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第２回すこやか大阪２１（第２次）推進会議 議事要旨 

 

１ 日時 

平成２７年３月２６日（ 木 ）午後２時～４時 

 
２ 会場   

大阪市役所 屋上階 Ｐ１会議室 

 

３ 出席者 

（委員）石井委員、石和田委員、稲葉委員、河南委員、北𠮷委員、五嶋委員、澤田委員、

中嶋委員、東尾委員、福岡委員、福島委員、前田委員、松田委員（五十音順） 

（本市）【健康局】上平局長、甲田首席医務監、谷口健康推進部長、竹内医務監、吉村保健 

所長、友居健康施策課長、藪本保健主幹、渡部健康づくり課長、高野生活習慣病

担当医務主幹、村井保健主幹、川人生活衛生課長、松本精神保健医療担当課長、

久野保健所管理課長、吉野保健所西部保健医療監、徳田保健医療対策課長代理、

小山感染症対策課長代理 

    【福祉局】種林国保保健事業担当課長、春木在宅サービス事業担当課長 

    【こども青少年局】三谷管理課長 

 

４ 報道機関取材者及び傍聴者 

報道機関：無  傍聴者：１名 
 
５ 会議次第 
 
 １ 開会 
 ２ 大阪市健康局長あいさつ 
 ３ 座長の選出について 
 ４ 議題 
（１）すこやか大阪２１（第２次）の推進について 

（２）すこやかパートナー活動について 

（３）大阪市がん検診における受診率向上に向けた取り組みについて 

５ 閉会 
 

 
６ 議事要旨 
（１）座長の選出について 
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委員の互選により、座長に稲葉雅章委員が選任された。 
 
（２）議題 
ア 「すこやか大阪２１（第２次）」の推進について 
 「すこやか大阪２１（第２次）」の推進について、資料１により計画策定後の進捗及び今

後のスケジュールを説明。資料２、アクションプラン（第２版）を説明。 
 【委員からの意見】 
・アクションプランに青壮年期を対象とした取り組みの記載があるが、仕事がありア

プローチの難しい世代。何か方策はあるのか。（稲葉委員） 
 【大阪市の説明】 
・壮年期の方については、健診（検診）が受診しにくい、また、要医療者であっても

治療の継続が難しいといった状況がある。そういったことも含めて「（仮称）地域職域

連携実務者会議」で情報交換・情報共有をはかっていきたい。（高野生活習慣病担当医

務主幹） 
 
イ すこやかパートナー活動について 
すこやかパートナーについて、資料３から５により説明。パートナー同士の協働を広げ

ていくための方策等について、ご意見を伺いたい。 
【委員からの意見】 
 ・大阪市食生活改善推進員協議会のすこやかパートナー活動について紹介させていた

だく。各区で実施される健康展・食育展などに参加するほか、カゴメ株式会社、雪印

株式会社などのパートナーと協働している。（五嶋委員） 

 ・大阪市健康づくり推進協議会は、区役所の開催する講座の修了者による自主組織と

して区ごとに組織している。各区組織において地域や区、団体などと共に健康づくり

に関する取り組みを進めており、パートナーとも協働している。年 1回のウォーキン

グイベントでヤクルト株式会社と協働し、講話と飲料提供をいただいている。協働し

ていくうえで協働相手に求めているのは、場所や講師である。（澤田委員） 

 ・資料４の「すこやかパートナー登録団体及び協働事業数」について、平成２１～２

４年度のパートナー同士の協働数について伺いたい。（稲葉委員） 

 ・協働事業の成功例にはどういったものがあるか。平成25年度のパートナー同士の協

働１４例で、どのような組み合わせで、どのような成果が得られたのか。（稲葉委員） 

 ・パートナーつうしん１４号に意見交換会の模様が掲載されているが、パートナー同士

の協働が意見交換会によって増えているのか、効果はどうだったのか。（稲葉委員） 

 ・パートナー活動について、大阪市として経済的支援はされているのか。多少にかかわ

らず検討されてはどうか。（福岡委員） 

 ・すこやかパートナー同士のつながりを広げていきたいとのことで、協働事業における
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大阪市の立場は、団体紹介や協働に向けた情報提供などのツールづくりであって、実際

のイベントなどを企画・実施するのはパートナー団体であると伺った。ツールづくりも

重要だが、直接大阪市がイベント等を立案して、そこに協働してもらえるパートナーを

募るといったような企画はされないのか。（北吉委員） 

 ・行政が場所も提供して行うイベントにパートナーが協働しているのがおそらく今の形

と思うが、パートナー同士が協働することで、それ以外の機会でも健康の啓発活動が増

えることを期待して、行政主導型から色んなところでの機会を増やしたいというのがパ

ートナー同士の協働事業の主旨であると思う。（稲葉委員） 
・行政主導でつなぐことは１つだと思うが、パートナーが行政に対して、こういう団体

を探しているということを申し出て、行政がそれに応じてつなぐという役割を担えば、

もう少し広がるのではないか。また、パートナーに対して、大阪市がパートナー同士の

協働事業を推進しているといった周知はいきわたっているのか。（松田委員） 

 ・３年程前の会議において、パートナーの加入団体一覧を見て、自団体が加入していな

いことを知ったので登録した。他団体と協働しているが、医療関係に限られてしまいが

ちで、パートナーつうしんの活動紹介や協働募集が他の団体と連携するのにいいツール

だと思う。（石井委員） 
 ・パートナー活動に関しては、行政には、先ほどもあったが他団体との仲介、パートナ

ーつうしんのような広報誌やホームページでの広報を期待している。また、経済面の補

助の話もあったが、各種イベントに対する補助が打ち切られていく中で、市民の力で健

康に向けての取組みを実践していくのにあたって、パートナー同士が協働していく価値

があると思う。（石井委員） 
・資料５のシートをどのようにして活用しパートナー同士が連絡を取り合えるのかを詰

めていく必要があるかと思う。（石井委員） 
・資料５のシートは活用しにくいと感じた。このシートは自身が提供できるシーズ（種）

を記載したものだが、求めているニーズがわかる欄がない。ニーズが明確であれば協働

に向けた話が進みやすいのではないか。（福島委員） 

・講演してもらいたいというニーズはかなり高いと思われる。パートナー同士というこ

とであれば、例えば、看護協会や栄養士会と連携することで相乗効果が得られると思う

がどうか。（稲葉委員） 
・大阪府看護協会は府下１１支部にわかれ、さらに地区にわかれている。公益社団なの

で府民の健康増進の役割も担っており、大阪市民に対してはまちの保健室活動を行って

いる。支部で講演会活動をする機会もあるので、経験者の方に講師にきていただけるの

はありがたい。そういう情報がわかっていないのが現状なので声かけていただくなど、

お互い協力し合うことが必要と思う。（石井委員） 
・協働が広がれば、大きな力になると思う。大阪府栄養士会は栄養ケアステーションを

開設し、市民の方から直接、栄養相談を受けている。また、地域の活動として料理教室
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など食育絡みの活動をしている。資料５のシートはどのようにして情報発信するのか教

えてもらいたい。（東尾委員） 
・私は大学の市民講座に毎月のように参加しているが、各大学は地域連携を進めている

ので、先程あった講師依頼の話も大学に依頼する方法もあるのではないかと思う。大学

との連携をもっと考えていけば、パートナーの予算の問題も解決できるし、大学側もＰ

Ｒできるし、いいと思う。（河南委員） 
・女性会は学習団体であり、年の初めに翌年度の学習テーマを決めて、区の女性会では

保健所の医務主幹や医師会にお願いして講演してもらっているが、最近では雪印株式会

社が出前事業をしてくれているので助かっている。専門的な医療を学ぶには専門医を呼

ぶと講師料が高いので、そういうところを補える方策があると助かる。（前田委員） 

【大阪市の説明】 

・資料４の「すこやかパートナー登録団体及び協働事業数」、平成２１～２４年度のパ

ートナー同士の協働数について、１０件前後を推移しており、平成２３，４年度は１４，

５件程度。協働数は増えているがパートナー同士の協働数は比例している訳ではない。

（渡部健康づくり課長） 

・協働事例の成功例については、一例になるが、足の健康の団体と食生活や健康づくり

の団体が集まって、イベントを行うことで参加者数が増えるといった効果が期待できる。

（渡部健康づくり課長） 

・意見交換会の中でパートナーから、他団体についての情報が欲しい、との意見があっ

たので、資料５「団体紹介シート」を作成した。意見交換会では、イベントを予定して

いる団体がプレゼンを行い、協働したいという団体があれば協働につながっている。パ

ートナー登録団体の全てが参加している訳ではないので、紹介シートを活用して協働に

つなげたいと考えている。（渡部健康づくり課長） 

・経済的支援は実施していない。財政状況も厳しく、経済的な支援は難しいが、別の側

面から市として協力、支援できることがあるのであれば、そういったご意見を頂ければ

取り入れていきたいと考えている。（渡部健康づく課長） 

・各区が企画・実施する健康展や区民まつりなどは、区役所からパートナーへ参加を募

って、多数のパートナー団体の協力のもと実施されている。そういった行政主導のイベ

ント等が、資料４にある200事例である。行政主導のイベント・講座はもちろんだが、

地域でそれぞれに健康づくりに関する活動を実践されている団体があって、そういった

団体同士がお互いの強みを活かして協働するによって、市民により身近な健康づくりを

実践する場が増える。そういった活動が地域に根ざしていけば、市民が健康づくりに取

り組みやすい環境整備が進んでいくのではと考えている。（渡部健康づくり課長） 

・「パートナーつうしん」において協働の推進を明記している。また、団体紹介シート

を集約したものを定期的に情報提供していくことで協働を推進していく。パートナーが

直接話しにくいという状況があれば何らかの橋渡しができるよう工夫していきたいと
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考えている。（渡部健康づくり課長） 
・団体紹介シートの活用については、パートナー同士で情報共有できる仕組みを考えて

いる。まだ、具体的にお示しできないが、いただいた御意見を参考にしたい。また、協

働がうまくいった例、うまくいかなかった場合でも何が問題であったのかをフィードバ

ックしてもらえたらと考えている。（渡部健康づくり課長） 
 
ウ 大阪市がん検診における受診率向上に向けた取り組みについて 
  資料６～１０により説明。 
肺がんを除いて 25年度は受診率が低下、26年度暫定値は若干上向きとなった。 
個別勧奨や無料クーポンの再配布を実施、また、集団検診の土曜日開催や乳がん取扱

い医療機関の拡充など、受診しやすい環境整備に努めているが、青壮年期・働き世代の

検診・精密検査受診率が悪く、課題がある。効果的な啓発、また、受診しやすい環境整

備についてご意見を頂戴したい。 
 【委員からの意見】 
・国保連では主に府内の市町村の国保担当課を通じて健康推進事業のお手伝いをしてい

る。どこの市町村も苦労しており、広報啓発、特定健診とのセット受診、休日の集団検

診等に取り組んでおられる。ひとつ紹介しておきたいのが、市町村と国保連の共同事業

として、特定健診未受診者に対する受診勧奨事業を実施している。未受診者に対して電

話などで勧奨する事業だが、その中で年 3回、健康相談会を実施しており、葉書で相談
会参加の呼びかけをしている。参加者にはその場でがん検診・特定健診の勧奨をし、そ

の場で予約する取り組みを実施している。（中嶋委員） 
・国保データベース（KDB）システムが構築されて、レセプトデータと健診情報を併せ
て抽出し、全国・府内の同規模保険者との比較などが可能となる。保険者は、このよう

な分析を通して被保険者の健康保持増進や医療費適正化のためのデータヘルス計画をつ

くっていく運びとなっているので、国保部門とも連携されたい。（中嶋委員） 
・産業保健支援センターでは、職域に対して産業保健三事業を実施している。具体的に

は、産業医の先生・保健師・看護師の皆さん及び事業主・衛生管理者の方に対する研修、

メンタルヘルス対策支援事業、大阪府下１３の地域産業保健センターにおいて、労働者

数 50人未満の中小規模事業場の産業保健サービスの支援を実施。労働安全衛生法上、健
診結果が有所見の場合は医師による意見聴取が必要となるが、小規模事業場の事業者が

独自に医師を確保するのは難しく、センターでは事業者からの申し出により医師による

意見聴取を実施している。年間６００以上の事業場からの申し出により、7000人分の意
見聴取を実施している。そういった機会を通じて市の受診率向上を PR することは可能。
例えば、パンフレットの提供などがあれば、地域産業保健センターにおいて配布するこ

とは可能だと思う。（石和田委員） 
・健保連においては、特定健診保健指導の実施率向上が大きな課題。年 1 回開催する保
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険者協議会において、医師会等にも参画いただき受診率向上に向けての意見交換をして

いる。（北𠮷委員） 
・健保連では、健保組合の方を対象とする健康セミナー等を年 10回実施し、健保組合の
職員、産業医の先生、保健師、看護師、事業所の健康管理の方などが参加している。そ

ういった場で、大阪市民にだけといったことはできないが、参加者全員に大阪市の取り

組みを PRすることは可能。ポスターやチラシなどをいただければ、情報提供できる。各
組合の方を通してそれぞれの被保険者・家族にアピールできるので、そういったところ

も活用してもらえれば。（北𠮷委員） 
 ・出前講座などで、がん検診のポスターなどを配布していたりするのか。配布をしてい

たりするのであれば、受診率の向上につながったなどの実績はあるのか。（稲葉委員） 
 ・各委員から、ポスター・パンフレットの配布に協力可能といった建設的なご意見をい

ただいた。市民以外の方も対象となるなど、媒体のコストの問題もあるかと思うが、ぜ

ひ取り入れていただきたい。（稲葉委員） 
・大阪市食生活改善推進員協議会では、24 区それぞれに組織があり、地域ごとに啓発な
どを実施している。また、会員全員を対象にした健康習慣に関する調査を実施して、そ

の後の追跡調査も実施している。4600人ほどの会員がいるが、会員皆が地域で啓発して
いくことで市民の健康水準向上に努めたい。（五嶋委員） 
・大阪市健康づくり推進協議会も 24 区それぞれに組織がある。各区のイベントの場で、
「乳がんは自分で見つけましょう」といった取り組みを女性に対して行っている。東住

吉区では区内 14連合に対して 2年かけて勉強会を実施した。地域の皆さんにそういった
ことを広めていくのが我々の役割と考えている。（澤田委員） 
・数年前までは、大阪市全域を対象にした「ヘルスジャンボリー」というイベントが大

阪市主催で実施されていた。すこやかパートナーの方が多く集まってとても良かった。

また、そういった取り組みを検討いただきたい。（澤田委員） 
・吹田市に勤務しているが、千里ニュータウンなどは自治会活動などが活発な土地柄。

病院と自治会とが共催して糖尿病・乳がんの講座を公民館などで実施している。地域と

専門機関のつながりが構築されている。（石井委員） 
・自分自身が医療関係者だから目につくだけなのか、テレビや新聞など、健康について

取り上げていない日はない。これだけ情報が氾濫しているのに受診行動にはつながって

いない。やはり、子供のころからの教育が重要で、小中学生から意識をもってもらい、

家庭でも健康について話をするといった積み重ねが、受診行動につながるのではないの

かと思う。（石井委員） 
・大阪府栄養士会では、がん検診受診率向上についての取り組みはしていない。昔は町

会の回覧板などで検診の受診機会の周知があったが、マンションが増えて状況が変わっ

てきている。パンフレットなどを主婦が目につくスーパーとか、身近なところに掲出し

ていくと仕事をお持ちでない方の受診につながっていくのではと思う。（東尾委員） 
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・がん医師として、また検診を実施する立場から申しあげる。若い世代からのがんにつ

いての知識の教育が必要。がんを治すためにはどうしたらいいのか、大腸・子宮・乳が

んについては検診で確実に死亡率が下がるわけだから、その辺りの重要性を教育してい

くことが非常に重要。（福岡委員） 
・受診率の向上には、個別検診を実施する医療機関の協力が重要。肺がん専門医として、

肺がんの個別検診を実施しているが、和泉市では市と専門機関が協力して受診率が１０

倍に上がった。特定健診とセットで肺がん検診を実施、レントゲンの 2 重読影をしてい
る。ただし、精度管理には注意が必要。大腸がんの検便であれば、それほど難しい問題

でもないのでいい方法では。（福岡委員） 
・がん専門医の立場から言えば、検診における精度管理が非常に重要で、精密検査受診

率が医療機関の健診・個別健診で非常に低いところが課題。せっかく受けたのに精密検

査を受けなければ、検診の意味がない。医療機関に任せるのではなく、行政が勧奨して

受診率をあげるなど何らかの方策が必要ではないか。単に受けよといっても受けてくれ

ない、「恐ろしい病気だ」と受け止められているのが一般的だが、そうではなく早く見つ

けて早く治す病気であるという教育が重要である。（福岡委員） 
・特定健診について確認したい。個別に未受診者への電話勧奨を実施しているが、26 年
度は、25 年度に引き続き４０・４５歳の未受診者に対しての受診勧奨、あるいは、ある
一定の時点で受診されていない方全員に実施しているのか。（福島委員） 
・職域の方は、職場から特定健診とがん検診の受診機会がセットで提供されるというの

が常態としてあるので、国民健康保険加入者の方のがん検診受診率の向上が、がん検診

全体の受診率の向上を検討するうえでのひとつの課題となる。特定健診未受診者に対す

る電話勧奨は、がん検診の受診機会もあわせて案内しているのか、それとも特定健診の

受診勧奨だけにとどまるのか。（福島委員） 
・個別勧奨はリーフレットなどの啓発では届かない方へのアプローチとしてすごく重要

で、欧米では既に個人を特定して受診したか、精検受診が必要であれば受診したかとい

うところまでフォローされている。ぜひ続けていってほしい。（福島委員） 
・先ほどコアターゲットの話があったが、60歳からの定年退職を迎えた世代というのは、
健康寿命を延ばせるか、延ばせないかのターニングポイントにいると思う。そのときに、

どれだけ有益な情報を手に入れられるかが重要で、手に入れたとして実行するかしない

かは個人の問題にはなるが、今日の話を聞いていて大阪市としてその世代が重要な岐路

にある年齢層だという認識をもっているのか疑問に感じた。定年退職をむかえると、自

分から意識して社会につながろうとしなければ、孤立してしまう状況にあって、私がこ

の会議に参加しているのも何らか社会とかかわって微力ながら社会に還元してきたいと

いう思いからである。（河南委員） 
 ・私自身、大阪市が健康についてこういった取組みをしているということを知らなかっ

た。一般の方もあまりご存知ではないと思うので、もっと広報に力を入れていくといい
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と思う。（前田委員） 
【大阪市の説明】 
 ・出前講座でのポスター等の啓発媒体の配布は行っていない。今後検討したい。（渡部健

康づくり課長） 
・25年度年度当初ははがきのみ、年度途中から 40・45歳を対象に電話で勧奨している。
26年度は前年度未受診者を対象に、また、年齢層を 40歳から 60歳までに拡大した電話
による受診勧奨を実施している。27 年度については、5 月頃から前年度未受診者への電
話受診勧奨を開始、10 月頃から当該年度未受診者に対し受診勧奨を実施する予定として
いる。（種林国保保健事業担当課長） 
・特定健診とがん検診の同時実施は受診率があがる傾向にあり、平成 27年度の電話勧奨
では特定健診とがん検診を同時実施している旨の案内をしている。目的としては、特定

健診の受診勧奨であるため、「4 月に発送する特定健診の受診券を使用して特定健診を受
診してください」という案内を実施する際に、がん検診も受けられる旨を併せてお伝え

する。（種林国保保健事業担当課長） 


