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日 時：平成２４年９月１４日（金）午後２時開会 

場 所：札 幌 市 保 健 所  ２ 階  研 修 室 
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  １．開  会 

○事務局（高川健康企画担当部長） 皆さん、こんにちは。ご苦労さまでございます。 

 定刻の少し前ですが、ただいまから、平成２４年度第２回札幌市健康づくり推進協議会

を開会させていただきます。 

 私は、進行を務めます札幌市保健所の高川でございます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 着席いたします。 

 これから、お手元の会議次第に従いまして進行させていただきます。 

 本日の会議の終了は、遅くとも３時ぐらいで、１時間以内の予定でございます。よろし

くお願いいたします。 

 ご多忙中にもかかわらず、皆さんにおかれましては、ご出席いただきまして、誠にあり

がとうございます。 

 また、日頃から、札幌市の保健行政にご協力をいただいておりますことに、重ねてお礼

を申し上げます。 

 それでは、議題に入る前に、資料の確認をさせていただきます。 

 机にご用意してある資料でございますが、一部、事前に送付させていただいているもの

もございました。 

 まず、会議次第でございます。１枚物の委員名簿がついています。それから、資料には

番号を付しておりまして、１番から５番までの５種類がございます。資料１として、現行

の札幌市健康づくり推進協議会設置要綱という１枚物でございます。資料２として、改正

案の要綱でございます。資料３として、Ａ４判横の現行と改正案の新旧対照になっている

１ページから３ページまでのものでございます。資料４として、この内容について説明し

ております健康づくり推進協議会の役割拡充とこれに伴う要綱の改正ということで、カラ

ーの冊子です。資料５として、札幌市健康づくりセンターのあり方検討部会の設置につい

て、カラーの裏表になっている２枚の冊子でございます。 

 以上を、本日の議題に関係する資料ということで配付させていただきましたが、不足し

ている資料などがございましたら、お申しつけください。 

 

  ２．事務局報告 

○事務局（高川健康企画担当部長） それでは、会議次第の２番目の事務局報告でござい

ます。 

 本日の委員の出欠の状況でございます。お手元の委員名簿にございますとおり、全委員

で３４名の方がいらっしゃいますが、本日ご出席いただいております委員が１８名で、残

念ながらご欠席の委員が１６名となってございます。 

 それでは、会議次第の３番目の議題に移りたいと思いますが、この後の進行につきまし

ては、川初会長にお願いしたいと思います。 
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 どうぞよろしくお願いいたします。 

 

  ３．議  事 

○川初会長 皆様、こんにちは。 

 本日は、第２回協議会にご出席いただきまして、ありがとうございました。 

 早速、議題に取りかかるのがいいと思いますので、進めさせていただきたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 まず、議題（１）の札幌市健康づくり推進協議会の役割拡充とこれに伴う要綱の改正に

つきまして、事務局から説明をお願いします。 

○事務局（澤田健康推進担当課長） 健康推進担当課長の澤田でございます。よろしくお

願いします。 

 この後は、着席してご説明させていただきます。 

 札幌市健康づくり推進協議会の役割拡充とこれに伴う要綱の改正についてご説明いたし

ます。 

 要綱の改正に関する資料でございますが、資料１の現行の札幌市健康づくり推進協議会

設置要綱、資料２の改正後の要綱、資料３の新旧対照表でございます。 

 要綱の主な改正点につきましては、スライドを使ってご説明させていただきますので、

お手元の資料は適宜ごらんください。 

 現在の札幌市健康づくり推進協議会は、市民の生涯を通した健康の実現を目指し、市民

一人ひとりの主体的な健康づくり活動を関係機関、関係団体、行政が協働して支援し、「健

康さっぽろ２１」を推進することを目的に設置いたしまして、委員の皆様には、その推進

といった役割を担っていただきました。皆さんもご存じのとおり、「健康さっぽろ２１」

は、最終年を迎えますことから、現在は最終的な評価を行っており、まとまりましたら、

皆様にご報告し、ご審議いただく予定でございます。 

 前回の会議で、次期計画の策定についてご説明いたしましたが、次期計画につきまして

は、現計画から継続して取り組むべき課題への対応など、現計画の総括の上に策定するこ

とが望ましく、この健康づくり推進協議会で引き続きご審議いただきたいと考えておりま

す。 

 しかし、現在の健康づくり推進協議会設置要綱には、協議事項に計画策定などに関する

項目が盛り込まれておりませんことから、本日の協議会では、計画の策定、推進、評価ま

でをこの協議会で一体的に行っていただけるよう、健康づくり協議会の役割の拡充とそれ

に伴う要綱の改正についてご審議いただきたいと思います。 

 第１条の設置要綱の趣旨において、現行の要綱では、「健康さっぽろ２１」を推進して

いく札幌市健康づくり推進協議会と定めておりますが、改正案では、札幌市健康づくり基

本計画の策定、推進、評価を行うために設置する札幌市健康づくり推進協議会と改めます。 

 役割の拡充に伴いまして、改正点は大きく５点がございます。 
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 まず１点目は、要綱第２条の協議事項についてです。現行の協議会の役割といたしまし

ては、「健康さっぽろ２１」の普及啓発や支援体制に関することが協議事項として挙げら

れております。改正案の協議会の役割では、計画の策定、推進、評価を一体に行うことに

なるため、協議事項につきましては、計画の策定、推進、評価及び策定した計画の普及啓

発を行うことといたします。 

 改正点の２点目は、第３条の委員等についてです。現在は、「健康さっぽろ２１」の普

及啓発、支援体制ということから、学識経験者や各団体の代表の方から構成されておりま

して、定員を３５名以内としております。役割の拡充に伴い計画の策定を行っていくこと

になりますが、次期計画に関しては、市民一人ひとりの健康づくりに関する計画でありま

すことから、市民委員を公募したいと考えております。これに伴い、定員を４０名以内と

したいと考えております。そこで、改正案第３条第２項に、委員は公募によることができ

ると加えました。 

 改正点の３点目は、第４条の会議の招集についてです。現行の設置要綱上では規定はあ

りませんが、協議において議決事項を行う場合が出るため、定足数を設けたいと思います。

委員の過半数の出席をもって会議の成立としたいと考えてございます。 

 改正点の４点目は、意見の聴取を加えております。現行の要綱では、規定はない条項と

なります。改正案においては、必要に応じて、委員以外の者の出席を認め、その場で説明

や意見を求めることができるといたします。改正案の要綱上では第６条というふうに考え

てございます。 

 改正点の５点目は、謝礼についてです。協議会の役割拡充に伴い、委員の皆様には、協

議内容が大幅に増加しますことから、謝礼をお支払いしたいと考えております。 

 なお、謝礼の支給は、要綱改正後の次回の協議会からとさせていただきますので、ご了

承ください。また、金額につきましては、札幌市特別職の職員の給与に関する条例の中の

その他の附属機関の委員に定める報酬日額を準用し、１万２，５００円とさせていただく

予定でございます。 

 なお、お支払いの際には、源泉徴収額の２，４２０円を控除させていただきます。 

 また、今まで、委員がご欠席の場合は代理出席をお願いすることがございましたが、今

回の改正に伴い、代理出席は廃止とさせていただきたいと考えております。 

 要綱の改正の概要は、今ご覧いただいているとおりでございます。その他、字句整理等

での改正部分につきましては、お手元の資料３でご確認ください。 

 以上でございます。 

○川初会長 ありがとうございました。 

 ただいまのご説明は、スライドに整理されて、皆様方のお手元にもパワーポイントの図

式が全部渡っていると思いますし、わかりやすいご説明だったと思います。 

 ご説明について、ご質問とご意見を賜りたいと思いますので、挙手でお願いいたします。 

 事務局からの説明をまとめ上げてみますと、今、スライドに出ておりますように、五つ
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のポイントがありまして、役割が広がったということでございます。 

 一つ目は、今までは、「健康さっぽろ２１」の推進に関して、この協議会がいろいろ協

議してきたわけでございますが、今度は、これから新たにつくられます計画の策定、推進、

評価が一体として加わったことです。二つ目は、公募委員を加えて、委員の定数をふやす

ということです。三つ目は、会議の成立が過半数であることです。四つ目は、必要と認め

た場合は、委員以外の人の意見を聴取できることです。五つ目は、謝礼が支払われるとい

うことです。 

 改めまして、ご意見、ご質問を伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○川初会長 ないようであれば、このまま委員会として承認ということになってまいりま

すが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○川初会長 ありがとうございます。 

 議題（１）は、承認されました。 

 議題（２）に入ります。 

 札幌市健康づくりセンターのあり方検討部会の設置について、引き続き、事務局から説

明をお願いします。 

○事務局（澤田健康推進担当課長） 澤田からご説明させていただきます。 

 札幌市健康づくりセンターのあり方検討部会の設置について、その経緯をご説明いたし

ます。 

 札幌市健康づくりセンターは、健康づくりに関する知識の普及と健康づくり活動の実践

の場を提供し、市民の健康づくりを推進することを目的に、市内３カ所に設置しておりま

す。しかし、平成２２年に実施した市民評価、いわゆる事業仕分けでは、札幌市健康づく

りセンターも仕分けの対象となりまして、その結果、不要、廃止という判定となりました。

そのため、今後の札幌市健康づくりセンターのあり方について検討することが必要になっ

てきたということでございます。 

 この検討の対象であります札幌市健康づくりセンターの概要についてですが、市民の健

康づくりの場として、中央区、東区、西区の市内３カ所に設置されております。３カ所の

札幌市健康づくりセンターには、トレーニングマシーンなどが置いてある運動フロアがご

ざいます。さらに、札幌市中央健康づくりセンターには、健診のための健診フロアがあり、

各種健診を行っております。札幌市中央健康づくりセンターと札幌市西健康づくりセンタ

ーでは、メディカルチェックや体力測定をもとに、専門スタッフが、体力、健康状態に応

じた運動プログラムを作成し、指導しております。 

 札幌市中央健康づくりセンターは、平成５年９月に開設されました。札幌市中央区役所

分庁舎、そして札幌市中央保健センターとの複合施設となっておりまして、３階、４階、

５階の一部を使っております。 
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 札幌市東健康づくりセンターは、昭和６２年４月に開設されました。札幌市東保健セン

ターとの複合施設で、建物の３階にございます。 

 札幌市西健康づくりセンターは、平成１２年１２月に開設されました。八軒まちづくり

センター、八軒会館との複合施設でございまして、２階と３階の一部を使っております。 

 利用時間ですが、札幌市中央健康づくりセンターの健診フロアは８時３０分から１７時

まで、運動フロアは、中央と西は火曜日から土曜日まで９時３０分から２０時３０分、東

は９時３０分から２０時となっております。 

 なお、さきにお送りいたしました資料では、札幌市東健康づくりセンターの利用時間が

２０時３０分まで、札幌市西健康づくりセンターの利用時間が２０時までとなっておりま

したが、札幌市東健康づくりセンターは２０時まで、札幌市西健康づくりセンターは２０

時３０分までですので、申し訳ございませんが、ご訂正をお願いしたいと思います。 

 日曜日・祝日は、三つの札幌市健康づくりセンターはいずれも９時３０分から１８時ま

でやっております。 

 休館日ですが、札幌市中央健康づくりセンターの健診フロアは日曜日、月曜日、祝日、

年末年始が休館でございます。運動フロアは、三つのセンターはいずれも月曜日と年末年

始が休館日となっております。 

 次に、平成２２年に行われました市民評価について改めてご説明いたします。 

 札幌市健康づくりセンターの市民評価は、平成２２年６月２７日に行われました。結果

としては不要と判定され、その内訳は、不要が４名、見直しが２名でした。不要の意見と

いたしましては、特定の利用者のために膨大な税金をかけている、あるいは、行政の役割

は終了しているなどでございました。 

 また、見直しの意見は、受益者に偏りがある、受益者に適正な負担を求めて事業費の削

減に努めるべきであるなどでございました。この市民評価は、評価の結果で事業の廃止が

直ちに決まるものではございません。しかし、市民の皆さんの意見を踏まえて、今後の健

康づくりセンターについて、どのようにすべきかを検討する必要が生じてございます。 

 この札幌市健康づくりセンターが健康増進計画において果たす役割についてでございま

すが、現行の「健康さっぽろ２１」では、札幌市健康づくりセンターの活用、促進によっ

て、生活習慣を改善し、健康寿命の延伸を実現するというものでございます。 

 これに対しまして、次期計画の考え方ですが、「健康さっぽろ２１」の次期計画のベー

スとなる「健康日本２１」では、社会環境の改善によって健康格差を縮小するという理念

がございます。この健康格差とは、地域や社会経済状況の違いによる集団間の健康状態の

差でございますので、これらのことも踏まえ、次期計画における札幌市健康づくりセンタ

ーの役割について考える必要がございます。そのため、次期計画の策定を担っていただく

「札幌市健康づくり推進協議会」に「札幌市健康づくりセンターのあり方検討部会」を設

置し、今後の札幌市健康づくりセンターのあり方についてご検討いただきたいと考えてい

るところでございます。 
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 以上でございます。 

○川初会長 ご説明をありがとうございました。 

 二つ目の議題でありますが、市民評価の仕分けの結果を受けまして、不要、廃止という

ような言葉遣いで出てまいりまして、びくっとするところでありましたけれども、説明が

進むにつれまして、この市民評価の結果がそのまま直ちに実行されるということで縛られ

るものではないということでございます。「健康さっぽろ２１」も、１０年間を見据えて

つくったもので、１０年が流れたわけでありまして、世の中の変転が目まぐるしい今日で

ありますから、いずれにしましても、札幌市健康づくりセンターがこのままであり続ける

よりは、取り組み方を、もう少し、今の時勢に合わせて、この先を見通すような機能を持

たせた検討を新たにしてはどうかというご提案だったと思います。 

 これについて、ご質問、ご意見を伺いたいと思いますので、挙手をお願いします。 

○清水委員 清水です。 

 部会を設置することに対しては何も異論がないのですけれども、部会で協議された内容

が協議会に上がってくると思うのです。協議会に上がった後に、その取り扱いをどういう

ふうにお考えになっているのか。いわば、協議会の報告が、今後、札幌市の政策にどうい

うふうな手順で反映されるのかということをお聞かせいただきたいと思います。 

○事務局（高川健康企画担当部長） 健康企画担当部長の高川でございます。 

 ただいまご説明したように、いろいろな手法がありますし、この札幌市健康づくりセン

ターだけではありませんが、多くの事業について、市民評価によりこういった評価を受け

たところです。それから、この札幌市健康づくりセンターについては、それを受けて、今

言った観点からの指摘があったので、今後、どういう形にしていくかということは、部会

を設ける形ですが、この協議会のもとでご審議いただきます。 

 といいますのは、大もとの協議会では、次期の１０カ年で、市民の健康増進にかかわる

大きな計画を策定していただくのですが、これから策定する健康増進の計画と密接に関係

がある施設と私どもは考えておりますことから、この計画と一体としてご審議いただきた

いということでございます。 

 「札幌市健康づくりセンターのあり方検討部会」で札幌市健康づくりセンターの方向性

といいますか、存廃、必要性も含めて結論を出していただいたものについては、本協議会

の中で引き上げていただいて、次期の計画との兼ね合いでどうすべきかを札幌市に対して

ご提言いただきます。それを受けて、私ども札幌市はこの札幌市健康づくりセンターをど

うするか、最終的な決定の際の重要なご答申として受けとめてまいりたいと思っておりま

す。 

○川初会長 ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。 

○向井委員 スポーツ推進委員の向井と申します。 

 私は、初めて来たものですから、よくわからないのですけれども、廃止という結果にな
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ったということですね。しかし、この三つの札幌市健康づくりセンターが今までどんな内

容をやっていて、どれだけの利用率があって、なぜそういう話になったのかという資料が

何もないものですから、判断のしようがないのです。先ほど話の中では、やっている割に

は経費がかかり過ぎるという話だったのですけれども、内容的な資料はないのでしょうか。 

○川初会長 大ざっぱにでも結構ですけれども、要求が出ましたので、事業の柱や利用率

のいい、悪いについてご説明いただけますでしょうか。 

○事務局（森山健康推進係長） 健康推進係長の森山と申します。 

 まず、３館の利用実績でございますけれども、昨年度の実績で申し上げますと、３館で

利用者数の総計は約２５万人となってございます。 

 ３館それぞれで機能が分かれておりまして、先ほどご説明させていただきましたけれど

も、３館とも、運動フロアということで、運動の場の提供ということは共通しております。 

 札幌市中央健康づくりセンターにおきましては、それにプラスして、健診、いわゆる健

康度測定と申しまして、その方のメディカルチェックを通して、その人に合った運動プロ

グラムや食事のプログラムを作成して、その人に合った運動のメニューにします。それに

基づいて、運動フロアで運動していただく形になっております。 

 札幌市西健康づくりセンターでは、同じように、体力測定に基づきまして、その人に合

った運動プログラムをつくって、それに基づいて運動して、健康増進に努めていただくと

いう形です。 

 ですから、それぞれ３館とも機能には若干の差がございます。 

 ただ、利用実績としまして、昨年度は２５万人と申し上げしましたけれども、年々増加

しております。ちなみに、２２年度におきましては２３万人でございました。 

 ですから、利用実績としましては、基本的には右肩上がりで利用されております。ただ、

２２年度の事業仕分けでは、２０万人を超える利用があるのですけれども、札幌市全体か

らすれば、特定の利用に限られているのではないかということです。実際、札幌市健康づ

くりセンターに投入されている税金としましては、約１億６，０００万円ですので、それ

との見合いでどうなのかという部分がございます。また、健康づくりという部分では、民

間の施設で、例えば、スポーツクラブ等もございますので、そちらとの関係で、果たして

行政としてどこまでかかわるべきなのかという観点から、見直しという判定が出てきたも

のと考えております。 

○川初会長 ありがとうございました。よろしいでしょうか。 

○向井委員 ２５万人というのはすごい人数ですけれども、実際に２５万人いるのか、同

じ人がずっと重ねてやっているのか、どの程度なのかと思っています。私は、今、違うと

ころで札幌市のスポーツの関係でやっているのですけれども、ダブっている人がものすご

く入って、全部の人数を挙げているものですから、調べていったら、何だ、これはという

ものがたくさんあるので、その辺の実態がどうなのかということです。「札幌市健康づく

りセンターのあり方検討部会」で調べられても、我々は資料がなかったら判断のしようが
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ないものですから、その辺はどうなのでしょうか。 

○事務局（高川健康企画担当部長） 確かに、おっしゃるとおりでございます。 

 年間の延べ人数で２０万人や２５万人という数字が言われていまして、それらも含めて

となります。この次の議題で「札幌市健康づくりセンターのあり方検討部会」を設置して、

当部会で、より綿密なといいますか、今おっしゃったような利用者数の詳しい数字も含め

た検討をいただきます。ただ、協議会の皆さんにもその資料を差し上げないで「札幌市健

康づくりセンターのあり方検討部会」だけを設置してという話にもなりませんので、「札

幌市健康づくりセンターのあり方検討部会」でごらんいただく予定の施設の概要のパンフ

レットや資料については、本日、この場で用意できていないものですから、改めてお送り

させていただきたいと思うのですが、いかがでございましょうか。 

○川初会長 ご提案がありましたけれども、よろしいでしょうか。 

○向井委員 はい。 

○川初会長 ありがとうございました。 

 では、別件でご質問やご意見はさらにございますでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○川初会長 ありがとうございました。 

 それでは、部会の設置に関しましては、承認されたということで、決めさせていただき

ます。 

 次に、部会委員の選出の話題にシフトしたいと思います。 

 配付資料２の（改正案）札幌市健康づくり推進協議会設置要綱でございますが、第７条

第４項に、部会に属する委員は、会長が指名する委員をもって構成するとございます。会

長が部会の委員を決めることになっているということでございます。 

 この協議会は、各分野からいろいろな方々が選出されてきておりますので、それらの観

点から、事務局から、委員選定の案などがあれば示していただきたいと思いますが、事務

局、いかがでしょうか。 

○事務局（澤田健康推進担当課長） 澤田から説明させていただきます。 

 札幌市健康づくり推進協議会の委員は、学識経験者、保健医療関係団体、健康保険団体、

職域保健関係団体、教育関係団体、市民団体、地域の代表の皆様で構成されております。

事務局といたしましては、部会の運営に機動性を持たせるために、ある程度少人数で構成

してはどうかと考えております。 

 事務局の案でございますが、ただいま名簿をお配りいたします。 

〔事務局は各委員に名簿を配付する〕 

○事務局（澤田健康推進担当課長） まず、当協議会の会長でいらっしゃいます川初委員、

同じく副会長の笹本委員、保健医療関係団体から、札幌薬剤師会の柳瀬委員、健康保険団

体から健康保険連合会北海道連合会の岩﨑委員、市民団体から札幌市女性連絡会協議会の

山田委員、そして、地域代表として西区西町連合町内会会長の白崎委員、以上の６名と考



 - 9 - 

えておりますが、いかがでしょうか。 

○川初会長 ご提案をありがとうございました。 

 ただいま、事務局案が示されました。 

 お諮りさせていただきまして、承認されましたら、この６名を指名させていただいて、

「札幌市健康づくりセンターのあり方検討部会」を発足させたいと思います。 

 いかがでしょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○川初会長 ありがとうございました。 

 これにつきましても、承認されました。 

 最後に、議事（３）のその他に移りたいと思います。 

 事務局から、その他についてお願いいたします。 

○事務局（澤田健康推進担当課長） 今後のスケジュールについて、概要をご説明させて

いただきます。 

 本日ご承認いただきました公募委員につきましては、今後、１１月をめどに選定する予

定でございます。また、現計画であります「健康さっぽろ２１」につきましても、１１月

ごろに分析を加えました評価案ができ上がる予定でございます。 

 したがいまして、市民公募委員を加えた協議会の皆様に、最終評価案を提示したいと考

えており、１１月ごろに第３回の協議会を開催することを予定しております。詳細につき

ましては、別途ご案内させていただきますが、どうぞご承知おきいただきますようお願い

いたします。 

 以上でございます。 

○川初会長 事務局から、今後のスケジュールが説明されました。 

 ご質問はございますか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○川初会長 そのほかに、事務局からさらに何かございますでしょうか。 

○事務局（澤田健康推進担当課長） 特にありません。 

○川初会長 各委員の皆様から、その他で何かございますでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○川初会長 ありがとうございました。 

 それでは、本日の議事は、全部終了いたしました。 

 最後に、笹本副会長から副会長としてのご意見を添えていただいて、締めにいたしたい

と思います。 

 笹本副会長、お願いいたします。 

○笹本副会長 副会長の笹本でございます。 

 先ほど、議事の中で今後の進み方につきまして皆様とご相談いたしまして、次回以降の

方向が決まってまいりました。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。 
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○川初会長 ありがとうございました。 

 それでは、進行を事務局にお返しします。よろしくお願いします。 

 

  ４．そ の 他 

○事務局（高川健康企画担当部長） ご審議をありがとうございました。 

 本日の会議録は、後日に送付させていただきます。それから、資料要求がありました札

幌市健康づくりセンターの現況に関しては、追ってお送りさせていただきたいと思います。

本日ご承認いただきました推進協議会の設置要綱の改正につきましては、委員の皆様をご

推薦していただいております出身母体の団体の代表の皆様にもご通知させていただきたい

と思います。 

 また、本日、承認をされました札幌市健康づくりセンターのあり方部会は、早速、今日

これからご審議いただくことになっておりまして、この会が終了後、「第１回札幌市健康

づくりセンターのあり方検討部会」を開催させていただきたいと思います。 

 ただいま選出していただきました６名の委員の皆様には、別室に移動していただき、引

き続き、「第１回札幌市健康づくりセンターのあり方検討部会」でのご審議をお願いいた

します。 

 移動時間と休憩を挟んで、２時４０分から開始させていただきたいと思います。 

 

  ５．閉  会 

○事務局（高川健康企画担当部長） それでは、これをもちまして、第２回札幌市健康づ

くり推進協議会を終了させていただきます。 

 皆さん、どうもありがとうございました。 

                                  以  上   


