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  １．開  会 

○事務局（石川健康推進担当課長） 予定前ですが、ただいまから、健康さっぽろ２１（第

二次）の中間評価に係る第２回中間評価委員会を開会させていただきます。 

 大変お忙しい中をご出席いただきまして、ありがとうございます。 

 私は、議長による議事進行までの進行を務めさせていただきます健康推進担当課長の石

川でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、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。 

 会議終了は２０時３０分ぐらいを予定しておりますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 なお、会議の内容は市民へ公開することを原則としておりますので、会議終了後には、

会議録を作成の上、ホームページ上で公表したいと思っております。よろしくお願いいた

します。 

 それではまず、会議資料などの確認をさせていただきます。 

 資料は事前に送付しておりましたが、一部未定稿のものもありましたので、改めて机上

に準備させていただいております。 

 会議次第、委員名簿、席次表、資料としまして、資料１の健康さっぽろ２１（第二次）

の中間評価について、資料２の健康さっぽろ２１（第二次）指標の見直し（案）、資料３

の健康さっぽろ２１（第二次）見えてきた課題、資料４の健康さっぽろ２１（第二次）中

間評価素案、参考資料１の健康さっぽろ２１（第二次）成果指標一覧、参考資料２の成果

指標ごとの性・年代別割合でございます。 

 不足の資料はございませんか。 

 

  ◎開会挨拶 

○事務局（石川健康推進担当課長） それでは、開会に当たりまして、札幌市保健福祉局

保健所医務監の矢野から、一言、ご挨拶を申し上げます。 

○矢野保健所医務監 札幌市保健福祉局医務監の矢野でございます。 

 本日は、皆様方、大変ご多忙の中をお集まりいただきまして、まことにありがとうござ

います。 

 札幌市の健康づくり基本計画でございます健康さっぽろ２１（第二次）につきましては、

今年度が中間評価の年となっており、皆様にご協力をいただきながら準備を進めていると

ころでございます。 

 本日は、３月に行われました第１回中間評価委員会でいただいたご意見を踏まえて整理

いたしました中間評価の方向性や基本要素ごとに見えてきた課題についてご説明をさせて

いただきます。 

 今後は、８月にもう一度皆様方にお集まりいただいて、中間評価の素案についてご意見

をいただき、計画原案の策定に向けて準備を進めていきたいと考えております。 
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 本日は、それぞれのお立場からの貴重なご意見を賜りたいと考えておりますので、皆様、

忌憚のないご意見をどうぞよろしくお願いいたします。 

 

  ２．委員等紹介 

○事務局（石川健康推進担当課長） 続きまして、会議次第２の各委員のご紹介をさせて

いただきます。 

 年度がわりに委員の交代もございましたので、改めて各委員のご紹介をさせていただき

ます。 

 まずは、このたび、札幌市小学校校長会金子博之委員から新たにかわりました委員をご

紹介いたします。 

 札幌市小学校校長会の舘岡秀孝委員でございます。 

 続きまして、お手元にございます名簿に沿いまして、ご出席されている委員の皆様を私

からご紹介させていただきます。 

 当評価委員会部会長であります北海道大学大学院医学研究院社会医学分野公衆衛生学教

室教授の玉腰暁子委員でございます。 

 副部会長であります一般社団法人札幌市医師会地域保健部長の枝村正人委員でございま

す。 

 一般社団法人札幌歯科医師会理事の高橋一行委員でございます。 

 公益社団法人北海道看護協会専務理事の荒木美枝委員でございます。 

 公益財団法人北海道労働保健管理協会常務理事の宮崎由美子委員でございます。 

 北海道国民健康保険団体連合会事務局長の野宮修治委員でございます。 

 札幌商工会議所中小企業相談所所長の西田史明委員でございます。 

 手稲区連合町内会連絡協議会会長の笹渕吉弘委員でございます。 

 札幌医科大学医学部公衆衛生学講座教授の大西浩文委員でございます。 

 本日、業務のご都合によりご欠席されている委員についてご報告いたします。 

 公益社団法人北海道栄養士会副会長の吉田めぐみ委員、以上、１名の委員が欠席となっ

ております。 

 本日の委員の出席状況ですけれども、全１１名のうち、ご出席いただいている委員が１

０名、ご欠席が１名でございますので、札幌市健康づくり推進協議会設置要綱第５条第２

項により、過半数以上の委員の出席があり、当会議は成立していることをご報告いたしま

す。 

 最後に、私ども事務を所管しております保健所の職員をご紹介させていただきます。 

 保健所医務監の矢野でございます。 

 健康企画担当部長の小田原でございます。 

 母子保健・歯科保健担当部長の秋野でございます。 

 健康企画課長の江連でございます。 
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 母子保健担当課長の阿部でございます。 

 食育・栄養担当課長の榊原でございます。 

 そのほか、関係の係長も出席しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

  ３．議  事 

○事務局（石川健康推進担当課長） 続きまして、会議次第３の議事に進ませていただき

ます。 

 議事の進行につきましては、玉腰部会長にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお

願いいたします。 

○玉腰部会長 それでは、よろしくお願いいたします。 

 先ほどご挨拶にもありましたように、この中間評価委員会は本日と次の８月で素案を整

理し、原案に持っていく形になっております。今回は、前回出していただきましたご意見、

ご質問などをもとにして整理した全体の方向性について確認します。その後、指標の推移

等から見えてきた分野ごとの重点課題を確認し、残り５年間に向けてどこに力を入れて進

めていくのかという全体の方向性について考えていければと思っております。特に、分野

ごとの課題の方向性につきまして重点的にご意見をいただければと思っておりますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 それではまず、改めまして、中間評価の方向性の確認等を含め、（１）健康さっぽろ２

１（第二次）中間評価の方向性について、事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局（三井地域保健担当係長） 地域保健担当係長の三井です。どうぞよろしくお願

いします。 

 私から、まず初めに、前回の委員会のご意見等を踏まえた中間評価の方向性や進め方、

素案の構成、評価方法等についてご説明させていただきます。 

 お手元の資料１、札幌市健康づくり基本計画、健康さっぽろ２１（第二次）の中間評価

についてをごらんください。 

 再確認の部分になりますが、当該計画策定の根拠、位置づけは、健康増進法に基づく国

の基本方針である健康日本２１（第二次）の札幌市計画として策定し、また、札幌市まち

づくり戦略ビジョンの個別計画として、「健康寿命の延伸」「健康格差の縮小」「すこや

かに産み育てる」を全体目標としております。 

 今回の中間評価では、指標の達成状況を確認するため、平成２９年度に市民意識調査を

実施するとともに、他の統計データや国の中間評価の現状値などを確認していきます。 

 指標の達成状況については、八つの分野で計７７の指標と全基本要素７、基盤整備２の

指標について確認し、これらの指標の評価、分野ごとの評価を踏まえて、全体目標達成状

況の評価を進めていきます。 

 なお、前回の委員会でご意見のあった各事業の効果については、健康さっぽろ２１が関

連分野毎にも計画をもつ大きな計画であり、一つ一つの事業が指標に与えた効果の判断が
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難しいため、力を入れてきた事業等を分野ごとに整理し、今後どのような取り組みを進め

ていくべきかということをまとめたいと考えています。 

 そして、残り５年間に向けた重点課題やターゲット層を明らかにするとともに、指標の

見直しや追加・目標値の修正等を行っていきます。また、必要な取り組みや今後の方向性

について、健康日本２１（第二次）の方向性等も踏まえながら検討していきます。 

 前回ご意見をいただいた区ごとの分析については、区ごとの母数が小さいため、参考資

料として傾向を示すことで各区が取り組みの目安とできるようにしていきたいと考えてい

ます。 

 続いて、資料４の中間評価素案をごらんください。 

 まず、目次案に沿って素案の構成をご説明します。 

 第Ⅰ章は、健康さっぽろ２１（第二次）の概要と札幌市の中間評価時の現状について掲

載します。 

 第Ⅱ章は、中間評価の内容となる部分で、評価方法、分野別及び総合指標、社会のつな

がりに関する成果指標の評価と全体としての評価をまとめます。 

 第Ⅲ章は、今後の推進として、今後の方向性や重点取組、指標の再設定等をまとめ、最

後に資料編を掲載します。 

 本日の素案は、時間の関係で、第Ⅱ章の分野別の評価の分析までとなっており、分野ご

との課題、関連する事業は掲載されておりません。この後の分野別の報告では、課題と関

連する取組等を踏まえて方向性をお伝えし、ご意見をいただいた上で全体評価を行い、次

回の委員会にはそれらも含めた素案をお示ししたいと思います。なお、分野ごとの重点課

題は資料３としてまとめております。 

 次に、素案の１３ページをごらんください。 

 第Ⅰ章の３、札幌市の健康を取り巻く現状の（１）の③健康寿命については、幾つか算

定方法があり、札幌市では、国や都道府県と比較できるよう、国民生活基礎調査を用い算

出しています。この結果、男性が７１．５２歳、女性が７３．０３歳となり、１４ページ

の図表Ⅰ－３－４が示すように、男性は１．９７年増加し、女性は０．２６年減少しまし

た。この評価については、次回の全体評価の中で分析していきたいと考えています。 

 しかしながら、道のすこやか北海道で示している介護保険データを用いた算出方法では、

図表Ⅰ－３－５のとおり、男性は０．７５年、女性は０．７年増加していたことから、用

いる算出方法により違いが出る指標であるということも留意し検討していきたいと思いま

す。 

 その他の３、札幌市の健康を取り巻く現状のデータは、基本的には計画策定時と同様の

データを用いていますが、素案２０ページの（４）死亡の状況の②年代別死因と死亡割合

については、総数に加え男女別を掲載するとともに、前回データを比較できるようにして

います。また、（５）要介護等認定者の状況の②要介護等認定者率の推移は、今回新たに

追加したものとなっております。 
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 続きまして、２７ページの第Ⅱ章についてです。 

 市民意識調査が前回調査と比較可能なものかについて性・年代別の割合を確認しており

ますが、２９ページの図表Ⅱ－１－３のとおり、大きな差は見られませんでした。 

 次に、３０ページの②中間評価の方法についてです。 

 前回、指標の推移の判断等、評価方法についてご意見をいただきましたので、考え方を

整理し進捗状況を判断し直しています。 

 今回、策定時及び中間評価時ともに、市民意識調査結果から算出している指標は、２時

点に有意な差が見られるかを検定しています。指標の評価については、有意差が見られな

い項目や算出できない項目についても、目標までの進捗状況がわかるよう、最終目標値に

対する策定時から中間評価の達成度によりＡからＥに区分で評価を行いました。 

 Ａは「目標に向かって順調に推移」、Ｂは「目標に向かって概ね順調に推移」、Ｃは「目

標に向かって推移はしているがやや遅れている又は変化なし」、Ｄは「目標値から遠ざか

っている」、Ｅは「評価できない」としています。 

 この区分については、３１ページの図表Ⅱ－１－６をごらんいただけるとわかりやすい

かと思います。 

 なお、Ｅに該当するものは、指標の把握方法が２時点で異なる場合や策定時に値が設定

されていない等が挙げられます。 

 この整理し直した指標の一覧は、本日、参考資料１としてお配りしています。 

 Ｅ評価について例を挙げますと、４の定期的に体重を量る人の割合は、策定時と中間評

価時の出典が異なっているため、Ｅとなっています。Ｅについては、備考欄にその理由を

掲載しております。 

 また、指標の中には、数値目標ではなく、「減らす」といったものもあり、これらにつ

いては、策定時より減って入ればＡ、変化がなければＣ、ふえていればＤとしており、１

６番、１７番の小学校５年生の中等度・高度肥満傾向児の割合等がこれらに該当します。 

 最後に、参考資料２は、指標の値を性・年代別に出し、かつ前回と比較できるようにし

たもので、ターゲット層の把握に活用いたしました。 

 なお、指標の見直し等については、資料２としてまとめておりますが、この内容につい

ては、次の分野ごとの説明の中で触れさせていただきたいと思います。 

 説明は以上になります。 

○玉腰部会長 ありがとうございました。 

 これだけでおなかいっぱいになるくらいいろいろと出てきましたが、委員からご質問は

ありませんか。 

○枝村副部会長 １４ページの健康さっぽろ２１では、健康寿命の推移がすごく大事だと

思うのですが、求め方によって９歳ぐらい違うとなると、どっちを使っていくべきなのか

と思ってしまいます。 

 一番は大もとになるデータだと思います。どちらかに決めるか、あくまでも並列してい
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ったらいいのか、これを見ただけではちょっとわからなかったのですが、皆さんはどうお

考えなのかなと思いました。 

○事務局（石川健康推進担当課長） まず、健康寿命の算出については、先ほど説明にあ

りました意識調査の中で、あなたは健康と思っていますかと聞いている部分と、介護保険

の要介護２以上で客観的にデータを出したものと、二つを出しています。 

 意識調査については、本人がどういう健康状態だと思っているかということになります。

そこで、国の調査でも、女性のほうが、動いたりはできるのだけれども、健康状態が悪い

と返事をする人が多い傾向が見えるということもあり、差が出てくる状況はあると思いま

す。これも、それぞれの現状だと考えているところです。 

 どちらをとるかについては、一旦、国のほうで意識調査をしており、札幌市もこのデー

タで行っておりますので、こちらで見ていきたいと思いますが、実際に見ていくと差があ

りますので、両方併用して比べながら見ていく方法がいいのではないかということで示さ

せていただきました。 

○枝村副部会長 わかりました。 

○玉腰部会長 ほかはいかがでしょうか。 

 確認ですが、２８ページ、２９ページのところで、今回、市民意識調査が前回と比べら

れるかどうかをいろいろと確認いただいて、２９ページで年代別の回答者割合が大きく違

わないから大丈夫だろうという話でいいですか。 

○事務局（石川健康推進担当課長） はい。 

○玉腰部会長 ２８ページの表を見ると、全体に回収率がよくなっていますね。同じ調査

で１０％も回収率が変わるのは不思議な気がするのですが、前回、回収率を上げるような

工夫を何かしておりますか。 

○事務局（三井地域保健担当係長） 今回の平成２９年度の調査は、一旦、回答期限の前

に、はがきで勧奨しております。回答されたか、されていないかに関係なく、２０代と１

０代の健康調査の対象者、若い世代にのみ勧奨はがきを送付しております。 

○玉腰部会長 ただ、年齢層に関係なく上がっていますね。真面目にすぐ答える人と、後

から請求されてから答える人では生活習慣自体が違うので、もしかすると、今回は若干悪

いほうの人が入り込んでいるかもしれません。 

 ほかはいかがですか。 

○野宮委員 ３０ページの中間評価の方法で確認ですが、他都市においては名古屋市で同

様の方法にて指標の進捗状況についての評価を行っているということです。政令市の中で

同じような評価方法をとっているところと違った要素で評価をしているというものがある

かないかを確認したいと思います。 

○事務局（三井地域保健担当係長） それぞれの政令市では、国の健康日本２１に基づい

て計画を策定しているのですが、どのように評価するかという方法については、政令市ご

とに定めておりまして、さまざまな評価方法がございます。その中で、今後も継続的に同
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じ指標で判断できそうだというところで、今回、名古屋市を参考にさせていただきました。 

○玉腰部会長 ほかにいかがでしょうか。 

 最後の評価の区分のＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄですが、これは有意差も検定されているのですか。 

○事務局（三井地域保健担当係長） 市民意識調査を実施した項目については、全て有意

差を検定しております。有意差があったか、なかったかについては、参考資料１の表の評

価の横に「無」とか「有」と記載していまして、バーが入っているところは、２次転換が

どちらも市民意識調査ではないものになっております。 

○玉腰部会長 何となく、ほとんど同じ数字ですが、０．１でも上がればＣになり、０．

１でも下がるとＤになっているというのは、違和感がないわけではないです。これは、ど

こかで区切るしかないので仕方がないと思いますが、私たちも気をつけて数字を見なけれ

ばいけないと思います。 

 ほかにいかがですか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○玉腰部会長 それでは、重要なところに入っていきたいと思います。 

 基本要素ごとに見えてきた課題について、事務局から順に説明をお願いいたします。 

○事務局（中野食育推進担当係長） それでは、基本要素「栄養・食生活」についてご説

明させていただきます。 

 成果指標の達成状況としましては、Ａが二つ、Ｄが六つ、Ｅが三つでした。評価Ａにつ

いてご説明いたします。 

 一つ目の「小学５年生（男子）の中等度・高度肥満傾向児の割合」は、計画策定時が６．

８％で、目標を「減らす」としており、０．５％下がっていました。この指標につきまし

て、中間評価の調査で目標に達したため、中間評価時の値より高かったため、今後、減ら

すことを目指すこととしたいと考えます。 

 二つ目の「低栄養傾向（ＢＭＩ２０．０以下）にある７０歳代の割合」は、計画策定時

が１７．２％で、目標が１７％のところ、今回調査では１５．６％と低くなっておりまし

た。７０歳代は、ほぼ毎日朝食を食べる人の割合や食育への関心がどの年代よりも高いと

いう特徴があります。札幌市の取り組みとしては、平成２３年度から高齢者の低栄養予防

事業として、すこやか食育支援事業を札幌市食生活改善推進員協議会に委託し、介護予防

センターと連携して行っております。この指標につきましては、中間評価の調査で目標に

達していました現状地である中間評価時の値を目標値とし、今後、「現状維持」とするこ

ととしたいと考えます。 

 評価Ｄについてご説明いたします。 

 一つ目の「２０～６０歳代男性の肥満者の割合」は、計画策定時の数値から有意な増加

ではないものの、目標から遠ざかっていました。４０から６０歳代の男性の肥満者では、

ゆっくりよく噛んで食べていない割合が高くなっています。また、４０歳代の男性の肥満

者では１回の食事量を気にしないで食べたいだけ食べる人の割合が約４割と高くなってい
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ました。 

 二つ目の「２０歳代女性のやせの人の割合」は、計画策定時より約１．５倍ふえており

ました。各区保健センターでは、乳幼児健診に来所する保護者や、妊産婦教室の参加者へ

の啓発は行ってまいりましたが、それ以外の働く女性などへのアプローチが十分でない状

況です。 

 三つ目の「食塩の１日あたり平均摂取量」について、策定時は９．５グラムでしたが、

今回調査では９．８グラムでした。各区保健センターでは、さまざまな食育教室や減塩教

室などで減塩の食習慣について啓発を行ってまいりましたが、食塩摂取量は減っていない

状況です。 

 四つ目の「野菜の１日あたり平均摂取量」では、策定時は２９３グラムでしたが、今回

調査では５グラム減となっていました。各区保健センターでは、乳幼児健診や妊産婦教室、

さまざまな食育教室で野菜摂取の重要性や目標量について啓発を行ってまいりました。ま

た、当課では、８月を野菜摂取強化月間としてポスターや野菜レシピを作成し保育所や学

校、企業の社員食堂、スーパーなどに掲示、配布し啓発してきましたが、摂取量の増加に

は至りませんでした。平成２８年の国民健康・栄養調査でも２７６．５グラムと低い結果

となっています。 

 五つ目の「果物の１日あたり摂取量が１００ｇ未満の人の割合」につきまして、計画策

定時の数値より増加していました。果物の摂取は、国民健康・栄養調査でも、ここ数年は

６割前後の横ばいとなっております。性・年代別で差があり、男性より女性のほうが摂取

量は多く、男女ともに３０から４０歳代は摂取量が低くなっております。また、所得が低

い世帯ほど果物の摂取量が低いなど、所得との関連があることもわかっております。札幌

市として、果物の啓発は栄養バランスのとれた食事を啓発する中で行ってきています。 

 六つ目の「毎日朝食をとる小学５年生の割合」は、計画策定時より低くなっておりまし

た。子どもの朝食欠食は成長期に欠かせない栄養を十分にとれない可能性も考えられるこ

とから、学校だけでなく、家庭への啓発が重要と考えます。また、起床時間が遅いほど毎

日朝食を食べない子どもの割合が高いなど、生活リズムと朝食の関係も明らかになってお

ります。この指標につきましては、文部科学省の全国学力・学習状況調査が毎年実施され

ており、経年結果がわかることから、「毎日朝食をとる６年生の割合」とし、見直すこと

としたいと考えております。 

 Ｅの評価につきまして、「定期的に体重を量る人の割合」「主食、主菜、副菜を組み合

わせた食事をする人の割合」は、策定時調査が健康づくりに関する意識調査と異なり、総

務局広報部で行った市民アンケート調査を用いたため、比較ができず、判定はＥとしてお

ります。また、「毎日３回の食事をしている幼児の割合」は、策定時に現状値がなかった

ことから比較ができず、判定をＥとしております。 

 以上により見えてきた課題としましては、２０歳代から６０歳代男性の肥満の中でも、

４０歳代は３２．１％、５０歳代は４２．４％と肥満者の割合が高いこと、また、２０歳
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代女性の痩せの割合が高いことについても、栄養バランスのよい適切な量の食事をとるこ

となどを、社員食堂などを活用して働く世代へのアプローチを強化していく必要があると

考えております。また、野菜摂取、果物摂取につきましては、健康とのかかわりについて

理解を深めてもらう効果的な啓発を行うことが重要と考えます。 

 「栄養成分表示などを参考にする人の割合」は、おおむね目標に向かって推移している

Ｂ判定だったことからも、エネルギー、食塩、脂肪などの栄養成分表示を見る習慣を身に

つける人をふやす取り組みをさらに強化していくことが重要と考えます。 

○玉腰部会長 ちょっといいですか。 

 どの図を見ればいいか、どの表を見ればいいか、それをつけ加えながら話していただけ

ますか。 

 恐らく、最後は資料３にまとめがあったということはフォローできたのですが、中間評

価のどこを見ていいのか、途中わからなかったです。少し気をつけてお願いできれば思い

ます。 

○事務局（中野食育推進担当係長） 今ご説明しました内容は、素案の３２ページから３

８ページまでです。大変失礼いたしました。 

○玉腰部会長 また、今、参考資料１を見て指標を確認しているのですね。目標と評価を

比較して、しかも、時々、全国値を見ているという理解でいいですね。 

○事務局（石川健康推進担当課長） 基本的には、３２ページの表を見ながら説明させて

いただいております。 

○玉腰部会長 それでは、引き続き、お願いします。 

○事務局（八鍬職員） 続きまして、基本要素２「身体活動・運動」についてご説明させ

ていただきます。 

 中間評価素案は３９ページからとなります。 

 まず、成果指標の達成状況としましては、Ａが四つ、Ｄが二つ、Ｅが六つでした。 

 「運動習慣のある人の割合」は、１回３０分以上の運動を週に２回以上行い、１年以上

持続している人と定義しておりますが、男性では有意な増加が見られ、評価はＡでした。

女性では、有意な変化は見られませんでしたが、策定時の値より減少しており、評価はＤ

でした。 

 ここで、図表２－２をごらんください。 

 特に、６０から７０代と比べ、２０から５０代での割合が低く、女性では３０から５０

代にて策定時より減少していることが特徴的でした。 

 次に、４１ページの図表２－３をごらんください。 

 こちらは、運動習慣と高血圧、脂質異常、糖尿病との関係について示したグラフになっ

ております。健診で、高血圧、脂質異常、糖尿病のいずれかの指摘を受けた人で、「運動

を週に３回以上している」「週に１回から２回している」と回答した割合は、男女ともに

６０・７０代が高くなっており、特に４０・５０代の「ほとんどしていない」の割合が高
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い傾向がありました。 

 次に、４２ページ図表２－６をごらんください。 

 職業別に見ると、運動をほとんどしていない理由としては、仕事についている人では「時

間に余裕がないから」が最も多く、主婦や無職では「めんどうだから」が最も多い状況で

した。 

 ここで、ページが戻りまして、４１ページの図表２－４をごらんください。 

 この図は、運動習慣と主観的健康観、これは自分の健康状態をどう思うかということを

指していますが、この関係について示しております。見てみますと、全年代において、運

動習慣のある人のほうが主観的健康観が高い人が多い傾向がありました。 

 次に、４３ページをごらんください。 

 「意識的に運動している１５歳以上の人の割合」ですが、これは運動を「週に３回以上

している」及び「週に１～２回している」と回答した人を指します。これは、男性では有

意な増加が見られ、女性では有意な変化は見られませんでしたが、ともに策定時より増加

しており、評価はＡでした。 

 ここで、資料２３目標値の見直しの３「意識的に運動している１５歳以上の人の割合」

は、３番のところに記載があります。 

 男性の目標値が５５％を超えているため、国の中間評価を参考に、平成１８年、２４年、

２９年の過去３回分のデータをもとに回帰分析を行った結果、新しい目標値を６１％と設

定したいと考えております。 

 それでは、資料４の中間評価素案、４３ページの中段に戻ります。 

 「外出に積極的な６０歳以上の人の割合」については、男女ともに有意な変化は見られ

ませんでしたが、男性は策定時の値より増加しており、評価はＡでした。女性は、特に６

０代で減少しており、評価はＥでした。 

 次に、４４ページをごらんください。 

 一番上の「１５歳以上の人の１日あたりの歩数」及び「７０歳以上の人の１日あたりの

歩数」についてですが、厚労省から提供を受けた札幌市分のデータにより算出したところ、

男女ともに策定時より減少しておりました。このデータは、札幌市分の母数が男性では５

１人、女性では６４人と少なく、単純に比較評価ができないことから、評価はＥとしてお

ります。 

 ここで、資料２を最後ごらんください。 

 ２の既存指標の見直しの３番と４番をごらんください。 

 歩数につきましては、今後、意識調査で把握が可能である「日常生活における１日あた

りの歩行時間」に指標を変更したいと考えております。目標値は、現在の目標値の歩数を

厚労省の示す、成人では１,０００歩当たり１０分、７０歳以上の高齢者では１,３００歩

当たり１５分で換算し、成人男性では９０分、成人女性では８０分、７０歳以上男性及び

女性では７０分と設定したいと考えております。 
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 再度、素案の４０ページに戻ります。 

 ポツの二つ目の「ロコモティブシンドロームを知っている人の割合」についてですが、

今回調査からの新規項目になりますので、評価ができないということでＥとしております。

全国値と比べて低い状況ですが、年代が高くなるにつれて認知度は高くなっています。 

 最後に、資料２を再度ごらんください。 

 ２番の既存指標の見直しの２、「運動やスポーツを習慣的にしている小学５年生の割合」

についてです。 

 国の調査の調査項目の変更により、札幌市分の中間評価時の値が不明であることから、

評価はＥとしております。国の健康日本２１（第二次）中間評価においては、「体育の時

間を除く１週間の総運動時間が６０分未満の児童の割合（小学５年生）」を新規指標に設

定していることから、札幌市としても同じ指標に変更し、目標値も国に合わせて「減らす」

としたいと考えております。 

 以上より見えてきた課題ですが、資料３をごらんください。 

 ６０代から７０代と比べ、２０代から５０代の運動習慣のある人の割合が低く、特に女

性の割合が減少している状況です。これまで、身近な健康づくりであるウオーキングの推

進を重視し取り組んでまいりました。取り組みの一つである市民交流ウオーキング大会で

は、大会に従事するボランティアの養成から始まり、１０年間にわたって開催してきまし

た。この大会の参加者は約８割が６５歳以上の高齢者であったことから、ウオーキングの

推進が、高齢者の運動の習慣化に一定の効果があったと考えております。 

 また、若い世代への取り組みとしましては、ＳＮＳを活用したダイエットモニターの取

組や健康情報の発信などを行ってきましたが、運動を継続するまでには至らなかったと考

えております。 

 今後は、働き盛り世代や女性をターゲットとした運動を継続できる効果的な取り組みを

検証し、実施していく必要があると考えます。 

 以上です。 

○事務局（原職員） 続きまして、基本要素３「休養」についてご説明させていただきま

す。 

 資料４の４５ページからご説明させていただきたいと思います。 

 まず、４５ページの一番上にある成果指標の達成状況としましては、Ａが一つ、Ｄが二

つでした。 

 Ａにつきましては、４８ページの図３－６をごらんいただきたいのですが、「悩みを相

談する人がいない人の割合」では、有意な減少が見られ、評価はＡでした。 

 評価がＥだったものにつきましては、４５ページの図３－１ですが、「睡眠により疲労

がとれない人の割合」は増加しておりまして、評価はでＤでした。特に、男性では３０代

から５０代で３割を超え、女性では４０代から５０代で４割を超えておりました。また、

４７ページの図３－４をごらんいただきたいのですが、「ストレスを感じている人の割合」
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も増加しておりまして、評価はＤでした。男性は２０代から３０代で８割を超え、女性は

２０代から５０代までで８割を超えておりました。 

 このような結果から、４６ページの図３－２を見ていただきたいのですが、睡眠により

疲労がとれていないと回答した人は、睡眠により疲労がとれていると回答した人に比べる

と、健康状態についてよくないと回答する割合が高いことがわかりました。睡眠時間につ

きましては、図表３－３にありますが、男性は５０代の睡眠時間が短い傾向にあり、女性

については四、五十代で短い傾向にありました。 

 また、健康状態がよくないと回答した人の中には、６割以上がストレスが「おおいにあ

る」と回答していました。 

 以上より見えてきた課題としましては、２０代から５０代の働き盛り世代、家事や育児

を担っている世代について、睡眠時間などの休養をとる時間や、先ほどの運動習慣の説明

の中にもあったように、ストレス解消の手段の一つである運動をする時間等の確保が難し

く、疲労感やストレスが蓄積している状況が推測されました。 

 これまでも、休養に関連する健康教育や医師などの専門家による相談、ゲートキーパー

の養成研修などの実施のほか、ウェブサイトを活用した周知等も行っており、悩みを相談

する人がいない人の割合の減少などに一定の効果があったものと考えます。 

 一方で、ストレスを感じる割合や睡眠により疲労がとれない人の割合は増加し、これは、

さきに報告いたしました基本要素２の「身体活動・運動」とターゲットとする世代が重な

るため、今後は、ストレスや疲労の解消につながる運動の取り組みと連動したストレス対

策を検討していく必要があると考えております。 

○荒木委員 データで教えてほしいところがあります。 

 ４６ページの図表３－３は、向かって左が男性、右が女性と捉えていいですか。 

○事務局（八鍬職員） 後ほど確認いたします。 

○荒木委員 もう一つですが、図表３－４のストレスを感じている人の割合は、その下の

図表３－５にあるストレスの状態で、「おおいにある」と回答した人の割合になるのでし

ょうか。 

○事務局（八鍬職員） 図表３－４のストレスを感じている人は、「おおいにある」と「多

少ある」の二つの割合になります。 

○荒木委員 わかりました。 

○事務局（原職員） 続きまして、４１ページの基本要素４「飲酒」についてご説明させ

ていただきます。 

 成果指標の達成状況としましては、Ａが二つ、Ｅが二つでした。 

 評価Ａにつきましては、５０ページの図表４－２をごらんください。 

 「未成年の飲酒の割合」「妊婦の飲酒の割合」は、計画策定時に比べると減少しており、

評価はＡでした。 

 次に、４９ページの表４－１をごらんください。 
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 「成人の多量飲酒者」とは、平均して１日に純アルコール６０グラム以上飲んでいる人、

日本酒３合以上、ビール５００ミリリットル３缶以上に相当と定義しておりますが、この

評価はＥとなっています。これにつきましては、計画時と中間評価時で設問の違いにより

比較ができないことから、評価はＥとなっています。ただ、この中で年代別に見ますと、

男性では５０代、女性では２０代がほかの年代に比べて高い傾向にあることが特徴的でし

た。 

 ここで、資料２を見ていただいて、指標についてご説明したいと思います。 

 資料２の２の既存指標の５の飲酒の部分をごらんください。 

 多量飲酒者の指標については、１次計画の「減らす」という目標は達成しておりました

が、第２次計画策定時には、引き続き循環器疾患やがんなどを引き起こす要因となるため、

指標として継続することとしておりました。しかしながら、国の健康日本２１（第二次）

では、男女差や研究結果などを踏まえ、生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者

の割合に国では変更しております。 

 札幌市としても、今後、生活習慣病の予防の視点で適切な飲酒量を広く啓発していくこ

とが重要と考え、国と同様の生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合、こ

ちらの定義としましては、１日の平均アルコール摂取量、男性４０グラム以上、女性２０

グラム以上に変更したいと考えております。 

 なお、この指標における中間評価時の値は、設問が異なるため、算出できないことから、

目標値は健康日本２１（第二次）の値を踏襲し、男性１３％、女性は６．４％といたしま

す。 

 それでは、以上、見えてきた課題について少しお話しさせていただきます。 

 これまで、飲酒の健康への影響の周知については、健康教育や健康相談、小・中学校を

対象とした思春期ヘルスケア事業などを通じ、啓発を行ってきており、多量飲酒者につい

ては、相談支援や自助グループの活動への支援などを行ってまいりました。 

 今後は、多量飲酒者の多い５０代男性及び２０代女性への啓発を強化するとともに、ほ

かの生活習慣病予防の取り組みとあわせて、適正な飲酒量の啓発を進めていきたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

○事務局（筒井母子保健係長） 続きまして、基本要素５「喫煙」についてご説明させて

いただきます。 

 素案の５１ページをごらんください。 

 成果指標の達成状況としましては、Ａが三つ、Ｂが三つ、Ｃが一つ、Ｅが六つとなって

おります。 

 指標一番上の「成人の喫煙率」についてですが、男性では有意に減少しており、評価は

Ｂとなっております。女性では、有意な変化は見られませんでしたが、策定時の値よりや

や減少しており、評価はＣでした。 
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 年代別に見ますと、５２ページの図表５－２にありますとおり、男性では３０代から５

０代、女性では４０代から５０代で「毎日吸っている」割合が高い傾向がありました。ま

た、禁煙の意向について見てみると、５３ページの図表５－４のとおり、男性に比べ女性

の方が「すぐにでもやめたい」と回答した割合が高い傾向にありました。 

 ５１ページの指標に戻っていただきまして、上から三つ目の「ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺

疾患）を知っている人の割合」についてですが、今回調査からの新規項目であるため、評

価はＥとしておりますが、知っていると回答した割合は、５４ページの図表５－５にある

とおり、全国値の２５．５％と比べ全ての年代で高く、４０代を除き女性が高いという傾

向がありました。 

 ５１ページの指標に戻っていただきまして、「未成年者の喫煙率」についてですが、策

定時の値より減少しており、評価はＢです。また、その下の「妊婦の喫煙率」については、

有意に減少しており、評価はＡとなっております。あわせて、「妊婦の受動喫煙に配慮す

る人の割合」「育児期間に受動喫煙に配慮する人の割合」についても有意に増加しており、

評価はＡでした。 

 なお、この２項目の計画策定時の値が上段、下段で二つ記載されておりますが、下段に

記載させていただいている策定値と今回の中間評価時の値を比べて評価しております。 

 計画策定時の上段の値は、平成２４年実施の市民意識調査における該当項目の全数を分

母として出しておりましたが、今回の中間評価では、分母を全数から吸っている人がいた

が配慮していた、吸っている人がいたが配慮していなかったという項目の回答があったも

のとして中間評価時の値としており、それと同じ方法で出したものが下段の値となります。 

 次に、５１ページの上から二つ目の指標の「受動喫煙の機会を有する人の割合」につい

てですが、こちらも今回調査からの新規項目であるため、評価はＥとしております。 

 ５６ページの図表５－１０ですが、受動喫煙の機会として最も多かったのは「飲食店」

になります。その頻度の割合は「月に１回程度」が高く、一方で、「家庭」においての受

動喫煙は「ほぼ毎日」の割合が高い傾向にありました。 

 最後に、資料３に記載している課題ですが、女性の喫煙率が全国値と比べて高いという

こと、家庭における受動喫煙の割合が比較的高いということが挙げられます。これまで、

世界禁煙デーに合わせた各区におけるパネル展の開催、母子手帳交付時のリーフレットの

配布、小・中学生対象の健康教育、さっぽろＭＵ煙デーの制定等を通じまして、禁煙や受

動喫煙防止の普及啓発に努めてまいりました。 

 現在、望まない受動喫煙をなくす、受動喫煙による健康被害が大きい子どもや患者など

に配慮、施設の類型・場所ごとの対策を実施という三つの趣旨で健康増進法の改正が予定

されております。改正法案はまだ可決されておりませんが、法の趣旨を踏まえて、今後も

妊婦や子どもをたばこの煙から守るよう、普及啓発を強化し、市民の受動喫煙防止や禁煙

の意識の醸成を図ってまいりたいと考えております。 

○事務局（檜田歯科保健担当係長） 続きまして、基本要素６「歯・口腔の健康」につい
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てご説明させていただきます。 

 素案の５７ページとなります。 

 成果指標の達成状況としましては、Ａが三つ、Ｄが二つ、Ｅが一つでした。 

 「むし歯のない３歳児の割合」「むし歯のない１２歳児の割合」は増加しており、評価

はＡでした。平成２７年度に健康寿命に関する包括的協定を締結し、その取り組みといた

しまして、企業からの提供により、３歳児歯科健診時にむし歯予防に効果のあるフッ化物

入り歯磨剤やリーフレットの配布を行い、普及啓発を強化してまいりました。 

 次に、「６０歳で２４本以上歯を有する人の割合」は増加し、目標値の７０％を達成し、

評価はＡでした。目標値につきましては、平成２９年３月に策定しました札幌市生涯歯科

口腔保健推進計画の目標値と合わせて９０％とする予定です。 

 平成２７年度１０月から歯周病検診の対象者に個別通知、受診券を発送し、受診率が計

画策定時の０．８％から３．９％に現在は上昇しているところです。 

 「４０歳で歯周炎を有する人の割合」「６０歳で歯周炎を有する人の割合」は、いずれ

も増加し、評価はＤでした。 

 平成２８年度に実施した厚生労働省の歯科疾患実態調査という５年に１回調査している

ものですが、前回調査時（Ｈ２３年度）に比べ、４０歳、６０歳の歯周炎の割合が増加し

ており、歯の残数の増加による影響にも留意が必要であるとしており、本市においても同

様のことが考えられます。 

 次に、資料の５８ページに戻りますが、前回の委員会でご意見がありました過去１年間

の歯科健診の受診状況を性別・年代別に見ますと、２０代以降では男性よりも女性のほう

が受診した割合が高かったことがわかりました。また、男性は２０代から５０代の受診者

が５割未満であり、また、全体として２０代の受診率が最も低く、男女合わせて４１．２％

でした。全体といたしましては、定期的に歯科健診を受ける人の割合が前計画の最終評価

の５０．８％から５３．７％と上昇しております。 

 次に、５９ページになりますが、「７０歳代で咀嚼良好者の割合」は６６．３％でした。

これを健康状態別に見ますと、「よい」「まあよい」では「何でも噛んで食べることがで

きる」が７割を超えていました。健康状態が「あまりよくない」「よくない」では「一部

噛めない食べ物がある」の割合が高くなり、「よくない」では「噛めない食べ物が多い」

が８．３％になっておりました。こちらにつきましては、今回からの新規調査の項目であ

るため、評価はＥです。 

 最後に、中間評価には記載しておりませんが、６０歳以上の外出とそしゃくの関係につ

いてクロス集計をしてみたところ、自分から積極的に外出する人は、「何でも噛んで食べ

ることができる」が有意に高い傾向がわかりました。 

 見えてきた課題といたしましては、自分の歯を有する人がふえている一方、歯周炎の有

病率が増加しているため、自分の歯が健全な状態や機能を維持するためにセルフケアや定

期的な歯科健診が普及するような取り組みを強化していく必要があると考え、平成２９年
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３月に策定いたしました札幌市生涯歯科口腔保健推進計画に基づき取り組みを進めてまい

りたいと考えております。 

 以上です。 

○事務局（荒戸健康推進係長） 続きまして、基本要素７「健康行動」についてご説明さ

せていただきます。 

 素案の６０ページとなります。 

 一番上の成果指標の達成状況としましては、Ａが七つ、Ｂが一つ、Ｃが四つ、Ｄが四つ

でした。 

 その下の「がん検診受診率」については、男性ではいずれも目標値を達成していますが、

女性特有のがんである子宮がんについては、策定時の値より増加しておりますが、目標値

に向けて改善がややおくれており、評価はＣでした。また、「乳がん」については、策定

時の値より減少しており、評価はＤでした。乳がんに関しては、無料クーポン券の利用が

策定時の約２万人から中間評価時（平成２８年）は３分の１ぐらいに国の補助対象が絞ら

れておりまして、このことも影響していると考えられるところです。 

 目標値につきましては、男性は目標値を超えていますが、男女を合わせた受診率として

は、資料にはございませんけれども、平成２８年度は、胃がんで３８．９％、肺がんで３

８．５％、大腸がんで３８．２％、男女を合わせるとそういう状況ですので、女性との相

対で受診率の推移を評価することとし、札幌市がん対策推進プランとそろえて、目標値は

変更せずに４０％としたいと考えております。 

 その下ですが、「特定健康診査実施率」「特定保健指導実施率」については、策定時の

値より増加しておりますが、目標値に向けては改善がややおくれており、評価はＣでした。 

 この目標値については、平成２９年度までの数値となっております。 

 資料２をごらんください。 

 下段の３の目標値の見直しの５番と６番の健康行動というところですが、こちらにつき

まして、札幌市国民健康保険保健事業プラン２０１８にて定めている特定健診受診率が３

１．０％、特定保健指導実施率は２３．０％ということで、こちらに合わせて再設定させ

ていただければと考えております。 

 素案の６０ページに戻っていただきまして、「かかりつけ小児科医がいる子どもの割合」

については、評価はＤとなっておりますが、国のすこやか親子２１で、健康行動の指標と

して挙げられている項目となりますため、指標は変更せず、引き続き乳幼児健診等の機会

を通して周知してまいります。 

 ６２ページの下段の図表７－４でございます。 

 「麻しん・風しん混合ワクチンの第Ⅱ期予防接種率」については、策定時の値より減少

しており、評価はＤでした。年次推移を見ますと、平成２４年度の９３．０％以降、緩や

かに減少しています。全国的に見ても、定期予防接種の中で接種率が低い状況であること

から、目標値は引き続き国と同じ９５％とし、推移を見て評価したいと考えております。 
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 ６３ページの上段の「ＨＩＶ感染者届出数のうち、発病してからの届出数の割合」につ

いては、策定時の値より減少しており、評価はＡでした。この割合の母数は、ＨＩＶ感染

届け出時にまだエイズを発症していないＨＩＶ感染者と既に発症しているエイズ患者を足

した数となりますが、母数が少なく、年度によって変動が大きいという特徴があります。

よって、既に目標値を達成しておりますが、年次の推移を見て評価していく必要があるた

め、目標値は引き続き他都市平均の３０．９％としたいと考えます。 

 続きまして、６３ページの一番下の図７－７ですが、「インフルエンザ予防接種を受け

た６５歳以上の人の割合」については、策定時の値より減少しており、評価はＤでした。

平成２９年度の状況としましては、国が年度途中でワクチン製株を変更したことにより、

供給のおくれが生じた影響があると考えております。 

 前回の中間評価委員会でご意見いただきました肺炎球菌ワクチン、日本脳炎ワクチンの

予防接種率についてですが、肺炎球菌ワクチンにつきましては、平成２６年度から今年度

までに広く接種機会の提供を図るため、６５歳から１００歳までの５歳刻みを対象者とし

てきましたが、来年度からは本来の６５歳のみを対象者とすることとしております。また、

既存の数値とは対象者が異なり、指標の比較が難しいことから、今回の中間評価では指標

とはしないことと考えております。 

 また、日本脳炎ワクチンにつきましては、接種者数に特例接種者が含まれており、接種

対象者の設定が困難なことから、指標とはしないと考えております。 

 以上より見えてきた課題ですが、資料３をごらんください。 

 女性特有のがんである、子宮がん、乳がんの検診受診率が低い状況についてです。 

 こちらにつきましては、子宮がん・乳がんの国が定める対象へ無料クーポンを送付し、

未利用者には勧奨することで対策を講じてまいりました。今後は、札幌市がん対策推進プ

ランに基づき、がんに関する正しい知識の更なる普及啓発に力を入れていくほか、がん対

策認定企業制度を通じて、企業のがん検診導入を促進する取り組みや、乳がん検診へ超音

波検査の導入の検討を行っていくなど、受診率向上に向けて取り組みを行ってまいります。 

 次に、麻しん・風しん混合ワクチンの第Ⅱ期予防接種率の向上につきましては、接種漏

れを防ぐために、対象者への個別通知や就学前健診でのチラシ配布などの取り組みを継続

し、強化を図ってまいります。 

 次に、６５歳以上のインフルエンザ予防接種率の向上については、対象となる市民が接

種機会を適切にとらえられるよう、接種時期に合わせて、リーフレットやポスターなどで

周知を図るなど、取り組みを継続してまいります。 

 以上です。 

○事務局（筒井母子保健係長） 続きまして、「親子の健康」についてご説明させていた

だきます。 

 中間評価素案の６４ページをごらんください。 

 成果指標の達成状況としましては、Ａが四つ、Ｂが一つ、Ｃが二つ、Ｄが五つ、Ｅが五
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つでした。 

 まず、安心・安全な妊娠、出産に向けての項目となる未受診妊婦の減少の指標となる上

から二つ目の指標、「妊婦一般健康診査の受診率（１回目）」ですが、里帰り出産のため、

市外、道外の医療機関において妊婦健診を受診する妊婦がいることから、１回目の受診率

を１００％とすることは難しく、評価はＤとなっております。 

 資料２をごらんください。 

 資料２の２の既存指標の見直しの６と７に記載しておりますが、未受診妊婦については、

全国共通の定義がないため、現在の指標としている「妊娠届出１１週以下」の率と「妊婦

一般健康診査の受診率（１回目）」を北海道が見受診妊婦の定義としています「初診が妊

娠２１週以降の届出数」に変更し、目標を現在値の１６８から「減らす」としたいと考え

ております。 

 資料４の６４ページにお戻りいただきまして、上から三つ目の指標の子どものすこやか

な成長への支援に向けての成果指標ですが、まず「子育てに自信が持てない母親の割合」

は大幅に減少しましたけれども、前回調査と異なる質問内容であるため、評価Ｅとなって

おります。 

 ６５ページの図表８－１にありますように、育児の自信に関して、虐待の意識の有無別

に見てみますと、虐待していると思うことが「ある」親は、「ない」親よりも「だいたい

自信が持てない」「いつも自信が持てない」と回答した割合が高い傾向にありました。目

標につきましては、前回調査と設問内容が若干異なるため、比較できないことから、「減

らす」と変更し、今後も引き続き妊婦支援相談事業や初妊婦訪問事業、産後のメンタル支

援対策事業等から、支援が必要な妊産婦を早期に把握し、継続した支援の充実に努めてま

いります。 

 ６４ページの指標ですが、上から五つ目の「産後うつ病のリスクのある産婦の割合」は、

評価Ｄとなっております。これは、乳児家庭全戸訪問の際に実施しているエジンバラ産後

鬱病質問票の実施結果が９点以上であった産婦の割合としています。９点以上を産後鬱病

としてスクリーニングしているものです。産後鬱病は、産婦の５から１０％と一定程度の

割合で発症するとも言われていることから、安心して育児できる母親を増やす指標として

は、本指標より、産後鬱病のリスクがある産婦を早期に把握し、適切な支援に結びついた

数とするのが適当と判断し、指標を「育児支援ネットワーク事業を活用した医療機関数」

に改めたいと考えておりますが、詳細につきましては、後ほどご説明いたします。 

 さらに、「安心して育児ができる母親の増加」の項目の新たな指標として、資料２の１

の新規指標設定に記載しておりますが、「育児期間に受動喫煙に配慮する人の割合」を追

加する予定です。この指標は、基本要素の「喫煙」でも挙げられておりますが、追加の目

的は、現在予定されている改正健康増進法の受動喫煙による健康被害が大きい子どもや患

者等に配慮するという趣旨を踏まえたもので、安心して育児するためには親子の健康への

支援のみならず、子育て環境の整備も重要であると考えたことによるものです。 
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 素案の６４ページにお戻りください。 

 上から七つ目の指標となる「心配蘇生法を知っている親の割合」ですが、策定時に比べ

減少しており、評価Ｄとなっております。こちらは、今後も育児教室等で実技紹介を取り

入れるなど、取り組みを工夫しながら、引き続き目標値を目指してまいります。 

 同じく６４ページの下から三つ目の「乳幼児揺さぶられ症候群の危険について知ってい

る乳児を育てる親の割合」につきましては、策定時の値がないため、評価Ｅとなっており

ますが、引き続き知識の普及啓発を行います。 

 また、下から二つ目の指標の「虐待をしていると思うことがある親の割合」についてで

す。これは、前回より増加傾向にありますが、評価はＥとなっております。その理由とし

ましては、今回の調査では、前回調査とは異なり、虐待の例を示した設問としており、単

純に比較できないためです。 

 また、親子の健康においては、児童虐待の予防の視点が大変重要でありますことから、

このたびの中間評価では、６６ページ、６７ページの図表８－３から８－５にもあります

ように、虐待に対しての意識の有無でそれぞれの調査項目を分析しております。その結果、

「虐待の意識のある親」は「ない親」に比べて有意に子育てに自信が持てない、心配事が

多い、事故防止の意識が低いということがわかりました。また、「虐待の意識のある親」

は「ない親」に比べて育児に関する悩みごとの相談先として、配偶者や親などの家族や友

人、知人といった身近な人を挙げた割合が有意に低くなっており、親の孤立をうかがわせ

る結果となりました。 

 このようなことから、今後も児童虐待予防を念頭に、乳幼児健診や家庭訪問等を通じ、

保護者のさまざまな困り事、心配事に耳を傾け、寄り添いながら相談支援を行ってまいり

たいと考えております。 

 また、目標については、各年代において「減らす」と変更予定です。 

 ６４ページの指標に戻りますけれども、一番下の児童虐待予防の指標の一つである「児

童相談所の虐待受理件数」につきましては、児童虐待に関する市民の認知度の向上により

潜在化していたものが表面化し増加しているという側面がありますことから、指標として

は変更すべきと考えています。 

 再度、資料２をごらんいただきたいのですが、新たな指標としまして、先ほども述べま

したけれども、「育児支援ネットワーク事業を活用した医療機関数」としたいと考えてお

ります。 

 医療機関とのネットワーク構築をさらに強化していくことにより、児童虐待のリスクを

有する親子の情報を医療機関と行政が速やかに共有することで、支援が必要な対象を早期

に把握し、双方向からの適切な支援が可能となります。このネットワーク事業により、既

に連携している医療機関としては、産科、小児科の６３カ所となっておりますが、今後は、

産後鬱病など産後のメンタルヘルスの強化を図るため、精神科医療機関とのネットワーク

の構築を目指し、目標を８６カ所として取り組んでいく予定です。 
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 素案の６５ページをごらんください。 

 次に、思春期の心と体の健康づくりの成果指標の一つの「１０歳代の人工妊娠中絶実施

率」になりますけれども、評価はＡとなっております。依然として、札幌市は、全国値の

平成２８年度５．０％を上回る状況が続いています。１０歳代の人工妊娠中絶は生涯にお

ける心身の健康にも大きな影響を及ぼすおそれがありますことから、今後も正しい性知識

や避妊法等の普及啓発を行い、望まない妊娠の減少を目指す必要があると考えます。目標

は達成しておりますが、目標を「減らす」とし、引き続き取り組んでまいります。 

 同じく、６５ページの下から二つ目の指標の「性行動と性感染症の関連について正しい

知識を持つ人の割合（１６～１９歳）」についてですが、前回策定時の値がないため、評

価Ｅとなっております。 

 指標を「性感染症と予防行動について正しい知識を持つ人の割合」と表現を変更し、最

終評価で今回の値と比較し評価いたしますが、１０歳代の性感染症罹患率は全国と比べて

高い状況が続いておりますので、目標値を「増やす」とし、若い世代へ正しい知識の普及

啓発を継続してまいります。 

 資料３にある課題に移りますが、７番目の親子の健康の項目につきましては、児童虐待

の予防が大変重要であり、このたびの中間評価からも、虐待をしていると思う親が一定数

いるということが明らかとなりました。さらに、虐待意識のある親はない親に比べて、育

児に自信が持てない、心配事が多い、事故防止の意識が低いなどの傾向にあることがわか

りました。近年、核家族化や地域との関係の希薄化から、孤立しがちな親が増加し、身近

に相談できる相手がいないこと等が育児不安の要因の一つとなっています。今後も医療機

関等との連携を強化し、妊娠期から育児期まで切れ目のないネットワークを構築するとと

もに一人一人の親に寄り添い、全ての子どもの健やかな成長への支援に努めてまいります。 

 以上です。 

○事務局（荒戸健康推進係長） 続きまして、６９ページの全基本要素取組結果に対する

総合的な成果指標についてご説明させていただきます。 

 一番上の成果指標の達成状況としましては、Ａが八つ、Ｃが二つ、Ｄが二つでした。 

 その下の表の一番上、「７５歳未満のがん年齢調整死亡率」については、策定時の値よ

り減少しており、評価はＡでした。 

 この目標値は、平成２９年度までとしておりましたので、新たな目標値として、資料２

の一番下の項目ですが、７５歳未満のがん年齢調整死亡率ということで、目標値を７０．

３％としています。こちらについては、個別計画である札幌市がん対策推進プランで定め

て目標値に設定したいと考えております。 

 素案の６９ページに戻っていただきまして、上から二つ目の表の項目の「脳血管疾患の

年齢調整死亡率」については、男性、女性ともに策定時の値より減少しており、特に、女

性では目標値を達成しております。また、「虚血性心疾患の年齢調整死亡率」についても、

男性、女性ともに減少しており、特に男性では目標値を達成しております。国の健康日本
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２１(第二次)の中間評価でも同様に目標値を達成している状況ですが、これらの疾患の危

険因子とされる高血圧、脂質異常症、喫煙、糖尿病の目標が全て達成されていないことか

ら、年齢調整死亡率の減少が予防対策のみによるものではないと判断し、引き続き現状を

維持することを目標としております。札幌市としても、国と同じく現状を維持することを

新たな目標として定めたいと考えます。 

 続きまして、「過去１年間に検診で血中の脂質異常と指摘を受けた人の割合」になりま

す。 

 次の７０ページの上の図表９－１をごらんください。 

 男性では、策定時の減少しておりますが、有意な変化は見られず、評価はＣでした。女

性では、有意な変化は見られませんでしたが、策定時の値より増加しており、評価はＤで

した。年代別に見ますと、女性では４０代で８４．０％と最も高く、５０代以降も７０％

以上となっておりました。 

 続きまして、「過去１年間に検診で糖尿病と指摘を受けた人の割合」についてです。 

 ７０ページの下の図表９－１をごらんください。 

 男性、女性ともに有意な変化は見られませんでしたが、策定時の値より減少しており、

評価は男性でＤ、女性でＣでありました。特に男性では３０代以降から年齢が高くなるに

つれて割合が高くなる傾向がありました。 

 続きまして、７１ページ上段の図表９－３をごらんください。 

 健診で高血圧、血中の脂質異常、糖尿病と指摘を受けた人の主観的健康観の関係を見て

みますと、７０代を除き、全年代においていずれかの指摘を受けた人は、全体と比べて主

観的健康観が低い人が多い傾向がありました。 

 以上より見えてきた課題としましては、資料３ですが、がんや脳血管疾患、虚血性心疾

患の年齢調整死亡率など、生活習慣に起因する疾患の死亡率の減少は、全国と同様、危険

因子となる脂質異常や糖尿病については目標達成に向けておくれている状況です。特に、

３０代、４０代の働き盛り世代で脂質異常や糖尿病などの指摘を受ける人が増加傾向にあ

ることから、企業等と連携し、生活習慣の改善に向けた健康行動に取り組むきっかけづく

りや健康行動の習慣化が必要と考えます。これまで、幅広い世代を対象として、各区にお

ける健康イベントの開催や生活習慣病の予防をテーマとした健康教育の実施等による普及

啓発を企業や関係機関等と連携し、行ってまいりましたが、参加者の約７割が６５歳以上

の高齢者であり、比較的健康に対する関心が高い層の参加が多かったと推測されます。 

 今後につきましては、仕事や生活に忙しく、健康行動に取り組むことが難しい働き盛り

世代や、健康に対する関心が低い若者を対象とした、健康に対する意識を向上させる取り

組みが必要と考えます。 

 続きまして、７２ページをごらんください。 

 ソーシャルキャピタルに関する成果指標についてご説明させていただきます。 

 上段の成果指標の達成状況は、Ｄが二つ、Ｅが一つでした。「お互いに助け合っている
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と思う市民の割合」については、図表１０－１にあるとおり、評価がＥとなっておりまし

て、２０代、４０代を除くその他の年代で男性より女性の方の割合が高い傾向がございま

した。 

 続きまして、「地域活動等に参加している６０歳以上の人の割合」については、７２ペ

ージの上段の表ですが、男性、女性ともに有意な変化は見られませんでしたが、策定時よ

りも値が減少しており、評価はＤでした。特に、６０代では男性の割合が低く、７０代で

は女性の割合が低い傾向がありました。 

 一方で、男女ともに６０代は仕事をしている割合に増加が見られました。また、外出に

積極的な６０歳以上の人の割合では、男性に増加が見られたところです。 

 また、地域活動等への参加と運動習慣、職業との関係を見てみると、地域活動に参加し

ている者は、男性、女性ともに運動習慣があると回答した割合が高い傾向にありました。 

 「お互いに助け合っていると思う市民の割合」と主観的健康観の関係を見てみると、７

３ページの上の図ですが、「お互いに助け合っていると思う」人では、主観的健康観が高

い傾向がありました。 

 以上より見えてきた課題としましては、全国と比較して、お互いに助け合っていると思

う市民の割合、地域活動等に参加している６０歳以上の人の割合が低い現状ですが、就労

者や外出に積極的な男性の増加は見られており、地域活動等だけでない社会参加の場の広

がりは想定されるところです。これまで、地域で健康づくり活動を進める健康づくりリー

ダーの養成や各区における健康づくりの自主活動グループの活動支援やネットワーク化を

進め、住民主体の健康づくり活動の活性化を進めてまいりましたが、担い手の高齢化に伴

い、活動の継続が困難となり、ネットワークも縮小している現状があります。また、平成

２８年度に札幌市が実施した社会参加に関する市民意識調査では、地域活動等をしていな

い理由として、「体力・健康面の不安」が最も多いという結果が出ています。 

 これらのことから、高齢になる前にできるだけ生活習慣病を予防するため、働く世代か

らの取り組みを行うことにより、高齢になっても社会参加が可能な心身状態を維持するこ

とが大切と考えます。 

 また、互いに助け合っていると思う市民ほど主観的健康観が高い傾向にあったことから、

引き続き、健康に関する専門知識を有する健康づくりサポーターの派遣により、サポータ

ーとしての社会活動の場の提供のほか、仲間と健康づくりに取り組むグループや団体等へ

の支援を行っていきたいと考えております。 

 以上、基本要素ごとに見えてきた課題についてご報告をさせていただきました。 

○玉腰部会長 どうもありがとうございました。 

 大変な作業だったと思いますが、委員の皆様もそしゃくするのにかなりお疲れのことと

思います。 

 残っている時間が余り十分にはありませんが、最初から要素ごとに確認したいと思いま

す。 
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 まず最初の「栄養・食生活」について、委員の皆様からお気づきの点やご問、ご意見な

どはありますか。 

○宮崎委員 感想になってしまうと思いますが、今、私は職域を中心に活動していて、「栄

養・食生活」のところもそうですし、それ以外にも働く世代に対する支援というところの

課題が出てきています。今まで５年間やってきた働く世代への取り組みの現状も見えなく

て、だからどうだったかという働く世代に対して何をやってきたのか。 

 また、いろいろなイベントをしても、来てくれるのは高齢者がほとんどで、そこに余り

アプローチできなかったということもあったのですが、そこをもう少し分析して、次のさ

らなる対策にする評価としてはちょっと弱いと思います。 

 私も具体的にどうやって職域との連携を推進するのか、具体の考えはないのですが、企

業とか健康保険組合とかいろいろな団体などにこの実態をお知らせしながら、それぞれの

立場で普及啓発をしてもらうという感じだと思いますが、何となくターゲットとする世代

はそこだというところが見えてきたので、そこはどんなふうに考えていかなければいけな

いのか、職域への取り組みなども含めてお知らせしていただきたいと思いました。 

○事務局（石川健康推進担当課長） 今までは、どうしても高齢者中心になっていました

ので、協会けんぽ、もしくは商工会議所さんとともに普及啓発等を行ってきたというのが

現状だと思います。 

 ただ、企業の方々に対するアプローチという意味では、まだまだ不十分なところもあり、

今回の結果につながったと思っておりますので、そこについては、より一層、関係機関と

連携するのは当然ですし、働きかけについて十分に検討していく必要があると思っており

ます。 

○玉腰部会長 そのほかはいかがでしょうか。 

○荒木委員 女性２０歳代の痩せの割合がすごくふえております。今、小学校の給食も含

めて、食育にはすごく気を使っていると思いますが、高校生あたりへのアプローチを考え

ていったらいいのではないかと思って見ていました。 

○玉腰部会長 ありがとうございます。 

 全般的に札幌市の策定時、中間と目標も大事ですが、全国値との比較も大事になってき

ますので、２０代女性の痩せは、札幌は３０％なのに対して全国の中間が２０％ですね。

これは何とかしなければいけない感じがします。そのあたりも気をつけて見られればと思

います。 

 そのほかいかがでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○玉腰部会長 それでは、先に進みまして、２番の「身体活動・運動」についてです。 

 ここは、男性が運動するようになっているという話だったと思いますが、働き盛りはア

プローチがなかなか難しいと思います。 

 今度から歩数を時間でとっていくということですが、時間でどれくらい歩いているかと



 - 24 - 

聞くことで、かなり妥当にとれるものですか。 

○事務局（石川健康推進担当課長） 先ほどお話しさせていただいたように、国のほうに

時間で換算しているものがありますので、そちらを活用して、より多くの人たちのデータ

から検討していきたいと思っています。 

○枝村副部会長 この時間は、移動している時間を全部含めるのではなくて、運動してい

るだけの時間ですか。 

○事務局（石川健康推進担当課長） 歩行時間です。 

○枝村副部会長 たしか、９０分ですよね。９０分でそこまでやれますか。 

○事務局（石川健康推進担当課長） 通勤なども含めてです。 

○大西委員 １日何分歩いていますかと言われても、足し算するのもかなり大変ではない

かという気がします。大ざっぱに何分歩いていると答えたものと歩数との妥当性のデータ

はあるのですか。 

 家事などで家の中でも歩いていますけれども、そういう時間も足すのかどうか、答える

側としては難しいと思います。歩数計をつけなくても大まかな身体活動量をより多くの人

から簡便に収集するという意味では、こういう質問にかえることは賛成ですが、何分とい

う回答が人によってすごく多く報告する人と過小評価する人というばらつきが大きい指標

だと、ふえたからみんな動くようになったと単純に言っていいのかどうかというあたりが

今後の課題になるのではないかと思います。 

○事務局（石川健康推進担当課長） 私たちも、どういうものを持ってきたらいいのかと

いうことは考えていたところですので、再度検討させていただきたいと思います。 

○玉腰部会長 私たちも調査票で活動量を聞きますけれども、たしか１回に１０歩以上歩

くことが週に何回とか、１日に何回とか、それを足し算してくださいという聞き方をして

います。実際に疫学の研究では質問票で聞くことは多いので、幾つか調べて、よさそうな

ものを使われるのがいいと思います。 

 ほかにありませんか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○玉腰部会長 なければ、３番の「休養」に行きたいと思います。 

○荒木委員 先ほど聞いたストレスを感じている人の割合で、「多少ある」というのは、

人間誰しも多少のストレスはあるので、「おおいにある」という人がストレスを感じてい

るという考え方のほうが妥当かと思います。いかがでしょうか。 

○玉腰部会長 これは、最初の策定時もその値ですが、全国ではこのような指標はないの

ですね。 

○事務局（石川健康推進担当課長） ないです。 

○玉腰部会長 それでは、札幌市でどう使うかを考えていただければと思います。 

○枝村副部会長 先ほど言いましたように、ストレスを感じていますかと聞くと、みんな

ストレスを感じていると言うと思うのです。また、疲労により睡眠がとれない人の割合で
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すと、精神科に受診しているとか、薬を使っている人を分けたほうがいいのかどうかわか

りませんが、重症度によって随分違うと思います。 

○玉腰部会長 ほかはいかがでしょうか。 

 先ほどの身体活動とあわせて働き盛りが課題だというのは見えてきているようですので、

そのあたりをきちんとターゲットにできるように考えられればと思います。 

 よろしいですか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○玉腰部会長 次に、「飲酒」についてはいかがですか。 

○枝村副部会長 飲酒については、この中に載っていない気がします。これだけを見た人

だと定義をつけられたほうがいいと思います。エジンバラの評価を出していましたが、文

章としてないので、エジンバラで何点の人はこうしたというふうにしたほうが、これだけ

を見て評価できるのでいいと思います。 

○玉腰部会長 大事なポイントだと思いますので、少し情報を加えてください。 

 そのほかはいかがでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○玉腰部会長 それでは、「喫煙」についてはいかがでしょうか。 

 こんなことを言ってもしようがないのですが、例えば妊婦の喫煙率が中間で３．４％で、

全国の中間は３．８％です。成人の喫煙率の男性が２５．２％で全国が３０．２％です。

これは、すばらしくうまくいったという理解でいいですか。 

 私の常識では、札幌、北海道の喫煙率は高いと思っているのです。うまくいっていてこ

の値ならもちろん喜ばしいのですが、これだというものはあるのでしょうか。 

 きょうはそれを話す場ではないので、今でなくても結構です。 

○西田委員 職場の喫煙率が出ていますが、私はいろいろな企業に回らせていただいてい

て、５分の１の企業は職場で吸えるというのは考えられない数字だと感じます。今、ほと

んどの企業で、自分の机や部屋では吸えないような取り組みが結構されています。これは、

思ったよりポイントが高いかなという印象を受けました。 

○玉腰部会長 受動喫煙の職場のところですね。 

○事務局（秋野母子保健・歯科保健担当部長） 先ほどの印象の話ですが、私ども事務局

としても、札幌市の喫煙率が高く、うまくいったという認識は持っておりません。特に、

女性の喫煙率は、今回の指標でもそうですが、全国平均に比べて高い状況にありますので、

会長がご指摘のとおり、北海道全体が高いのです。札幌市も同様の傾向がございまして、

しっかり取り組んでいなければならない課題だと認識しています。 

○枝村副部会長 喫煙については、吸う人には言ってもしようがないと思うのです。 

 受動喫煙ですが、今、この場では関係ないのですけれども、今、札幌も受動喫煙の防止

に取り組んで、条例を出すのでしょうか。 

 もう一つは、玉腰部会長もおっしゃっていた電子たばこ問題は余り触れられていないの
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ですが、あれは若い人の入門に一役買っているのだろうと思います。 

 札幌市でも、ＩＱＯＳ（アイコス）の売り場が大層格好よくつくられていて、すごくよ

くないと思うのですが、そういうものについても、禁煙ばかりではなくて、毒についても

されていったほうがいいと思います。 

 ５年前にはなかったのですが、最近はすごく多いので、そういうのも考えられたらどう

かと思いました。 

○玉腰部会長 そのほかいかがでしょうか。 

 今のたばこの対策で言うと、吸っている人がやめる、周りの人がたばこの煙を吸わない

ようにする、子どもたちが吸い出さないようにするというところが大事だと思いますので、

そのあたりをまた見られればと思います。 

 続きまして、「歯・口腔」についてはいかがでしょうか。 

○高橋委員 事務局からご説明があったように、評価がＤになっていることについては、

歯の本数自体がふえてきたことによるものなので、一概にこの評価が悪い評価と考えられ

ないです。ただ、５７ページの上段の３歳児の虫歯、記載されていないのですが、特に２

段目の１２歳児の割合というのは、厚労省のデータに比べて北海道は余りいい数字ではな

いので、今後、子どもの部分を課題にしていただければと思います。 

○玉腰部会長 そのほかはよろしいですか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○玉腰部会長 それでは、次の「健康行動」についてはいかがでしょうか。 

○宮崎委員 前回のときにも乳がん検診の受診率がよくないというのが疑問でした。先ほ

どのご説明では、無料クーポンが３分の１に減ってしまったのも一つの要因ではないかと

思っていたので、少し理解しました。 

 この中の乳がん検診のところで、超音波検査の導入の検討と書かれています。これは、

具体的にどんなことを検討されているのでしょうか。 

○事務局（石川健康推進担当課長） 今、乳がん検診はマンモグラフィーで行っておりま

すが、高濃度乳房や、４０代の方々に対してそれだけでは不十分という方向性もあります

ので、今後、エコー検査の導入に向けて検討していきたいと考えているところです。 

○宮崎委員 うちの協会でも、乳がん検診は超音波検査を取り入れていまして、若い世代

だと乳腺が発達しているので、マンモグラフィーでは余り効果がないということもあった

り、高濃度乳房のこともあったので、厚生労働省でもガイドラインを出されていますので、

そういう検討は必要かなと感じました。 

○玉腰部会長 ほかはよろしいですか。 

○大西委員 基本要素のところにも絡んでくるのですが、がんによる死亡率で、７５歳未

満の年齢調整死亡率は減ってきてＡですけれども、検診の女性のところはＣとかＤになっ

ています。死亡率と検診の関係が見えるように評価するといいと思いますので、できれば

がんの死亡率も、部位別というか、女性の受診率が悪くて、そのがんの死亡率はどうなの
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かという見方をするのがいいと思います。それ以外のがんと子宮がんと乳がんを合わせた

というのでもいいですが、そういう見え方を工夫されると、もっとわかりやすいと思いま

す。 

 順番に読んでいくと、検診は余りよくないと思っていて、後からがんの死亡率はＡ判定

となってしまうと、このままでもいいのではないかという感じで読み進めてしまうような

気がします。 

 また、生活習慣病に関しては、糖尿病と指摘される人、脂質異常と指摘される人がふえ

ているので、単純に死亡率が減っているからいいとは考えにくしいという注釈をつけるよ

うに、がんに関しても何か注釈をつけたほうがいいという気がします。 

○玉腰部会長 ありがとうございます。 

 そのほかよろしいですか。 

○枝村副部会長 物すごく細かい点ですが、６０ページのＨＩＶ感染者届け出数のうち、

発病してからの届け出数の割合が減っているというのは、どういう評価なのですか。 

 というのは、僕はエイズのほうにもかかわっているのですが、今、治療はよくなってい

て、これは減っているのです。 

 これは、来てみて、エイズだったという人の件数が減っているということですか。では、

その前から見つかっているから、それはいいという評価ですか。 

○事務局（矢野保健所医務監） 匿名検査等で症状がない時点で陽性かどうかわかる方が

います。その中に、既に発症していてＨＩＶ検査をして陽性だったという人がいますが、

既に何らかの症状をもってＨＩＶ陽性と診断された方の数が減少すればするほど早期に診

断されているということで、いいことだと考えられます。 

○西田委員 感想ですが、今、かなり多くの企業が人手不足で悩んでおります。それに対

して、生産性向上とかＡＩとかＩＴの活用という方向で進んでいます。今、これを見て思

ったのは、従業員ががんになったら人手不足がもっとひどくなるという方向でアプローチ

していくのも今後の取り組みの一つかなと思いました。従業員をがんにさせないで、人手

不足を現状維持でやっていくというアプローチも必要ではないかという感想です。 

○玉腰部会長 それでは、「親子の健康」についてはいかがでしょうか。 

 １０代の妊娠中絶のところで、全くそのとおりだと思いますが、全国は５なのですね。

これは、「減らす」という目標の変え方でいいのですか。もうちょっときちんと数値目標

を出してもいいような気がします。 

 資料２の下から二つ目のところです。 

○事務局（阿部母子保健担当課長） 一旦は目標値を達成したので減らすという考え方に

しておりますが、その減り方などを見て、もう一度考えてみたいと思いますので、お時間

を頂戴したいと思います。 

○枝村副部会長 単純に全国の倍だと考えていいですか。 

○事務局（阿部母子保健担当課長） はい。 
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○玉腰部会長 数値は下がってきているけれども、全国の倍もある札幌がＡと言っていて

いいのかという感じがどうしてもしてしまいます。 

 また、今のところで、人口１，０００対のところを書いているのに、こちらの資料は１

２．０％となっていますが、このパーセントは正しくないです。ほかにも、人口１０万対

のところにパーセントが出てきました。ただ単に記載が正しくないだけなので、見直して

ください。 

 ほかによろしいですか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○玉腰部会長 それでは、全基本要素の取り組み結果に対する総合的な成果指標というこ

とで、中間評価で言うと６９ページからについてはいかがでしょうか。 

 ちょっと気になるので確認ですが、７０ページの下の図表で、年齢階級別にグラフが出

ていますけれども、血糖値が高い女性が２０代、３０代に一定の数がいて、それから４０

代でがくっと下がっています。こういうことはあるのですか。妊娠か何かで見つかってい

るのですか。どういうことですか。 

○大西委員 これは、分母がすごく低いのではないですか。 

○事務局（石川健康推進担当課長） ２０代、３０代がかなり少ないために引っ張られて

いるようです。 

○玉腰部会長 これは、ほかのグラフもそうなのですが、Ｎ数がどこかに書いてあると間

違わないかもしれません。これだと、そんなことはあるのかなという感じがします。 

 ほかはいかがでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○玉腰部会長 先ほど大西委員からご指摘がありましたように、最後の指標のところで、

いいよ、いいよではなくて、それまで見てきたところとつなぎ合わせてどう評価するとい

うことが必要な考え方かと思います。 

 ソーシャルキャピタルのところはよろしいですか。 

 予定の時間を超えていますので、とりあえずここまでにしたいと思います。 

 まだ発言されていない方がいますが、舘岡委員、感想でも結構です。いかがでしょうか。 

○舘岡委員 まず、こういう委員会で話がされていることを全く存じ上げませんでした。

きょう、この場に参加させていただいて、とてもよかったと思っています。 

 私は、小学校の現場で働いている者ですので、将来的にどのように健康を意識して子ど

もたちを育成していけばいいのか、校長会のほうでも、ストレスや運動については調査を

しております。校長は意外とストレスがたまっていないのだなと思います。私も、どちら

かというとストレスをほとんど感じない人間なのですが、年齢が５０代になっていますの

で、今までの指標などを全部見せていただくと、これもひっかかっていない、これもひっ

かかっていない、私はすごく健康なのだと思うのですが、これで調子に乗ってはいけない

のだろうと思います。そういう大人もいるのだと思うと、いろいろな面で健康を意識させ
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るということが非常に大切であって、その一助になっているのがこの場だと思うのです。 

 今お話をされているようなこと、皆さんが発言されているようなことが札幌市民の皆さ

んの耳に入ることで随分違うような気がします。できれば、冊子ではなくて、本当にいろ

いろな場に出向いて、健康についての講演だけではなくて、お伝えできる場があるといい

と思います。きょう、私自身もそう思いましたので、意識を変えたり、考えようと思うの

ではないかと思いました。 

 一番気になったのは飲酒量ですが、ビール５００ミリリットル３缶まででないと多量と

言われないのかということで逆に安心している自分がいたり、健康が人によって違うと思

うのです。しかし、こういうものを出されると、そういう意識が非常に高くなると思いま

した。 

 きょうは非常に勉強させていただきました。何も発言できませんでしたが、小学生に大

事なのだぞということだけは校長会を通して話をさせていただこうと思っております。 

 本当にありがとうございました。 

○玉腰部会長 ありがとうございました。 

 これからを担っていくのが子どもたちですので、どう子どもたちに届けるかというとこ

ろではぜひお知恵をいただきたいと思います。 

 笹渕委員、お願いします。 

○笹渕委員 私は、町内会活動をしていますので、専門的なことは全く無知ですが、一つ

言えることは、がん検診などは町内会と役所が協働で補助金を出しながら随分やっている

のですけれども、受診率は非常に悪いのです。このデータは本当なのかと思うくらい、悪

いのです。 

 もう一つは、子育てに悩んでいるお母さん方のために、いきいきサロンや子育てサロン

などをしています。それも、役所からの補助金をいただきながらやっているのですが、そ

れを何とか広げようということで一生懸命やっていますが、このデータを見て、なるほど

なと思うことがたくさんありました。 

 ただ、データをまとめただけではなくて、今後、これをどう取り込んでいくかが大事で

はないかと思いますので、主にその辺に注意して見ていました。 

 ただ、歯のことについては、私は間もなく８０歳になるのですが、１本以外は全部自分

の歯です。ですから、歯については、もう少し健康に気をつければ大丈夫かと思っていま

す。 

○玉腰部会長 ありがとうございます。 

 市でいろいろやっていることが住民の方にどう伝わるかは、皆さんがどう動くかにかか

ってきますので、ぜひお知恵をいただきたいと思います。 

 それでは、全体を通してありませんか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○玉腰部会長 少し長引いてしまい、申しわけありません。 
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 最後に一言ですが、このやり方はだめだと思います。みんな頭がいっぱいになってしま

って、言いたいことがほとんど言えない感じです。本当だったら合宿するくらいの内容だ

と思います。それが無理だとしても、本当に数人ずつの単位で、項目を決めて、全員が１

０項目を見るのではなくていいですから、それぞれ得意なところを二つ、三つ集中的に話

をするようにしないと、結局、やったよねという形だけで終わる気がします。皆さん、言

いたいことはもっといっぱいあったと思いますが、時間を見ながらになってしまいました

ので、予定はあるでしょうけれども、もう少しご検討いただきたいと思います。 

○笹渕委員 お願いがありまして、資料をもうちょっと早く送っていただきたいのです。

説明の時間が長くて、突然、ここで言われてもちんぷんかんぷんなところがあります。も

うちょっと勉強してから来たいと思います。 

○事務局（石川健康推進担当課長） 本当にボリュームが多く、説明だけで終わってしま

って大変申しわけないと思います。やり方については、今ご意見があったように、少し検

討させていただいて、第３回目に向けて調整していきたいと思います。 

 ２回目の会議についても、もしご意見等がありましたら、事務局にお返しいただければ

と思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 ８月に第３回目の中間評価委員会を設ける予定になっています。そして、９月には札幌

市健康づくり協議会にて素案をお諮りし、原案策定に向けて準備をしていきたいと思って

おります。 

 ８月の中間評価委員会につきましては、既に日程調整をさせていただいておりまして、

８月２１日を予定しております。また正式な文書を送ら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（石川健康推進担当課長） 最後に、健康企画担当部長の小田原より、一言、ご

挨拶をさせていただきます。 

○小田原健康企画担当部長 改めまして、健康企画担当部長の小田原でございます。 

 本日は、夜間でお疲れの中にもかかわらず、大変貴重なご意見、ご助言をいただきまし

て、本当にありがとうございました。 

 この会の運営につきましてもいろいろとご意見をいただきましたので、真摯に受けとめ

まして、次回の委員会に向けていろいろと検討させていただきたいと思っております。 

 また引き続きのご協力をお願いしたいと思います。 

 本日は、長時間にわたりご議論いただきまして、ありがとうございました。 

                                  以  上   


