
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２８年度第１回みよし市保健対策推進協議会 

開 催 日 時 平成２８年８月３日（水） 

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）清水美代子、石川邦子、谷端浩明、

三澤かおり、小林一夫、田口良子 

（事務局） 

 近藤子育て健康部長、塚田子育て健康部次長、 

松谷健康推進課長、江坂健康推進課主幹、 

石田健康推進課副主幹、植山健康推進課主任、 

野々山健康推進課副主任、関根健康推進課副主任、 

中川健康推進課副主任、清水健康推進課主事 

 

次 回 開 催 予 定 日 平成29年1月末頃 

問 合 せ 先 

子育て健康部健康推進課 担当 石田、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】 

本日は暑い中お集まりいただきまして誠にありがとうご

ざいます。 

豊田加茂医師会の桜井先生を始め、本日お集まりの関係機

関の皆様には日頃よりみよし市の保健対策事業に対しまし

てご指導ご支援をいただきまして誠にありがとうございま

す。本日の議題にありますように、健康づくりというのは社

会の在り方の変化という概念から、そしてさまざまな医学的

発見に影響され関心が高まっているところでございます。み

よし市のまち・ひと・しごと総合戦略におきましても基本目

標の一つに誰もが健康に暮らせる環境づくりの実現に向け

まして将来的な人口減少や超高齢化社会を見据えた対策を

積極的に推進していくこととしております。今回の成人健康

づくり事業におきましても健康マイレージ事業やあいち健

康プラザと連携をいたしまして健康度評価システムの構築

をしてまいります。また、母子支援事業におきましても切れ

目ない保健対策ということで取り組んでまいりたいと思っ

ております。ご出席をいただきました関係の皆様の連携と協

力をいただきながら今後も保健対策事業の推進に取り組ん

でまいりたいと思いますので更なるご支援、ご協力をよろし



くお願いします。 

【課長】 

委員の変更についてお伝えします。 

5月18日より愛知県食品衛生協会みよし支部長の変更によ

り加藤隆茂様が委員になられております。 

4月1日より衣浦東部保健所健康支援課長田口良子様が人

事異動により委員になられております。 

 

１. 会長あいさつ 

本日は暑い中お集まりいただきましてありがとうござい

ます。それでは議長を務めさせていただきます。まず、はじ

めに本協議会が成立している旨のご報告をいたします。 

本日の出席者は７名であり、「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。 

それでは引き続き議事に入ります。議題「成人健康づく

り推進事業構想について」事務局より説明をお願いします。 

 

２.協議事項 

（１） 議事「成人健康づくり推進事業構想について」 

 

≪事務局説明≫ 

【石田副主幹】 

  成人健康づくり推進事業構想についてご説明いたします。

まず１、構図の概要を説明します。みよし市は若いまちと言

われていますが、10年後には75歳以上が9人に1人と推計され

ており、高齢化社会が進展しています。今後の市民の健康増

進を図るためには生活習慣の変容などに伴う疾病構造の変

化に対応した取組が求められており、元気な高齢者でいられ

るための健康づくり事業を構想し、事業展開を行っていきま

す。事業展開につきましては２の事業の位置づけをご覧くだ

さい。健康推進課では5つの計画に基づき、事業の検討を行

います。5つの計画とは健康推進課の健康みよし２１（第2

次計画）、健康推進課と保険年金課のみよし市第Ⅱ期特定健

康診査等実施計画、みよし市国民健康保険データヘルス計

画、その他としてみよし市スポーツ推進計画、第6期高齢者

福祉計画兼介護保険事業計画となり、既存三事業と新規三事

業を合わせた六事業で展開してまいります。 

  既存事業につきましては、がん検診や歯科健診等を実施す

る健診事業、特定健康診査や特定保健指導、健診の啓発活動

を実施する特定健康診査、特定保健指導事業、健康みよし２

１の推進、各種相談教育に関する教室、ヘルスパートナー事

業を行う健康相談・健康教育事業となります。新規事業につ

きましては、健康度評価事業、重症化予防訪問事業、健康マ

イレージ事業になります。この事業の詳細につきましては、

資料右側に事業概要をまとめましたのでご覧ください。ま

ず、健康度評価事業になりますが、今年度、三好公園総合体

育館のトレーニング室の改装にあわせて、健康度評価用の器

具をそろえ、生活習慣予備群と判断された人を対象に、生活



習慣病の予防と改善を図ることを目的に開始します。事業は

体育館のトレーニング室で行います。体力づくりをする人

は、体育館のスポーツ課の事業とし、生活習慣病の予防と改

善を図る人は、健康推進課の事業となります。健康推進課の

事業には保健師と健康運動指導士を体育館に派遣し、平成2

9年5月より事業を開始する予定となっております。次に、重

症化予防訪問事業は、特定健康診査の受診者が対象となりま

すが、生活習慣病の有所見者に対し病気が重症化しないよう

生活習慣病の改善や医療機関への受診勧奨を実施する事業

となります。この事業にあたっては、保健師が対象者の自宅

に訪問します。平成28年10月開始予定とし、今年度は、Ⅱ度

高血圧以上の治療をしていない人と 脂質異常かつHbA1cの

治療をしていない人を対象に事業を行います。3つ目の健康

マイレージ事業は当協議会においてもプレ事業のご意見を

いただいておりますが、市民が健康づくりに関心を持ち、楽

しく、継続的に生活習慣の改善を図ることを目的に実施する

事業となります。今年はプレ事業を実施し、事業に関するご

意見をいただき、平成29年5月より本格的に事業を開始する

予定となっております。以上、健康づくり六事業の説明をい

たしました。3の事業展開に当たっての視点として、データ

ヘルス計画等のデータを活用しPDCAサイクルに沿って効率

的かつ効果的な保健事業の実施に向けて分析・方法・内容の

改善を今後図ってまいります。 

4の市の現状と今後の方向性について説明します。主に、

データヘルス計画から資料をまとめております。上から1番

目の特定健康診査の受診率が33.2%と低いということをあげ

ております。資料1は健康みよし２１、データヘルス計画、

その他の統計資料をまとめたものになります。 

資料1の①特定健康診査受診者数と受診率の推移をご覧くだ

さい。受診率の推移をみるとみよし市については31から33％

台で推移しておりますが、愛知県平均と比較すると低くなっ

ていることがわかります。健康推進課としては、受診率が向

上するようハガキや電話による受診勧奨や市内大型店舗に

て受診率向上イベントを実施するなど、また、特定健康診査

を受診するとポイントが付く健康マイレージなどの各事業

と連携して、受診率向上対策を実施してまいります。議題1

資料１の裏面 要介護・要支援認定者の有病状況の筋・骨格

疾患が54.2％となり、筋・骨格疾患が要介護状態へ移行の原

因の一つとして考えられます。資料１の⑥要介護、要支援認

定者の有病状況・高齢者一般及び要支援認定者の転倒につい

てまとめてあります。筋・骨格は要介護、要支援認定者の有

病状況の３位となっており、愛知県、全国と比較しても高く

なっていることがわかります。以前に比べ、歩く速度が遅く

なってきたと答えた人が57.2％となり、加齢に伴う筋力の低

下が転倒と深く関連していることがわかります。健康推進課

としましては、健康度評価事業で体力に合わせた運動プログ

ラムを作成し、ヘルスパートナーさんと連携してウォーキン

グイベントを開催するなど、要介護、要支援認定者の有病状

況の筋・骨格疾患向上対策を実施していきます。議題１裏面



資料のLDLコレステロール、HbA1c、血圧の有所見率の向上に

ついて、こちらについては特定健康診査の有所見率が高い項

目となっております。資料１⑦の性別年代別コレステロール

有所見者割合、⑧性別年代別HbA1cの有所見者割合、⑨性別

年代別収縮期血圧・拡張期血圧の有所見者割合をご覧くださ

い。年代と共に、場所によっては55歳から60歳以降で有所見

率が急上昇している部分があることがわかります。健康推進

課としましては健康度評価事業と重症化予防訪問事業、健康

マイレージ事業、健康相談・健康教育事業と連携し、その人

の健康度に合わせて、運動の動機づけであれば健康マイレー

ジ事業と健康相談・健康教育事業、生活習慣予備群であれば、

健康度評価事業と健康マイレージ事業、生活習慣病有所見者

であれば、重症化予防訪問事業と各事業と連携して有所見率

向上対策を実施していきます。 

  議題１の資料裏の右側については、事業のまとめになりま

す。 

目標としましては、「健康寿命の延伸と健康格差の縮小」

となっていますが、11項目をかかげ、その目標に向かって健

康推進課の健康づくり六事業を実施していきます。そして、

健康推進課だけではなく、市役所内の保険年金課、長寿介護

課、スポーツ課、医師会・歯科医師会・薬剤師会、市内大学、

地区資源、健康づくり団体と連携して目標達成できるよう新

規事業の構築を進めてまいります。 

既存の計画年度とし、既存の計画にないものは次期計画に

盛り込むこととして年度が記載されております。 

委員の皆様のご意見を伺い、元気な高齢者の増加、入院医

療者の抑制、病気の重症化の抑制により、健康寿命の延伸と

健康格差の縮小を目標に事業展開をおこなっていきます。 

【小林委員】 

健康マイレージ事業は平成28年度5月頃から始めるとあり

ますが、実態はどうなっているのでしょうか。 

【事務局】 

前回、プレ事業のご説明をさせていただきましたけれど

も、7月から食生活改善推進員さんとヘルスパートナーさん

で行っていますが、年代が偏っているということと、食生活

改善推進員さんは女性しかお見えにならないということで、

市の職員、家族を含めて約100名で実施しております。 

今年はモデル的にやっております。今回の結果、皆様のご

意見をいただきまして、来年度本格的な事業と考えておりま

す。 

【谷端委員】 

資料１の特定健康診査の受診者がみよし市は低いという

原因は何でしょうか。 

【事務局】 

  特定健康診査受診向上について、取組として昨年度、今ま

で健診期間が6月から12月だったのをひと月前倒しして、5

月から12月と期間の延長を行いました。今年度につきまして

は、7月に勧奨ハガキを未受診者全員に送っておりまして、8

月4日からの委託になりますが、電話で未受診者にすべて勧



奨していきます。なぜ、受診しないのかということを我々の

方からまとめてもらうように委託業者に話をしております。

その結果を受けて来年度、その方をどのようにしたら健康診

断を受けていただけるのかということを新たに考えて取り

組んでいきたいと考えております。 

【子育て健康部次長】 

こちらは、特定健康診査の国民健康保険の加入者のみとな

りまして全体の人口の約2割の方が国民健康保険に加入して

おり、その中の８千人が対象です。 

データヘルス計画では、65歳から74歳の方は比較的受診率

が高いけれども、40代、50代は受診率が20パーセント台とい

うことで、仕事の関係とか諸条件でなかなか受けられないと

いうことがあり得ると思われます。関心度や意識が低いと思

われます。 

【谷端委員】 

  会社での健康診断を受けているからという理由もあると

思うので、今後問い合わせの時に、そのあたりも聞いてもら

えるようにする必要があると思います。 

【子育て健康部次長】 

電話の受診勧奨の時に聞ける範囲ということはあります

が、問い合わせていきたいと思います。ただし、みよし市の

保険者は国民健康保険になりますので、その中で情報把握す

るということになります。企業に勤められている方は社会保

険等、保険者が変わりますので、すべての方の受診状況を把

握することはできません。 

【田口委員】 

資料の裏側にも載せていますが、出されたデータは県の

データも集約しているのではないでしょうか。 

【事務局】 

  データヘルス計画事業で出したものですので、みよし市の

国民健康保険の方だけの情報です。 

【田口委員】 

  県からの情報を集約したものを見ると全体像がもう少し

わかりやすいかと思います。 

【事務局】 

データヘルス計画の中で特定健康診査を過去5年間に毎年

受けているか、何度受けているかという調査をいたしまし

た。 

過去5年間において毎年受けている方は、14.8％ですが、4

9.4％の方は一度も受けていないという結果であった。 

どのように勧奨をすれば受診行動をとっていただけるの

かということがありまして、受診状況に合わせて勧奨ハガキ

を出させていただきます。 

【田口委員】 

糖尿病の方でHbA1C8.0以上というのは合併症をおこしや

すい高い数字なのですが、治療者の中でHbA1C8.0 以上が40

代だと25パーセントほどいる。治療していてもコントロール

が難しいという方が数多くみえます。健康度評価事業と重症

化予防訪問事業における運動ですが、治療者でも主治医の了



解を得て運動をすることは可能でしょうか。 

【事務局】 

健康度評価につきましては、HbA1Cが8.0であり、血圧が高

いと、医師のいないところでの運動は危険であります。まず

は、主治医に健康度評価事業の実施について確認いただき、

必要であれば、医師のいるあいち健康プラザで健康度評価を

していただき、地域で運動を行ってもよいということであれ

ば、みよし市の健康度評価を行っていただきたいと思いま

す。 

まず第1に主治医に確認をして、状況に応じて健康度評価

を組み合わせていきたいと思います。 

【三澤委員】 

健康度評価事業も予防事業も食事や運動と書いてあるの

ですが、保健師と健康運動指導士だけ記載されており、糖尿

病予防の食事や高血圧予防の食事など、食事療法でできるこ

とはたくさんあるので、その教室は無いのでしょうか。食事

は結果が出るまでに時間がかかるので早目の40代から取り

組んでいく必要があると思います。若いお母さん対象の教室

があれば良いと思います。 

【事務局】 

特定健康診査を受けていただいた後ですと特定保健指導

として管理栄養士がおります。小グループなり個別の指導で

行います。若い世代の方を対象にした教室に対応することと

しては「39歳以下の健診」を行っておりますので、その時に

一般的なバランスのとれた食事の指導をさせていただいて

おります。その他、食生活改善推進員の方々がみそ汁の塩分

濃度測定をしていただいておりますので、もう少しうまくP

Rしながら回していきたいと思います。栄養はとても大切な

ことです。健康度評価事業の後の教室についても後々考えて

いきたいと思っています。 

【小林委員】 

老人クラブでは、高齢者の体力づくりとして、体操を各地

区で行っております。健康づくりに取り組んでいるわけです

が、どこへ相談したら講師を紹介してくれるのか、協力をし

ていただけるのか、まったくわからない状態です。地区資源

にあります「健康の道」を知っている方は少ないと思われま

すが、健康づくりリーダーはどういう方がやっているので

しょうか。また、ヘルスパートナーと食生活改善推進員の活

動について教えてください。 

【谷端委員】 

ヘルスパートナーの活動や食生活改善推進員の活動は、H

otLine（広報紙）に載せています。ただし、なかなか多くの

市民の方にHotLine（広報紙）を見ていただけていないとい

う現状があります。 

口コミで活動を知るという部分はありますけれども、私た

ちは、健康日本21、健康あいち21、健康みよし21をに沿って、

健康寿命と平均寿命の差を縮めようと活動をしています。具

体的にはウォーキングをしており、市内に色々なウォーキン

グコースを作っております。 



【三澤委員】 

  食生活改善推進員では60歳からの栄養教室や男性クッキ

ング、こどものための料理実習を行っていますが、結局は

ホームページや広報に情報を載せても見ていただけていな

いのが現状で、口コミで広がっているのです。 

【小林委員】 

健康に関する情報網の集約はどこに問い合わせたら良い

のでしょうか。 

【桜井会長】 

  保健センターへ問い合わせたらよいでしょうか。 

【子育て健康部長】 

  「健康推進課」ですので、健康に関する情報の問い合わせ

をしていただければ良いです。 

【小林委員】 

  担当以外の話を持っていった場合は、管轄課以外ではわか

らないと言われてしまいます。 

【事務局】 

長寿介護課と協議し、こちらの方からの情報提供をして、

横の連携が取れるようにしていきます。 

【事務局】 

  健康に関することはお声掛けください。 

現在、県が、健康づくりリーダーを養成しており、みよし

市にお住まいの方の名簿があります。子供を対象にした運動

指導者、高齢者を対象にした運動指導者のリーダーリストが

あります。有償にはなりますが、ご紹介はできます。 

   

 

（２） 議事「母子支援事業（みよし市版ネウボラ）構想につ

いて」 

≪事務局説明≫ 

【植山主任】 

  「母子支援事業（みよし市版ネウボラ）構想について」説

明します。ネウボラとは、北欧フィンランドの子育ての支援

施設・支援制度のことで、アドバイスをする場所ということ

を意味します。妊娠出産から就園前までの育児を切れ目なく

支援するのが特徴で、愛知県の高浜市や三重県の名張市、埼

玉県和光市をはじめ、多くの自治体がネウボラを参考にした

子育て支援制度を導入しております。みよし市において当事

業構想の検討に至った経緯を簡単に説明します。 

  妊産婦を取り巻く社会情勢の変化があります。近年の核家

族化の進行や地域のつながりの希薄化等により相談相手や

援助者が近隣にない世帯が増加し、妊産婦や育児中の母親の

孤立感や悲観感が高まってきていると思われます。 

  みよし市においても議題２資料の右側の表にあります、み

よし市のまち・ひと・しごとに関するアンケート調査の結果

があります。平成27年度末に行っている調査ですが、この中

で、出産や子育てに関する様々な不安を持つ人がみられまし

た。国の動きとして、概要及び資料２にありますように平成

25年8月の社会保障制度改革国民会議報告書に妊娠・出産・



子育てへの連続的支援の重要性が盛り込まれました。平成2

7年3月の少子化社会対策大綱及び同年12月のまち・ひと・

しごと創生総合戦略（２０１５改訂版）において妊娠期から

子育て期の様々なニーズに対し総合的相談支援を提供する

ワンストップ拠点、子育て世代包括支援センターの整備が位

置づけられ、おおむね平成32年度末までに全国展開をめざす

とされました。 また、平成28年5月の母子保健法改正のな

かにも母子保健施策と児童虐待防止対策の連携や支援セン

ターの設置根拠が盛り込まれました。これらのことをうけ、

みよし市においても安心・安全な妊娠・出産・育児ができる

ようフィンランドのネウボラ等を参考にし、みよし市の実情

に合った切れ目のない母子支援事業構想を検討することと

いたしました。 

事業内容の図をご覧ください。現在の保健センターにおけ

る妊娠期から幼児期までの母子支援の取組みとなっており

ます。乳幼児期以降は、きめ細かく充実したものになってお

りますが、妊娠期と出産直後の時期は若干手薄なのかと感じ

られます。母親が妊娠中から一人で悩みを抱えていたり、産

前産後の心身の不調、家庭環境の問題等により将来的に虐待

等のリスクも高くなる可能性も考えられますので、妊娠期と

産後8週までの支援を特に強化したいと考えております。今

後の方向性ですが、平成29年度から30年度にかけて、5つの

事業の開始を検討しております。まず、29年度開始予定の3

つの事業について説明させていただきます。「利用者支援事

業」は、保健センター内に母子保健コーディネーターを配置

し、必要に応じ、支援プランを作成していきます。妊産婦に

対する、切れ目のない支援を実施していきます。母子保健

コーディネーターは、保健師・助産師の専門職種を考えてお

ります。「産前産後サポート事業」は、妊産婦に対し、助産

師等が家庭訪問を実施し、妊娠・出産・子育てに関する相談

支援を行い、家庭や地域での妊産婦の孤立感の解消を図りま

す。必要な方については、複数回訪問できるよう考えており

ます。「産後ホームヘルパー派遣事業」は、生後二か月まで

の乳児がいる核家族で、支援者がいない家庭に対してヘル

パーを派遣し、産後の家事や育児支援を行います。利用条件

や支援の内容につきましては、近隣の状況を参考にしながら

検討していきたいと思います。「普及・啓発事業」は、子育

て支援制度を知らないあるいは支援制度がわからないとい

うアンケート結果を受けまして、現在、母子手帳交付時に配

布しております子育て情報誌を妊娠期から子育て期までの

サービスの制度を網羅した子育て情報誌に内容を替えて作

成したいと思います。出来上がりましたら、この情報誌を利

用して母子手帳交付時に市のサービスや支援制度の紹介を

していきたいと考えております。平成30年度から開始予定の

「産後ケア」は、退院直後の母子に対し、助産師等により母

親の心身のケアや育児サポート等を行い、産後の育児不安の

軽減や産後うつ対応を図るものです。実施方法につきまして

は、 

 産科医療機関への委託を考えております。宿泊型とデイサー



ビスの二つを考えております。詳細につきましても近隣の状

況を参考にしながら、今後検討していきたいと思います。 

【清水委員】 

   来年度開始される産前産後サポート事業についてですが、

出産や妊娠の子育てに関する悩みのある家庭に行ってもら

うということですが、母子手帳交付時にアンケートをとるの

でしょうか。どのように対象を把握するのでしょうか。教え

てください。 

【事務局】 

  産前産後サポート事業については、悩みを抱える家庭に関

して助産師等の専門職による家庭訪問を必要であれば必要

回数行っていく予定でおります。対象者は、母子手帳交付の

時に全員の妊婦さんに保健師や看護師が面接をさせていた

だいて、聞き取って把握します。もう一つは出産をした時に、

産婦さんの心配が多くあると思うので、医療機関からもらう

母子連絡票やお母さんとの電話で把握していきます。 

【清水委員】 

  色々な事業がありますが、自己負担はどのようになるので

しょうか。 

【事務局】 

産後ケア事業と産後訪問ヘルパー派遣事業につきまして

は自己負担をいただく予定でおります。実際どのくらいいた

だくのか、どの方を対象とするのか、どのくらいの回数の訪

問をするのかという詳細は今後検討することとなります。 

【田口委員】 

  低所得者、生活保護の方には無料という方向でお願いした

いと思います。 

【桜井会長】 

  たくさんの事業がありますが、保健師の数は足りています

か。 

【健康推進課長】 

今年度、新たに2名の保健師が増えました。 

みよし市の保健師の数の充実が、子育てに良いまちにつな

がると考えております。新たな事業を行うに当たり、保健師

が行うことや医療機関への委託を行うこと等検討していき

ます。 

 

 

 


