
様式第3号(第9条関係) 

会議結果 

 次の附属機関等の会議を下記のとおり開催した。 

附 属 機 関 等 の 名 称 平成２９年度第１回みよし市保健対策推進協議会 

開 催 日 時 平成３０年２月７日（水）１３時３０分から 

開 催 場 所 みよし市保健センター ２階医師会室 

出 席 者 

（会長）桜井充（委員）島典広、清水美代子、田代和久、石川

邦子、渡辺利明、根岸さなえ、久野知英、塩之谷真弓 

（事務局） 

 近藤子育て健康部長、林子育て健康部次長、 

江坂健康推進課長、藤森健康推進課副主幹、 

植山健康推進課主任、野々山健康推進課主任、 

関根健康推進課副主任、 

清水健康推進課主事 

 

次 回 開 催 予 定 日 平成30年7月末頃 

問 合 せ 先 

子育て健康部健康推進課 担当 藤森、清水 

電話番号0561-34-5311 

ファックス番号0561-34-5969 

メールアドレス kenko@city.aichi-miyoshi.lg.jp 

下欄に掲載するもの ・議事録全文 要約した理由   

審 議 経 過 

【子育て健康部長】 

本日は桜井先生を始め、お集まりの関係の皆様には、日頃

より本市の保健対策事業にご支援をいただきまして誠にあ

りがとうございます。 

本日は平成29年度の保健対策関係の実施事業の他に、平成

30年度にむけた新規の事業の報告があります。健康づくりと

いうのは社会の在り方の変化や個人という概念から、関心が

高まってきております。成人期における健康づくり事業にお

きましては、今年度健康マイレージ事業やあいち健康プラザ

と連携した健康度評価事業を実施してまいりました。また、

母子支援事業におきましても切れ目のない支援体制の充実

を図っていくという目的で実施しております。誰もが健康で

暮らせる環境づくりの実現に向けて、積極的に取り組んでま

いりたいと思います。本日出席いただきました皆様への連携

とご協力をいただき健康づくり事業の推進に取り組んでま

いりたいと思いますので、今後とも更なるご支援ご協力をよ

ろしくお願いします。 

【課長】 

本日の出席者、渡辺様は地区衛生組織代表ヘルスパート

ナーの会長代理でご出席をいただいております。よろしくお



願いたします。 

 

１. 会長あいさつ 

本日は寒い中お集まりいただきましてありがとうござい

ます。そしてよろしくお願いします。 

  それでは議事を務めさせていただきます。本協議会、本日

の出席者は9名で委員の半数以上の出席がありましたので、

「みよし市保健対策推進協議会設置要綱」第5条第2項に定め

る定足数に達しており、本協議会は成立しています。 

引続き議事に入ります。 

議題１「母子支援事業（みよし市版ネウボラ）について」事

務局より説明をお願いします。 

 

２.協議事項 

（１） 議事「母子支援事業（みよし市版ネウボラ）について」 

 

≪事務局説明≫ 

【関根副主任】 

  母子支援事業（みよし市版ネウボラ）について説明させて

いただきます。 

資料は 1-1、1-2、1-3 3 枚となります。資料 1-1 からご

覧ください。 

みよし市の母子支援事業として、誰もが安心して妊娠・出

産・子育てができるよう、産前・産後の充実を図り、妊娠期

から子育て期までの切れ目のない支援体制として、表にあり

ますように 4事業を実施しています。最後の産後ケア事業に

ついては、平成 30 年 4 月から開始予定となります。みよし

市では、特にこれまでの支援の中で手薄であったと感じる妊

娠期と産後 8週の支援の充実・強化をし、取り組んでいます。 

まず、一つ目は利用者支援事業です。 

平成 29 年 4 月から開始している事業です。保健センター内

に「子育て世代包括支援センター」を設置し、専門知識のあ

る保健師・助産師を母子保健コーディネーターとして配置し

ています。母子保健コーディネーターは地区担当保健師や関

係機関と連携し、妊娠期から子育て期までの様々な悩みに対

応し、支援が継続的に行えるようコーディネートしていま

す。 

ここにあげた 6つの具体的な取り組みでは、 

①の「子育ておうえんプラン」です。妊娠がわかってす

ぐの妊婦さんと母子保健コーディネーターが出会うこと

ができる最初の場である母子健康手帳交付の際に、全妊

婦と面接し話を聴くことを大切にしています。今後の利

用できる子育て支援やサービスをプランとしお渡しして

います。 

平成 29年 4月から平成 30年 1月までの実績は、455人で

全妊婦にプラン作成ができています。妊娠中から誰に・

どこに相談してよいのか明確にすることができます。 

②の「支援プラン作成」です。特に支援が必要な妊婦・



産婦に、今後の支援を計画し、支援サービス利用をコー

ディネートしています。1月までに妊婦プラン 126人、産

婦プラン 149 人計 275 人の作成をしており、支援が継続

的に行えているか把握することができます。 

③の「おめでとう電話」の実施です。出産予定日の 2 週

間後に全産婦さんに電話をしています。これまでなかな

か気づくことのできなかった産後すぐの一番大変な時期

の母子の状況を把握して、適切によい時期の訪問支援に

つなげています。1月までに 451件のおめでとう電話を実

施しています。 

④の「産後うつスクリーニング」の実施です。産後まも

ないお母さんのこころの状態を知り、訪問支援につなげ

るため、エジンバラ質問票を使用しています。これまで

あまりとりあげられなかったお母さんのこころの変化に

ついて話を聞き寄り添うことができます。1月までに 299

人に実施しています。 

⑤の「支援台帳の作成」です。②の支援プランを作成し

た妊婦・産婦の支援台帳を作り、途切れることなく支援

が行えているか把握管理することができます。また、関

係機関とのケース検討等にも活用しています。1 月まで

に、②の支援プランを作成した全妊婦産婦の 275 人の支

援計画を台帳で管理しています。 

⑥に「関係機関との連携」です。 

 週に 1 回、母子保健コーディネーターや地区担当保健師

とで担当ミーティングを実施し、計画した支援プランを

共有し、検討をしています。 

 また月に 1 回、母子ネットワーク運営協議会ケース会議

では、市の子育て支援に関わる機関と、支援プランの確

認や承認、ケース検討による共有と役割の検討を行って

います。 

  年 2 回行います母子ネットワーク運営協議会代表者会

議は、支援の方法や評価、母子保健の関係機関の体制や

課題整理を実施します。今年度は、7月に第 1回目を実施

し 3月に 2回目を予定しています。 

次に、二つ目の産前・産後サポート事業です。平成 29

年 4月から実施しています。 

これまで、産後の家庭訪問は 1 回であったところを、

必要に応じ産後早期に保健師や助産師が複数回家庭訪問

しています。1月までの実績を見ますと、保健師の産後の

継続的な相談支援のニーズが高いことがわかります。 

次に、三つ目の産後ホームヘルプ事業です。平成 29年

10月から開始しています。 

資料 1 ページの右側に概要がありますので、ご覧くださ

い。 

目的として、近隣に支援者がいない産後 2 か月以内の

母子に対し、家事援助や育児経験者が母親の相談相手に



なることで、母子の健康を守り、母親の孤立感や負担の

軽減を図ることです。あいちＮＰＯ市民ネットワークセ

ンターに委託して行っています。 

1月までに、申請者 4人、事前訪問 3人、ホームヘルプ

の実施 2 人となり、現在も随時申請が続いています。こ

のホームヘルプ事業は、産後のお母さんが元気になるお

手伝いをするため家事援助だけでなくお母さんの体調確

認や話を伺うことも目的の一つとしています。 

実際、実施しました 2名のお母さんは、1人はとにかく家

族分の夕食を作って欲しい、1人は話を聞いて欲しいと目

的がはっきりしてされていました。終わった後も、自分

の大変な時期にご飯を作ってくれて助かった、話を聞い

て欲しかったからこれで大丈夫だと思い。外出もできる

ようになりました、との元気な声を聞いています。 

次に、四つ目の産後ケア事業です。 

資料 1 ページの左の表にもどっていただきまして、一番

下の産後ケア事業です。平成 30年 4月から開始予定です。 

資料 2 ページのみよし市産後ケア事業（案）をご覧くだ

さい。 

産院を退院した母子に対し、心身のケア及び育児に関

する専門的なサポートを行うものです。豊田加茂医師会

に委託し、みよし市内の医療機関で実施されます。 

産後 3 か月未満の産婦さんで、出産後の身体的な不調や

回復の遅れがあり、休養の必要がある場合等、母子保健

コーディネーターや地区担当保健師が話を聞きアセスメ

ントし、利用開始となります。内容は、宿泊型とデイサー

ビス型とあり、母体の回復を図り助産師や看護師による

相談支援及び育児サポートを実施します。ケア内容は

（３）にありますように、利用者の意向を尊重し必要な

支援を行います。利用期間は宿泊型とデイサービス型を

合わせて、原則７日間までとし、市長が必要と認める場

合は更に７日間を限度として延長することができます。

自己負担金は、世帯所得により設定をしております。ま

た、生活保護世帯や市民税非課税世帯は自己負担金なし

とします。 

このように、産後ケア事業を来年度からの実施に向けて

計画しております。30 年 4 月からは医療機関で行う産婦

健診でも、メンタルチェックでエジンバラ産後うつ質問

表を実施するなど、母親の心身の回復に向けてこれまで

以上に、医療機関との連携を密に強化していきたいと思

います。 

では最後に資料 1-3をご覧ください。 

母子支援事業の構想図になります。産後ケア事業が 30年

4月から始まると、4事業全てが整う形となります。左か

ら妊娠期、次に出産期、乳幼児期と経過するもので、白

い部分の既存の事業の中に斜がけになっている母子支援



事業の取り組みの新規事業が、特に妊娠期・産後 8 週ま

での支援の強化をめざした体系となります。 

母子支援事業の取り組みを今年度から始めて、保健セン

ターだけでは十分ではなく、子育て支援機関や医療機関、

ＮＰＯなど地域で支える支援体制が重要だと改めて感じ

ております。 

以上で、説明を終わらせていただきます。 

【塩之谷委員】 

現在、全国的にこちらの事業が始まっている所ですが、み

よし市は丁寧に支援を行っているという感想です。保健所の

色々な管内を見せていただいている中で、資料1-1のおめで

とう電話の実施に注目しました。産後2週間にほとんどの

方々に電話をしているとのこと。以前、大阪で産後の電話相

談を行なっていた時、不安のピークは2週間目が高いという

のが明らかでした。このピーク時にきちんと電話をするとと

もに相談を受けることで早めに家庭訪問すべき家庭の把握

ができているのは、他の市ではまだ無い本市の素晴らしい取

り組みであると感じました。 

【桜井会長】 

この事業においてどこかの市を参考にされたのですか。 

【事務局（関根）】 

これまで赤ちゃん訪問に行っていたときは産後2か月から

3か月経過したあとでした。おかあさんたちに話を伺うと「今

までが大変だった」「もう少し早く話を聞いてほしかった」

という声がありました。産後2週間後くらいに電話をさせて

もらうことでおかあさんの体調やその時の不安を聞くこと

ができ、母子支援に携わっていると実感できます。この事業

を行うに当たって、近隣他市町でおめでとう電話を行ってい

る知立市を参考にしました。 

【桜井会長】 

たくさん事業があるようですが、どれほどのスタッフで

行っているのですか。また、大変ではないですか。 

【事務局（関根）】 

  「子育て世代包括支援センター」を保健センターの中に設

置し、母子保健コーディネーターとして助産師1名、保健師1

名の非常勤で対応しております。正職員の保健師は地区担当

制となっており、実動10名で対応しております。 

  母子保健コーディネーターと地区担当保健師とで連携し

ながら行っております。やりがいはありますが大変でもあり

ます。 

【渡辺委員】 

支援事業やサポート事業の対象者は妊婦全員対象なので

すか。第1子のみなのでしょうか。 

【事務局（関根）】 

  すべての妊婦を対象にしております。母子手帳の交付をの

時に全員の妊婦さんと面接をします。その機会を大切に考え

ております。 

【渡辺委員】 



ホームヘルプ事業は大変良いものだと考えていますが 

1時間当たり700円というのは非常に安いと思うのですが、市

からの補助等ありますか。 

【事務局（関根）】 

業者が行っているホームヘルパーに比べると安いと感じ

られると思います。他市町を参考に金額設定したものです。 

【事務局（江坂）】 

  ホームヘルプサービスの養成も市が委託して養成を行っ

ています。ホームヘルプを必要な人を対象としており、コー

ディネーターが状況を把握し、1時間ないし2時間でできる内

容なため、民間と比べると金額面でも、また食事面でも家庭

の味ということで異なると思います。 

  産後8週間を強化して、地域とのつながりを大切にしてい

こうという事業です。 

【石川委員】 

  小さなことかもしれないが、不安の多い初産婦に対応する

ことはありますか。 

【事務局（関根）】 

おめでとう電話にて母の生の声を聞き、状況に応じて保健

師訪問や助産師訪問で対応する。また、来所できるようであ

れば育児相談にきていただくなどで対応しています。 

 

（２） 議事「健康度評価事業「いきいき元気度測定」につい

て」 

≪事務局説明≫ 

【野々山主任】 

  平成29年度新規事業としてはじまりました「健康度評価事

業」みよし市いきいき元気度測定について説明させていただ

きます。 

みよし市いきいき元気度測定とは、60 歳以上の市民を対

象に、三好公園総合体育館のトレーニング室の場所で、自分

の健康度や体力を知り、健康状態にあわせた運動実践につな

がることを目的として実施している事業です。 

内容としては、保健師による問診にて既往歴などの病気の

有無や、食事栄養や運動習慣などの生活習慣の問診を実施し

たあと、身長体重・腹囲・血圧測定ののち、ストレッチを実

施し、体力測定を行います。体力測定の項目は、全身持久力

を見るためにエアロバイク、体の柔軟性をみるために長座体

前屈、筋力をみるために握力、平衡性をみるために開眼片足

立ちを行います。生活習慣の問診と、健診結果、体力測定の

結果をシステムに入力し、個々にあった結果票を打ち出し、

結果説明を行います。 

現在、週 1 回火曜日の午前中に予約制で実施しており、1

月 31 日までで、145 名の方が、受けられましたので、その

結果について、ご報告させていただきます。 

資料の左下をご覧ください。利用者の年齢別内訳において

は、65 歳～70 歳の女性の参加が多くみられました。男性で

は、70 歳～74 歳の参加者が最も多い結果となりました。女

性では、友人同士での参加や、現在健康づくりの運動教室に



参加しているグループでの参加という形がもっとも多くあ

りました。男性の場合は、健康関心層が多く利用され、自分

の体力が同じ年齢の方と比べてどうか知りたいという理由

での参加と奥様に誘われたという理由で、ご夫婦での参加が

多くあります。もっとも年齢の高かった人は、87 歳の女性

でした。 

続いて、行政区別にみたグラフになります。もっとも多く

利用されているのは、莇生行政区の方、続いて新屋行政区の

方の利用が多くみられました。 

続きまして、資料の右側をご覧ください。利用者の体力測

定の結果です。このグラフは、すべて A・B が同じ年齢の方

よりも優れている、C は年齢の平均、D・E は平均より劣っ

ているというものです。今年度は初年度ということもあり、

健康関心層の参加者が多くみられ、持久力・筋力ともに平均

より優れているという人が多くありました。柔軟性について

は、女性は平均よりも優れている割合が多いのに対し、男性

は、筋力・持久力があっても柔軟性が低い、体が硬いという

人の割合が高いという傾向がみられました。 

周知方法としましては、事業開始前の昨年度イベントを開

催した際や、地域包括支援センターやいきいきクラブに伺っ

てお知らせをしました。 

今年度は、広報やちらしをみて、自ら申し込む健康関心層

が多くありましたが、最近は、特定健診の受診者に対して、

電話勧奨や、実際に参加した人から勧められたなど口コミで

少しずつ広がることで、運動は苦手だけどちょっと体を動か

してみたいという人の参加も増えてきました。 

現在のところ、いきいき元気度測定に参加された人の

95％の方に、運動を含め、今後の健康づくりのために生活の

中に取り入れてみたいことがあったという回答がありまし

た。 

説明は以上になります。 

【渡辺委員】 

  平均とは何の平均ですか。またみよし市は体力が他市町に

比べると優れているということですか。    

【事務局（野々山）】 

  体力測定は大府にありますあいち健康プラザにご支援い

ただいて行っている事業のため、あいち健康プラザのこれま

での蓄積データから各年齢男女別の5歳刻みでの平均値をい

ただいて、それと比較をしております。 

  現在参加していただいている人は健康関心層の高い人が

多く、特に男性の方は体力に自信がある方の参加が多いで

す。この結果はみよし市全体が体力が優れているという結果

には結びつかないと思われます。 

【桜井会長】 

  あいち健康プラザの全面協力事業になりますか。また、血

糖値も調べるのですか。 

【事務局（野々山）】 

  当日は、あいち健康プラザから健康運動指導士に来てもら

い、体力測定を行います。また、必要な方には運動指導をし



てもらいます。血糖の値は、既に受診した健診のデータを事

前に取り込んであるもので、当日血液検査は行いません。 

【事務局（江坂）】 

  他市町で同じような事業を行っているところは、健診の血

液データは反映されておらず、当日の体力チェックのみで

行っております。みよし市は特定健診の受診率がまだ愛知県

の平均よりは低いです。本市はそこが問題であると考え、あ

いち健康プラザに健診データも入れ込んだ形で当日の体力

チェックも含めその人の健康度チェックをします。評価をす

るときにも毎年この健康度評価を受けてもらうのと同時に

年に一度の健診を受けてもらったうえで、中身も変えていく

ことをめざし、あいち健康プラザに技術的協力をいただいて

みよし市のものを作り上げました。 

  運動したいけれどなかなかそういう場を知らない、仲間が

いないという方に一歩を踏み出してもらいたいというのが

目指すところであって、口コミでさらに広がっていくことを

望みます。みよし市のいきいき元気度測定の強みは特定健診

のデータが入っており特定健診を受けていただくようなシ

ステムを作っているということです。 

【桜井会長】 

数がもう少し増えると良いですね。 

【事務局（野々山）】 

持久力の測定はエアロバイクを使うのですが、みよし市に

は測定用のエアロバイクは2台しかないため、午前中9時、1

0時、11時各2名と最大6名が受講可能人数となります。個々

の結果説明に15分から30分かけてじっくり行うのが特徴で

もあるため、1日これ以上の受け入れも難しい状況です。 

【久野委員】 

 この周知の仕方は広報を通してでしょうか。 

【事務局（野々山）】 

 昨年3月にイベントを開催し、事業の紹介をしたのと平成 

29年5月に広報にて周知を行いました。 

【久野委員】 

  いきいきクラブにてこの紹介はしていただいたのでしょ

うか。 

【事務局（江坂）】 

  3月にイベントを行いまして、その時にいきいきクラブの

方にたくさんご参加いただきました。今年度に入ってからは

紹介しておりません。 

【久野委員】 

  測定をし、自分の体力がどのくらいかを知っておくのは良

いと思う。いきいき元気度測定が毎週火曜に予約制で行われ

ているというのはあまり周知されていないのではないで

しょうか。このままだと一過性で終わってしまうため、いき

いきクラブでは宣伝するようにします。 

筋力測定、柔軟性、持久力のうち持久力の判定に必要な測

定可能なエアロバイクが体育館には2台しかないということ

ですよね。他の種目はできますよね。やろうと思えば出前で

もできることですよね。参加数を増やせば、特定健診の受診



率を上げるための方策かもしれません。 

なるべく年度の最初の理事会等で周知をお願いします。 

【渡辺委員】 

  この活動の成果として、人数を増やすのも一つの成果だと

思うけれども、今まで運動習慣のなかった人がどれだけ運動

をするようになったかというのも一つの成果の指標になっ

てくるのではないかと思いますが、そういうデータはあるの

でしょうか。 

【事務局（野々山）】 

  たくさんの人数の評価よりも、その人がどのように行動変

容したかということが大事と保健師としては思っておりま

す。現在、参加者にはアンケート調査をさせていただいてお

り、今後、健診結果を踏まえ運動習慣による成果も含めてま

た結果報告をさせていただきます。 

【久野委員】 

 資料のグラフの示し方を細かく具体的に書いておくと良い

と思います。 

 

（３）議事「健康診査事業について」 

≪事務局説明≫ 

【野々山主任】 

  健康診査事業について説明させていただきます。 

みよし市の健康診査事業は、特定健診・後期高齢者健診、が

ん検診をみよし市内の医療機関にご協力いただき実施して

おります。 

みよし市の特定健診の受診率は、平成 27 年度が 34.4％、

平成 28 年度が 37.6％と、前年度より 3.2％上昇しており、

この伸び率は現在愛知県内で最も高いという結果となりま

したが、それでもまだまだ愛知県の平均 39.6％よりも低く、

今後も受診率向上のための取り組みが必要です。平成 30 年

度は、受診率向上のための取り組みとして、健診期間の延長

を考えております。これまで 5 月～12 月末までの健診期間

を、平成 30 年度は 5 月から 1 月末まで延長しますので、よ

ろしくお願いいたします。 

続きまして、資料をご覧ください。平成 29 年度新規事業

として実施しました「脳ドック」についてご報告させていた

だきます。脳ドックは脳血管疾患の早期発見を目的に、40

歳以上の市民を対象に実施しました。当初 250 名の定員の

ところ、586 名のお申込みがあり、定員枠を 320 名に増やし、

抽選にて対象者を決定しました。 

脳ドック実施医療機関・検診期間・検査内容・検診費用に

ついては、資料をご覧ください。 

資料 9 番目の年齢別受診者をご覧ください。 

平成 30 年 1 月 31 日現在、健診期間は終了していますが、

医療機関から戻ってきていない健診結果もありますので、現

在報告を受けている 283 名についての検査結果を報告いた

します。検査結果は、異常なし、放置可・要観察・要医療に

区分されます。要医療には、要精密検査者を含みます。283

名の中で、要医療と判定された方は、36 名みえました。年



齢別にみると、40 歳～49 歳の場合、受診者が 52 名に対し、

要医療者は 1 名、この年代の 1.9％が要医療者であるのに対

し、80 歳以上の場合は、10 人受診したうちの 5 名、つまり

50％の人が要医療という結果となりました。年齢が上がるに

つれて、その年齢の中での要医療の割合が高くなる傾向があ

ります。 

要医療となった 36 名に対し、保健師がその後について

フォローした結果についてまとめたものが、資料 10 の要医

療者の経過報告となりますので、ご覧ください。36 名のう

ち、現在までで、30 名の方と連絡をとることができました。

30 名のうち、28 名はすでに受診済みでした。さらに、受診

済みの 28 名の方針をご覧ください。異常なしが 6 名経過観

察が 19 名治療開始が 3 名でした。 

続きまして、健康診査事業の胃がん健診・胃内視鏡検査に

ついて説明させていただきます。 

これまでは、胃がんの早期発見に係る対策としては、バリ

ウム検査を実施してきましたが、胃内視鏡検査、胃カメラの

有効性が認められたことから、胃がんの早期発見を目的に平

成 30 年度より新たに胃がん検診・胃内視鏡検査を実施しま

す。 

対象者は、50 歳以上の偶数歳のものとし、2 年に 1 度受

診することができます。 

また、これまでどおり、40 歳以上の方はバリウム検査を

受けることができます。50 歳の偶数歳の人でも、バリウム

検査を受けることができます。50 歳以上の偶数歳の年には、

胃カメラか胃バリウムか選択できるという意味です。 

ただし、50 歳で胃カメラを受診した場合は、2 年に 1 度

しか検診を受けることができませんので、51 歳の年には、

胃カメラも胃バリウムも受けることができません。 

本人が、受診券で自分が対象者かどうかがわかるように、

また周知のところについてしっかりしていきたいと考えて

おります。 

説明は以上になります。 

 

【島委員】 

  脳ドックの来年度の対象年齢の引き下げはありますか。 

より要医療の人の発見につながるのではないでしょうか。 

【事務局（野々山）】 

  来年度は既に 40 歳以上となっておりますが、40 歳から

49 歳の要医療者は少ないため、今後検討の余地はあるとは

思います。 

【事務局（江坂）】 

  40 歳以上を対象にしたという理由のひとつに、特定健診

を 40 歳から行っていることがあります。 

脳ドックが脳動脈瘤や脳腫瘍などの発見だけでなく、特定

健診と合わせて受診していただく事で、血圧や血糖などの生

活習慣病を見直すきっかけになり、それがまた特定健診を受

診することで、その人の生活習慣が改善するというようにつ

ながりで考えております。 



  特定健診受診者は国民健康保険の対象者のみになってし

まうため、それ以外の方は、脳ドックの結果を持って医師に

かかります。反対に特定健診で血圧が高いままの方が脳ドッ

クを受けていただく事によって、主治医の指示で降圧剤を飲

んだ方が良いとか考えるなど自分の健康を考えていく良い

機会になればと考えます。 

【渡辺委員】 

  脳ドックは通常どれくらいの頻度で受けるものなのです

か。 

【事務局（野々山）】 

  経過観察となった方はその後の経過を見るために１年後

に受けたほうが良いという医師の指示もありますが、特には

何年に一度受けなければならないということは無いです。 

【渡辺委員】 

  平成 30 年度には 400 人という数字が出ていますが、希望

者がほとんど受診できる数字なのか、難しい数字なのかどち

らでしょうか。 

【事務局（野々山）】 

  今年度は 586 人申し込みがあり 320 人当選されましたの

で、今回受けられた 320 人は来年度除外されます。どれく

らいの希望者がみえるかわかりませんが、来年度健診期間の

中で病院の受け入れを考えて 400 人としております。 

【桜井会長】 

  脳ドックは費用もかかるため異常のない人が毎年行う健

診ではありません。みよし市でも今回受診し異常なしと判断

された場合、次にいつ受けられるという決まりはないのです

か。 

【事務局（江坂）】 

  今までに脳ドックを受けたことのない人ということなの

で、今のところ生涯 1 回です。 

 

３．その他 

「地域自殺対策計画策定事業について」 

≪事務局説明≫ 

【野々山主任】 

  続きまして、地域自殺対策計画策定事業についてご報告さ

せていただきます。 

平成 28 年 4 月に自殺対策基本法の一部改正があり、その

中で「誰も自殺に追い込まれることのない社会」を実現する

ため、自殺対策を地域レベルの実践的な取り組みにより、自

殺対策の更なる推進を図る観点から、市町村での自殺対策計

画策定が義務付けられました。 

自殺は、社会が多様化する中で、地域生活の現場でおきる

問題は、複雑化複合化していると考えられ、地域の実情に応

じた計画策定が求められています。 

この計画策定の進め方ですが、資料にもありますように、

自殺総合対策推進センターより、「自殺実態プロファイル」

が提供され、愛知県が策定した自殺計画を勘案し、策定する

こととなっています。平成 30 年 1 月 17 日に愛知県が自殺



対策の担当者会議を開催し、そこで、自殺実態プロファイル

と愛知県の自殺計画が示されたところです。 

自殺実態プロファイルには、平成 24 年～28 年までの 5 か

年のみよし市の自殺の状況についての報告書がまとめられ

ています。 

資料には、5 年間平均で、1 年あたり 6 名の自殺者という

ようにありますが、平成 24 年～28 年の 5 年間においての自

殺者の実人数は 30 名で、男性 22 名、女性 8 名という報告

でした。また、男女比や人数以外にも、年齢別自殺者数や地

域の自殺の特徴等の詳細がありますので、これが全国や愛知

県と比較してどうなのかを分析し、自殺の問題が健康に関す

ることだけではないことから、福祉課などの業務とも協働

し、また、来年度の保健対策推進会議の場でも審議していた

だき、策定を考えておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

説明は以上になります。 

 

「「７０２２顕彰」について」 

≪事務局説明≫ 

【植山主任】 

  健康推進課歯科衛生士の植山です。 

それでは 資料５ 「７０２２顕彰」について説明させて

いただきます。 

この事業は、「１事業概要」のとおり、みよし市の「７０

歳歯科健診」受診者のうち、自分の歯が 22 本以上残ってい

る人を社会福祉大会で顕彰するというもので、市民の歯科保

健に対する意識の向上を図り、「８０２０」運動を推進する

ことを目的に、平成 10 年度より実施してまいりましたが、

今年度ちょうど開始から 20 年目を迎え、歯科医師会のご意

見も伺いながら、今後の事業の方向性をいろいろ検討した結

果、今年度で事業を廃止することといたしました。 

「廃止の理由」ですが、 

一つ目に、20 年前と比較し市民の顕彰に対する意識の変

化があります。資料の中程やや下の参考１「７０２２顕彰」

の実績表をご覧ください。（H10年度のみ 4月 1日現在 70歳以

上の人が対象。以後は年度内に 71 歳になる人が対象となって

おります。） 

開始当時と比較し、対象者数は増加しているものの、「70

歳歯科健診受診率」は低下しており、当然、対象者数に対し

ての該当者率は低下しています。 

また参考 3のｸﾞﾗﾌにあるように、表彰式出席率もかなり低

下しています。 

なかには「７０歳歯科健診」は受診するが、顕彰は辞退する

という人も 2～3 年前より見られるようになり、市民の顕彰

に対する意識の変化を感じます。 

二つ目としては、本事業の当初の目的は達成されたのでは

ないのか。ということがあげられます。 

参考 2 のｸﾞﾗﾌをご覧ください。厚生労働省によりますと、

「８０２０達成者」は年々増加し、平成 28 年度歯科疾患実



態調査では、「８０２０」達成者の割合が51.2％に達したと、

今年６月発表がありました。ということは、理論上７０２２

該当者は潜在的にそれ以上いる。ということになります。 

本事業の目的は、「80歳」の前段階で目標値を定め、顕彰を

通じ市民の歯科保健に対する意識を高めることにより「８０

２０｣運動を推進するというというものであり、「８０２０

達成者」が 50％を超えたという現状を踏まえ、当初の目的

は達成されたのではないか。と思われます。 

今後の対応として、 

１．現在「７０歳歯科健診」の受診者のうち約 8割～9割

が顕彰該当者で、歯が少ない人が受け辛い状況になっていま

す。今後は歯が残っている人だけでなく、多くの人に「７０

歳歯科健診」を受けてもらえるよう、健診の周知方法を検討

するとともに、健診の期間が 5月～7月の 3か月だったのを

他の健診に合わせ 1月まで延長をします。 

２．また、歯の喪失を予防し咀嚼機能を維持することは、

「健康寿命の延伸」にも寄与するため、事業廃止により市民

の歯科保健に対する意識が低下しないようにする必要があ

ると思われます。 

このため、顕彰に変わるものとして、７０歳歯科健診で残

存歯が 22 本以上あった場合は、今年度より開始した「健康

マイレージ事業」のボーナスポイントの対象とします。 

「健康マイレージ事業」とは市民への健康づくりの動機付け

事業で、各種健診や健康づくり教室、健康づくりイベント参

加の他、健康づくりに関する目標を立て 

健康づくりに取組むことで、ポイントがつき、ポイントがた

まったら、県内の協力店で特典が受けられる優待カード「ま

いか」と参加賞がもらえます。また、さらに抽選で 100名に

景品がもらえる。というものです。 

通常ポイント以外に、「子どもや家族・友達と一緒にチャ

レンジシートを提出」等のボーナスポイントの項目があり、

今回、そこに「７０２２」達成の項目を追加いたします。 

【田代委員】 

  補足させていただきます。平成元年から始まった８０２０

ですが始まった当初は 10％ほどの達成率でした。今では

50％越えをしたと厚生労働省の報告があります。本市におい

ては７０２２という事業があり、８０２０を最終目標とした

前段階の事業として平成 10 年からスタートしました。８０

２０が 50％越えしたという結果を受け、７０２２は達成さ

れたのではないかと考えています。というご理解をいただき

たいです。よろしくお願いします。 

【桜井会長】 

  以上で、本日予定されておりました議事についての審議は

全て終了いたしました。委員の皆様には、長時間にわたり貴

重な審議を賜り、まことにありがとうございました。 

 それでは、会議の進行を事務局にお返しします。 

【江坂課長】 

 ありがとうございました。以上で平成 29 年度第 1 回みよし

市保健対策推進協議会を終了します。  



 


