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福祉計画検討委員会 議事録 

 

事務局出席者 健康福祉部健康・保険担当部長兼保健センター所長  

高津 和憲 

       保健センター所長代理         西條 ひろみ 

       高齢福祉課長             磯野 美子 

       高齢福祉課主任            菅井 雅一 

 

○議事録 

議 長   それでは、次第にございます「なわて高齢者プラン」についてご

審議いただきます。事務局の方から説明をお願いします。 

 

事務局   本日は、貴重なお時間をいただき有難うございます。まず事務局

の紹介をさせていただきます。私の二つ隣から健康福祉部健康・保

険担当部長兼保健センター所長の高津でございます。続きまして私

から一番奥となりますのが保健センター所長代理の西條でございま

す。それから、私の隣が高齢福祉課長の磯野でございます。そして

最後に私高齢福祉課主任の菅井です。よろしくお願いいたします。

それでは座って説明に入らせていただきます。 

 

事務局   それでは保健センターの方から説明させていただきます。お手元 

の資料をご覧下さい。保健センターでは、健康づくりの推進のため

の事業を行っております。高齢者に関しては、高齢期に向けての健

康づくりや介護予防のための支援を行っています。健康教室受講後、

自主的な会を作り、活動しているグループ（健康づくりグループ連

絡会）を支援し、交流会などを行っています。今年度は、庁内健康

づくり連絡会において実務者の会議を行い、退職者世代が対象であ

る元気度アップ講座の内容を検討し実施しました。また、健康づく

りグループ連絡会に対して、これからの介護予防についての講演を

地域包括支援センターの協力のもと開催させていただきました。 

それでは４０歳からの健康づくりについて報告します。まず、健康

診査及び検診についてですが、特定健康診査は、保険年金課で市国

民健康保険加入者に対して行っています。今年度は、未受診者対策

事業、健診受診者フォロー事業（重症化予防事業）、重複・頻回受診

者への訪問指導事業を保険年金課と連携して行いました。健診の受

診勧奨は、例年２月頃でしたが、１１月に行いました。 
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がん検診は１２月末現在のデータのため、低い状況です。肺がんに

つきましては、今年度から個別検診を行っており、受診率の向上に

つながっています。 

次に、健康手帳の発行状況ですが、平成２８年度１２月末現在で

７１８人です。今年度は、４０歳の乳がんの無料クーポン券発行対

象者に同封して送付しています。 

次に訪問指導についてですが、地域包括支援センターの支援等が  

中心で、個別支援はほとんどなく、緊急通報装置を希望する方の訪

問のみとなっております。 

健康教育に関しましては、２８年度１２月末現在 ４６回実施し、  

参加延べ人数は、１,３８４人です。 

健康相談に関しましては、３３回実施し、相談延べ人数は、９２  

０人です。 

以上です。ありがとうございました。 

 

事務局   続きまして、高齢福祉課の方から説明させていただきます。お手

元の資料１ページをご覧下さい。２ 社会参加の促進（３）生きが

い・交流事業の充実⑤地域支え合い体制づくり事業の推進でござい

ます。今年度の取組みですが、各地区の活動内容を広く市民に周知

するため、８月の広報並びに市ホームページにおいて、活動地区一

覧を掲載しました。また、今年度の補助金について５月の区長会か

ら各ふれあいサロンなどを含む２７地区に説明を行ったうえで、９

月末までを申請期限として受付を行いました。今年度は２０地区か

らの申請があり、昨年度の１７地区から３地区増えましたが、来年

度以降もふれあいサロンを各地域に広めていきたく、今年度申請さ

れなかった地区に対しましても個別に説明を行うなど、地域支え合

い体制づくり事業の推進に努めていきたいと考えています。 

      次に、④交流やふれあいの場・機会づくりでございます。今年度

の取組みといたしまして、楠風荘では有意義な時間を過ごしていた

だくため、大広間において時代劇やホームドラマをはじめとした映

画上映を行うなど、毎月多様な催しを実施しました。また、健康の

維持と親睦を図るため、引き続き好評の健康フラダンスをはじめと

した健康事業も実施しました。平成２６年～３０年度の５年間、(株)

ビケンテクノに対し、引き続き指定管理者を委託することにより、

民間事業者のノウハウを活用し、利用者が日々の生きがいづくりや

各サークルの会合等、ふれあいのオアシスの場・生涯学習の場とし
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て大いに利用してもらえるような施設を目指しています。また、今

年度から高齢者の情報通信技術向上に向け、２月２１日にスマート

フォンの操作講座を実施し２４名の参加がありました。また、９月 1

３日（火）には市民総合センター市民ホールにて、敬老会を開催い

たしました。本年度も１００歳を迎えられる市民の方４名に登壇い

ただき、１部の式典において祝状をお渡ししました。また、２部の

お祝いイベントにおきましても、高齢者の皆さんが楽しんでいただ

けるよう、ステージマジックショーやものまねバラエティショーを

開催しました。例年同様、老人福祉施設の入所者を招待する他、日

頃から高齢者の見守り活動を行っていただいている民生委員を来賓

として招待するなど、高齢者並びに関係者の皆様に配慮した催しと

いたしました。 

なお、今年度も１００歳表彰者のもとを全て訪問し、直接お祝い

状等をご家族様等が同席のうえでお渡しさせていただくことで、表

彰者本人だけでなく関係者の方々にも喜ばれるよう、長寿の祝いに

ふさわしい事業といたしました。 

      続きまして、３ 日常生活を支援する体制の整備・強化、（１）介

護保険制度以外の高齢者福祉サービスの充実、⑦生きがい生活支援

型の通所事業でございます。今年度の取組みですが、「街かどデイハ

ウスさんら」につきましては、更なる利用者増を目指し、運営委員

会に対する助言などを行うとともに、府交付金の確保に努めました。 

「ふれあいサロン」につきましては、昨年度からふれあいサロン○○ 

○と称してもらうことを前提として、地域支え合い体制づくり事業

補助金の交付を行いましたが、今後も「高齢者がふれあいを育む活

動」を実施する地区・地域に対し支援・補助を行っていきます。 

「ふれあい元気クラブ・えんじょい」につきましては、平日の午前１  

０時から午後４時の間で午前と午後に分け、囲碁・将棋をはじめと

した娯楽や書道教室、健康体操、歌体操などを実施しました。７月

には高齢者の情報通信技術向上に向け、新たにスマホ・ケータイ安

全教室と称して携帯電話の操作教室（２回）を実施し計３０名の参

加がありました。年間を通じて来場者数は安定しており、西部市街

地における高齢者がふれあえる拠点施設として、その役割を達成し

つつあるものの、月曜日の午前中のプログラムが未だ定まっていな

いことから、運営委員会において確定を急ぐとともに、引き続き市

民への周知を図っていきます。 

上記通所事業につきまして、次年度以降も地域支え合い体制づく
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り 事業として引き続き、推進・支援していきます。 

次に、２ 社会参加の促進、（３）生きがい・交流事業の充実、①

福祉農園でございます。今年度の取組みですが、４月２１日に市役

所東別館２０１会議室において、高齢者農園の受付並びに公開抽選

を行うとともに、その後は随時受付を行い、現在５１区画全てを利

用いただいています。引き続き、高齢者の生きがいのある生活を支

援することを目的として事業を推進していきます。 

     続きまして、②交流ふれあい（生きがいと健康づくり）事業でござ

います。今年度の取組みですが、当事業は無料講座ということで近年

特に人気があり、昨年度は実施が適いませんでした。今年度は、大阪

ガスグループに対し依頼・調整を行った結果、８月３０日（火）に元

気ワクワク健康教室（テーマ：肩こり予防）を実施しました。今後も

高齢者の交流ふれあい事業として推進していきます。 

      次に、（２）地域福祉活動への支援、イ 民生委員の活動でござい

ます。今年度の取組みですが、緊急連絡カードの配付事業を民生委

員に依頼して５年が経過しましたが、平成２６年度に民生委員が実

施する在宅高齢者実態調査に合わせて広く追加配付を行っているた

め、今年度は１０月の民生委員・児童委員定例会と１２月の新任民

生委員研修会において事業の基本的な説明をあらためて行ったうえ

で、必要に応じて配付を行っていただきました。引き続き、個人情

報の取扱いには細心の注意を払うとともに、キットの配付が民生委

員の平素の見守り活動として、定期的な訪問等につながるよう推進

していきます。 

      続きまして、３）介護予防・日常生活支援総合事業の開始に向けた

サービス提供体制の整備でございます。６頁をご覧下さい。今年度

の取り組みですが、5月、8月、11月、2月の 4回、市域の生活支援

サービス協議体会議を開催しました。協議体で話し合って抽出した

課題のうち、判断能力の低下した高齢者の方の金銭管理について、

特別養護老人ホームを運営する社会福祉法人の代表者や日常生活自

立支援事業の担当課である生活福祉課地域福祉担当課長にも会議に

出席していただき課題の共有を図りました。難易度の高い課題であ

り、即応できる課題解決には至りませんでしたが、今後も必要に応

じて協議体の構成員だけでなく、幅広く意見を聴取することで課題

解決に向け取り組んでいきます。また、必要な社会資源として、見

守り支援や通いの場を周知する資源マップも優先順位の高い課題と

して挙がったため、昨年 11月に高齢者見守りネットワーク事業を立
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ち上げ、新聞販売店や郵便局との協定締結に至りました。資源マッ

プについては現在、作成に向け生活支援コーディネーターと地域包

括支援センターが中心となり、日常生活圏域毎に取り組んでいます。 

     平成 29年 4月から新総合事業は開始しますが、引き続き、生活支援

サービス協議体と生活支援コーディネーターを中心に生活支援整備

を進めていきます。 

      次に、４ 地域包括ケア体制の強化、（１）地域包括支援センター

の機能強化でございます。７頁をご覧下さい。今年度の取り組みで

すが、高齢化の進展により、地域包括支援センターの役割はますま

す大きくなり多様化しているところです。くすのき広域連合が、平

成２６年度から順次、機能強化を進めているところであり、四條畷

市域では平成２８年度から各地域包括支援センターに１名ずつ増員

し、高齢者の多様なニーズに対応できる体制整備を図りました。ま

た、くすのき広域連合からの折込み記事や毎月広報に包括のイベン

トを掲載することで、周知啓発にも努めています。 

      続きまして、（２）地域包括ケアシステムの基盤となるネットワー

クや体制の整備、①地域包括ケア会議の強化についての今年度の取

り組みでございます。地域包括ケアシステム構築の過程で多種の会

議が増えていく中、昨年度にそれぞれの役割の見直し・整理を図り

ました。生活支援部会は高齢者虐待に特化した、高齢者虐待評価会

議として再編成しました。今年度も半期ごとに会議を開催し、関係

機関とともに個々の事例について評価するとともに、市域の課題を

共有しました。その課題を解決するために虐待プロジェクトを立ち

上げ、虐待マニュアルの見直しや市民啓発について検討しています。

地域ケア会議は、地域包括支援センターが関係機関と連携し、個別

課題解決の会議や、地域課題を共有し検討するための会議を開催し

ています。半期ごとに市域の地域ケア会議を開催し、それぞれの会

議の積み重ねから、地域課題の抽出・整理を行い、対応策を検討し

ています。地域ケア会議で多職種専門職や地域住民が連携して課題

の解決に取り組むことで、住民力を高めるとともに、ネットワーク

構築にも努めています。 

      次に、②医療と介護の連携強化についての今年度の取り組みでご 

ざいます。８頁に入りますが、医療・介護連携推進運営委員会の中

に、研修ワーキンググループ・情報連携ワーキンググループ・市民

啓発ワーキンググループを設置し、会議の機能分化を図ることで、

効率的に事業展開について検討を進めています。今年度は、「病院か
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ら在宅へ」をテーマに研修会をシリーズで開催し、病院と在宅の連

携を強化しました。また、訪問介護員向けに医療知識を得るための

研修会を開催しました。市民啓発においては、チラシの作成や、在

宅医療についての特集記事を広報誌に掲載しました。医療機関で在

宅医療について市民向けの講演会も行っています。情報連携におい

ては、資源集の更新について検討しています。 

     続きまして、５ 認知症高齢者への総合的支援と高齢者の尊厳の確     

    保、（１）認知症に関する意識啓発の促進でございます。今年度の取

り組みですが、高齢者の通いの場に対し、認知症の理解を深めること

で、認知症にやさしい場所を地域に広げることをめざし、６月に老人

クラブ１箇所、１月に街かどデイハウスさんらで認知症サポーター養

成講座を開催しました。また、１０月号の広報で認知症サポーター養

成講座の啓発を行い、高齢者の通いの場を始め、多くの方に受けてい

ただくよう呼びかけました。今後も増えることが見込まれる認知症高

齢者に対し、多様な年齢層の理解促進を図るため、１１月に四條畷西

中学校３年生に対し、認知症ジュニアサポーター養成講座を実施しま

した。また、今年度は社会福祉協議会主催の「親子で介護サーキット」

において、１１月に小学生の親子を対象に講座を開催しました。今後

も、未来を担う子どもたちに、正しい知識を普及し、人権意識を醸成

していきます。 

      次に最後の説明頁となりますが、９頁をご覧下さい。「俳句のまち

四條畷」５７５ブレスレット配付事業の今年度の取り組みでござい

ます。６月号の広報、ＨＰに掲載した結果、一時的に申し込みが増

えましたが、現在は微増状態です。蓄光タイプのシリコンリングの

ため、夜に薄っすら光るので外出時の安全対策にもご活用いただけ

るものであり、今後も、出前講座や高齢福祉課窓口などさまざまな

機会を利用して啓発するとともに、広報・ＨＰへの掲載により周知

していきます。 

      続きまして、高齢者の見守りネットワーク事業協力に関する協定    

     でございます。今年度からの取り組みとなりますが、全国的に急速

な高齢化の進展が見られ、ひとり暮らしや高齢者世帯が増加する中、

民生委員児童委員や地域包括支援センター、介護事業者、近隣住民

等がそれぞれの立場で支援する高齢者を気にかけて見守っていると

ころです。今回、高齢者の見守り体制の強化を図るため、１１月１

５日（正しくは１１月１０日と説明後に訂正）に四條畷市域を担当

する新聞販売店１０店舗と市内郵便局の協力を得て、四條畷市見守
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りネットワーク事業の協定を締結しました。今後も、民間事業者と

連携することで、重層的な見守り体制を拡充していき、高齢者の方

が安心して、住み慣れた地域で暮らし続けることが出来る地域づく

りの実現をめざします。 

以上を持ちまして、高齢福祉課の説明を終えさせていただきます。 

ありがとうございました。 

 

議 長   はい、ありがとうございました。ただ今の報告につきまして、委

員の皆様、何かご意見・ご質問等ございませんでしょうか。 

 

山上委員  地域包括支援センターの機能強化ということで、今年度から各地

域包括支援センターの職員を１名ずつ増員とありますが、具体的に

は社会福祉士とか、どの専門職を増やしたのでしょうか。 

 

事務局   とくに専門職を指定しているのではなく、３つの地域包括支援セ

ンターが予算の範囲内で必要な専門職を配置いたしております。 

 

山上委員  地域包括支援センターの職員が地域の中に入って連携が図れてい

るのかどうか、専門職の方達なので地域との連携がなかなか図り辛

いのではないでしょうか。ましてや、くすのき広域連合が実施主体

としているものですからね。連携を図ったうえでの運営でないと、

きめ細かな推進ができないと思いますが、四條畷市の関係機関とど

のような連携を図られているのか、民生委員との連携はとくに重要

かと思いますが、その辺りはいかがでしょうか。 

 

事務局   地域包括支援センターの専門職が地域に入っていくのはなかなか

難しいということは、委員ご指摘のとおり同感いたすところでござ

います。この点につきましては、当然行政も入って手助けしていく

必要があると認識しており、民生委員との兼ね合いにつきましても、

民生委員児童委員定例会に定期的に地域包括支援センターが参加す

ることにより、介護や見守りについての役割の説明を行うなかで、

民生委員との連携を深めていただいております。 

 

山上委員  それだけではなくて、地域に入るわけですから自治会とかにも入

っていく必要があると思うのですが、その辺りはいかがでしょうか。 
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事務局   委員ご指摘のとおり、地域包括支援センターと民生委員のみでの

連携では地域連携は難しいものと考えておりまして、行政が入って

いくうえで区長会や自治会に地域包括支援センターにも参加しても

らい、まずは包括とは何かなど、役割の説明や宣伝を行ってもらう

ような形で今後、地域連携を深めていく必要があると考えておりま

す。 

 

山上委員  医療と介護の連携強化について、研修ワーキンググループや情報

連携ワーキンググループ、市民啓発ワーキンググループを設置され

ているとありますが、それぞれ会議を何回開催され、どういう方が

参加されておられるのですか。 

 

事務局   手元に資料が無く、昨年度の運営委員会としての開催回数とはな

りますが、年１０回開催いたしております。また、会議の参加者で

すが、医療関係者やヘルパーなどの方が参加されており、ワーキン

ググループの開催回数につきましてはこの場ではお答え出来かねま

す。 

 

志村委員  私、他市からこの運営組織に入っているのですが、医師会が大東・

四條畷医師会となっており、それぞれの医療機関として畷生会病院

や北河内藤井病院、また大東市内の病院の方が入られていて、３師

会となる医師会・薬剤師会、歯科医師会が所属しています。それぞ

れワーキンググループへの参加により活動しているところですが、

研修ワーキンググループでは主に専門職の方の研修を行い、情報連

携ワーキンググループではサイボーズとかＩＣＴに関わる情報共有

の検討、また市民啓発ワーキンググループでは、今年度から地域の

方に在宅医療で看取りを行うという啓発の検討を行っています。 

 

山上委員  この件については家庭や地域が基本となっておりますので、行政

ではなかなか手が届かない分野だと思われます。続いて保健分野の

質問をさせていただきます。検診の受診率が低いことについて、い

つも所長にどうなのですかと質問させていただいているのですが、

今回検診の受診者を向上させるとありますが、今後のことになるか

と思いますが、何か考えておられるかどうか質問いたします。 

 

事務局   なかなか厳しいところがありまして、今年度は肺がん検診の受診
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率が若干延びているという状況が唯一言えると思います。次年度で

すが、共済けんぽの方達の検診、特定検診を受けておられるのです

けれども、そこに肺がん検診を同時実施することにより、受診率の

向上につなげていきたいと考えております。また、保健センターの

集団で行っております検診、胃がん検診が内視鏡の検診も国から言

われているところなのですが、なかなか医師会や病院とかとの調整

が難しく、バリウムを飲んでの検診に留まっているので、なかなか

受診率が伸びない状況にあるのですが、出来るだけセット検診とい

う形で、乳がんと胃がんの検診を引っ付けて女性の４０代の乳がん

の検診と突合と言いますか、キャンセル待ちが多い状況にあります

ことから、その枠を拡げたりする等の取組みを行おうと考えており

ます。  

 

山上委員  私も仕事をしている時は毎年人間ドックに通っていましたが、辞

めてからは毎年検診を受診するようにしています。１回受診すれば

続けて受けると思うのですが、短くて半日、長くても 1 日のことで

すし。検診の必要性を市民にもっと訴えていく必要があるのではな

いかと。宣伝ができていないのではないかと思うのですが。その為

にはネットワークが必要かと思いますが、社会福祉協議会を中心に

区長会・自治会などに訴えていき協力を求めていくなど地域に訴え

ていくことこそ効果があると思います。その辺りについて今後は考

えていく必要があるのではないかと思います。市長の所信表明では、

各種検診の受診率を向上させていくとはっきり書いておられます。

認知症や要介護の未然防止の対策も進めていきますと。まさに保健

センターのやるべき仕事としてしっかりと考えないといけないと思

います。不要なことを未然に防ぐために取り組んでおいたほうが良

いと思いますが、その辺りどうでしょうか。 

 

事務局   仰るとおりでなかなか地域に出向くことが出来ていないのが現状

です。少し前までは地域の独居老人の会や保健師が地域活動を行う

ということで訪問して啓発を行っていたのですが、今は地域包括支

援センターが役割を担っておりますことから、保健センターとして

なかなかそういった機会が無く、ご指摘のように各自治会長などに

お願いするということは今後の課題として捉えております。その中

でも健康を推進するグループ連絡会が有りまして、健康リーダー的

な役割を担っていられる方達が地域や市民の集いなどで検診の啓発
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を行っているのですが、なかなか結果につながってはおらず、ご指

摘のとおり、地域と連携して進めていければと考えています。 

 

山上委員  広報誌でのＰＲだけでは絶対駄目なのです。やはり直接会って初

めて人の心というのは動きますので。そういう姿勢が必要なのでは

ないかと思います。所長にも今後の取組み方についてお伺いします。 

 

事務局   次年度の話となりますと、予算が絡むという関係でこの時期に具

体的なことは未だ言えない状況にございます。５月か６月なら話が

出来ると思うのですが、この会議は 3 月でないといけないのでしょ

うか。 

 

山上委員  私の質問は、毎年市民に対してどれだけ受診率を上げることをし

ているのかということです。予算の話ではありません。 

 

事務局   来年度のことは予算が決まってないのではっきりと申し上げられ

ませんが、今年度の取組みにつきましては先程まで申し上げてきた

通りでございます。 

 

山上委員  今年度の取組み目標ということで、どのような姿勢で取組まれて

いるのかということをお伺いします。年間何人程度の受診者を増や

していくのか、受診項目毎に目標値というのが有りますか。目標値

に沿った予算要求をされていると思うのですが。 

 

事務局   毎回同じ話をさせていただいておりますが、なかなか数字を挙げ

るのは難しい状況にございます。委託しております検診側との問題

もありまして、もっと検診車を廻してもらえれば良いのですが、な

かなか相手の都合もある状況にございます。先程言いましたとおり、

肺がんにつきましては医師会の協力を得まして、市内医療機関で受

けられるようになりましたが、１２月末で７．５％の受診率とはな

っておりますが、年度末には１０％近くに至るのではないかと予測

しています。検診率の向上に向け、打開策が見つかればそれを進め

ていきます。 

       

山上委員  目標値は出せませんか。 
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事務局   なわて健康プランの方で検診の項目が有り、その中で平成３４年

度の目標値となりますが、胃がんと肺がんが１０％、大腸がんが２

０％、乳がんが２８％、子宮がんが３５％と定めてございます。 

 

山上委員  出来ればこれから目標値と予算も資料に書いていただきたい。市

民の健康を守っていく立場として必要性を訴えていきますので。目

標値に対して予算は何％程度付いているのでしょうか。 

 

事務局   予算の取り方なのですが、先程申し上げましたとおり、検診側と

の協議の中で決めるということからその点を踏まえて予算を計上い

たしております。今年度よりも来年度にもっと来てもらえるという

のであれば予算を要求して計上していきます。目標値はありますが 

     受診状況を見ながら予算要求を行っております。 

 

山上委員  目標値に基づいて予算を要求されていますか。 

 

事務局   予算を確保しても不用額となってしまう場合がありますので、現

状を把握しながら予算要求いたしております。 

 

山上委員  目標値があるのなら予算に反映させていく必要があると思います。

あらためて予算が目標値の何％程度付いているのかについて質問し

ます。 

 

事務局   目標値に対して予算が取れているかどうかということですと、確

保しておりません。 

 

山上委員  予算が確保できていないのは保健センターの責任ではありません。

市民の方から訴えていく必要があります。検診は市民の命に関わる

ものであり、目標値があるのですからその辺りについては今後保健

センターとして煮詰めていただきたい。 

 

事務局   目標値で予算要求を行いますと歳入以上に予算が膨らんで予算が

組めない状況になりますことから、現況を見ながら要求いたしてお

ります。 

 

山上委員  目標値についてはどう捉えていますか。 
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事務局   目標値は目標に向かっていく数字ですが、予算の話となりますと

今申し上げたとおりでございます。 

 

山上委員  目標値と予算の関係については市長と話し合います。検診の件で

医師会からも何か述べてもらえませんか。 

 

福田委員  検診車の増車など、お金さえ出せば検診業者に来てもらえると思

います。正直胃がん検診をされているのは年に数回程度ですし、こ

こ１０年程度で検診回数が１回も増えておりませんので、このまま

では胃がん検診の受診率は増えません。胃カメラの使用については

技術者が必要となりますので、車１台分では技術的に難しいです。

また、特定検診の受診率が低いことについては、皆さん病気を患っ

て医者に通っていられますので、その方々にとって特定検診は意味

をなしません。一方でがん検診の方は受診率を増やすことは可能だ

と思います。同じ医師会に属する大東市に比べて四條畷市は少し遅

れていますので。大腸がん検診も広島市では医師会がポスターを作

って実施して一定受診効果があるようですが、検診について行政の

方からＰＲすることが一番良いと思います。まず、胃がん検診が現

在人気で満杯の筈ですので、バスを増やしてもらうよう行政から検

診業者に交渉してもらえれば、年に１回か２回でも検診回数が増え

ると思います。そういった点を予算に反映していただければ検診受

診率は良くなっていくと思います。  

 

事務局   委員の意見を参考とさせていただいて今後の予算に反映させてい

きたいと思います。また、一つの構想といたしまして健康マイレー

ジというものが有り、健康に対する動機付けを行う取組みとして、

例えばがん検診を受診すればポイントを付与するという方法なので

すが、現在実施市の事例を検証中ですので、その辺りを見極めなが

ら検討していきたいと考えています。 

 

高尾委員  先程セット検診ということで大腸がんと乳がんをセットで検診と

言われておりましたが、保健センターにマンモグラフィーがあるの

でしょうか。乳がん検診の際に子宮けいがんについても一緒に実施

してもらえれば受診者の立場としては助かると思うのですが。 
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事務局   従来から乳がんと子宮けいがんとのセット検診については実施い

たしております。今回一緒に行うのは乳がんと胃がんのセット検診

でして、乳がんと子宮けいがんのセット検診については次年度も保

健センターにおいて実施させていただく予定です。また、女性総合

がん検診というのを実施しておりまして、胃がん・肺がん・子宮け

いがん・乳がん・大腸がん・骨密度を項目として、年２回概ね６月 

と１２月に実施いたしております。今回は、年代により受診枠が取り

づらい乳がんと胃がん検診とをセットとさせていただいております。 

 

高尾委員  女性に対する検診について、大きく婦人デーなどとして取上げて

啓発いただきたいと思います。広報誌での小さな字では啓発しても

分かりづらいので、可能な範囲であらゆる啓発策を考えていただけ

たらと思います。 

 

議 長   他によろしいでしょうか。無いようですので、これで「なわて高

齢者プラン」についての審議は終了させていただきます。 

 

 


