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日 時：平成２５年７月３１日（水）午後５時開会 

場 所：札 幌 市 保 健 所  ２ 階  大 会 議 室 
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  １．開  会 

○事務局（澤田健康推進担当課長） 皆さん、こんにちは。 

 まだ時間になっていないのですが、井谷委員から仕事の関係で１０分程度おくれるとい

うご連絡をいただいております。この時点で全員が集まっておりますので、始めさせてい

ただきたいと思います。 

 ただいまから、第６回次期札幌市健康づくり基本計画策定部会を開催させていただきま

す。 

 会議終了は、おおむね６時３０分を予定しております。しかしながら、議論の流れの中

で多尐ずれ込むこともあるかと思いますが、よろしくお願いいたします。 

 本日は、お暑い中にお集まりいただき、まことにありがとうございます。 

 本日にご出席いただきました委員の皆様につきましては、お手元に出席者名簿をお配り

してございますので、ご確認ください。 

 それでは、資料の確認をさせていただきます。 

 机にご用意した資料ですが、本日の次第、出席者名簿、資料１の次期札幌市健康づくり

基本計画目標値・取組内容一覧、資料２－１の健康を支え、守るための社会環境の整備Ⅰ、

資料２－２の健康を支え、守るための社会環境の整備Ⅱ、資料３の次期札幌市健康づくり

基本計画の概念図、資料４の次期札幌市健康づくり基本計画本書の構成案、参考資料とい

たしまして、健康寿命となってございます。 

 なお、事前に資料を送付させていただきましたが、一部で差しかえをさせていただいて

おりますので、本日、机にお配りしました資料をお使いいただきますよう、よろしくお願

いいたします。 

 不足している資料はございませんでしょうか。 

 

  ２．第５回「次期札幌市健康づくり基本計画策定部会」検討結果について 

○事務局（澤田健康推進担当課長） では、最初に、前回の策定部会結果についてご報告

いたします。 

 前回の策定部会では、三つの全体目標のうち、「すこやかに産み育てる」に関する目標

値と全体目標の「健康寿命の延伸」「健康格差の縮小」の取り組み内容についてご検討を

いただきました。取り組み内容の検討では、地域の実態や皆様のお立場での貴重なご意見

を数多くいただくことができました。ありがとうございます。 

 健康づくりの推進には、地域や関係団体が協働で取り組んでいくことが多くございます。

皆様のご意見を参考とし、次期健康づくり基本計画を推進し、市民の皆様の健康づくりに

取り組んでまいりたいと考えています。 

 また、取り組み内容の検討の中で、次世代の健康の基本要素、運動、身体活動に関する

地域の取り組みがスキーに特化されているというご意見をいただきました。具体的には、

地域の中でスキーの指導ができる人が学校のスキー学習で子どもの指導を行うといったと
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ころでございます。 

 わかりやすくつくった資料がありますので、ご参考にしてください。 

 このことにつきましては、スポーツ部が現在策定中の札幌市スポーツ推進計画の中で、

札幌の特色あるスポーツとして、ウインタースポーツを積極的に推進していますので、ス

ポーツ部より、スキーに特化した取り組みとして示されたものでございます。ご意見をい

ただきましたので、スポーツ部に確認をいたしましたが、健康づくりの計画でございます

ので、スキーに限らず、広くスポーツを推進する必要があるということで、取り組み内容

については、地域でスポーツの指導ができる人が学校で子どもの指導をしますと修正した

ほうがいいという結論になりました。 

 また、がん検診の受診率についてご意見をいただきました。前回の策定部会で現状値と

してお示ししたのは、札幌市が実施しているがん検診の受診率であり、個人で受けたり、

企業などで実施しているがん検診の実績が入っていないものでございました。前回もご説

明いたしましたが、厚生労働省が実施している国民生活基礎調査にがん検診の受診率があ

りますので、厚生労働省に問い合わせをしていたところでございます。その結果がわかり

ましたので、ご報告いたします。 

 資料に書いてございますが、札幌市で実施しているがん検診は、胃がんが７．３％、大

腸がんが１３．７％、肺がんが２．６％、乳がんが２４．１％、子宮がんが３３．９％と

なっております。 

 一方で、国民生活基礎調査の結果では、胃がんが３２．６％、大腸がんが２７．０％、

肺がんが２２．３％、乳がんが４２．７％、子宮がんが４１．５％ということがわかり、

札幌市が実施している検診よりは受診率が高い状況でございます。そして、この値が市民

の実態に近い値であると考えますので、次期札幌市健康づくり基本計画においては、国民

生活基礎調査のがん検診受診率を指標の現状値として評価していきたいと考えております。 

 なお、国民生活基礎調査でがん検診の受診率の調査を取り入れたのは平成１３年からで

ございます。そういうことで、現計画にはこの値を使うことができなかった、間に合わな

かったということでございます。次期計画については、これに基づいて評価していきたい

と考えました。 

 次に、前回の検討結果ではございませんが、札幌市の健康寿命を算出いたしましたので、

ご報告いたします。 

 参考資料の健康寿命をごらんください。 

 １回目の策定部会で、健康寿命の算出には二つの方法があるとご説明させていただきま

した。一つ目は、国民生活基礎調査データを活用し、日常生活に制限のない期間の平均か

ら算出するものでございます。国民生活基礎調査の日常生活に制限のない期間は、質問項

目の「あなたは、現在、健康上の問題で日常生活に何か影響がありますか」に対する回答

者から不健康な割合を算出いたします。この方法は、国の健康日本２１の第２次計画での

算出方法でございます。 
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 もう一つは、介護保険情報の活用で、要介護２から５の認定者数を用いて、不健康な割

合を算出する方法でございます。 

 札幌市といたしましては、健康寿命を国と比較したいと考えておりますので、国と同じ

方法で算出したいと考えております。この方法で算出しますと、平成２２年の札幌市の健

康寿命は、男性が６９．５５年、女性が７３．２９年でございました。平均寿命との差が

不健康な期間となりますが、男性で１０．３３年、女性で１４．０２年でございます。 

 資料２は、参考に、国の健康寿命と平均寿命の差を掲載してございます。札幌市の不健

康な期間は、国に比較すると、男性で約１年、女性では約１．５年長いことがわかりまし

たので、全体目標の一つである健康寿命の延伸に向けて、今後、しっかりと取り組んでい

く必要があることがわかりました。 

 以上、簡単ではございますけれども、前回の策定部会のご報告と健康寿命の説明でした。 

 このことについて、ご質問は何かありますでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○事務局（澤田健康推進担当課長） それでは、進めさせていただきます。 

 続きまして、会議の議事に移ります。 

 これからの進行につきましては、川初部会長にお願いしたいと思いますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 

  ３．議  事 

○川初部会長 議事に入らせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いしま

す。 

 前回に残っておりました全体目標の「すこやかに産み育てる」の取り組み内容、健康を

支え、守るための環境整備に関する取り組み内容について検討を始めます。それが終わり

ましたら、次期札幌市健康づくり計画の全体像をこの席で確認させていただきます。そし

て、この計画案の本書の構成につきまして検討をいただく予定です。 

 本日も、ご意見をたくさんいただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

 議題（１）に入ります。 

 目標達成のための取り組み内容について、事務局からご説明をお願いいたします。 

○事務局（下澗健康推進係長） それでは、議題（１）につきましてご説明をさせていた

だきます。 

 資料１をごらんください。 

 前回の策定部会と同じく、右側から市民の取り組み、地域の取り組み、企業・関係機関

の取り組みにつきましては、事務局の案をお示しさせていただいております。具体的な取

り組み内容につきましては、委員の皆様それぞれのお立場でのご意見を頂戴したいと考え

ております。 
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 １ページからご説明させていただきます。 

 全体目標の「すこやかに産み育てる」では、課題としまして、命が健やかに育つ環境整

備は重要であること、育児困難、児童虐待に至らないよう、妊娠中からの継続した支援が

必要であること、児童虐待防止のため、地域、関係機関との連携を図り、予防、早期発見

に努める必要があること、１０代の望まない妊娠、性感染症、薬物乱用の防止を図るため、

保健、医療、教育、地域との連携強化、啓発が必要であることが挙げられております。 

 一番右の行政の取り組みになりますけれども、命が健やかに育つ環境整備としまして、

未受診妊婦の減尐のため、思春期ヘルスケア事業での普及啓発やホームページ等を活用し

た情報提供など、妊娠初期からの受診の重要性につきまして、親になる前の世代を含めて、

普及啓発に取り組んでいきます。また、妊婦支援相談事業の充実など、妊娠や出産に不安

や心配がある妊婦へ妊娠早期から支援を行ってまいります。 

 次に、２ページをごらんください。 

 安心して育児ができる母親の増加のため、右側の行政の取り組みとしまして、母子保健

訪問指導事業の充実、子育てサロンを活用した支援など、育児に関する不安につきまして、

気軽に相談できる体制の整備に取り組んでまいります。また、乳幼児精神発達相談や専門

相談機関との連携など、障がいや疾病を持つ子どもの親への支援を行ってまいります。母

親教室、両親教室、ワーキングマタニティスクールなどを活用して、父親を含めた家族で

の育児の重要性についての普及啓発を行ってまいります。 

 母子保健の訪問指導の充実や保健と医療が連携した育児支援ネットワーク事業など、医

療機関と連携して、産後鬱病への支援を行ってまいります。 

 次に、３ページをごらんください。 

 項目で申しますと、乳児のＳＩＤＳ、乳幼児突然死症候群による死亡率の減尐につきま

しては、行政の取り組みとしては、母親教室、両親教室、育児教室、母子保健訪問指導、

乳幼児健診などを活用して、ＳＩＤＳに関する知識の普及啓発に取り組んでまいります。 

 その下の項目の不慮の事故による乳幼児死亡の減尐のため、行政の取り組みとしまして

は、母親教室、両親教室、育児教室、母子保健訪問指導、乳幼児健診などを活用して、家

庭における事故予防、心配蘇生法の普及啓発を行ってまいります。 

 もう一つ下の項目ですが、成人後の生活習慣病の発症と関連がある低出生体重児の割合

の減尐のため、思春期ヘルスケア事業を活用して、妊娠前の若い世代に対して適正体重に

ついての知識と普及啓発を行ってまいります。また、妊婦支援相談事業、母親教室、両親

教室などを活用して、妊娠中の体重管理等に関して伝えるとともに、妊婦、妊産婦歯科健

診の充実を図り、相談の要因となる妊婦の歯周疾患の早期発見や予防に取り組んでまいり

ます。 

 次に、４ページをごらんください。 

 児童虐待の予防につきましては、右端の行政の取り組みとしまして、妊婦支援相談事業、

母親教室、両親教室を活用して、乳幼児揺さぶられ症候群についての正しい知識の普及啓
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発を行ってまいります。また、妊婦支援相談事業、母子保健訪問指導、保健と医療が連携

した育児支援ネットワーク事業など、育児に関する不安や悩みの相談体制を整備するとと

もに、育児不安や虐待の早期発見に取り組んでまいります。 

 オレンジリボン地域協力員の養成など、地域での育児不安や虐待の早期発見に向けた人

材育成も行ってまいります。また、妊婦支援相談事業、母親教室、両親教室、育児教室、

母子保健訪問指導を活用して虐待予防の普及啓発を行ってまいります。 

 さらに、札幌市要保護児童対策地域協議会、区要保護児童対策地域協議会など、関係機

関と連携して、児童虐待の防止、虐待事例への支援を行ってまいります。 

 次に、５ページをごらんください。 

 １０代の望まない妊娠の減尐、１０代の性感染症罹患率の減尐、薬物への正しい知識を

持つ人の割合の増加に向けましては、行政の取り組みとしまして、思春期ヘルスケア事業

や学校教育の中での性教育や薬物教育の充実など、正しい知識の普及啓発に取り組んでま

いります。 

 行政の取り組みのご説明につきましては、以上でございます。 

○川初部会長 ありがとうございました。 

 全体目標の「すこやかに産み育てる」に関しまして、取り組み内容、市民の取り組み、

地域の取り組み、企業・関係機関の取り組みにも目を横に走らせていただきまして、具体

的なご意見をいろいろといただきたいと思います。 

○辻委員 基本要素の課題のところの最初に書いてあるのですけれども、札幌市において

は、合計特殊出生率が１．０９とありますね。これはどんな事例ですか。また、全国数値

を下回ってとありますが、全国の数値は幾らですか。 

 これが真っ先に書いてありまして、環境整備が重要であるということですけれども、具

体的にどうするのか。育児に不安を抱えているということは下の表にあるのですが、一番

最初に書いてあるものがないようです。それはなぜかということをお尋ねします。 

○川初部会長 今の質問はわかりましたか。 

 合計特殊出生率は、用語の説明ですね。 

○事務局（斉藤地域保健担当係長） 合計特殊出生率についてご説明を申し上げます。 

 これは、１人の女性が一生のうちに産むと想定された子どもの数でして、１．０９を算

出しています。札幌市は１．０９ですが、平成２２年の全国値が１．３９ですので、札幌

市は全国に比較して低いことになります。 

 ここの環境整備について具体的に何かの取り組みをということに関しましては、授かっ

た命が安心・安全に育まれることに関して、項目として出てきます未受診妊婦を減尐させ、

育児不安がなく、子育てができるような支援があり、ここに関する課題について項目とし

て挙げさせていただいております。 

○辻委員 特殊とわざわざついているのは、何かの意味があるのですか。 

○川初部会長 これは、きちんとした用語です。両親２人でちょっとしか産まないから、



 - 6 - 

国の人口がどんどんと減っていくということですね。 

 ほかにいかがですか。 

○鳴海委員 「すこやかに産み育てる」という話とはちょっと外れるかもしれませんが、

以前から話をしている無関心層への機会ということを考えたときに、以前、札幌市の方と

お話をしたのですが、どういうときに興味を持ってもらえるのかを考えたのです。検討と

しては、前々回までに終わっていると思うのですが、生活習慣病予防の観点から見たとき

に、両親教室がありますね。お母さんは、自分が産む側ですので、かなり意識すると思う

のですが、男性は、ロングスパンのライフステージを考えるときに、意識する機会として

は、ここは結構いいタイミングだと思うのです。 

 確かに、両親教室で子育ての件で伝えたいことは多々あるだろうと予想できるのですが、

せっかく意識を持ったときに、すかさず、長生きというか、子どもが成人するまで健やか

に生きてもらうということも含めて、生活習慣病の予防などの早期介入のタイミングの一

つとして捉えて、せっかくの機会を逃してほしくないという思いがあります。こういう機

会は、子どもだけではなく、自分の健康についても取り入れてもらえると、施策としては

ちょっとでも効果が出ると思いましたので、意見として伝えておきたいと思います。 

○事務局（綿谷職員） 実際に、両親教室の中で、生活習慣病にかかわるものを尐し取り

込んで行っている内容を簡単にご紹介します。 

 例えば、たばこについて、お父さん向けにスモーカーライザーを使って、吐いた息の中

にどれだけ一酸化炭素が含まれているかという測定をして、禁煙に向けて意識づけをする

ということがございます。また、栄養士が両親教室に参加して、健康によく、お父さんも

つくれるようなレシピを紹介するような取り組みも現在行っております。おっしゃるよう

に、生活習慣病への意識の啓発の機会としても捉えることができるのかと考えております。 

○鳴海委員 未然に防ぐいい機会だと思うのです。今のものは、どちらかというと、能動

的ないい話だと思うのですが、負の側面として、２０年間頑張って生きなければいけない

わけですから、そこを意識させるタイミングで厳し目のことも言ってあげるべきなのかと

いうことも思いました。 

○川初部会長 ありがとうございました。 

 そのほか、市民、地域、企業等の取り組みについてはいかがでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○川初部会長 それでは、続きまして、健康を支え、守るための社会環境の整備に関する

取り組み内容です。 

 事務局からご説明をお願いします。 

○事務局（澤田健康推進担当課長） 資料２－１をごらんください。 

 健康を支え、守るための社会環境の整備は、２点の環境の整備がございます。 

 一つ目は、健康づくりを支える環境の整備でございます。 

 個人が健康づくりに取り組むためには、個人の取り組みだけではなく、社会全体が相互
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に支え合いながら、健康づくりを支える社会環境を整備することが重要です。地域の住民

同士のつながりや信頼感が強い地域ほど、個人の健康感が高いという調査報告があり、個

人の健康には、人と人とのきずなや人と人との支え合いなど、地域のつながりが影響する

と言われています。 

 そのため、健康づくりを推進する上では、住民同士の地域のつながりを強化する必要が

ございます。健康づくりを支える環境の整備とは、市民の主体的な健康づくりの取り組み

を支援するための環境整備でございます。地域における地域活動や健康づくりネットワー

クの促進に関する取り組み、あるいは、健康づくりに関する団体・関係機関との連携・協

働による取り組みなどがございます。 

 具体的には、ホームページ等を活用した情報提供、各種教室や健康教育の実施、イベン

ト、パネル展の開催など、健康づくりに関する普及啓発を行います。 

 健康づくりサポーター派遣などによる自主活動グループの育成や健康づくりネットワー

ク活動を促進します。食育ボランティアの養成や活動支援、ウオーキング実践指導ボラン

ティアの養成やゲートキーパーの養成など、健康づくりに関する人材を育成します。 

 団体・関係機関と連携して、栄養成分表示の店の登録、ヘルシーメニューの提供、健康

づくりセンターの活用、禁煙、完全分煙施設の登録を推進します。 

 資料２－２をごらんください。 

 ２点目は、健康な生活を守る環境の整備でございます。 

 市民が生き生きと生活できる社会の実現のためには、市民の健康被害を最小限にとどめ

るなど、社会全体で健康な生活を守る環境を整備することが重要となります。札幌市では、

食の安全を確保するため、的確な衛生管理を行っている食品取り扱い施設を食品衛生管理

認定施設として認定しています。食品衛生管理認定施設数は、計画策定時から増加してい

ますが、食中毒の予防など、食の安全・安心を確保するため、食品関係営業施設への監視、

指導の徹底や、市民に対しての食の安全・安心の確保に関する適切な情報提供を行う必要

があります。また、床屋や美容室、銭湯などの環境衛生営業施設に対して、衛生状態など

の監視、指導を行い、安全な生活環境を確保するため、環境衛生に関する適切な情報提供

を行う人があります。 

 健康な生活を守る環境の整備とは、健康被害を防止し、安全に安心して生活できるため

の環境整備です。食の安全や住居関係、環境の衛生に関する取り組みがあります。具体的

には、ホームページなどを活用した情報提供、食品衛生出前講座や講習会の実施、食中毒

警報などの食中毒予防啓発事業の実施などの食品保健に関する普及啓発を行います。食品

関係営業施設への監視、指導や札幌市食品衛生管理認定制度の推進、食品等事業者に対す

る講習会の実施など、食の安全を守る環境を整備します。 

 環境衛生に関しても、住まいの衛生店や環境営業施設向け研修会の開催など、環境衛生

に関する普及啓発を行います。環境衛生営業施設への監視、指導や情報提供、市民相談な

ど、環境衛生に関する環境を整備いたします。 
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 健康を支え、守るための環境整備に関する取り組み内容については、以上でございます。 

○川初部会長 ありがとうございました。 

 健康を支え、守るための環境整備に関する取り組み内容につきまして、ご質問とご意見

を伺います。 

○鳴海委員 以前から情報提供の話でホームページが随分と出ておりますが、実際にアク

セスの分析はされているのかを聞きたいと思います。何かあったときに、そこのページに

対するアクセス数がふえるということは私の会社においてもあるぐらいなので、そういっ

た傾向をちゃんと分析できているのか、それが変更等に生かされているのかは結構興味が

あるところです。費用対効果でいうと、ホームページはなかなか見えない部分があり、つ

くりっ放しがよくあるケースですが、社会的な影響が出て、アクセス数が上がることはあ

るので、そういう傾向をつかんでいるのかどうかを聞きたいと思います。 

 もう一つは、ホームページは、どうしても一方的な情報提供になりがちですし、なかな

か見に来ないということがあると思います。最近の話でいくと、ソーシャルネットワーク

の利用は札幌市としてどう取り組みを考えられているのかを聞きたいと思います。 

 また、地域職域の連携推進事業の話は、我々にも関係があると思うのですが、去年に講

習会の案内が１回来たと思いますが、その延長でお考えなのか、具体策があるのだったら

聞きたいと思います。 

○事務局（高川健康企画担当部長） 市のホームページの運用や分析についてです。 

 札幌市のホームページをごらんなっている方はよくわかると思いますけれども、行政の

分野全般にまたがっており、非常に広い範囲がございます。市のホームページ全体につい

ては、情報化推進部という専門のセクションがあり、そこで運用しているのですが、そこ

では、１カ月ごとのアクセス数の分析はやっております。それを踏まえて、ホームページ

の内容を速やかに、適時、反映させるということはやられていないと思います。 

 また、保健所に限って、あるいは、健康づくりの分野に関してのアクセス数やホームペ

ージを利用されている状況については、逐一できていない状況です。 

○事務局（澤田健康推進担当課長） ２点目のホームページが一方的で見に来ないとわか

らないということとソーシャルネットワークをどう考えているかということについてです。 

 おっしゃるとおり、ホームページには限界があると感じております。必要な方は、何度

もアクセスしたり、活用してくださるのですが、そこを課題と考えておりまして、今後ど

うするかということを内部でも検討しているところでございます。 

 札幌市の取り組みとして、札幌市全体の広報を担っている部署がございまして、そこが

ツイッターで情報を流すことを始めました。実は、がん検診の受診率向上から手がけよう

と思っているのですが、ツイッターで情報を試み的に流してみようと思っております。こ

うして、新たな媒体を使いながら、情報が届かない人たちに届けるような努力をこれから

もしていきたいと考えております。 

 また、ソーシャルネットワークのことを申し上げますと、企業との連携をしっかりやっ
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ていきたいと考えております。がん検診の受診率向上では、昨年度にアフラックという生

命保険会社と協定を結んで受診率の向上に一緒に取り組んでいくことになってございます。

こういった取り組みを広げながら、札幌市役所だけでは限界がございますので、いろいろ

な方たちと手をつないで普及啓発に取り組んでいきたいと考えてございます。 

 ３点目の地域職域連携推進事業でございます。 

 これは何かといいますと、私たちは、広く札幌市民に対しいろいろな取り組みをしてお

りますが、お仕事をしている人たちへの支援は産業保健会の中でやっていますが、ここと

しっかりと結びついてやっていく必要があるのではないかと考えております。ちょうど働

き盛りの世代ですので、若い世代の方たちがたくさんいるところでございます。 

 国も進めておりますし、札幌市も北海道もこういう協議会を立ち上げてやってございま

す。実は、健康づくり推進協議会のメンバーとほとんど同じで、名簿の中に並べて書いて、

同時開催という形をとっております。今後は、生活習慣病の発症、あるいは、重症化予防

ということを考えたときに、職域としっかり連携してやっていく必要があると思いますの

で、計画策定とあわせて、改めて取り組んでいかなければならないものと考えてございま

す。 

 現在の取り組みとしては、北海道の２次医療圏で協議会を持っておりまして、江別保健

所、千歳保健所、札幌市保健所の三つが集まりまして、年に１回程度、職域の方たち対象

の研修会をやっておりまして、こういったことを充実させていきたいと考えております。 

○鳴海委員 ホームページの件ですが、やはり、今は非常に見づらいというお話をされて

いましたね。これは、道の委員会でもお話ししたことがあるのですが、ポータルサイト的

な情報集約型にして、自分でコンテンツを余りつくらなくてもいいので、正しい情報を、

そこから行ける状況をつくってくれるだけでも利用価値はかなり変わるのです。 

 道のときには、メンタルで同じ話をしていたのですが、メンタルも非常に情報があふれ

ており、どこに行っていいかがわからないということがあったのです。生活習慣や栄養の

情報なども含めてそうだと思うのですが、いろいろなものが混ざっているということがあ

るのです。ですから、できるだけ正しい情報というか、裏がきちんととれている情報に行

き着けるような入り口としての集約の仕方をぜひやってほしいとすごく思います。 

 また、地域職域連携の件について、情報提供をいたします。 

 実をいいますと、産業分野、労働関係の分野では、ことしから６５歳の方までは再雇用

しなければいけないということで、希望があれば、６５歳までの方が働ける環境をつくら

なければいけないということが国でも決まっていて、全面施行された関係があります。先

ほど、子どもが２０歳になるまで働き続けなければいけないという話をしたのですが、同

様に、６５歳を想定した年代ごとの健康の取り組みに注目していかないと、６５歳まで体

がもたないということがあるのです。 

 今までは、６０歳での定年というのは、頑張れば何とかなっていたのですが、６５歳と

なると、企業としてしもリスクとして考えなければいけないような状況が生まれてきます。



 - 10 - 

ですから、そういった産業界の認識も上手に使いながら連携していくと、健康づくりとつ

ながっていく部分があると思いますので、その辺もぜひ検討してもらえればと思います。 

○高橋委員 ホームページということを盛んにおっしゃっているのですが、ホームページ

を見ない方たちもいらっしゃるのです。年をとればとるほど、ネットに興味がなくなって

いる方もいらっしゃるかもしれませんので、広報も大切にしていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

○井谷委員 資料２－２の中ほどに、さっぽろ子ども食育Ｇメン事業がありますね。これ

は、食育の会議でこの文言を見て、ちょっとぎょっとしたのです。食品の安全について、

保健所で食品に関する事業をやっているというのは大変よくわかりますし、大変いい事業

ではないかと思うのです。ただ、ほどほどにしていただきたいのです。余り過度にあおる

ような感じでやると、食品もそうですけれども、メンタル面への影響もあると思うのです。

ですから、医療側の者としてこの言葉を見たときに、子どもに余りやるのはどうかと考え

ます。 

 実際にどういう感じでやっていらっしゃるのかはわかりませんけれども、私の印象とし

て、そういう感じを受けましたので、十分に注意をなさったほうがいいと思います。 

 保健所の会議でこういうことを言うのも何なのですが、ほどほどにされたほうがいいと

いう感じがいたします。 

○事務局（斉藤地域保健担当係長） 衛生観念を強く出し過ぎるところがあろうかと思い

ますけれども、子どもに食に興味を持ってもらうところを主眼として置いているというこ

とで、食品保健を具体的にやっているような監視業務の体験をしていただくということで

はなく、子どもの食育を考えてやられている事業かと思いますが、ご質問を参考にしなが

ら、調整していきたいと考えております。 

○川初部会長 ありがとうございます。 

 そのほかにいかがでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○川初部会長 ないようでしたら、次に移りたいと思います。 

 議題（３）の次期札幌市健康づくり計画の全体像につきまして、事務局からご説明をお

願いします。 

○事務局（澤田健康推進担当課長） 資料３をごらんください。 

 この資料は、第３回の策定部会の中でもお示ししております指標、取り組み内容を整理

いたしました結果、次期札幌市健康づくり基本計画の重点取り組みを整理いたしました。 

 まず、１点目は、がん・循環器疾患・糖尿病・ＣＯＰＤへの対策の充実としました。理

由といたしましては、札幌市での死因の６割は、がん、心疾患、脳血管疾患の生活習慣病

です。また、４０歳から６４歳の人が要介護となる原因の６割が脳血管疾患でございます。

これらの生活習慣病の死亡率の低下や要介護状態になることを予防するためには、生活習

慣病の発症予防はもちろんのこと、既に病気の治療をしている人に対し、症状の進展や合
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併症の発症を防ぐことが大変重要となります。 

 これまでの策定部会では、現計画の評価結果や新たな課題を踏まえ、要素ごとの指標や

取り組み内容を検討してまいりましたが、その中でも、健康的な食習慣や運動習慣の獲得、

多量飲酒の防止、たばこの害を防ぐ取り組みなど、生活習慣の改善に関する指標や取り組

みがたくさん出されております。 

 これらのことから、全体目標の一つである健康寿命の延伸を目指すためには、まず、が

ん対策として、がんの早期発見のために、がん検診の受診率の向上を図ること、食習慣や

運動習慣の改善により、循環器疾患の発症や重症化を抑えること、人工透析や網膜症など

の重大な合併症を引き起こすおそれのある糖尿病の対策、そして、長期の喫煙により、呼

吸障がいが進行し、生活の質が著しく低下するＣＯＰＤの対策など、生活習慣の改善によ

り、発症予防や重症化予防が可能なものを重点的な取り組みとする必要があると考えまし

た。 

 ２点目は、健康に無関心な層への情報提供の充実といたしました。 

 前回の策定部会で、健康に無関心な層を若年者や不適切な生活習慣の人などと整理いた

しました。現計画の評価結果を見ますと、やはり、若い世代では、２０歳代で運動習慣の

ある割合が低く、若い年代のうちから運動習慣の定着を図ることや、朝食接種率が中高生

や２０代男性で低く、朝食の大切さの啓発などが課題となっておりました。 

 また、がん検診や特定健診の受診率は低迷が続いており、喫煙率も依然として全国に比

べて高い状態が続いていることから、健康に関心の低い市民への支援が必要であることが

わかりました。これまでもさまざまな普及啓発に取り組んできましたが、策定部会で指標

や取り組み内容を検討していく中で、ホームページ等を活用した情報提供や、関係機関と

連携した普及啓発、情報提供など、特に普及啓発に関する取り組みの充実が数多く取り上

げられております。これらのことから、全体目標の一つである健康格差の縮小を目指すた

めに、次期計画では、特に健康に無関心な人へ、より効果的な情報提供を行うことが重点

的な取り組みとなると考えました。 

 次期札幌市健康づくり計画の全体像の説明については、以上でございます。 

○川初部会長 ありがとうございました。 

 資料もぱっと見て、幾何学的にできておりますが、ご質問やご意見を伺いたいと思いま

す。 

○末岡副部会長 前回の確認です。 

 たしか、健康格差の対象者に高齢者が入っていて、重点に高齢者が入っていないという

ものがありませんでしたか。その理由をもう一回教えていただけませんか。 

○事務局（斉藤地域保健担当係長） 前回ご説明させていただいたときに、健康づくりセ

ンターのあり方の検討をさせていただいた部会の提言の中で、副部会長のおっしゃるよう

に、重視すべき対象者ということで高齢者、要介護者、要支援者、障がい者が入っており

ました。今回の健康づくり計画においては、高齢者においても、元気な高齢者がたくさん
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いらっしゃると考えておりますので、高齢者というだけでは健康格差の縮小の重視すべき

対象者ではないということです。先ほど申し上げとおり、高齢者の中でも要支援者、要介

護者、障がい者などは対象となると認識しております。 

○末岡副部会長 元気な高齢者がいるからと解釈してよろしいのですね。医師会で報告し

たときに、それが疑問になったのです。それで、もう一回、改めて確認させていただきま

したので、そのように報告させていただきます。 

○事務局（高川健康企画担当部長） 結局、高齢者全体を捉えて格差を縮小ということに

すると、いろいろな方がおられますし、高齢者人口はこれから上がっていきますから、全

体として捉えるのではなく、生活習慣病のおそれのある方、予防しなければならない方に

アプローチするという発想でございます。 

○高橋委員 私の父などは、高齢者とみなされたくない人種で、９０歳なのに、エレベー

ターにもエスカレーターにも乗らないのです。近所を歩いていると、車に乗せましょうか

と言われても、歩きたいから歩いているのだということを言います。高齢者といっても、

それぞれ差があるのではないかと思いますので、放っておかれたい方は放っておいてもい

いのではないかと思います。 

○川初部会長 私は、スポーツの専門におりまして、文科省の国勢調査で、国民体力測定

の統計が出るのですけれども、子どもから成人になっていくに従って、平均値は人々に多

く当てはまるのですが、だんだんと年をとって高齢になればなるほど、その人たちの間で

格差が広がってくるのですね。年をとればとるほど、個人差が広がるのですが、個人差の

底辺のほうが虚弱のジャンルに入り、達者な方はいつまでもぴんぴんとしているというの

が一般的ですが、今、それと同じようなお話が出ていたのではないかと思います。 

 こんな中身が概念として入っていればよろしいかと思いました。 

 ほかにいかがでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○川初部会長 ありがとうございます。 

 議題（４）の次期札幌市健康づくり基本計画本書の構成につきまして、事務局からご説

明をお願いします。 

○事務局（澤田健康推進担当課長） 資料４をごらんください。 

 本書の構成につきましては、第２回の策定部会でも一度お示ししておりますが、このよ

うに検討を進める中で再度整理いたしましたので、ご説明させていただきます。 

 まず、第１章は、計画に策定にあたって、第２章は、札幌市民の健康を取り巻く現状、

第３章は、計画の基本理念と方針、第４章は、目標と取り組み、裏面になりますが、第５

章は、健康を支え、守るための社会環境の整備、第６章は、計画の推進、そして、資料編

になります。 

 下の囲みのところに書いてございますコラムですが、市民の皆様がこの計画を読んだと

きに、尐しでもわかりやすくイメージできる内容にしたいと考えております。このような
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コラムで札幌市の現状をわかりやすく情報提供したり、市民・行政・関係機関が連携して

いる取り組みの紹介をしたり、市民が主体となって活動しているものを紹介することを考

えてございます。 

○川初部会長 ありがとうございました。 

 ただいま、本書の構成につきましてご説明がありましたけれども、ご質問、ご意見をい

ただきたいと思います。 

 私たちが時間をかけて検討を進めてまいり、行き着いた点でございます。 

○鳴海委員 お聞きしたいのですが、コラムのところに取り組み紹介がありますね。見て

いくと、がん検診関係の取り組みは余り入れなくてもよいのですか。クーポン配布や事業

所に対する普及啓発のための依頼など、何かないのですか。がんがぽろっと抜けている気

がするのです。 

○事務局（澤田健康推進担当課長） 改めて見ますと、がんに関するものは、さっぽろＭ

Ｕ煙デーがありますが、これが受動喫煙防止対策のキャンペーンでございます。もしかし

たら、結びつくのはここしかないかもしれませんね。 

 口腔がんもございますね。 

 コラムに取り入れるように準備したいと思います。 

○川初部会長 よろしくお願いします。 

 ほかにいかがでしょうか。 

○末岡副部会長 ＭＵ煙デーは、一般的な言い方なのですか。 

○事務局（綿谷職員） さっぽろＭＵ煙デーは、受動喫煙防止キャンペーンと銘打ちまし

て、札幌市で独自にネーミングしているキャンペーンの名前です。ですから、広く一般的

な用語かと言われると、そうではありません。札幌市として、受動喫煙防止のことを、た

ばこがないということをもじってＭＵ煙と表現し、この言葉を広めながら、全ての市民が

受動喫煙の防止を意識していただけるような啓発を行っていきたいという趣旨になってい

ます。 

○末岡副部会長 これは、札幌だけでつくった言葉ですか。 

○事務局（綿谷職員） そうです。札幌市だけで使っているものかと思います。 

○末岡副部会長 ほかの市が使ってもいいものですか。 

○川初部会長 札幌市がどういう姿勢でいるかということですね。 

○事務局（高川健康企画担当部長） 禁煙の運動を広げていくためには札幌だけに限る必

要はないと思います。もしそういう声があれば、拒むものではありません。特許ではあり

ません。 

 全国的によく知られているのは、禁煙週間が毎年６月第１週にございます。これは、全

国共通の行事です。その中でも、特に札幌市は、「Ｍ」は横に９０度傾けると「３」にな

りますが、毎月３日をＭＵ煙デーとして、その日は、禁煙に気をつけるというものです。 

 まだ新しく、平成２２年度からのものです。まだ浸透していないとすれば、もう尐し力
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を入れたいと思います。 

○川初部会長 でも、市の担当の方は、名札にＭＵ煙デーと書いておられるのですね。 

○鳴海委員 私も協力させていただいているのですが、結構品がよく、センスが非常にい

いと思っていたのです。全体的にポスターや写真など、誰が掲出されているのかはわから

ないのですけれども、非常に品がよいのです。 

○末岡副部会長 理由づけを聞いたら納得できるのです。 

○川初部会長 誰かタレントがいるのですね。 

 受動喫煙を防止することは、受動ではない人に吸うな、とにかくやめろということです

ね。キャンペーンですから、こういうことでいいのだろうと思います。 

 ３日間ではなくて、毎月３日ということですね。 

○事務局（澤田健康推進担当課長） はい。 

○事務局（綿谷職員） もしポスターやリーフレットがご入り用ということであれば、お

申し出いただければと思います。 

○高橋委員 実は、私は、語学学院に勤めているのです。日本語を習いに来るロシア人や

ヨーロッパの人は、結構喫煙するのです。こちらから言うのはなかなか気が引けるのです

けれども、札幌でＭＵ煙デーがあるのですと公に言うことができます。 

○川初部会長 頭に「さっぽろ」とつくのですか。 

○事務局（斉藤地域保健担当係長） つきます。 

○高橋委員 それで、感化させようかと思っているのです。 

○事務局（澤田健康推進担当課長） ＭＵ煙デーのポスターなど、もろもろがございます。

また、受動喫煙防止に関しましては、札幌市でガイドラインをつくっております。たばこ

の煙から吸わない人の健康を守りましょうというガイドラインもございますので、後ほど

お届けしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 せっかくなので、ＭＵ煙デーの紹介をさせていただきたいと思います。 

 どんな取り組みをしているかを尐しご紹介させてください。 

○事務局（綿谷職員） 受動喫煙の防止キャンペーンということで、平成２２年から取り

組みを開始しているのですけれども、広く市民や企業の方など皆さんに取り組んでいただ

きたいということで、各区役所や大きなスーパーなど、表示の協力をいただけるところに

は、先ほど話題に出たポスターを張らせていただいております。 

 そのほか、人がたくさん集まるようなイベントの会場、例えばレバンガやコンサドーレ、

日本ハムの試合などの会場で、毎月３日はＭＵ煙デーですので、受動喫煙の防止にご協力

くださいという呼びかけを行うような取り組みをしています。 

 もちろん、禁煙週間などには、各区で一斉にパネルの展示を行うこともあわせて行って

います。協力をいただいて、企業でも講演会をされるようなときは、鳴海委員などにもお

声かけをいただいて、リーフレットの配布を行っております。 

○川初部会長 ありがとうございました。 
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 そのほかにいかがでしょうか。 

○鳴海委員 もう一つ抜けているのですが、職域の関係で、レシピの紹介がありますね。

去年、私どもで配布した記憶があるのです。北海道に由来する健康レシピを配布しており

ましたが、あれも取り組みとして出してもいいのかと思います。 

 簡単にできるレシピがあって、そういうパンフレットを配った記憶があるのです。あれ

も取り組みの一つなので、そういうものを出してもいいのではないかと思うのです。ＭＵ

煙デーもそうですけれども、意外に知られていないのです。 

○事務局（高川健康企画担当部長） 札幌独自の取り組みということで、佐々木委員がよ

くご存じですけれども、さっぽろ食スタイルと言っております。これは、和食を中心とし

て、日本型の食をもとに、北海道の産物を入れて、さらに、プラスアルファで、環境に優

しいということで、調理の方法や消費の仕方を省エネでやります。こういう三つの要素を

加えて、さっぽろ食スタイルと称して、それにかなうレシピをつくっております。 

○高橋委員 ＭＵ煙デーと同じように、さっぽろ食スタイルは、全国でもすごくいいネー

ミングですねと言われました。 

○川初部会長 二つ出てきましたけれども、何でも三つあると一番いいのです。三つ目が

出てくるといいですね。 

 そのほかにいかがですか。 

○辻委員 基本計画は、結局、健康さっぽろ２１ですね。今のＭＵ煙デーも一緒ですけれ

ども、何ぼいいものをつくっても、皆さんに周知徹底されないと意味がないです。私も、

この委員になるまではわからなかったのですけれども、健康さっぽろ２１があり、こうい

ういいことが書いてあるということがわからなかったです。新聞記事もそうですけれども、

タイトル次第で関心を持って読んでもらえますので、提案があります。 

 前にも提案したことがあるのですが、健康さっぽろ２１の下のほうに、読んでみたいと

思うようなサブタイトルを載せたらどうかと思います。そうすると、読んでみようかと思

われるのではないかと思います。読んでみたら、大事に保管されると思いますし、読んだ

人は読んでいない人にＰＲしてくれるのではないかと思うのです。ホームページや広報も

いいのですけれども、読みたくなるようなサブタイトルはどうでしょうか。 

○事務局（斉藤地域保健担当係長） 以前にご意見をいただいておりまして、私どもでも

サブタイトルは何がいいのだろうかと検討している最中で、案として提示できるまでにな

っていないところです。皆さんからも、こんなタイトルはいかがでしょうかというご意見

をいただければと考えております。次回の部会の中で検討させていただきたいと考えてい

るところです。 

○川初部会長 ありがとうございます。 

 ホームページ云々とたくさんしゃべられるのですが、基本計画書が完成したら、全文が

ホームページに載る、概要が載る、大事なところだけが載るなど、計画が定まっていまし

たらご紹介いただけますか。 
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○事務局（澤田健康推進担当課長） １０年が終わり、ホームページは閉じました。次期

計画については、概要が載ることになるかと思います。全文を載せることも可能だと思い

ますので、ホームページを活用して普及啓発すると再三申し上げておりますので、検討し

てまいりたいと思います。 

○川初部会長 本書の冊子は、市民全員に配るのはコストの面で無理だと思います。今の

時代ですから、ホームページへの掲載という方法でどうぞよろしくお願いします。 

 さて、いかがでしょうか。 

 こちらが終了しますと、本日の議題は全部が終わることになりますけれども、よろしい

でしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○川初部会長 ありがとうございました。 

 それでは、議題はこれにて終了いたします。 

 次期札幌市健康づくり基本計画の各論についての検討はこれで終わりになりまして、素

案化して、本書を作成し、次回は本書そのものの検討でございますので、どうぞよろしく

お願いします。 

 本日は、ありがとうございました。 

 それでは、事務局からよろしくお願いします。 

○事務局（澤田健康推進担当課長） 川初部会長を初め、委員の皆様、本当にありがとう

ございました。 

 これで、次期札幌市健康づくり基本計画の内容については、検討が全て終了いたしまし

た。今、川初部会長からもありましたが、次回の策定部会までに事務局で素案を作成した

いと考えております。また、素案の検討も大変な量になるかと思いますが、どうぞよろし

くお願いしたいと思います。 

 次回の策定部会の日程ですが、おおよそ３週間ぐらい頂戴して、開催したいと思ってお

ります。日程調整は、改めてさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 

  ４．閉  会 

○事務局（澤田健康推進担当課長） それでは、これをもちまして、第６回次期札幌市健

康づくり基本計画策定部会を終了させていただきます。 

 本日は、どうもありがとうございました。 

                                  以  上   


