dr には聞きにくい」という相談あり。明ら

かにダブるのであれば市民のニーズと満足度を確認する必要があり。 

  

柴田会長：議題（２）「保健施策の今後に向けて」今回で最後なので各委員の意見をもらい

たいということですね。その前に健康増進課より「最近の保健施策をめぐる状況

について現状と課題」の説明を。 

事務局：新規事業の説明でもわかるとおり年々事業増加。地域に密着した保健サービスは

市へ権限移譲され、地域特性を考慮し事業をやらなくてはいけないが、健康課題

が複雑化し広がり、業務量も増加。そのなかでどうしていこうか。高齢化：県 20％

だが市は 23％。21％過ぎると超高齢化の街。使えるお金が限られている。高齢者

になってから健康を意識しても遅い。若い年代の健康度を高めなければならない。

忙しく健康にも自信のある若い人にどう切り込むか課題。特に団塊の世代が 65歳

になる、一気に高齢化の進展あり。少子化対策も効果見えず。平成元年に合計特

殊出生率 1.57 ショック。2.07 ないと少子化に歯止めかからない。生まれた子を大

事に健やかに。虐待起こらないように。H21 国 1.37 県 1.31 市 1.17。本当に高齢

化と少子化が進展している市。自殺：全国で年に 3万人以上。H19 と H20 印旛管内
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自殺は 10疾病中第 5位。20～49 歳働き盛りの死、切り込んでいかなければならな

い。自殺の原因は複雑、近くにいる人が気づける仕組み・啓発活動を。健康危機：

新型インフルや防災など備え必要。住民のニーズは高く多様、膨れる一方。行政

は何をやるべきか整理・説明しなければならない。こういう理由でここは行政で

おこないますが、これはあなた自身とご家族や地域でやってくださいときちんと

言えるようになればいい。現状で効果的効率的な業務の運営と、しかも市民に受

け入れてもらうような策を考える必要あり。口でいうほどうまくいかないのが現

実、委員よりご意見いただきたい。 

柴田会長：明快に当市の健康に関する問題を課長にまとめてもらった。45 分かけてスライ

ドで説明してもらってもいいくらい。では、委員よりご意見を。 

池田委員：市内小中学校校長会の代表。当協議会の審議内容でいうと、学校では学校医、

学校歯科医などに来てもらって定期健康診断を実施。保健指導も学習指導要領に

基づいて学んでいる。健康づくり、体力作りにも取り組んでいる。食に関する指

導も各教科で行っている。今後もこれらを学校実態に応じて行う。学校の指導助

言者は学校教育課なので今後もよく連携してもらい混乱のないようにスムーズに

できるようにしてもらえれば、学校現場も一層協力したい。 

柴田会長：校長先生、せっかくだから一言。運動会の 9 月早々の練習実施を見直ししても

らいたい。当市でも熱中症で死亡者出る可能性あり。 

池田委員：既にその話題でている。が、中学生は部活動大会や修学旅行もあり、課題あり。 

白井委員：助産師会。生まれてくる子が増えればいい。保健センターのアプローチがいい

のか、私が教える前に市の子育て支援事業をすでに知っている母が多い。アポロ

ーチを続けてほしい。自殺の話があったが、当市は思春期へのアプローチが少な

い。保健センターが中学校になかなか入っていけない現状があるのは理解してい

るが、自己肯定感を育てることは自殺防止にもつながる。他市よりも遅れている、

理想だと思うがもっと活発になり更に思春期の子が相談できる場があればいい。 

大岸委員：多岐にわたり次々に事業が増え、リーダーシップを発揮していることに感謝。

最近の傾向：昔に比べると行政の役割が進化している。一方住民は避難指示が不

適切とか、食中毒だと規制がされてなかったからのではないかとかなんでも行政

がちゃんとやってくれてなかったからじゃないか、というような社会的風潮があ

る。住民が行政に頼りすぎて住民の危機感が低下している。健康増進も同様。自

助努力がいきてくる仕組みづくりが必要。自分の健康は自分で守るんだという気

持ちにならなければ何度指導してもうまくいかないと思う。例えば、子ども医療

費補助の拡充も、保護者はうれしい、無料または何百円で受診できる、昼間仕事

あるので夜手軽に受診、とコンビニ受診につながり、医療補助がアダになる、健

康増進に役立っているか疑問。お金がある程度かかることによって、お子さんの

食事や体調に気をつけて健康管理していこうという、自助努力が低下するのでは
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ないか。一度事業として始めてしまうと財政が厳しくなったときにカットするの

は難しい。導入は反対する人そんなにいないが、それが当たり前になってしまう。

自立心、自助努力が生きる事業を。事業の効果についての評価：やりました、だ

けではなく、健康増進につながっているかどうかの評価を。評価が少ない。優先

順位も必要、緊急のもの、公衆衛生上重要なもの、メタボは一言で言えば食べす

ぎと運動不足で自助努力でなんとかなるもの、優先順位つけないと事業と予算が

拡大する一方。 

櫻井委員：歯科医師会。30 年間の歴史が途絶えてしまうのは寂しい。歯科医師会の事業協

力：1.6、2.6、3.6、実際に口を見せていただいて相談にのる、歯・口腔相談。健

康安心ダイヤルとかぶるかもしれないが、実際に顔をみて相談に乗るので誰が電

話口にでているのかわからない電話相談とは違う。電話相談を長く続けていくに

あたってはその辺の選択も出てくるのではないかと感じた。学校歯科保健。成人

歯科検診。成人歯科検診は受診率低い、1 ヶ月増え結果はでていないが PR 検討し

たい。目玉は健康安心ダイヤル 24。外部に委託も目先がかわってよかったと思う

が、上手く使うも悪く使うも今後。まだ一年目。この先の舵取り難しい。業者主

体ではなく、他ではやっていないからと言わせず、先ほど出たオリジナルの契約

などいいものを作っていくことを求む。休日夜間診療、歯科の分野はないが、周

囲の市町村、佐倉や千葉では歯科もやっているので、契約とまではいかなくても

PR していただいて、うまく他の組織をつかってもらえばいい。少子高齢化、当然

やることは増え、お金はない。どの組織もそう、日本の経済も急好転望めず、税

収の見込み厳しい中で、今回の健康づくり推進協議会の廃止。今後もいろいろな

ものを削ったり無くしたりしなければいけない場面がでてくると思う。難しいだ

ろうが無くすなら無くしてみる英断を。本当に必要な事業を残していく、選んで

いくということを今後もやってほしいと思う。 

柴田会長：一委員として 2 つ。１つめは大岸委員、桜井副会長と重なるが、全て公費・負

担ゼロのやり方は長期的にみればうまくいかないのではないか。中高生が携帯電

話の電話料を月々数千円払う時代には、数百円でもいいから自己負担をとったほ

うがいい。自己責任、自助努力が必要ではないか。もう 1 つは、市民やこういう

会合などからの要望・要請があると思うが、それに対して健康増進課が市民の要

請をどううまく反映させていくか。ひとつの例だが、これは平成 22年度の第 2回

の本協議会の会議資料であるが非常に感心した。子どもの虐待の対応についてと

いう資料を作ってくれた。これは第 1回の 22年 5月の会合で委員から児童虐待の

具体的な内容を知りたいと意見あり、次回の 9 月の会議でこの内容の資料。非常

によくできている。子ども虐待のフロー図や通告書の記入例。あと感動したのが

事例、プライバシーを隠して「母子家庭で母は夜間飲食業、一日おきに事務の仕

事をしている。」など実例を出してくれてあり非常にわかりやすかった。委員さん
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から要望あると、それに対して、打てば響く、健康増進課が応える。市民の方の

要望にもこういうふうに応える、というキャッチボールの非常にいい例。私が会

長を務めていて大変資料的にも素晴らしいと感心した例。持ち上げる訳ではない

が、いいと思うので今後も実例として使ってほしい。 

杉山委員：シニアクラブ連合会会長。連合会には 2918 名いる。各地区に 57 クラブ。70 歳

以上が８割。昨年、会員で亡くなった方が 40名、会に出れなくなった方が 33名、

計 73 名。これが毎年こう抜けていく。3000 名が目標だが、なかなか到達しない。

我々高齢者は健康でなくてはいかん、と年 2 回健康づくりの会を実施。在宅支援

センターから講師を呼んで基幹型としてやっている。個別には別個に各クラブが

実施。約半数のクラブが実施しており、ゲームを通してやったりして効果あり。

65 歳 70 歳の若い人が入ってこない。年寄りというイメージがあるのか入ってこな

い。サークル活動もやり仲間づくりしようとしているが、どうにもならないのが、

自治会にも入らない、表札もない、アパートだと中に入れない、など個人情報云々

もあり誘いたくても誘えない現状あり。いくら集めても亡くなる方が多いので悪

戦苦闘しているが、いずれ 3000 名に到達したい。圧倒的に高齢者が多くなるので

なんとか 3000 名突破したい。 

有川委員：保健推進員。5ページの上半期の成人検診受診率が全体的に下がり気味と感じた。

確か目標は高く掲げていたのになかなか目標に近づいていないと感じた。保健推

進員は乳がん検診会場で、赤ちゃんを連れてきた母子の子守りをし、自己検診法

の伝達をしながら、最近は若い人も多いなと感じていたので、乳がん検診は受診

率が少し上がって嬉しい。全体的には下がり気味なので、どうしたらみんなが受

けてみんなが健康になって、医療費の市の負担が少なくなるんだろうと考える。

ひとりひとりの意識かな。なんでもやってもらうのが当たり前の時代。自分のこ

とをもっと考えなくてはいけない。震災後からは自己管理、自己責任、なんでも

頼るのではなく自分でも防衛してかなくてはいけない。災害だけでなく自分の健

康のことも家族のことも心のことも自立していかなければ。検診受診率について

はがっかり、気を入れなおして頑張る。 

柴田会長：他にありますか？では、事務局からなにかありますか？ 

事務局：30 年間各職能団体から選出していただき、健康増進課事業について協議していた

だき本当にありがとうございました。先ほど部長が言っておりました通り、こう

いう会議でなくでも直接私どもの方に情報、ご意見ご指導願いたい。 

 


