
平成３０年度第１回 青梅市健康増進計画推進会議要録（概要版） 

１ 日時 平成３０年７月１７日（金） 午後１時３０分から午後３時 

２ 場所 市役所３階 教育委員会会議室 

３ 出席委員  

 （委 員）大木委員、本間委員、岩浪委員、小林委員、菊池委員、宮口委員、野村委員、 

永井委員 

 （事務局）丹野健康課長、斎藤健康推進係長、楢島母子保健係長、塩野特定健診係長、 

      久保健康課主査、若林健康推進係主任 

４ 傍聴者 ０人 

５ 議事 

(1) 開会 

(2) 委嘱状の交付 

(3) あいさつ 

(4) 自己紹介 

(5) 議題 

ア 平成２９年度取組状況調査の結果について 

イ 第４次青梅市健康増進計画策定に向けた市民意識調査（案）について 

(6) その他 

  ア 「青梅市自殺総合対策計画（仮称）」未定稿（案）について 

  イ その他 

(7) 閉会 

資料一覧

・資料１   …青梅市健康増進計画各課取組状況一覧 

・資料２   …項目別件数一覧 

・資料３   …健康づくり・食育に関する市民意識調査（案） 

 ・資料４   …未定稿青梅市自殺総合対策計画（仮称） 

 ・資料５   …平成３０年度のスケジュールについて 

・参考資料１ …青梅市健康増進計画推進会議設置要綱 

・参考資料２ …平成３０年度青梅市健康増進計画推進会議委員名簿 

・参考資料３ …青梅市健康増進計画庁内連絡会議設置要綱 

・参考資料４ …平成３０年度青梅市健康増進計画庁内連絡会議委員名簿 

・追加資料  …健康増進計画庁内連絡会議における意見集約表 



６ 議事内容（概要） 

発言者 会議概要 

事務局 

事務局 

事務局 

健康課長 

(1) 開会 

 皆様、本日はお忙しいところ、御出席いただきましてありがとうございます。 

定刻になりましたので、「第１回健康増進計画推進会議」を開催させていた

だきます。

なお、青梅市医師会副会長の土田副会長につきましては、欠席のご連絡をい

ただいております。

また、橋本青梅市健康福祉部長につきましては、本日は欠席とさせていただ

いております。 

 概ね３時閉会を目途に進行させていただきますので、どうぞよろしくお願い

申し上げます。 

それでは、議事に先立ちまして資料の確認をさせていただきます。 

～資料確認～ 

(2) 委嘱状の交付 

 それでは、次第の「２ 委嘱状の交付」を行います。本推進会議委員のうち、

所属されております団体の役員改選に伴い、新たに就任していただきました委

員の方に対し、丹野課長より交付させていただきます。恐れ入りますが、お名

前をお呼びしますので、その場で御起立をお願いいたします。

 ～委嘱状交付～ 

(3) あいさつ 

続きまして、次第の「３ あいさつ」といたしまして、健康課長の丹野より

御挨拶申し上げます。 

 改めまして皆様こんにちは。本日は、公私ともに御多忙のところ、また大変

お暑いなか、平成３０年度の第一回青梅市健康増進計画推進会議に御出席賜り

まして、誠にありがとうございます。日頃から委員の皆様方に置かれましては、

本市の保健衛生事業に御指導・御協力を賜りまして、重ねて御礼申し上げます。 

青梅市健康増進計画推進会議につきましては、青梅市の健康づくりに関する施

策について検討していただいき、青梅市健康増進計画の見直しおよび、その円

滑な推進を図るため、平成２３年度より設置しているところでございます。青

梅市における平成３０年７月１日現在の６５歳以上の割合、すなわち高齢化率
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は 29.34%となっており、既に４人に１人以上は高齢者であり、平成３７年度

には３人に１人が高齢者となることが見込まれております。市では平成２５年

度に第６次総合長期計画を策定しておりまして、平成３０年度は６年目となり

まして、健康の維持増進や介護予防に向けた取組みが、益々重要となってきて

いるところでございます。また、第３次青梅市健康増進計画では、３１年度を

最終年度といたしまして、健康寿命の延伸や、各種検診の受診率の向上を重点

取組と位置付けておりまして市民の健康推進に努めてまいりたいと考えてお

ります。 

 また、議題にもございます自殺対策計画の策定の経緯につきましては、誰も

自殺に追い込まれることのない社会の実現ということで、平成２８年度に自殺

対策基本法が改正されまして、全ての市町村が自殺対策計画を策定することと

なりました。青梅市といたしましては、西多摩地区の中では先行して本年度に

策定し、平成３１年度の施行を予定しております。今回お出しした資料につい

ては、未定稿のものでございますので、忌憚のない御意見を頂戴したいと考え

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

(4) 自己紹介 

～委員および事務局自己紹介～ 

(5) 議題 

この会議は公開会議となっておりますが、本日は傍聴者がいないので、この

まま議事に入らせていただきます。 

はじめに、「(1) 平成２９年度取組状況調査（案）について」事務局より説

明をお願いいたします。 

 ～資料１、資料２について説明～ 

 平成２９年度の目標に対する取組状況の評価について、御説明いただきまし

た。何か御質問や御意見はありましたらお願いいたします。 

 No.63 のところで、学校敷地内の禁煙についてはわかりましたが、庁内の分

煙についてはどうなっていますか。 

 庁内については、もともと東西に２箇所設置されていた喫煙所のうち、東側

の喫煙所を４月から廃止しました。ただし、来庁者の方で喫煙される方もいら
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っしゃるので、庁舎の外にある西側の喫煙所は残してあります。 

 他の公共施設の状況はどうなっていますか。 

 学校以外の公共施設については、全面禁煙にすることは難しいとのことです

が、分煙にはなっているとのことです。 

 職員の勤務時間中での喫煙状況の実態はどうなっていますか。 

 ４月から、職員の勤務時間内での喫煙は全て禁止となりました。ただし、休

憩時間として規定されている１２時～１３時は喫煙可となっております。 

 学校の敷地内では全面禁止とのことですが、先生方で喫煙する方は敷地の外

で喫煙しているということですか。 

 学校によって対応が異なるかもしれませんが、敷地の外に出て喫煙している

とのことです。 

 青梅市立総合病院も敷地内全面禁煙になっておりますが、喫煙する方たちは

近所の喫煙できるお店や、喫煙スペースがある駐車場等で休憩時間を利用して

喫煙しているようです。 

 敷地内が禁煙だから敷地の外で喫煙するというのはどうかと思いますね。 

 東京都はこの度、東京都たばこ条例を発表しました。関係団体からは厳しす

ぎるのではないかという意見も出ているようですが、保健所の方で何か補足が

ありましたらお願いします。 

 もう可決した案件なので、すぐではないと思いますが、詳細が決まり次第動

いていくことになります。厳しい内容になっておりますが、人の健康を重視し

た内容となっているようです。 

 居酒屋等はお客さんが少なくなって大変でしょうね。 

 東京都でもその件で苦情を受けておりますが、実際に禁煙という状況になれ

ば、新しいお客さんも来るようになるケースもあるので、意外に影響はないと
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いう話も聞いております。 

 嫌煙家の方が禁煙のお店は安心して入れるという消費行動もあるみたいで

すね。たばこの健康への影響は明確に因果関係が出ているので、社会全体とし

て、喫煙を減らしていくということで進んでいくと思います。 

 No.86 で「介護予防推進のため、「基本チェックリスト」の回答・返送率向

上と、結果の活用を図ります。」とありますが、ただ集計しているだけで市民

に結果を反映できていないんじゃないかと感じます。後期高齢者でいうと、６

月から特定健診を受診できますが、受診しただけで終わってしまうので、受診

結果をもっと詳しく市民に説明しないと無駄になってしまうと思います。 

 健診の結果の分析が政策に反映できていないのではないかという御意見で

す。国民健康保険加入者を対象とした特定健診の実施にあたっては、ＫＤＢシ

ステムという各自治体の状況を集約しているデータベースがあると思います

が、ＫＤＢの説明と利用状況を事務局から御説明いただけますか。 

 ＫＤＢシステムは、市の健診結果や病院等で受診したレセプト、処方された

薬の状況等を、他の市町村と比較しながら市の状況を把握し、対策を検討する

ためのシステムです。 

 それに基づいて、特定健診・特定保健指導事業計画を策定されていますよね。

ただ、ＫＤＢで扱えるデータは国民健康保険加入者のものに限られるので、被

雇用者等の医療データについては、市としては利用できません。これらを踏ま

えると、市民の健診結果を市の事業に反映するためには、社会全体の仕組みの

影響で全ての健診結果を分析できないという難点があるかと思います。その部

分を今後どうしていくかは、各自治体の悩みどころではないでしょうか。 

 国全体としては、データヘルス計画という動きがありまして、健康指標デー

タを各自治体が利用して、施策に反映できるという仕組みを作っていこうとい

う動きです。 

 データの一元化については、マイナンバー等の個人情報の問題もあって、な

かなか完了しないという話を聞きました。体制整備についてはまだ時間がかか

りそうです。 

続いて「（2）第４次青梅市健康増進計画策定に向けた市民意識調査（案）」
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について事務局から説明をお願いします。 

 ～資料３、追加資料について説明～ 

 「問 16 たばこを吸いますか。」という問に、加熱式たばこを含まないとい

うのは考えられないと思います。薬剤師会としては、加熱式たばこも健康に関

する影響が出ると捉えています。色んな所で薬物乱用防止の関係で普及啓発を

行っているが、加熱式たばこだったら吸ってもいいと思っている人が多くいま

す。がんになるリスクはないかもしれませんが、循環器系の疾患になる可能性

は変わらないので、健康に関するアンケートから除くことは考えられないと思

います。 

 加熱式たばこを吸う方も、喫煙者ということで回答してもらうようなアンケ

ートにするべきだという御意見です。 

 東京都の条例では、加熱式たばこの扱いはどうなっていますか。 

 飲食店の中に分煙室を設けるような構想になっております。 

 東京都の条例では、加熱式たばこであれば副流煙対策としてはリスクが下が

るので、分煙していれば喫煙可能になっていると思います。ただし、喫煙する

本人については、健康への影響があるというのが一般的な知見なので、加熱式

たばこを吸う人も含んだ設問にした方が良いと思います。設問の内容によって

は、「自分は喫煙者ではない」と思ってしまうこともあります。やはり加熱式

たばこを吸う方も「喫煙者」として、健康対策が必要になる方だと思いますの

で、誤解されないような設問の作成をお願いします。 

 雑貨店等に行くと、加熱式たばこがたくさん売っており、大量に買っていく

人も見られます。私は薬物乱用防止を推進していく立場でもあるので、子ども

達に誤解されないよう普及啓発しております。そういった意味でも、加熱式た

ばこも設問から除かないようにお願いします。 

 加熱式たばこと普通のたばこの両方を吸う方もいると思うので、その点も考

慮しながら検討し直します。 

 続いて、「問 17たばこが及ぼす健康への影響」について、全ての疾病名を記
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載する必要はないのではという意見が、庁内連絡会議で出たということです。

計画書の 53 ページに前回の調査結果が記載されていますが、がん以外の疾病

についての認知度が低いことが分かります。５年経過した現時点での、進捗状

況がどうなっているか把握するために、このまま設問を残した方が良いと思い

ますがいかがでしょうか。 

 残した方が良いと思います。 

 では今回も同様の設問内容にするようお願いします。続いて、「問 10 運動」

の定義について、御意見いかがでしょうか。 

 １日３０分以上を週に２回以上のことを、運動と定義するのでしょうか。 

 それは「国民健康・栄養調査」での運動習慣の指標ですね。ただ、その定義

だと運動している人はかなり限られてしまうことになり、実態を把握すること

にならないと思います。 

 実態としては、運動の枠は広がってきているように思います。朝ウォーキン

グしたり、エレベーターではなく階段を利用する人が多くなっています。 

 現時点では、設問に何も補足が書いてないために、回答しにくいかもしれま

せん。それであれば、補足として「運動とはこういう活動を指しますよ」と記

載しておけば回答しやすくなる、という意見が庁内から出たところです。 

 庁内のスポーツを推進する部署でも運動実態を把握していると思うので、調

整しながら定義を検討していただけたらと思います。運動や身体活動に関する

定義は色々ありますが、それに縛られる必要もないと思います。ただ、例えば

東京都の調査と統一したら、東京都の状況と青梅市の状況を比較できる等、メ

リットもあるので、その辺も含めて検討していただけたらと思います。 

 この調査票全体についての意見なんですが、ただ調査をして集計しているだ

けで、市民に何も返ってきていないと感じます。 

 この第３次計画が５年経過してどうだったかを検証するのが、今回実施する

調査の目的になっています。市役所の取組みとしては、資料１の一覧表のよう

に毎年状況把握していますが、市民側の状況は今回の調査票で把握し、５年間
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の取組みが市民にどう影響したかを評価することになります。この調査の結果

が芳しくなかった場合は、次期計画ではどうしたら良いかという議論につなが

ると思います。 

 何年か前に市政総合世論調査というものを見ました。市民意識調査は５年に

１度実施するということのことですが、この世論調査は毎年行っているのです

か。その調査の中にも、スポーツ実施率等について記載されていたと思うので、

同様に重複している調査項目もあるのでしょうか。 

 全市的なことを調査しており、実施は毎年ではありません。調査する際に、

庁内のそれぞれの部署で調査したい設問が盛り込まれておりますので、今回の

市民意識調査とも重複している項目もあるかと思います。 

 健康に関する内容だけではないということですね。 

 その通りです。その時の市民ニーズを市政に反映させるということで実施し

ている調査です。 

(6) その他 

 続いて、「青梅市自殺総合対策計画」についてです。この計画は、全市町村

で策定するものとなっておりまして、今年度中の策定に向けて取り組んでいた

だいているかと思います。 

 それでは、この内容について事務局から説明をお願いいたします。 

～資料４、資料５について説明～ 

11 ページ「(1)全体的な状況」のグラフが、自殺率しか示されていません。

この自治体の規模で考えると、年度ごとの男女別・年齢別の人数が示された方

が、全体像がわかると思います。実際の件数は平成２８年くらいしか示されて

いませんが、他の年の件数は把握されていますか。 

男性の方が圧倒的に多くなっています。ただ、発見地別と住所地別のどちら

で見るかによって件数は変わってきます。 

この計画では発見地別の住所地別のどちらで見るのですか。 
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住所地別です。 

発見地と住所地のことは間違いないんですが、青梅市は市民以外の方も含め

て自殺が起こりやすい地域ということで「ハイリスク地」となっております。

この計画は、青梅市がハイリスク地であることも考慮しての取組みを行ってい

くのでしょうか。 

市民の自殺の手段で見ても、橋りょうからの飛び込みが全国と比べて多いの

で、ハイリスク地ということを考慮することは市の取組みとしては重要かなと

思います。私はこの計画は市民向けだと思いますが、この考え方はいかがでし

ょうか。 

基本的には市民向けであると考えています。 

これは奥多摩の地域も含まれますか。 

この計画には奥多摩は含まれません。奥多摩町が別個に計画を策定していま

す。 

奥多摩もハイリスク地ということで、町外の方が飛び込み自殺をするケース

が多くなっております。 

自殺対策の所管は健康課でよろしいんですか。 

健康課です。 

各課でどんな取組みができるかというのはもちろん大事ですが、まず所管で

ある健康課として、自殺を減らしていくためにはどうしたら良いかという、市

の方針を練っていかなければいけないと思います。 

今回の自殺対策計画を作る前提は、生きる支援の総合的な対策をすることで

す。今まで色んな取組みを色んなところで実施しているんですが、自殺対策と

して意識していないことが多いので、市役所の事業を全体的な自殺対策という

切り口で見直しをかけて、市民を自殺からどう予防するか、また、自殺した後

のフォローの方法を組み直すというのが必要になります。そのため、市役所の

事業を全体として整理し、整理した内容を計画に盛り込んでくださいというこ
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とになっているので、他課の取組みも重要になってきます。 

自殺対策は総合的な対策であることは理解しています。しかし、実務レベル

の段階で理念や方針がなくて各課に投げてしまうと、各課は実施している事業

を挙げてくるだけになってしまいます。健康課としてイニシアティブを取って

いくのであれば、健康課で練った意見を提示するというのが必要になると思い

ます。 

この計画の内容は庁内でも１１月くらいまで議論していくということです

よね。 

その通りです。議論した結果は計画に反映して、また委員の皆様にもお示し

させていただきます。ボリュームも多くなっておりますので、今日以降でもお

気づきの点がありましたら頂戴できたらと思います。 

青梅市での数としては多くないかもしれませんが、健康課では母子保健を扱

っていらっしゃるので、お母さんとお子さんの無理心中等の事件が東京都では

多くなっているので、産後うつ対策も必要になると思います。産後うつに関し

ては、御家族があまり理解されてなくて、「お産の後に気持ちが落ち込んでる

のはわかるけど精神科に行くほどじゃない」というような、家族の受診の了解

を得られずに、無理心中に至ってしまうという事例が２年前くらいから起こっ

ています。東京都では、産後うつの啓発に力を入れていくというのを検討して

いるので、ぜひ健康課のなかでも業務に盛り込んでいただければと思いまし

た。 

青梅市では、１月から子育て世代包括支援センターを開設していますので、

その中で保健師が対応するように動いております。 

また、生活困窮者に対して生活支援員のような職種の方に活躍していいただ

くことが重要かなと思います。 

先ほどの資料３の調査票も秋頃まで内容を検討することになっていますの

で、今日だけでは十分に議論できなかったと思うので、後日気になるところは

事務局までお知らせいただければと思います。 

議題としては以上となりますので、以後の進行は事務局にお願いします。 

その他ということで、事務局からは特にありませんが皆様から何かございま
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すか。 

先日、市長と地域住民との集まりに出席してきました。その集まりの趣旨は、

地域の人達で集まって孤独化を防ぐというもので、みんなで議論する時間もあ

りました。健康課で行っている事業も色々あると思うので、出席するかは別と

して、委員である我々にも個別に案内を送付してみてはいかがかと思いまし

た。 

市民向けの広報として、年度当初に保健事業概要をお配りしたり、その都度

メールやホームページでもお知らせしております。委員様向けに個別通知とな

ると郵送費等の課題もあるので、今回は御意見として賜りたいと思います。 

(7) 閉会 

 本日は、貴重な御意見をたくさんいただき大変ありがとうございます。市民

の意識調査ならびに自殺対策計画（案）につきましても御協議いただき、今後

も御意見を賜りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 以上をもちまして、本日の会議につきましては終了させていただきます。本

日はお忙しい中、御出席くださいまして大変ありがとうございました。 

終了 


