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様式第２号
発言者
事務局
事務局

審議の内容（審議経過・決定事項等）
（開会）
本日の委員会ですが、委員１９名のうち出席者が１７名で、過半数を
超えておりますので、所沢市保健医療計画推進委員会条例第６条第２項
の規定により、委員会が成立いたしましたことをご報告申し上げます。
それでは、開会にあたりまして、京谷委員長よりあいさつをお願いい
たします。

委員長

（あいさつ）

事務局

（配布資料の確認）

委員長

それでは、議事に入ります。
まず、「議題（１）保健医療計画取組状況評価（案）について」事務
局から説明をお願いします。

事務局

（資料１から資料３に基づき説明）
【資料１概要】
▶ 資料１は、前回、第１回の委員会でいただいた意見をまとめたもの
である。
▶ 内容については、大きく「１

評価基準について」、「２ 『今後

の市の方向性』の評価について」、「３
て」、「４

目標指標の達成率につい

その他」の４つに分けられる。

【資料２概要】
▶ 資料２は、前回いただいた意見を基に、市役所内部の関係課で構成
する庁内推進会議で検討を行い、前回配布した資料に修正を加えた
評価シートの案である。
▶ 目標指標と「今後の市の方向性」についてそれぞれ評価及び点数を
記載する欄を設けた。
▶ 目標指標に実績の欄について、３１年度の目標が定量的なものは、
実績値と算出方法を、また、定性的なものは、取組実績を記載する
欄を設けた。
▶ 「今後の市の方向性」については、各項目の具体的な取組状況が分
かるように記載する欄を設けた。
▶ 資料２の２ページ以降は、２８年度が終了したという前提で、２８
3

発言者

審議の内容（審議経過・決定事項等）
年度の実績を記載し、資料３の基準に基づき評価した例である。
【資料３概要】
▶ 資料３は、評価の流れや評価基準についてまとめたものである。
▶ 評価の流れについては、１ページの図にあるように、取組実績や取
組状況をもとに市が自己評価を行い、それらを推進委員会に示し
て、委員会として評価を行うといった流れを想定している。
▶ 最終的には、評価シートの形式ではなく、委員会からの報告書のよ
うな冊子にして公表したいと考えている。
▶ 資料３の２ページ目は、評価基準を記載している。
▶ 目標指標及び今後の市の方向性は、それぞれ配点を５０点とした。
▶ 目標指標は、３１年度の目標値との比較により、目標指標の達成度
（Ｓ〜Ｄ）を求める。
▶ 今後の市の方向性は、具体的な取組内容について、前年度と比較し
て取組状況がどうだったか、といった点を評価の対象とし、取組状
況（ｓ〜ｄ）を求める。
▶ 今後の市の方向性は、小項目により項目数が異なるため、差が生じ
ないように点数を５０点満点に換算して点数を求める。
▶ 目標指標の点数と今後の市の方向性の点数の合計点により、小項目
の評価区分が決まるようにした。

委員長

ただいま事務局から説明がありましたが、ご質問、ご意見がありまし
たらお願いいたします。

委員

事務局が作成した評価案について、数値に表れないものを数値化する
ことの難しさを改めて感じました。
資料３の「３．評価基準（１）目標指標」ですが、ここに書かれてい
るように、目標指標達成度Ｓを達成率１２０％以上として、５０点とい
う配点にするならば、そもそも目標指標の設定が良くないと思います。
達成率１２０％を達成できるのであれば、当初から目標指標を高く設定
すればよいことだと思います。
もう一点、達成度Ａの内容ですが、目標を１００％全て達成したとし
ても満点の５０点ではなく、４０点にしかならないのは評価の仕方とし
てはおかしいと思います。
また、資料２の１ページ目にある、小項目「（１）乳幼児期の」目標
指標を見ると、平成３１年度までに６８％を目指すとあります。計画書
の目標指標には現状６２．９％となっており、これを平成３１年度の目
標指標と比較すると、すでに目標指標に対する現状の達成率が９２．
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発言者

審議の内容（審議経過・決定事項等）
５％、目標指標達成度はＢとなってしまうことも評価の仕方としては違
和感があります。
最後に、同じく資料２の１ページ目にある今後の市の方向性につい
て、それぞれの項目の取組状況を評価し、それを標準化して点数を付け
るということですが、例えば、この中で重要度に差があったとしても、
標準化してしまうことにより、全体の評価が抑えられるなど、実体が見
えにくくなると思います。つまり、重要度が高い項目を重点的に実施し、
成果を上げたとしても、それ以外の項目の評価が低かったことにより、
全体の評価が下がってしまうことになると思います。
ですので、評価基準に基づく達成率や取組状況の評価だけで決めてし
まうのではなく、最終的に推進委員会の裁量で評価できるような仕組み
があるとよいと思います。

委員

資料２の２ページ目の「脳卒中・急性心筋梗塞」についての目標指標
ですが、計画書を見ると、２６年度の現状値が男性５２．１％となって
おり、平成３１年度の目標値は男性４９．０％となっています。資料３
の評価基準に当てはめると、目標指標の達成率が８０％〜１００％未満
に該当し、Ｂとなります。取り組みを行っているからこそ、この数値が
保たれているということにもなりますが、逆に取り組みを行っていなく
ても評価はＢということになり、問題があるのかなと思います。
それから、資料３の「３．評価基準」ですが、評価に「Ｓ」が入って
いるからだと思いますが、例えば「（３）小項目、節、章」では、４０
点〜６０点未満がＢ評価ですが、「（１）目標指標」では、達成率８０％
〜１００％未満でＢ評価となっており、小項目の評価では４割以上でＢ
評価なのに、目標指標では８割以上でないとＢ評価とならないのは、違
和感があるので、その辺りをもう少し工夫した方がよいと思います。
プラスでやっているものをどう評価するのか、結局は委員の方に意見
をいただいて最終的に決めていくことになると思うので、先ほど委員か
らもありましたが、ある程度委員が点数に表れない部分も評価していく
必要があると思います。

委員長

他にご意見等はないでしょうか。
ただいま計画の評価方法について、いくつかご意見がありました。各
委員からのご意見については、事務局であらためて確認いただき、検討
をお願いします。
では、次に進みます。
議題「（２）その他」に移ります。事務局から何かありますか。
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発言者
事務局

審議の内容（審議経過・決定事項等）
（「検診と健診について」を基に説明）
▶ １０月８日に開催した「みんなで考える市の仕事事業」で用いた資
料である。
▶ 検診は特定の病気の発見と早期の治療が目的であり、健診は健康か
どうかのチェックを行うもので、本市の事業としてはがん検診や特
定健診がある。
▶ 本市が目指す健康寿命県下１位のために市民が検診・健診を受けて
自分の健康状態を把握することが大切である。
▶ 受診率向上のため様々な取り組みを行っているが、がん検診、特定
健診ともに受診率が伸び悩んでいる。
▶ 「みんなで考える市の仕事事業」でも市民の方にご意見をいただい
たが、本日は検診・健診の受診率向上について、委員の皆様からご意
見を伺いたい。

委員長

ただいま事務局から説明がありましたが、ご意見がありましたらお願
いいたします。

委員

がん検診を申し込んだ方は、全員受診することは出来るのでしょう
か。受けられる人数に制限は設けているのでしょうか。

事務局

基本的に、それぞれの検診の予定数に達するまでは受け入れております。

委員長

他にございますか。

委員

資料１６ページの「がん検診受診意向アンケート調査」の結果にもあ
りますように、がん検診事業を知らなかった方が多く、どのようにＰＲ
していくのがよいかを考えると、ハガキだと他の郵便物に紛れてしま
い、見ないで捨ててしまうことが多いと思います。例えば、病院等で検
診のハガキと、他の必要なものと一緒に渡したら、受取った人も目を通
してくれるのではないかと思います。ポストに入れるだけでなく、今の
例えのように、受取った人が目を通すものと一緒になっていたら良いと
思います。
また、検診の直接の対象者ではないのですが、小学校や中学校からの
配布物に検診の情報を載せることで、子どもの両親や祖父母が見る機会
が増えるのではないかと思います。
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発言者

審議の内容（審議経過・決定事項等）

委員長

ありがとうございました。他にございますか。

委員

日本では難しいと思いますが、海外では検診を受けないとペナルティ
が課される国もあるみたいです。検診を受けることで医療費の削減に繋
がるということで、受診率は上げなければならないと思います。
事務局の説明にあったように様々な取り組みや周知を行っているの
で、他の部分に着目して考えると、例えば、健幸マイレージ事業のよう
に、検診を受けるとポイントが貯まるなどのインセンティブがあっても
いいのではと思います。

委員長

ありがとうございました。他にございますか。

委員

特定健診とがん検診を分けて考えた方がよいと思います。特定健診は
国民健康保険の被保険者が対象だと思いますので、比較として、他の保
険者が実施している健康診断等の受診率がわかれば教えていただきた
いと思います。仮に特定健診の受診率に差があるとすれば、その差の原
因を調べていけばある程度答えが出てくると思います。
先ほど、「みんなで考える市の仕事事業」において市民の方から意見
を聞いたとありましたが、どのような意見があったのでしょうか。

事務局

当日の意見として印象に残っていることとしては、普段生活している
中で目に付く場所に特定健診のポスターを貼ってはどうかという意見
がありました。
また、先ほどのインセンティブについてですが、例えば、がん検診は
１年に１度、もしくは２年に１度ということもあり、ポイントを貯める
のに時間が掛かることから難しい点があります。ポイント制に関して
は、「トコろん健幸マイレージ事業」では、ポイントを付与するための
端末やシステム上の対応が必要であり、今年度は難しいですが、検診を
受けるとポイントが貯まるような仕組みを取り入れることができるか
検討しています。

委員長

ありがとうございました。質問ですが、子宮頸がん検診の対象者は何
歳からでしょうか。

事務局

受診対象者は２０歳以上の女性になります。
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発言者
委員長

審議の内容（審議経過・決定事項等）
２０歳以上が対象ということであれば、ぜひ若い方に受診していただ
けるよう積極的に取り組みを進めていただきたいと思います。
他にございますか。

事務局

先ほど委員から出されたご質問について、国民健康保険被保険者以外
の受診率ですが、例えば共済組合等は職場において特定健診を実施して
いますので、受診率は高いものと思われます。
また、全国健康保険協会及び国民健康保険につきましては、受診率の
向上が大きな課題となっております。特に前者においては被扶養者の受
診率が上がらないと言われております。国民健康保険においては、女性
の受診率の方が高いということもありますが、対象者の方へ勧奨通知を
送っても、定期的に医療機関を受診している等の理由があり、なかなか
受診率が上がらない状況です。

委員長

他にございますか。

委員

食生活改善推進員協議会では、特定健診を受けることを活動目標のひ
とつとしていますが、会員の高齢化が進み、既に医療機関を受診されて
いる方が多く、わざわざ特定健診を受けなくても普段通っているかかり
つけの医療機関で済ませてしまっています。
会員の意見としては、特定健診を受けようとしても、医療機関までの
距離が遠いため、毎月の定期診察で済ませてしまうという意見が多いの
で、普段通っている医療機関で特定健診を受診するような声かけがある
とよいと思います。

委員長

医療機関でも呼びかけてはいますが、普段の検査の方が特定健診と比
べて検査項目が多いこともあり、そちらを受ける患者さんが多いです。
ただ、市でも特定健診を進めておりますので、医療機関の方でも進め
ております。

委員

特定健診の「特定」という言葉に馴染めないように感じます。「特定」
という言葉が付いているので、何か大ごとのように捉えてしまいます。
また、資料にはがん検診の種類が書かれていますが、がん検診と一ま
とめの表記より、種類ごとの表記の方がよいと思います。
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発言者
委員長

審議の内容（審議経過・決定事項等）
医療機関を受診する患者さんには、色々な種類のがん検診を行ってい
ることは既に医療機関で話されていると思いますが、もう少し進めてい
くように検討したいと思います。
他に何かございますか。

委員

女性のがん検診のことについて、子育て世代の方の受診が進んでいか
ないのかなと思います。例えば、市民医療センターで受診される方で子
どもが小さい場合には、曜日を決めて、子どもを預けて検診を受けられ
るようなサービスがあると、もう少し受診率が上がると思います。

委員長

ありがとうございました。他にございますか。

委員

私は全国健康保険協会の被保険者ですが、毎年協会から通知が来るの
ですが、その通知に比べて国民健康保険の通知の方が分かりやすいと思
います。より分かりやすい形にしていただければさらに効果があると思
います。
がん検診の対象が所沢市民の方で健康保険の種類を問わないという
ことを初めて知りましたので、市民の方で国民健康保険以外の被保険者
や被扶養者の方には周知されているのかなと思います。そういった方に
知ってもらえれば受診率は上がるのではと思います。

委員

特定健診の受診率ですが、定期的にかかりつけの医療機関に掛かって
いる患者さんの場合、診察の中で特定健診の基本項目をクリアされてい
る方もいると思いますが、そうした方を除いた実際の受診率も検討した
方が良いと思います。そうすると、もう少し受診率が上がると思います。

委員長

医療機関では疾患をお持ちの方には、健診の形ではなく検査はしてい
ると思います。そのデータを健診に入れれば確かに受診率は上がると思
います。ただ、特定健診という項目だけでみると低いと思います。
昔の基本健診と比べ項目数が少なくなっているので、普段医療機関で
検査を受けている方は特定健診を受けていない方がいるのは確かです。

委員

「検診と健診について」資料１６ページには、受診してもらいたい方
として、４０〜５９歳の若い世代がターゲットとあります。効果的な広
報を行うには、このターゲットの分析が必要だと思います。特定健診で
すので、国民健康保険被保険者の方だと思いますが、ターゲットとされ
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ている方がどういった状況の方であるのかを分析した上で、効果的な広
報が見えてくると思います。

委員長

ありがとうございました。他にございますか。

委員

資料３ページ目には、埼玉県の健康寿命について定義がありますが、
全国一律の定義ではないのでしょうか。また、鳩山町は男女ともに健康
寿命が１位とありますが、鳩山町ではどういった取り組みを行っている
のでしょうか。
新しい取り組みを行う時は消防でもＡＥＤを導入しようとする時な
どでは、奏功事例を載せています。例えば、がん検診を受けたおかげで
がんが早期に見つかったなどの奏功事例を載せれば分かりやすくなる
のではと思います。

委員長

ありがとうございました。他にございますか。

事務局

ただいまの健康寿命についてのご質問ですが、国の健康寿命の考え方
が明確ではないと聞いております。そこで、埼玉県では国とは別に健康
寿命を明確にするために、資料３ページ目の定義を用いております。
また、鳩山町の取り組み状況につきましては、次回会議までに調べて
ご報告させていただきます。

委員

健康寿命は、生まれてからなのか、それとも６５歳からなのか表現が
一定されておらず、そのため埼玉県では資料の考え方になっていると思
います。

委員

がん検診の対象者は所沢市民で健康保険の種類は問わないとのこと
ですが、例えば、健康保険組合などに加入されている方が人間ドックを
受けた際に、がん検診と同じ項目を受けた場合は、市のがん検診は受け
ないと思います。市のがん検診ではなく、人間ドック等で同じ項目を受
けた方を足せば受診率は増えますが、それについてはどう捉えればよろ
しいでしょうか。

事務局

市のがん検診については、国の指針がありそれに基づき実施しており
ますが、実施にあたり、エックス線写真の読影は二重読影で行わなけれ
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ばならないなどの厳しい基準があります。また、一般的には病院や診療
所によって違いがあると思います。
国の指針で行うがん検診は、精度管理を高めていくということで、二
重読影や技術的な経験値といったことが求められております。また、医
療機関で実施するエックス線検査は、医療や治療といった分野であり、
保健分野である検診とは異なるものであるということでカウントはし
ておりません。

委員長

二重読影というのは、何人かの医師が一枚の写真について読影するこ
とで、がん検診の場合は全て二重読影を行っています。

事務局

補足の説明をいただきありがとうございます。
所沢市の場合は所沢市医師会にがん検診委員会があり、例えば、胃が
ん検診委員会では複数の医師が所属しており、二回読影をいただいてお
ります。

委員

例えば、人間ドックには乳がんのマンモグラフィ―を行っていたり、
胃がんではバリウム検査を行っていると思います。診療で受診するの
と、人間ドックを受けるのは違うと思いますが、人間ドックは受診率に
は入らないのでしょうか。

事務局

市民医療センターで人間ドックを受ける際に、市が実施している、乳
がん、子宮頸がん、肺がん、前立腺がん、それぞれのがん検診を受ける
と申し出た方や、所沢市国民健康保険における特定健診との同時受診で
がん検診を受けた場合には、精度管理がされた検診としてカウント出来
ます。

委員

そうすると、個人的に医療機関で行っている乳がん検診等を受けた場
合は受診率には含まれないということでしょうか。

事務局

医療として受けている場合は含まれません。
例えば、胸にしこりがあり、医療機関を受診してそこで医師が検査を
行った場合は医療として保険診療になります。

委員長

何かしらの症状があり、検査を受ける場合は検診ではなく、あくまで
も何も症状が無い人で、そこからがんの有る人を見つけようとするのが
検診ですので、症状がある方が医療機関に行って検査した場合は保険診
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療になります。

委員

資料９ページ目にがん検診の受診率がありますが、その中でも胃がん
と肺がん検診の受診率が低いのは、胃がんや肺がんは何らかの形で普段
受診している医療機関で診てもらうことが結構あるので、そういったケ
ースを含めたら、検診と同じようなことをやっている人は実際には４割
や５割になるということだと思います。
そのことが分かっていないと、何を言っているのかが分からないと思
います。

事務局

がん検診に関しては、市町村のがん検診や職場のがん検診、個人的に
自分が受けたい医療機関で受けるがん検診があるかと思います。それら
が全て総合されて国全体のがん検診の受診率になりますが、それを把握
するのは、国民生活基礎調査のうち、３年に１度行われる大規模調査に
なりますので、なかなか市町村レベルで全体のがん検診の状況は把握出
来ていないのが現状です。
今の委員のご意見にもありましたように、資料９ページ目以外にも職
域でのがん検診や個人で受けるがん検診がありますので、それを含める
と３割や４割になると思われます。

委員長

事務局

他にご意見等はないでしょうか。それでは、続けてお願いします。

（第２９回所沢市健康まつりチラシを基に説明）
▶ 健康マイレージ事業説明会及び９月２６日・２７日の二日間開催さ
れた健康増進月間において保健医療計画について市民向けに周知
を行った。
▶ １１月１３日に開催される第２９回所沢市健康まつりについて、今
年度は所沢市医師会、所沢市薬剤師会に協力いただき講演会を開催
する。
▶ 健康まつりには、推進委員の所属する団体からも参加いただいてお
り、本日は食生活改善推進員協議会の参加内容について紹介をお願
いしたい。

委員

健康まつり当日ですが、食生活改善推進員協議会では栄養士の指導の
下、地場産の野菜を使ったすいとんやおからクッキーを提供します。
また、健康まつりについてのＰＲが少ないように感じており、もう少
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し賑やかさがあれば良いと思います。

事務局

一点確認がございます。資料２の評価シート及び資料３の評価基準に
ついてですが、先ほど委員からいただいたご意見は評価基準に関しての
ことであったように思いますので、評価基準につきましては、事務局で
修正したものを次回の推進委員会でご提示させていただきたいと思い
ます。
また、資料２の評価シートに関しては、今回提示した内容で進めてよ
いか確認をお願いします。

委員長

ただいまの事務局からの確認について、資料２の評価シートについて
は、皆様この内容でよろしいでしょうか。

委員

評価シートはこのままで結構だと思います。評価シートには委員会の
コメント欄がありますので、全体を確認した上で、点数が妥当であるか
幅を持たせていただければと思います。

事務局

ありがとうございました。それでは、このまま進めさせていただきま
すので、よろしくお願いします。今後、関係課へ照会を行い、次回の会
議時に平成２７年度の取組状況をご提示できればと考えております。

委員長

よろしくお願いします。

事務局

第３回の会議日程につきましては、事務局で調整させていただき、あ
らためて委員の皆様へご案内いたします。

委員長

以上で、本日の議事は全て終了いたしました。
それでは、事務局にお返しいたします。

事務局

以上を持ちまして、第２回所沢市保健医療計画推進委員会を閉会とい
たします。長時間にわたり誠にありがとうございました。
（閉会）
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