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欠席 委員３名  

木田義久、澤田勝已、木村隆 

【次第】 

  １ 開会 

  ２ あいさつ 

  ３ 委員の紹介 

  ４ 会長選任 

  ５ 会長・副会長あいさつ 

  ６ 議題 

   （１） がん検診の受診率向上に向けての取組みについて 

   （２） その他 

  ７ 報告 

   （１） 平成 22 年度小牧市民健康づくり新規・拡充事業報告について 

   （２） 平成 23 年度小牧市民健康づくり新規・拡充事業について 

  ８ 閉会 

 

 

【議 事】 

  １ 開会 

 

  ２ あいさつ （舟橋健康福祉部長） 

 

 本日はお暑い中小牧市民健康づくり推進協議会にご出席いただきましてありがとうご

ざいます。今日は委員の任期の改選ということもありまして、委員の就任についてご快諾

いただきあらためましてありがとうございます。本協議会につきましては子どもから高齢者

までの各種健診事業、健康教育、地区組織の育成など市民の健康づくり全般にわたりご

協議いただき施策に反映していくものでございます。本日の推進会議では主にがん検

診の受診率向上に向けての取組みについて検討いただき、健康日本２１こまき計画に

おきましては各推進部会におきます課題に対してアドバイスをいただきたいと思っており

ます。2 月 26 日から市長が交代し、新市長は「防げる病気は防ぐ」ということをモットーに

市民の健康づくりにも力を注いでおります。これに伴いまして新たな取り組みとして各種

事業を進めておりますが、詳細についてはのちほど事務局のほうから説明させていただ

きます。3 月 11 日に発生した東日本大震災においては未曾有の被害が発生したところ



ですが、発生後のいろいろな健康管理の問題、心のケアの問題が災害時また災害以降

が重要だとつくづく痛感したところであります。今日現在もこの保健センターから現地の

ほうへ保健師が 1 名愛知県全体の活動として行っております。1 週間強の日程の中現地

で保健師活動に従事しているところです。本日は限られた時間の中ではありますが忌憚

のないご意見をいただき施策に反映していきたいと思っておりますのでよろしくお願いし

ます。 

 

 ３ 委員の紹介  

    

     名簿にて紹介にかえる 

 

 ４ 会長選任 

 

 （司会） 

  会長及び副会長の選出に移ります。小牧市民健康づくり推進協議会設置要綱第６条

の規定により、「会長、副会長は、委員の互選による」となっております。 

     それでは、委員の皆様の互選により選出させていただきたいと思いますがいかがでしょ

うか。どなたかご推薦等ございましたらお願いします。 

 

 （委員） 

     小牧の市民の健康づくりを推進するということですので、小牧市医師会会長の船橋先

生を会長に、小牧市歯科医師会会長の酒井先生を副会長にお願いできたら一番いいと

思います。 

 

 （司会） 

     ただ今木全委員より会長には医師会会長の船橋委員、副会長には歯科医師会長の

酒井委員にという発言がありましたが、いかがでしょうか。 

 

              （ 拍手多数 ） 

 

     それでは、皆様の同意をいただきましたので、会長には医師会会長の船橋委員、副会

長には歯科医師会長の酒井委員と決定いたしました。会長、副会長は前の席におねがい

します。 

 

     ここで会長よりご挨拶をいただきたいと思います。 

 

 

５ 会長・副会長あいさつ  

 

（会長） 

   ただ今会長のご指名をいただきました船橋でございます。今日はご多忙の中お集まりい

ただきありがとうございます。ここ数日少し涼しい日が続いておりますがまだまだ本格的な

暑さはこれからだと思います。東日本大震災で被災された多くの方々も含め今年の夏は

電力事情が厳しいとそんな状況ですが、なんとか今年の夏が少しでも涼しい夏であってほ



しいと願わずにいられません。今日は小牧市民の健康づくりのために大切ないろいろな議

題があります。皆様の率直な意見をいただき今後の市民の健康づくりのために役立ててい

きたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

（副会長） 

   副会長を仰せつかりました小牧市歯科医師会の酒井でございます。本格的な超高齢社

会を迎えております。小牧市民の方々にとって少しでも健康づくりのために役立てることが

できるのではないかと思います。よろしくお願いします。 

 

６ 議題 

（１） がん検診受診率向上に向けての取組みについて 

 

（会長） 

   それでは議題に入ります。 

   議題（１）の「がん検診の受診率向上に向けての取組みについて」を議題とします。事務

局より説明をお願いします。 

 

（事務局） 

   資料１－１（５ページ）資料１－２（６ページ）について説明 

 

（会長） 

   事務局より説明がありましたが、受診率向上に向けた取組みについてよいお考えがあ

ればお聞かせください。 

 

（委員） 

   この表を見て思うのですが、近隣の市町村たとえば春日井市とかありませんが同じよう

なものなのですかね。いつも議論していることですが、受診費用がここには載ってないで

すがどれくらいかかるのか、自治体で全然違うと思いますのでそういうものを加味しないと

なかなか現実的にはあがらないかと思います。二重読影とかもやっているというのもあるの

で医療費より高い健診費用という形になっているのはまずいと思うんですね。それが一つ

とやはり周知の仕方も問題で国保の方はいっしょに通知されているんですよね、国保の方

は健診といっしょにやられているということなんですが、その他の社保の方、社保でも大き

なところはやれるところもあると思いますが、その周知があまり充分でない気がします。はが

きか何かでも出すとかなり費用はかかるものですかね。 

 

（事務局） 

   今現在の PR としてはホームページ、広報、医療機関に張らせてもらっているポスター、

地区の掲示板や会館へのポスター掲示になりますので個別通知はしていない状況です。 

 

（委員） 

   現在通院している人、リピーターの人はわかっていると思うけど、新規に行おうと思うと

広報を見れば分かるんでしょうけどなかなかとっかかりが少ないように思いますけどね。 

 

（委員） 



   県の各市町村ごとにデータがでていますよね。たとえば節目検診そういうものに関して

も、どの地区がいくらの補助金でいくらの金額でやっているかでています。がんの方も全て

でていました。今現在各市町村ですが保健協会とかそういう団体のものをみていただけれ

ば今の５０何市町村の中でどの段階にあるかがわかると思います。小牧市は決して財政的

にもちろん苦しいとは思いますが最低レベルにいるわけではないので少しでもその中でど

うにかするべきだと思います。他の市町村より少ないというのは気になるところだと思いま

す。 

 

（委員） 

   先生のおっしゃるとおりだと思います。財政と費用負担がアンバランスですね。 

 

（委員） 

   人口で割ったものででているのですが、小牧市だけでも対象人数で割ったものはお持

ちではないんですよね。２１年度のものはこまきの健康にでているのですが２２年度のもの

について単純に人口で割ってもなかなか人口構成が違っていたりすると思いますので。 

 

（事務局） 

   先ほどの春日井市はということでしたので、計算させてもらいました。春日井市は乳がん

が４．２％、子宮がん３．７％、胃がん５．０％、大腸がん６．４％、前立腺がん３．１％、X 線

が６．７％、喀痰０．６％になっています。春日井市の人口３０万人強で割ったものです。 

 

（委員） 

   春日井市がかなり％がいいわけですが、受益者負担といいますかそれっていうのは春

日井市はあるわけでしょうか。それで小牧と同じ形であればたとえばリーフレットですとか

対外的な広報が足らないんじゃないかと思うのですが、それが費用の問題であるならばあ

る程度致し方ないかなと思いますが。 

 

（事務局） 

   受益者負担はもちろんあります。乳がんですと小牧市は 1,200 円春日井市は 1,700 円

になっています。子宮がんは小牧市の集団検診が 750 円ですが同じ集団検診で春日井

市は 1,300 円、胃がんが春日井市は集団検診がなく個別検診だけでやっていますので個

別の自己負担が 2,700 円、大腸がんが 300 円でセットにすると 3,000 円で、小牧市は個別

ですと胃がん大腸がんセットで 4,800 円いただいています。集団では胃がん 930 円大腸が

ん 520 円です。前立腺がんは春日井市は個別で６００円、小牧市は 1,500 円になっていま

す。X 線は春日井市が個別で 1,100 円小牧市は 1,310 円になっています。喀痰は春日井

は個別、小牧市は集団なので比較ができません。 

 

（委員） 

   がん検診受診率を向上させるために先ほどリピーターは常にいらっしゃるということでい

わゆる新規の患者さんをというのが課題であると思うのですが、無料クーポン券が郵送さ

れるようになって今までこんな感じの方は来たことがないなと思われる方がいらして、無料

クーポン券の偉大さを感じているところです。市民の方が順番に女性の 20 才なら 20 才で

必ずそれが郵送されてそれでほとんどの方が受診してくださると、医療機関で動機づけが

できて来年もぜひとか、こういうふうだよとか産婦人科の検診が嫌なものではないんだと感



じてもらえるとそこの後がリピートしてくれると当然増えていくかなというのが一つと、中学生

たちがサーバリックス子宮頸がんワクチンが無料で打てるようになって産婦人科だけでなく

内科とか小児科とか裾野が広がって産婦人科以外のところで打たれた方で彼女達やその

保護者の人たちにワクチンだけでなく性行為が始まったら定期的に必ず年 1 回子宮がん

検診を受けたほうがいいんだよと PR していただけると子宮頸がんに関しては受診率がか

なり上がると思うので、そのあたりのところもお願いできたらと思います。 

 

（委員） 

   受診率とありますが、これは保健センターでやられるのに参加された方だけですね。私

たちは職場でやっていますのでこれだけ見ますとこんなに低いかなと思いますので、実際

は職場でやっている人たちもいるからもっと増えるのでしょうね。 

 

（事務局） 

   健康日本２１こまき計画を見直すときに市民のかたにアンケート調査をしております。市

の検診だけでなく職場等で受けた経験もある方という設問の仕方をしておりますので、たと

えば胃がんですと平成 22 年 3 月のときには２９．７％の方が受診したと回答しております。

中身をみますと胃がん大腸がんは職場で受けられる方が多い傾向がありました。 

    

   受診率の表が総人口で割ってしまいましたので対象者が小牧市の場合 40 歳以上で受

けているところを 30 歳以上や 20 歳以上という中で同じ総人口で割っていますので、同じ

40 歳以上の範囲の中で受診率を比較していけばもう少し他市が率が低いのかなとは思っ

ております。表が見にくく申し訳ないと思います。保健センターが把握しているがん検診は

会社等で検診を受ける機会のない人を対象とした率になっておりますので、市民全体から

みれば職場でいろいろ検診を受ける機会を与えられて実施もされておりますので実際は

もっと高い率、たとえば胃がん検診でいえば２９．７％というアンケートによる推計はでてい

ますがもう少し高い数値ではないかと思いますが国が目標としています５０％には達してい

ないのではないかとは思います。次の６ページにもあげさせていただきましたが、受診率

向上にはどんな方法をとっていけばよいのか、平日の限られた場所で検診を受けていた

だくということが受診される方にとって窮屈なのかなということで土曜日曜日にも検診が受

けられるようにしたり、保健センターだけでなく検診会場を外へ出すような試みをしたところ

です。先ほど受診に対する受益者負担の取扱ですが、春日井市の例を申し上げましたが

小牧市のほうが安いもの高いもの全てではありませんがおそらくそんなに個人が負担する

額には開きはないのかなと思います。乳がん検診子宮頸がん検診のクーポン券について

は、タダということとダイレクトメールで案内がくるということで 5 歳刻みの受診に関しては高

い結果になっているかとおもいます。そういう経済的な問題を含めてどういう形で市民の方

に検診の動機付けをしていくのか、なかなか市の広報等だけでは薄いところがありますの

でいろいろな機会を通じて働きかけはしていきたいと思います。ダイレクトメールを送るとい

うのも方法の一つかと思いますが、委員の皆様からもどんな周知の仕方がいいのか検診

を受ける時期とか会場とか経済的な面については今日は資料の提示ができていませんの

でもう少し下げた方がいいとか議論いただけないところではありますが、たとえば医療機関

の先生方ですと患者さんと接していただく中でそういう話題がでて患者さんがどのようなこ

とを思ってみえるのか、各種団体のほうでも話をする中でこんな機会があったらいいね、こ

んな制度に代わったらいいねというような話があったら聞かせていただけるとありがたいと

思っております。また各市におけます小牧市と同じような対象年齢の受診率とか自己負担



額とかがどのようになっているかは後日各委員にとりまとめまして送らせていただきます。 

 

（委員） 

   がん検診の一番の問題点は受ける人は受けるし、受けない人は受けないということなん

ですね。胃がんはどこでも３０％前後です。じゃあ３年たったら全員受けるかといったら３年

たっても３０％の人しか受けていないということですね。それをなんとか新規の人が受けや

すいシステムにしてほしいと言っているんですが、受けない人をどうしたらいいかという話

ですね。小牧は７０歳以上が無料で受診率を稼いでいるだけで実際は本当に受けてほし

い人たちは受けていないという、年齢層をみればこれは惨憺たるものですから。９４歳の人

をやったことがあるけれどやってくれといわれれば断れない。それでやって 1 年間でがん

が進行するかということを考えると高齢者はタダというのはやめよう。あくまで自己責任で５

００円でも 1,000 円でもいいから自分でやりたいというところでお金を払うことで自分の意思

を表示しようと、そのお金で若い人が受けやすくする。節目検診でやる 40 歳 50 歳 60 歳に

なったらその年は無料ですよとやると 10 年たつと 1 回りします。システムを新しくすると受

診者は増える。70 歳以上無料にした年はがんがみつかった人が多かったがその後はしぼ

んでくる。このまま同じことをやっても無駄、経済的にも無駄が増えるだけです。70 歳以上

タダをやめて全体的に抑える。名古屋市や犬山市は1検査500円のワンコイン検診をやっ

ている。タダというのは無しというふうにしたらもう少し若い人が受けやすくなるのではない

かと思う。 

 

（委員） 

   がんというのは一度なってしまったら自然治癒力というのはほぼないんですよね。一般

市民に恐怖心をあおるような一度かかったら治らないよというような恐怖心をあおるように

書いて必ず受診しなさいというようなふうにやると多少受けるかと思いますが。 

 

（委員） 

   早期発見したら完全に治りますよということですかね。恐怖心をあおると余計に目をつぶ

りますから。もう少し若い人を対象にしたほうがより経済効果があるのではないかと思いま

す。94 歳で胃がんがみつかってもまず手術しないでしょうから自然治癒力では治らないと

思うから。40 歳や 50 歳の働き盛りの人や奥さんもなんとか無料券の魅力で行ったけど無

料券のあとはまたお金がかかるということを言われたことがあるけど 40 歳 50 歳 60 歳くらい

の節目検診を無料でやるのは一つのアイデアだし、70 歳以上無料にすると中身もわから

ずにくる。それを減らしたいと思う。もう少し経済効果のあるやり方でやってもらいたい。 

 

（委員） 

   女性の会では 10 年位前まででしょうか集団検診をやっておりまして年に 2 回ぐらい。そ

ういう機会があってみなさんに受けましょうとなると 50 人とか。団体の集団検診でみんなで

受けましょうという機会があってそれでみんなで受けていたんですね。私自身もそれで受

けていました。それがなくなってから自分で検診に行こうとか受けよういうことがなかったわ

けです。地区のがん撲滅のモデル地区で地域でやっていただけるとその地域でがん検診

を受けれるんだということで受けるようになれました。味岡地区でもやっていただいたんで

すが、そこの近くの人がみんなで受けようということになるんですね。がん検診というのは医

療機関へ行って自分で受けるというのは勇気のいることですが、近くで受けてみようという

機会があってみんなで受けてみましょうという形があるとこれからも受けやすいなと思いま



す。特に乳がん検診や子宮がん検診、女性の病気は受けにくいものですけどそういう機会

が増えるといいです。この校区で行う検診が増えるといいと思います。X 線は健康まつりの

ときに無料で受けれるので行ったときにその時に申し込んで受けれるので、国保だといろ

いろできるけど社保だと自分で受ける機会がなくなったのでこういう機会に受けようと思い

ます。 

 

（委員） 

   先ほど言われた節目検診と、今おっしゃられたきっかけ作りというのはものすごくいいこ

とだと思うんですね。節目検診に無料をやると最初は市もたくさん出すことになると思うん

ですが結果的に生涯医療費というんですか、歯科でも歯周病を治すと生涯医療費がもの

すごく安くなるんですね。それが確実に証拠として調べられたものもあります。生涯医療費

として考えられていく上において節目検診だけでも無料でされたら小牧市は他の地区から

もすごいと言ってもらえると思うし、小牧市民も小牧市に住んでよかったと思われると思うの

でできればそういう形にしていただければと思います。 

 

（会長） 

   ぜひご検討をいただければと思います。 

   他にありますでしょうか。 

 

（事務局） 

   対象者の答えをお願いします。 

   小牧市の受診率になります。この対象者の出し方なんですが国からの指導で人口では

なく国勢調査の人数で算出するという計算方法があります。また表にして郵送させていた

だきます。 

 

（会長） 

   時間の都合もありますから、まだ議論もあるかと思いますが次に移らせていただきます。 

   その他何かありますか 

 

（事務局） 

   事務局からは特に議題としてはありません。 

 

（会長） 

   次に 7 番の報告に入ります。 

   （１）の「平成22年度小牧市民健康づくり事業実績報告について」を事務局よりお願いし

ます。 

 

（事務局） 

   資料２（７ページから９ページ）について説明 

 

（会長） 

   ただ今事務局から説明がありましたが、ご意見ご質問がありましたらお願いします。 

   

   ご意見もないようですので、（２）の「平成２３年度小牧市民健康づくり新規拡充事業につ



いて」の報告を事務局からお願いします。 

 

（事務局） 

   資料３－（１０ページから１８ページ）について説明 

 

（会長） 

   事務局から説明がありましたが、ご意見ご質問がありましたらお願いします。 

 

   ご意見ご質問もないようですので、小牧市民健康づくり推進協議会を終了します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


