
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３０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７月２５日（水） 

午後１時３０分から午後２時３０分まで 

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、谷端浩明、根岸さなえ、久野知英、勝美美晴 

（事務局） 

林子育て健康部長、加藤子育て健康部次長、野々山健康推進

課長、藤森副主幹、植山主任、野々山主任、関根主任、近藤

副主任、岡本副主任 

次 回 開 催 予 定 日 平成３０年１０月末頃 

問 合 せ 先 

健康推進課 担当者名 藤森 

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 

・議事録要約 
要約した理由 

 

 

審  議  経  過
 

１ あいさつ 

【事務局林子育て健康部長】あいさつ 

【事務局野々山健康推進課長】 

 （資料の確認） 

 （欠席委員の連絡：加藤委員） 

（事務局自己紹介） 

【桜井会長】あいさつ 

【事務局野々山健康推進課長】 

  それでは議事に入らせていただきます。議事の進行につ 

きましては桜井会長にお願いします。 

【桜井会長】 

 （本日の出席委員は９名、会議は成立） 

 

２ 議題 

（１）平成３０年度みよし市保健事業概要について 

【桜井会長】それでは議題に従いまして、議事を進めて参り 

ます。議題（１）平成３０年度みよし市保健事業概

要について、事務局より説明をお願いします。 

【事務局野々山】 

（平成３０年度保健事業日程表について説明） 

（産後ケア事業について説明） 



【桜井会長】ただいまの事務局の説明について、ご意見ご質 

問がございましたらお願いします。 

【久野委員】胃カメラは定員になり次第終了という事ですが、 

定員はどのくらいですか。 

【事務局】各医療機関によって１日に受け入れられる人数が 

変わってくるので、具体的に定員という形では設け 

ていません。 

【久野委員】１日の受け入れ人数という事ですか。よく予算 

がこれだけしかないから定員に達したら終わりと 

いうことがありますが、そうではなく、各医療機 

関が１日に受け入れられる人数を定員として、そ 

の日はその人数以上は無理という意味ですね。 

【事務局】そのとおりです。来年度に向けては周知（記載） 

の方法を見直す検討をします。 

【桜井会長】産後ケアの委託契約をしている指定医療機関に 

ついて書いてありませんが、みよし市内の医療機 

関と思っていいのか、それともそれ以外ですか。 

【事務局】産後ケア事業は豊田加茂医師会と委託契約してお 

りまして、医師会が指定する産科医療機関が実施し 

ます。今年度は、みよし市内の産科医療機関である 

花レディースクリニックが産後ケアを実施しており 

ます。 

【桜井会長】今年度は花レディースクリニックさんで、来年 

度からはまだ分からないのですね。ケアの内容は医 

療機関にお任せするという事ですか。 

【事務局】花レディースクリニックは、平成３０年４月より 

も前から、産後ケア事業として心身のケアなどを実 

施していました。本市の産後ケア事業が開始された、 

平成３０年４月からは母親の具合やケア内容につい 

て、保健センターの母子保健コーディネーターや保 

健師、助産師と連絡を取り合って実施しています。 

まず、母親とお会いして身体や環境、メンタルのこ 

とを伺ってアセスメントをして、実際にどんなケア 

が必要なのか話し合いながら進めています。 

【桜井会長】花レディースクリニックさんと話し合いながら 

進めているということですね。 

【久野委員】今の産後ケア事業の話ですが、市内の病院でな 

いと駄目なのでしょうか。どうしても赤ちゃんを産 

んだ病院に色々と相談に行くと思うのですが、花レ 

ディースクリニックさん１か所だと、そこで産んで 

いない人はなかなか行きづらいのではありません 

か。 

【事務局】みよし市内には、花レディースクリニックとたな 



かマタニティクリニックの２ヶ所の産科医療機関が

ありますが、豊田市や日進市の産科医療機関で出産

する市民も多くみえます。今年度は事業の初年度と

いうことで、豊田加茂医師会と委託契約をして、市

内の指定産科医療機関で開始しました。指定産科医

療機関の拡大も含めて、今後の展開を検討したいと

思っています。 

【桜井会長】みよし市、豊田市は医師会が一緒ですが、日進 

市は医師会が違いますね。 

【石川委員】豊田市で産む人が結構います。そういう場合に 

多少でも補助して頂ける制度があると、自分が出産 

したところで受け入れてもらうことは出来るのでは 

ないかと思います。 

【桜井会長】保健センターと連携しようと思うと、数が多く 

    なるとなかなか難しいかもしれませんね。 

医師会となると、豊田までなら契約できる可能性が 

あるという事ですね。 

【田代委員】特定健診についてお聞きしたいのですが、受診 

率がかなり低迷しているという事ですが、昨年度の 

実績はいかがですか。 

【事務局】４月１日から３月３１日まで国保に加入している 

人を分母として計算する方法を法定報告値といいま 

すが、平成２９年度の実績は１１月にならないと出 

ないのですが、平成２８年度の実績は３７％ぐらい 

で、平成２９年度もおおむねそのぐらいであっただ 

ろうと予測しています。 

【田代委員】ありがとうございました。受診率を向上させる 

ための対策について事務局で方策はありますか。 

【事務局】受診の勧奨ということで、３年目になりますが、 

電話による勧奨を行っております。前年度のデータ

を見ながら今年も８月に実施させていただく予定で

す。もう１つはデータヘルス計画の中の情報と電話

勧奨のデータを分析してみると、４０歳代と５０歳

代の受診率が圧倒的に低いということで、その方た

ちの未受診の理由を聞いてみると、忙しいという理

由が多いです。一方で６０歳から保険が切り替わっ

て国保に入ってくる方は、受診率が比較的高くなっ

ています。また、忙しいと言っている人でも、わり

と最終的に受診をしている人が多いことが分かって

きたので、引き続き６０歳以降については勧奨が効

果的かと思っています。４０歳代と５０歳代につい

ては効果が薄いということで、新しく対策をたてる

必要があります。具体的にはまだ決まっていません



が、今年度については集団方式の導入を検討してい

ます。 

【桜井会長】集団方式とはどういうものですか。 

【事務局】保健センターを会場にして集団で健診を行ってい 

くというもので、未受診の対策として行えないかと 

思っています。仮説ですが、いつでもいいと言われ 

ると先延ばしにしてそのまま逃してしまう方が一定 

数いらっしゃると思います。集団方式だと日程を決 

めますので、この日しかないという事で来ていただ 

けるのではないかということで実施を検討していま 

す。 

【桜井会長】その他にご意見はありませんか。なければ、こ 

のスケジュールにそって事業を進めてください。 

 

（２）みよし市自殺対策計画策定について 

【桜井会長】続きまして、議題（２）みよし市自殺対策計画 

策定について、事務局より説明をお願いします。 

【事務局近藤】 

（みよし市自殺対策計画策定スケジュールについて説明） 

（自殺対策総合大綱概要について説明） 

【桜井会長】ただいまの説明について、質問がありましたら 

    お願いします。 

【久野委員】この大綱というのは国の大綱ですか。自殺対策 

の数値目標が３０％以上の減少とありますが、みよ 

し市の現状はどうなっていますか。 

【事務局】大綱は国のもので、３０％以上の減少は国の数値 

目標です。国から提供されているデータとして自殺 

の種類など色々なデータがありますが、みよし市の 

規模だときわめて少ない数値になります。５人未満 

の場合は数値を公表してはいけないと国から指示が 

あり、みよし市ではほとんどの項目が５人未満にな 

っているので数字が公表できないという状況です。 

計画策定にあたり、国は３０％以上削減と言ってい 

ますが、みよし市の場合だと１人減らすだけで大き 

な振り幅で削減できてしまうので、本市においては 

あまり数字の持つ意味というものを大きくできない 

計画になりそうだと予測しています。 

【桜井会長】みよし市の場合は、全国平均に比べて自殺者の 

数がそれほど多くない。これほど少ないと、みよし 

市としてはそれほど一生懸命やることでもないとい 

うことになるでしょうか。 

【事務局】自殺の数を減らすという事に主眼を置いてしまう 

とそうなってしまうのですが、基本理念にあります 



ように「誰も自殺に追い込まれることのない社会の 

実現を目指す」ということで、例えば若い世代がＳ 

ＯＳを出せる教育をするなど予防的な部分をメイン 

にした計画になると思います。 

【久野委員】５人未満は公表してはいけないという中で、審 

議会でもみよし市はどうだという話題を出しにくい 

です。それと、若い人はインターネットを通して自 

殺志願者を見たりしているので、そういうことにつ 

いてどう捉えていくか考えなければいけないし、そ 

こへ公的なものが入って、市のほうに相談においで 

とは言えません。 

次の議題ではあるが、アンケートは４６項目もある。 

全部を見るでしょうか。出さない人には催促を出す 

という事だが、出したくない人もいるのではないか 

と思います。 

みよし市が自殺者の数が格段に多いわけではないの 

でどう取り扱っていいのかがよく分かりません。 

【事務局】単年だと自殺者の数が少ないので公表できません 

が、平成２４年から平成２８年の５年間では、自殺 

者の総数が３０人と公表できます。 

【石川委員】その３０人の年代などは分かりますか。お年寄 

りが多いとか、働き盛りの人が多いとか。 

【事務局】内訳で言うと、最も多いのが２０歳から３９歳の 

有職・独居の男性で、割合は１３．３％となります。 

続いて６０歳以上で無職・同居の男性、２０歳から 

３９歳の無職・独居の男性となっています。 

【石川委員】子どものことが気になるのですが、小中学生や 

高校生のデータはないのですか。 

【事務局】ありません。 

【桜井会長】５年間で３０人となると、年によっては５人以 

上の年もあるという事ですね。近年は少ないという 

ことですか。 

【事務局】そうですね。リーマンショックがあってから国と 

しても自殺者の割合が高くなっており、みよし市も 

平成２４年から２６年までは高くなっていますが、 

その後は少なくなっています。 

【桜井会長】自殺者が少ない理由について何か考えられるも 

のはありますか。 

【事務局】１点は経済的な問題です。平成２４年から２６年 

では比較的高い数字が出ていますが、それ以前のリ 

ーマンショック直後ではもっと高かったと推測され 

ます。そういった意味で経済的な部分に比例してい 

るのではないかと考えられます。 



【久野委員】６０歳以上の独居の男性の割合が２位というこ 

とですが、割合はいくつですか。 

【事務局】１３．３％です。１位、２位、３位は同数です。 

【久野委員】いきいきクラブの代表として、今日、他の役員 

と色々市長さんと話をさせてもらいました。 

会のメンバーがここ２、３年で特に減っています。 

みよし市の６５歳以上人口が１１，０００人弱ぐら 

いで、会のメンバーが３，４００人弱となっており、 

比率としては豊田市と一緒ぐらいです。その中で、 

会としての活動だけでなく、お互いの見守りや、身 

内だけでなく他人のことを心配しながらやらないと 

いけないという話をさせていただきました。地域包 

括支援センターがありますが、そういった部分を会 

の方に投げかけていただければ我々としても動きや 

すいです。各地域で独居の人を探すのは難しいので、 

そういうことについても会に投げかけてもらえれば 

多少でも手助けができます。 

【石川委員】６０歳以上の独居の人をコミュニケーションで 

    減らすのが、自殺予防の方法としていちばん効果が

見込めると思います。 

【桜井会長】ありがとうございました。 

    このスケジュールにそって計画の策定をお願いしま

す。 

 

（３）みよし市自殺対策計画アンケート調査項目について 

【桜井会長】引き続き、議題（３）みよし市自殺対策計画ア 

ンケート調査項目について、事務局より説明をお願 

いします。 

【事務局近藤】 

（みよし市自殺対策計画アンケート調査について説明） 

【桜井会長】それでは、ただいまの説明について、質問があ 

りましたらお願いします。 

【田代委員】７ページ問２０のゲートキーパー、８ページの 

ＰＤＣＡサイクルなど、非常に聞き慣れない文言が 

使われています。回答する側としては何の話かが分 

からないので、注釈があるとわかりやすいと思いま 

す。 

【事務局】先日行われた精神保健福祉部会でも同じ意見を頂 

戴しましたので、注釈をつけます。他にもそういっ 

た文言があれば対応します。 

【田代委員】無作為に抽出した対象者に送付するということ 

ですが、アンケートの表題がありません。また、非 

常に重い内容になるので、アンケートの趣旨等を説 



明したうえでお願いしたほうがいいと思います。 

【事務局】現在、表紙を検討しておりまして、タイトルと提 

出期限などを記載して送る予定です。 

【久野委員】このアンケートは無作為で出すということです 

が、催促やお礼も出すということは住所も分かるわ 

けで、誰が出したアンケートか特定できてしまうの 

ではないですか。 

【事務局】お礼兼催促状というもので、お礼状を送るのです 

が、その中で、まだ出していなければお願いします 

という文を記載します。総合計画の策定の時と同じ 

やり方になっています。個人の特定ができない形で、 

通番などもふらずに誰が回答したかは分からない状 

態で、あくまで統計上のデータを知るという方針で 

やります。 

【桜井会長】誰が出した、出してない等も分からないという 

事ですね。 

【事務局】はい。 

【桜井会長】このアンケートはボリュームがすごいですね。 

これは厚労省や対策推進センターがこのぐらいのボ 

リュームでやっていたからということでしょうか。 

もう少し簡潔にできませんか。 

【事務局】もう少し少ないボリュームになるよう見直しをさ 

せていただきます。 

【清水委員】このアンケートの回答をするのにどれくらい時 

間がかかるか記載があった方がいいと思います。ま 

た、６ページにうつ病の尺度についてありますが、 

１０ページにもうつ病のサインについて書いてある 

ので、内容の整理が必要だと思います。文章がゴシ 

ック体だったり明朝体だったりするので、これも揃 

えてほしいです。あと、このアンケートの目的が自 

殺の傾向を知るのか、自殺対策のニーズを知るのか 

等をはっきりさせていくべきだと感じました。 

【事務局】今いただいた意見を元に精査をしていきます。 

【桜井会長】どうしても厚労省や対策推進センターの調査票 

を重んじなければいけないのですか。 

【事務局】国が作ったものをベースにはしますが、いくつか 

は削ってもいいと思っています。ただ、みよし市と 

国を比較したいという設問もあり、そういった部分 

について精査していきます。 

【桜井会長】では項目を更に検討してアンケートを作ってい 

    くという事でよろしくお願いします。最初にどれぐ 

らいの時間でやるかを想定して作るといいと思いま 

す。 



他に事務局から何かありますか。 

【事務局】今年度の保健対策推進協議会は全３回を予定して 

おります。第２回は１０月の下旬に開催します。本 

日の会議の内容を踏まえてアンケート内容を修正し 

て送付し、アンケート結果やみよし市の特性を反映 

しながら計画をつくっていきます。計画の内容につ 

いては第２回会議で説明させていただいて、１２月 

にパブリックコメントを募集します。第３回は２月 

下旬を予定しております。パブリックコメントの結 

果を審議していただき、承認を戴きたいと考えてお 

ります。 

 

【桜井会長】ありがとうございました。それではこれで本日 

の委員会は終了とさせていただきます。ありがとう 

ございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


