
平成３０年度 堺市保健医療審議会 会議録 

 

日   時 平成 31年 2月 6日（水）16時 00分～17時 50分 

場   所 堺市役所 本館 6階 大会議室 

案   件 

(1) 会長、副会長の選出 

(2) 堺市超高齢社会に対応するための地域包括ケアシステムの推進に関する条例

について 

(3) 堺市健康増進計画「健康さかい２１(第 2次)2019－2023計画」（案）について 

(4) 堺市歯科口腔保健推進計画（第 2次）（案）について 

出 席 委 員 

（50音順、敬称略） 

磯 博康  尾島 博司  金澤 正巳  葛村 和正  小堀 清次  城 勝行 

田内 潤  中西 時彦  中野 博文  橋本 宜和  花房 俊昭  松村 晃秀 

豆野 陽一  柳原 恵子  山口 典子                15人 

欠 席 委 員 

（50音順、敬称略） 
岡原 猛  山口 由紀子  山下 玲生                3人 

幹   事 
生活福祉部長（西川 明尚）      長寿社会部長（山本 甚郎） 

子ども青少年育成部長（宮前 安紀子） 子育て支援部長（猪尾 博之） 

出 席 職 員 

（説明者等） 

健康福祉局長（小椋 啓子）      健康部長（池之内 一） 

保健所長（岩澤 博俊） 

健康医療推進課長（河盛 俊生）    健康医療推進課参事（辻 幹人） 

健康医療推進課主幹（黒田 千恵）   健康医療推進課主査（戸松 好惠） 

地域包括ケア推進課長（阿加井 博）  地域包括ケア推進課参事（今津 弘子） 

傍   聴 1人 

 



１ 健康福祉局長挨拶 

 

２ 委員紹介 

 

３ 幹事紹介 

 

４ 事務局紹介 

 

５ 配付資料確認 

 

６ 仮議長の選任 

  名簿の最初の磯委員を選任 

 

７ 議事 

■案件１ 会長、副会長の選出 

 会長に磯委員を、副会長に岡原委員を選出 

 

■案件２ 堺市超高齢社会に対応するための地域包括ケアシステムの推進に関する条例について 

[案件説明] 

説明者（阿加井地域包括ケア推進課長） 

資料に基づき説明。 

[質疑応答] 

（磯会長） 

 包括的でさまざまな組織、ステークホルダーがかかわるもので、これから市民を巻き込んで啓発して

いかなければならない。また、市民の中でもどのような方がどのような役割を担っていくのかというこ

とは非常に重要である。 

（中西委員） 

 10月にこの条例を制定していただいたことにお礼申し上げる。 

条例の趣旨には賛同する。わが国には国民皆保険制度もあり、諸外国からみても公助については非常

に充実したものがある。国民の意識からすると、国民皆保険で医療が受けられるということもあり、他

の国に比べて、自助・互助という自分で自分の健康を守るという意識は希薄なのではないか。 

 この条例も行政ができることと市民が考えていることの接点をどこにもっていくかが重要である。条

例ができたからといって、すべてうまくいくわけではない。今後の運営に関しては市民それぞれの希望

や状況が違うので、そこを行政がしっかりくみ取りながら進めることを要望する。 

（山口委員） 

 市民にとっては、この条例制定はありがたい。 

 女性団体の代表として地域包括ケア推進審議会に参加しているが、実際の各家庭での介護は圧倒的に

女性に比重がかかっている。特に仕事をしていたり、子育て中の女性には負担が大きい。私自身も父の

介護をし、母を病院で見送ったので、父は家で看取りたかったが日中はずっとそばにいることができな

かった。介護保険制度をうまく活用しながらも、誰かが見守る必要があり、夜は介護サービスを提供で



きる事業所も限られており、さらに難しい。たんの吸引などが必要になった時に訪問看護や医療のサー

ビスを受けたとしても十分でない。最終的には病院にお世話になったが、多くの高齢者が堺市内の民間

の病院や介護施設にいる。 

 さまざまなステークホルダーの活用という表現をされたが、これをもっと具体的にしていかなければ

ならない。在宅介護を本当に実現してくために必要なサービスの担い手は、病院でも介護施設でも慢性

的に不足している。土日などは特に人手が不足している。このような状況の中、様々なステークホルダ

ーの活用と言われても現実味がない。看護師や保健師、助産師、ケアマネジャーなどの資格を持ってお

り、経験もある女性が結婚や子育てで仕事を離れており、市民というひとくくりの中には潜在的な有資

格者がたくさんいる。家族は、2 時間に 1 回誰かがたんの吸引に来てくれないかと考えており、それは

命を守るためにも必要なことである。現実的な介護負担を考えると、また尊厳ある死を迎えるためにも、

潜在的な有資格者の掘り起しと、子育て中で 1日 8時間働くことが難しい女性が短時間で働けるような

ネットワークを具体的に構築することが必要である。 

 自分の健康は自分で守るというが、最終的に何もできなくなった時のことまで考えた地域包括ケアシ

ステムであってほしい。市民も自分の家族は家で看取りたい。本人も家にいたいと考えている。そのよ

うな現実をしっかりと踏まえ、可能なステークホルダーの掘り起しをしていくことが、これからの堺市

の地域包括ケアシステムには非常に重要なことだと感じている。 

（磯会長） 

委員からの意見を参考に検討してほしい。 

（尾島委員） 

 10月末くらいに、薬局に来られた方にこの条例について知っているか聞いてみたところ、知っている

人は 1割程度だった。10月なので、すぐに知らないということもあるかもしれないが、介護保険制度な

どは出前講座をよく実施してくれた。地域包括ケアシステムとはどういったものか市民にはあまり伝わ

っていないので、自助、互助といわれても市民は何をしたらよいかわからない。今回も出前講座などで、

地域包括ケアシステムについて伝えてはどうか。 

（磯会長） 

 介護保険や特定健診は制度として具体的で分かりやすいが、地域包括ケアシステムは総合的な戦略の

ため当事者にならないと情報が入ってこない。いろいろな観点から、健診の時などに地域包括ケアシス

テムについても周知するなど、市として、関係機関や市民と一体となって取組んでいくことを PR して

いく必要がある。 

 

■案件３ 堺市健康増進計画「健康さかい２１(第 2次)2019－2023計画」(案)について 

[案件説明] 

説明者（健康医療推進課 戸松主査） 

 資料に基づき説明。 

[質疑応答] 

（小堀委員） 

 健康寿命について、政令市トップをめざすという発言があったが、現状と政令市トップという目標に

乖離があると感じる。今回の計画は 2020 年の東京オリンピックをはさむことになるが、前回の東京オ

リンピックの時に国が健康増進の旗振りを始めたと記憶している。2020年の東京オリンピック、パラリ

ンピックを経て取り組んでいこうという意気込みが十分に感じられないのが率直な感想である。 



 地域包括ケアシステム推進条例も自助、互助、共助、公助という分け方があり、この計画でも地域と

行政のような分け方があるが、お互いに重なる部分が重要になってくるのではないか。行政の役割につ

いて記載があるが、ひとごとのように感じる。一例ではあるが、学校保健との連携においても歯科検診

の結果を受けて受診したかフォローできているのか。通知 1枚で終わっているのであれば、連携とはい

えないのではないか。検診のあと治療につながっていない場合、授業の中で子どもに必要性を伝えるな

ど、保健師が学校に出向くようなポピュレーションアプローチを進めることで、健康寿命の政令市トッ

プをめざしてほしい。当然、事業者や保健医療関係者にも役割があるだろうが、行政が率先垂範するこ

とを明記する必要があると考えるが、市の見解を聞きたい。 

（河盛健康医療推進課長） 

 この計画を検討してきた懇話会でも健康寿命についてはご意見をいただいている。差でいうと男性で

1.73年、女性で 2.59年、今の堺市の健康寿命とは離れている状況ではある。今回は 2016年の値をあげ

ているが、2010年からは 5歳以上伸びており、意気込みを示すということからも政令市トップをめざし

て努力していきたい。 

また、行政の役割として連携を深める必要があるとのご指摘があったが、その点については努力して

いかなければならないと感じている。この計画の中でも行政の役割や、それぞれの重点項目における施

策も示し、5 年間の取り組みを推進していきたい。具体的な取組みについては、各団体や行政内部でも

検討して連携を深めていきたい。 

（磯会長） 

 条例にも健康づくりについては記載されている。定義の中では、自助に健康づくりが入っている。共

助にはいろいろな制度がうまく連携していくという文言がある。もちろん公助も必要である。 

 条例との兼ね合いも含めて、さまざまな計画は部局ごとに独自に進めるものではなく、市全体として

進めるものである。この健康増進計画にもそのような考え方を盛り込み、総合的に取り組む姿勢を記載

してはどうか。 

（葛村委員） 

運動習慣について男性が減っているという資料がある。商工会議所では、経営者は健康が一番と従業

員も含めた健康づくりの啓発を進めているが、これだけ下がっていることが理解できない。どのような

数値なのか。 

（戸松主査） 

 平成 29 年度のアンケート調査では、前回と質問の方法を変えたことで、運動習慣については厳しい

結果となった。 

（磯会長） 

 アンケート調査は質問が変われば回答が変わるので、このような調査では質問を変えてはいけない。

変えるのであれば、前回と同じ質問も入れておく必要がある。 

（松村委員） 

 アンケート調査の対象者の年齢構成や男女比などはどのようになっているのか。データはほとんどが

割合で掲載されているが、実数も含まれている。対象者の分布、特性などは調べているのか。 

（河盛課長） 

 このアンケート調査は教育委員会にも協力いただき、平成 29年 7月と 12月に小学 6年生、中学 2年

生、17 歳、20 歳以上、企業と対象者を分けて実施している。配付数は小学 6 年生が 1,310 件、中学 2

年生が 859件、17歳が 1,505件、20歳以上が 7,000件、企業が 2,175件で、全体で約 13,000件である。



有効回答数は約 6,500件であった。 

（松村委員） 

 設問によって対象者が違うということか。 

（河盛課長） 

 対象者ごとに別のアンケートを実施している。 

（中西委員） 

 堺市の成人歯科検診は、ここ数年、対象年齢を拡大してきており、歯科口腔衛生向上に寄与していた

だき感謝している。なかなか受診率が向上していないので、堺市歯科医師会としてもしっかり対応して

いきたい。歯科検診の目標値の設定について、アンケート結果の自主的な受診と合わせて、がん検診と

同じように、参考として行政の成人歯科検診も記載してほしい。この乖離を見ることで、これからどの

ような施策を進めればよいか、歯科医師会がどのような努力をすればよいかが分かってくるのではない

か。次期の計画からでよいので検討してほしい。 

（磯会長） 

 アンケートで歯科検診を受けたという回答について、本人は市の検診を受けたのか、自主的に歯科医

院を受診したのか区別できているのか。 

（河盛課長） 

 アンケートはどちらも含めて広く回答していただいている。 

 がん検診にもいえることだが、市が実施している検診かそれ以外の検診かは、なかなか区別ができな

い。現状ではアンケートでは広く回答していただいているが、参考値として成人歯科検診の受診率につ

いても記載するように検討する。 

（尾島委員） 

 「かかりつけ薬局」と記載がある部分について、「かかりつけ薬剤師・薬局」と記載してほしい。 

（豆野委員） 

 どちらの計画のパブリックコメントも喫煙、禁煙に関する意見が寄せられており、市民の関心が高い

ことが分かる。たとえば禁煙治療を補助するなど、積極的に働きかけることで、頑張ってみようと思う

人も増えるのではないか。 

 合わせて特定検診の受診率も低いので、積極的に啓発し向上に取り組んでもらいたい。 

 この 2つに取り組むことで健康寿命はある程度伸びると思われる。これらの取り組みに協力するので、

よろしくお願いしたい。 

（河盛課長） 

 パブリックコメントはほとんどがたばこに関するもので、関心が高いことを改めて認識した。 

 「健康さかい２１」では重点的取組として生活習慣病予防と発症予防を第一に考えている。その中で

分野別取組としてたばこを大きなテーマとしており、受動喫煙、禁煙について対策を強化していきたい。

たばこについては健康増進法の改正もあり、受動喫煙に対する考え方が厳しく規制されてきている。ま

た大阪府も国以上の規制を定めた条例を制定する。これらも充分勘案して取り組みたい。 

 特定検診の受診率も伸ばしていきたい。生活習慣病予防のための健診であり、今年度から自己負担が

なくなったこともあり、がん検診と合わせて積極的に受診勧奨していきたい。 

（磯会長） 

 しっかり進めていただきたい。たばこは生活習慣病、がんだけでなく口腔衛生にも非常に重要である。 

（田内委員） 



 がん検診は、人間ドッグや企業健診でも実施されている。受けている人は、何のがん検診を受けてい

るのか理解してアンケートに回答しているのか。人間ドッグを受けているから大丈夫だと思っている人

もいる。市で実施するがん検診はどのがん検診を受けているかはっきりとわかるが、人間ドッグを受け

ていれば大丈夫と市の個別の検診は受けない人も多い。正確に回答されていると理解してよいのか。 

（磯会長） 

アンケートではどのように聞いているのか。個別に聞いているのか。 

（河盛課長） 

 それぞれ個別に、どの種類の検診を受けているかと、その検診をどこで受けたかを聞いている。 

（松村委員） 

 アンケートは対象者により結果に影響するので、アンケート結果で判断するのは難しく、受診状況が

重要になる。大阪府、堺市は低い。 

 肺がんの読影を行っているが、無償化の効果もあり、肺がん検診の受診者は増えている。40代の人も

増えてきている。問題は大腸がん検診で、減っている。精密検査の受診率も低い。これを上げる対策は

考えているのか。 

（河盛課長） 

 無償化と合わせてさまざまな周知を行ってきた効果もあり、肺がん検診だけでなく、その他について

も秋から伸びてきている。昨年度と比べると全体で 1万件以上伸びている。 

 大腸がん検診は、胃がん検診と同時に実施するなど、受診率の向上に努めている。 

（磯会長） 

 がん検診の受診率は、国保のデータベースはあるが健保や企業のデータはなく、集約が今後の課題で

あり、現状ではアンケートに頼らざるを得ない。国でも集約を進めており、精緻な受診率が出ることを

期待している。 

 

案件４ 堺市歯科口腔保健推進計画（第 2次）(案)について 

[案件説明] 

（健康医療推進課 黒田主幹） 

 資料に基づき説明。 

[質疑応答] 

（小堀委員） 

 この計画について議会の審議で、「高齢期の誤嚥性肺炎予防を意識して口腔ケアを行っている者の割

合」の目標値があまりにも低いと指摘があった。これを踏まえて計画案を修正するべきではないか。計

画で設定しているテーマが市民に理解されていないから厳しい結果なのではないか。 

 妊婦は何度も妊婦健診を受けているにも関わらずこのような数値であるのは、口腔保健の重要性が伝

わっていないのではないか。オーラルフレイルも同じであると思う。もっと地域に出向いて、このよう

な重要性をさまざまなライフステージにおいて伝えていくことが必要で、市が頑張って取り組んでいる

からこそ、関係団体の先生方も力を貸そうという気になるのではないか。市にそういった姿勢がまだな

いから、このような厳しい結果になるのではないか。 

 学童期の「過去 1年以内に歯磨き指導を受けたことのある者の割合」は、堺市内の公立小学校では年

に 1 回実施しているので、100％の結果になるのは当然のことである。そのような目標を掲げるのでは

なく、堺市ではそれほどでもないのかもしれないが、子どもの口腔崩壊が問題となっているので、それ



以上にどのようなことをすればよいかを考えて目標を設定するべきではないか。 

総じて意欲があまり感じられないので、第 2章のテーマが本当に重要であると考えているのであれば、

議会の審議などがもっと反映されるべきである。 

（河盛課長） 

本日の資料はパブリックコメントの段階のものを提示しているので、今後、議会のご意見やパブリッ

クコメントも含めて計画に反映していきたい。 

妊産婦の目標達成が悪いことは課題と考えている。妊産婦期の方へのアンケートであることを考慮し

ていきたい。 

「健康さかい２１」も同じであるが、学童期への対応は学校との連携を深めていくことが最も効果的

だと考えており、計画策定のための庁内連絡会には教育委員会も入っていただいている。引き続き、庁

内連絡会でも計画の進捗について確認していき、計画目標の達成に努めていきたい。 

（磯会長） 

 健康増進計画も同じであるが、この計画は子どもから成人、高齢まで対象が非常に広く、また、う歯、

歯周病、口腔機能の改善もしくは低下予防への対応が求められる。堺市で実施している母子保健、学校

保健でのそれぞれ活動をどれだけ充実させていくかが重要になる。 

また、口腔機能維持・向上は中高年から高齢期にかけて非常に重要な課題となっているが、何か新し

い事業の計画はあるのか。 

（河盛課長） 

高齢期の方の口腔機能低下への対応であるが、成人歯科検診の制度を見直し、現在は 30歳から 70歳

までは 5 歳ごとに成人歯科検診を受診できる制度になっているが、次年度からは 71～74 歳の後期高齢

者医療制度に至る前の方に特に注目し、オーラルフレイル予防として、この年齢の方は毎年成人歯科検

診が受けられるようにしたいと考えている。また、71～74歳の方には 2年間は自己負担を無償化し、受

診率の向上に努める。 

（磯会長） 

 高齢者が歯科医院を受診し、機能低下が見られたときには、現在の歯周病の指導と同じように歯科衛

生士が口腔機能を向上させるための指導をしっかり行い、それができたかを記録し、市がどの程度でき

ているかモニタリングしなければ、実際の効果は表れてこない。歯科医師会等の先生方の協力も得て、

実効性のある仕組みにしてほしい。 

 特定保健指導と同じで、歯周病であればひどければ治療に入れるが、口腔機能の軽度の低下であった

場合、治療を行うわけではないので、日本歯科医師会のガイドライン等を参考にしながら、どのように

低下を予防するか医療機関でしっかりと指導できるような仕組みを堺市として構築してほしい。 

（豆野委員） 

 健康格差の縮小という点では、障害者に対する施策が少ないのではないか。計画に、障害者支援施設

で口腔ケアの支援を行うとあるのは、具体的にどのような取組みをされるのか。私も美原区の障害者施

設に毎年 6月に出向いて、ボランティアで歯科健診を行っている。それと同じようなことと考えてよい

か。 

（黒田主幹） 

 美原区の先生方が行っていただいている障害者施設での歯科健診もそうであるが、障害者の団体にも

働きかけ、作業所などの障害者支援施設でも歯科衛生士が歯磨きの大切さや、歯磨き指導などを行って

いるので、それらのことを含めて記載している。 



（豆野委員） 

 歯科医師は行かないのか。 

（黒田主幹） 

 歯科衛生士にお願いしており、歯科医師の先生はきていない。 

（豆野委員） 

 ぜひ制度を拡充して、歯科医師についても障害者施設等に行ってもらえるようにしてほしい。 

 障害者に関する施策については、厳しい評価指標を設定して取り組まなければ効果が上がらないので

はないか。 

 また、口腔機能やオーラルフレイルについては、第 1次計画ではなかったものであり、これらを取り

入れたことを評価する。 

（河盛課長） 

 障害者に対する取組みについては、ご意見を踏まえて強化していきたい。 

（松村委員） 

 学童対象の歯科検診は、堺市は全員ではないのか。小学校で全員が歯科検診を受けているのではない

のか。 

（黒田主幹） 

 学童の歯科検診は、学校歯科検診として学校で実施している。 

（松村委員） 

 それであれば、検診結果を知っている割合が 60％ほどというのは非常に少ない。 

 検診結果を通知した後、堺市には治療を受けた結果を返す制度はないのか。 

（黒田主幹） 

 検診の結果は全員に返し、結果を報告してもらうようになっている。 

 ただ、この質問は「歯科検診の結果を覚えているか」という問いになっている。 

（松村委員） 

 何も問題がなかった人は覚えていないということか。 

（山口委員） 

 妊産婦の歯科治療の問題であるが、妊娠すると妊婦健診を受けに行かなければならない。堺市の場合

は無料化が進んで、受診率が上がっている。それでも妊婦健診を受けずに出産する人がいないわけでは

ない。しかし大半の方は健診を受けている。目標を設定する時には、歯科医師会や病院と連携をとり、

妊婦健診の時に歯科健診もしてくれればよい。それであれば 8 割くらい達成する。風疹の問題もあり、

妊婦は妊婦健診以外になかなか病院には行かないのではないか。 

 がん検診も、無料でもそれぞれのがん検診を何回も受けに行ったりはしない。仕事をしている人など

は、5 回も受けに行くことは現実的ではない。できるだけ短期間、短時間に便利に検診が受けられる方

法を考えていかないと受診率はあがらない。男女共同参画センターに多くの女性がきているので、そこ

に乳がん検診の検診車にきてもらうなどを提案しているが、実現していない。 

 アンケートを実施するのであれば、実際の妊産婦や高齢者を介護している家族に、どうすれば受けや

すいのかアイディアを募ってもよいのではないか。専門家と行政だけで検討するのではなく、実際に診

療や検診を受けたい人が受けられない理由を聞かないといけない。アンケートの工夫が必要であると思

う。 

（中西委員） 



 歯科医師会としても協力していきたい。 

 少し前までは、治療に来られて、むし歯ではなく歯周病だと言われると、むし歯でなくてよかったと

言われていたが、最近は歯周病だと言われると大変だと思ってもらえるようになった。口腔機能の低下

やオーラルフレイルの予防については、市民にはまだ認識されていないだろう。歯科はどうしても市民

の意識が上がるのに時間がかかる傾向がある。この計画はオーラルフレイルや機能低下についても記載

されており、この 1，2 年が市民への周知のポイントになると思う。この第 2 次計画が歯科としては重

要な計画となると考えられる。行政にもその認識を持ってもらい、連携をとりしっかり議論したい。私

どもも日々努力するので、行政にも頑張ってもらいたい。 

（磯会長） 

 ここまで協力を表明していただける歯科医師会長も少ないと思うので、ぜひ堺市としても口腔に関す

る計画を具体的に進めてもらいたい。すべてを一度に実施することは難しいので、来年度はこれを重点

的にということを考えてほしい。 

（柳原委員） 

 障害者の歯科診療について、堺市は重度の障害者を全身麻酔で治療する重度歯科診療所があり、感謝

している。ただ、普通の歯科医院には行けないが、全身麻酔までは必要ない軽度、中等度の人の受け皿

が少ない。 

 障害にも知的障害や肢体不自由などいろいろな種別、年齢の方がおられる。具体的なことは記載され

ていない印象なので、具体的な目標を設定してもらいたい。 

（磯会長） 

 口腔保健にかかる懇話会で具体的に議論してほしい。 

 

８ 閉会 

（磯会長） 

 本日の貴重な意見を反映し、答申を作成するが、文面については私のほうで確認するというこうこと

で一任していただきたい。 

（委員一同） 

 異議なし。 
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