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1 開会 

2 挨拶 

  地域保健担当部長挨拶 

3 参加者の紹介 

4 議事 

(1) 進行役の選出 

   あさひかわ地域企業の健康づくり推進会議開催要綱第５条に基づき，あさひか 

わ商工会事務局長石本氏が選出され承認された。 

(2) 会議の運営等 

会議の公開について 

(3) 市内企業及び従業員の健康実態について 

【参加者】 

全国健康保険協会北海道支部 旭川市の企業及び従業員の健康実態について資料３ 

に基づき説明。 

健康づくりの１丁目 1番地とも言える特定健診の受診率は 30.1％，道内で 119番目。

地域により加入者数の差があるため一概には言えないが，他市町村と比較するとやや

低め。札幌市はもう少し高めであることから健診受診環境も影響していると推察でき

る。 

北海道支部加入者全体の健康状態は，全国平均に比べてやや悪い項目が多く，特徴

としては肥満傾向と女性の喫煙者が突出して高い。喫煙率は女性で全国 1 番目，男性

は 3 番目であり，女性は低い地域に比べ倍以上となっている。 

問診項目の結果からは総じて全国平均より悪く，特徴としては朝食の欠食と夕食後

の間食が多い。特定保健指導をそもそも希望しないことが多く，特定保健指導実施率

は全国でワースト 2。 

市町村別の喫煙率は旭川市で 41.8%，83 番目という高さ。喫煙率が著しく高いのは

データが健診受診者（35 歳以上）が対象になっているためで,20 歳代も含めると 20％

程度になると考えられる。 

旭川市の協会けんぽ加入者は 123,985名で,年齢構成で一番多いのは 40～44歳,事業

所数は 6070社。旭川市の加入者をみると,血液検査の項目から,コレステロール値が高

いのが女性の特徴,男性は HbA1c が高いという結果になっている。 

【事務局】 

働く世代の健康実態 旭川市の統計について資料４に基づき説明。 

将来人口推計と高齢化率について少子高齢化が進んでおり，2030年以降には人口 30

万人を切る。働き世代の健康実態を見ると,死因はがんと循環器系疾患を併せると７割

を占め,年齢構成を補正した標準化死亡比で突出しているのは,男女問わず虚血性心疾

患となっている。死亡数を年代別でみると,30 歳から出現し 60 歳から急増し,まさし

く働き盛りの時期から出現し発症している。要因としては朝食の欠食,野菜不足,運動



不足など働く世代ほど健康行動がとれていない状況があり,このような生活習慣の積

み重ねが,壮年期に向けて健康を崩すといことにつながると考えられる。喫煙率は徐々

に低下してはいるが,特に女性が高く,国保の特定健診のデータでは男性の 5 割弱がメ

タボリックシンドロームの該当・予備群となっており,動脈硬化の要因となるものが存

在している。健診（検診）受診率では国や市の目標値と比べるとかなり低い状況が続い

ている。 

・質疑・意見等 

【進行役】 

協会けんぽの 6,070 という数値の意味について。 

【参加者】 

6,070 社が協会けんぽに加入していただいているという状況。 

【参加者】 

団塊世代が現役だった時の全般的な受診率や健康状態のデータについて，今の実態

と明らかに違う点はあるか。 

【参加者】 

データが収集できるようになったのは平成 20年の法律の改正から。喫煙率は明らか

に下がっていると思うが,健康状態や疾患の構造についてはここ 10 年，それほど変わ

っている状況ではなく,昔から北海道は悪かった。 

(4) 企業で行う健康づくり先行事例について 

【参加者】 

企業で行う健康づくりの先行事例について資料５に基づき説明 

保険証を発行している協会けんぽが健康経営や健康づくりに取り組んでいるのかの

背景について。協会けんぽの医療費は右肩上がりで,賃金はほぼ横ばい。医療費と賃金

の上昇率がイコールであれば財政的には安定するということになるが,若干離れてき

ており,実際に赤字ではないが,赤字の構造を抱えている。医療保険者としては,この差

をなんとか縮めたいが,賃金を上げる,高齢化を止めることは難しいことから,可能な

こととして医療費を下げる,つまり健康になっていただくということが重要というこ

とで取り組んでいる。 

収入の部分の大半を占める保険料率は都道府県単位で異なっており，北海道は入院

医療費が高く，保険料率は全国で 2番目に高い 10.31％となっている。 

年齢の構成割合を都道府県間で調整する前だと，北海道は 3 番目だが，調整後の場

合も北海道は変わらない。北海道の医療費の大半は入院医療費が占めており，入院医

療費が高いことが特徴。入院の受診率は全国 5 番目，1 日当たりの入院医療費も高く,

筋骨格系及び結合組織の疾患の割合が全国よりも高い。 

年代別の医療費では，5～14 歳を除く年代で全国平均を上回っている。5～14 歳人口

の医療助成は他県の市町村に比べると手厚くない市町村が多いことが，影響している

のではと推察される。 



協会けんぽの医療費適正化の取組として，健診・保健指導と健康経営について解説。

健康経営に取り組む企業が増えると，当然加入者の健康寿命が伸び，医療費の伸びが

抑制され，保険料率の伸びも抑制できるため，重要なミッションの 1つ。 

北海道内における健康経営優良法人 2019の認定法人は 82 社で，うち 67 社が協会け

んぽ北海道支部加入事業所。前年は 23 社であり相当増えている。申請には保険者の健

康宣言が必須であり，この入り口を通過した企業が国の認定制度にステップアップで

きる仕組みになっている。 

健康事業所宣言の取組として自主的な健康づくりを推進するため，協会けんぽと道

が連携し，宣言事業所にインセンティブを付与している。認定要件は３つあり，特定保

健指導該当者が保健指導を利用すること，要精密検査の判定を受けた者に対し，会社

として受診を働きかけること,独自の健康プランで，できることからやっていきましょ

うというのが要件。この要件にした理由は，北海道が健診を受けっぱなしにしている

という大きな特徴があり,特定保健指導の実績は平成 30年度で約 10%，その前が 6％で

増えてはいるが，それでも全国の中では下の方。要精密検査判定者の 3 か月後医療機

関への受診割合は 10％で，残りの 90％はせっかく健診で異常がみつかったにもかかわ

らず放置。健診はあくまでもスタートであって，ゴールではないため，健診の結果を次

に活かすということを企業側にも認識していただき，一緒に取り組みたいということ

で要件を設定。 

特定保健指導の利用方法では，協会けんぽから連絡して受けていただく場合，委託

する外部専門事業者を利用（離島の方は IC などパットを使った指導），平成 30年度か

ら健診当日の保健指導を実施。 

旭川市内の好事例としては（株）総北海，（株）エイブル保険事務所。(株)エイブル

は従業員数 5 名であるが優良法人 2019 の認定も受け，すばらしい取り組みをしてい

る。健康事業所宣言は市内で 62 社まで拡大しているが，6,000 社あるため，割合では

1％程度。 

【事務局】 

保健所で把握している企業の取組についての紹介。 

トヨペット株式会社は 2010～18年スワン宣言という禁煙活動に取り組み，非喫煙者

へ健康手当を支給。現在は健康経営優良法人を目指し，階段の消費カロリーステッカ

ーを全支店に掲示したり，予防接種の助成など実施。旭川信用金庫は，あさひかわ健康

マイレージ事業のポイントに独自で項目を設定し，金券を支給。生活プロデｭースは，

職場に血圧計を設置，スポーツクラブの法人会員になり，従業員が運動に取り組みや

すい環境を用意。朝日生命は独自でイベントを企画。吉田病院は健康づくりのプロジ

ェクトチームを立ち上げ，これから保健所と一緒に取り組む予定。 

・質疑・意見等 

【進行役】 

新潟県の保険料率が低い理由は。 



【参加者】 

新潟県は病院の受診割合が極めて低く，さらに再診率が低いという特徴がある。一

方で一番高い佐賀県は再診率が高く，同じ病気で何度も受診するのが原因としてある

と思われる。 

【進行役】 

お金はかかっていてもきちんと受診しているという意味では，どちらかというと佐

賀県の方が良いということか。 

【参加者】 

ただ，健康寿命で言えば，やはり新潟県の方が良い。日頃の心がけなども当然あるの

かと思うが。次に低いのが長野県で，ピンピンコロリという文化で在宅での死亡率が

高いということがある。過疎地域では，冬場の社会的入院という問題もあると感じて

いる。 

【進行役】 

商工会は小規模事業所の集まりであるが，(株)エイブルは従業員 5 名であっても好

事例ということで，対策の中で喫煙対策や再検査の時間を就業規則で勤務時間として

認定しているとあるが。 

【参加者】 

小規模ではあるが，飽きさせないようにいろいろな取り組みを実施している。会社

が病院受診を働きかけていくことはもちろん大事だが，一歩進むということになると

就業規則上で有給休暇の扱いにする等になる。従業員本人にすると痛くも痒くもない

のに受診というのは抵抗感があり，行きたくないのが本音だと思うので，会社として

きちんと関与していただくことが必要だと思う。 

【進行役】 

通常，再検査は勤務時間なのか。 

【参加者】 

労基上の規定だと有休の義務ではなく，そこは就業規則で各事業所が定めており，

各職場によって異なる。 

【進行役】 

そういったいろいろな情報をご提供いただき，我々小規模事業所の集まりであって

も取り組めることがあれば，という気持ちでお話をきかせていただいた。 

(5) 市内の企業の取組について 

【参加者】 

別紙１に基づき，旭川商工会議所の取組について説明。 

具体的な調査は行っていないが，日頃企業と接する機会の中では,大きな企業は企業

同士でのつながりもあり，地場の企業については分煙，体力づくり等の取組はある程

度進んできていると思われる。禁煙対策については経営者の喫煙の有無によって大き

く影響を受ける。反面，小規模な事業所は人手不足もあり，忙しく，なかなか進んでい



ないというのが現状。 

地域企業に関する当所の基本的な考え方として，働き方改革が進んできたこともあ

り，従業員の健康増進を行うことで，企業の生産性の向上，モチベーションのアップ，

それに伴い企業の発展，安定化を図るということを重要課題として取り組んでいる。

健康に関する取組を推進していくためには健康経営や優良法人認定が非常に有効なツ

ール。このことから会員企業に対して，健康経営の周知と啓蒙を行い，優良法人認定の

申請を事業としてすすめているが，単独ではなく，アクサ生命と連携して実施。漠然と

従業員の健康づくりを促しても難しいため，最終的な目標としては１社でも多く，健

康経営の優良法人認定を取得してもらうことがねらい。 

アクサ生命と連携した経営推進事業については，日本健康会議において健康経営に

アクサ生命本社が深くかかわり，強力に推進していることや，従業員に健康経営アド

バイザーの資格取得を義務づけており，知識が豊富ということがある。商工会議所で

は通常業務の会員訪問や窓口相談の中で健康経営を進めているが，アクサ生命と連携

することでより多くの企業に周知啓蒙ができる。アクサ生命本社で作成している健康

経営サポートパッケージを活用することで，健康経営優良法人への申請のハードルが

下がる。アクサ生命は，もとは日本団体生命であり，設立には商工会議所が深く関わっ

ている。 

昨年度は，健康経営周知事業，6 月の委員会や議員総会の場において健康経営に関す

る説明を計 8 回実施。BWC キャンペーンは春と秋の保険のキャンペーンを実施してお

り，会員企業に対し職員とアクサ生命が連携し集中的に健康経営についても周知。2017

年から毎年 1 回健康経営に関するセミナーを実施。健康経営優良法人認定に向けた個

社支援についても，アクサ生命と一緒に，認定申請に係る支援を行い，2018 年は日成

工機（株）が認定，今年度は旭川商工会議所と市内数社が申請している。 

別件として，本社が当麻町にある日成工機は従業員の 80％以上が旭川市民。市の健

康推進事業の支援は受けられないのか検討いただきたい。 

今後の事業として，11 月 22 日に会員を対象とした従業員表彰式にてパンフレット

を配布し健康経営を周知・啓蒙。申し込む企業は福利厚生への意識も高いため前向き

に検討していただけるのではないかと考えている。 

年 1~2 回行う会員交流会開催。経営者だけでなく，従業員も多数参加していること

から，双方に対し周知できる機会。毎年開催のセミナーにて周知し，セミナー後に個別

相談ブースを受けられる体制をとりたい。市にも相談ブースへの職員派遣をお願いし

たい。 

来年度の事業計画案として委員会総会を通ってからの話にはなるが，働き方改革を

含めて，ホームページや会報誌に特集を組み，最終的なゴールを優良法人認定の取得

として，健康経営の趣旨，申請の流れやポイントについて掲載し，アクサ生命と連携し

た申請促進を図りたい。市で実施している階段の消費カロリーステッカーなども，記

入できるところがあるためセットでやっていけると良い。 



【進行役】 

別紙２に基づき，あさひかわ商工会の取組について説明。 

商工会議所と商工会の違いはエリアであり，旧旭川市内に商工会議所，町村に商工

会があった。永山町，神楽町，東鷹栖町等の４つの商工会が平成 20 年に合併し，あさ

ひかわ商工会となり，ドーナツ状に旭川商工会議所のエリアを囲んでいる。会員の経

営力のアップの支援という目的は同じだが，決定的に違うのは会員の規模で，商工会

議所は 100 周年を迎え歴史が古く，比較的規模の大きな会員が加入，会の目的も単な

る経営支援だけではない活動もしている。商工会は小規模事業者の集まりで，従業員

は卸小売りサービス業で 5 人以下，製造業では 20 人以下。商工会には 1,650 の会員が

いるが,そのうち 85％くらいは小規模事業者,そのうちさらに半分は従業員 0 人で，一

人親方や家族二人で,雇い人なしでやっている。 

商工会では 4 月と 9 月に健康診断を会員に案内し,約 100 事業所,300 名弱が受診し

ている。残りの 1,550 事業所は家族経営が半分を占めるとすると国民健康保険か,もし

くは一人親方だと建設国保に加入しているのかと推測されるが，商工会としても会員

の健康管理についての実態はつかめておらず，もれているのはそこなのかなと思う。

資料は商工会の勧誘のチラシになるが,健康に関する視点は入っておらず，職員の様子

からも健康に関する取組の意識が遅れていると感じる。この背景として，小規模企業

振興基本法があり，小規模零細の一番末端の企業がつぶれないで,止めないで持続しな

さいと事業の持続的発展が言われている。まずは会社の明日の儲け，今月の売り上げ

がどうしても優先され，職員も売り上げや税金の支払い，従業員の確保というのが全

面にあり福利厚生的な部分は後手になっているのが実態。 

経営者や従業員の意識改革が遅れているという面があるため，この機会に様々な健

康経営の取組やお金をかけないで実効性が上がるものをどれだけアピールできるのか

知恵をいただき，1 周，2周遅れでも，職員をはじめ会員に対しての意識改革をしてい

く必要がある。 

【参加者】 

国における経済界の健康関連の取組について，別紙３に基づき説明。 

国の動きでいうと働き方改革の中で，働く方々がそれぞれの事情に応じた多様な働

き方を選択できる社会を実現するため，長時間労働の是正，多様で柔軟な働き方の実

現，雇用形態に関わらない公正な対応の確保などの措置を講じていくということがあ

り，健康づくりという視点になると，労働時間法制の見直しの部分が大きく関係する。

働き過ぎを防ぐことで，働く方々の健康を守り，ワークライフバランスを実現できる

ようにしていく。今回，残業時間の上限の規制というのがあり，法律で規制するという

のは初めて。原則として月 45 時間，年 360 時間，一人 1 年当たり 5日間の年次有給休

暇の取得を企業に義務づけているが，生産性を向上しつつ，長時間労働をなくすため

には，これと併せて，職場の管理職の意識改革や非効率な業務プロセスの見直しを通

じて，長時間労働をなくしていく必要があり，厚生労働省で中小企業に対し，労働条件



等関係助成金を設けている。労働時間等の設定の改善支援のため，外部専門家による

コンサルティング，労務管理用機器の導入の経費等を一部助成するなど，例えばタイ

ムレコーダー等の勤務帯管理システム系の部分も入ってくる。受動喫煙防止対策を支

援する助成金や産業保健活動を支援する助成金ではストレスチェックの実施や職場環

境改善計画の作成実施がある。問い合わせについては北海道労働局になるので，御紹

介する。現状として労働人口の減少に伴う定年の延長や従業員ができるかぎり長く働

いてほしいという流れがあり，採用面でも福利厚生が重視され，会社の姿勢としても

そのような面が問われている。また，メンタルのリスクも労働者側も敏感になってき

ている。市経済部としても，長時間労働の是正のメリットについて周知啓発をすすめ

ていきたい。また，経済総務課雇用労政係で，隔年で行っている旭川市労働基本調査で

は，企業に対し賃金や労働時間，休暇，採用の状況等の課題を調査しているが，今年度

から健康経営の認知度，それから取組の有無についても新たに項目として追加。調査

結果については年明けにまとまる予定であるため，御報告させていただきたい。 

議事の報告について，まとめて質問はありますか。 

・質疑・意見等 

【事務局】 

旭川商工会議所様から，御提案いただいた相談ブースへの職員派遣やアクサ生命と

の連携については，保健所から別途，アクサ生命に詳しくお話をきかせていただきた

い。本社が当麻町にある企業については，従業員が市民である場合は従来から健康教

育などは実施しているため，前向きに検討させていただく。 

個人事業主については，国保の特定健診受診者への保健指導で関わっているが，や

はり仕事が多忙で健康相談を受けられない現状もある。小規模なだけに事業主本人が

倒れると，先行きが成り立たないという状況もある。経済部の労働基本調査に併せて，

保健指導課でも健康づくりの調査を実施しているが，商工会議所，商工会の小規模な

会員の方に対し，健康づくりの調査等を保健所でも一緒に取り組めることもあるのか

と思うので，順次お話を進めてさせていただきたい。 

【進行役】 

資料７のことと関係があるのか。 

【事務局】 

資料７については,どちらかというと小集団,5 人程度の事業対応となっているが,例

えばがん検診などは個人でも受けられ,日曜日にも開催している。健診は受けられるが

がん検診は未受診な方への情報提供はできる。現在の取組の中で,小さな会社でも利用

できるようなものもあるので情報提供していくことはできる。 

【参加者】 

健康づくりプラス１推進事業は,小さいサイズの企業が組んで実施する工夫もある。

今回,リサーチセンターの産業創造プラザの中のインキュベートルームに小規模な企

業が入っており,声かけしている。産業創造プラザが窓口になり,小規模な企業がまと



まってメニューを活用する中で良いものと感じていただければ,今後は産業支援機関

の職員が市内企業に出入りする際にメニューを営業し広めるという手法で, 経営支援

のメニューとしても提供するという働きかけをしていくことも考えている。商工会の

会員企業の方々も組んで参加していただく方法も可能かと思うが，そこまで至ってい

ないという面はある。 

【進行役】 

商工会も建設業部会,商業部会など部会毎の集まりがあり，グループで何人か集まっ

てというのであれば部会毎に様々な研修会を年数回実施している。だいたいは消費税

や働き方改革など目の前の課題に対する内容である。健康面だけのテーマだと集まり

が悪いと思うが,研修会と併せてパートを分ける等して実施することも必要なのかな,

できるのかと思う。 

(6) 各関係機関の取組の利活用について 

【参加者】 

全国健康保険協会で実施している健康づくり事業について資料６に基づき説明。 

喫煙率の減少に向けた取組として,北海道支部独自で実施している。北海道は喫煙率

が高く,男性の喫煙率は減少しているが下がり幅は全国に比較し鈍化。女性は,一番低

い島根県とは倍以上の差の開きがある。北海道のデータであるが,旭川市の平均にも近

いと思われる。年代別では全国と比較し差があるのは 50~54歳。35~39 歳の比較的喫煙

率が低いと思う世代も 45.2％で,まだまだ若年層の喫煙率は高いことが見てとれる。

こうした状況を受けハイリスクアプローチとして喫煙者への直接的に禁煙を促すこと

を強化。喫煙者に対する個別通知では,たばこの有害性や具体的な禁煙方法を掲載した

パンフレットを直接送付。昨年度の対象者は,5 市に在住する計 23,264 人にポイント

を絞り送付。喫煙の有無を判断するのは年 1回の健診のチャンスしかない。4市で 1月

送付の 2万人のうち,4月くらいまでの健診受診者が 1,629人,禁煙者は 136人で 8.34％

あった。北海道全体の下がり幅が 1％以下なので,このような媒体を見て禁煙するため

の準備ができている方は心が動いてくれたのかと考えている。参考までに,2 月の禁煙

外来利用者は 39 名で，加入者 180 万人のうち,年間で 1000 件ないくらいなので,比較

的受診につながっている。医師による簡易禁煙指導は,生活習慣病予防健診の医師の問

診の際に直接禁煙をすすめている事業。昨年ある健診機関でモデル実施し,831 名に指

導した結果,約 8割から「禁煙を検討する」とのアンケート回答があった。らくらく禁

煙コンテストは,自宅にいながら受けられる通信講座制の禁煙プログラム。北海道支部

は参加を募集し,昨年 151名の参加があり,成功者は 33名(20％くらい)であった。禁煙

外来マップは旭川市保健所と協力し連名で送付。 

今年度の取組として,リスクスコアを活用した禁煙者に対する個別通知を 1月に 3万

人送付予定。より自分ごと化につなげるため,健診データから喫煙した場合の血管年齢

や心筋梗塞等リスクの低下等について疾病発症確率がロジック化されており,それを

当てはめる。生活習慣病予防健診問診時を活用した医師による簡易禁煙指導は,昨年の



モデル実施を受け,効果が期待されたことから,今年度は 2万人実施を目標としている。

現在,道内で 200ほど生活習慣病予防健診実施医療機関があるが,うち 22機関の協力を

いただき実施。参考までに旭川市では吉田病院と沼崎病院の 2 機関。らくらく禁煙コ

ンテストは今年度 350 名以上を参加目標として動いている。12~13 ページは禁煙勧奨

通知案。 

続いて,健康事業所宣言いただいている会社へのインセンティブで提供について。健

康企業レポートは健診データから従業員のどの程度が健康リスクを抱えているのかを

見える化したもの。宣言事業所へ年 1 回結果を送付し気づきを促す。どさんこヘルス

サポートサービスは,北海道支部に御賛同いただいた企業の健康づくり関連施設を利

用する際に保険証を提示することにより,利用料金の割引等を受けられるもの。近年は

健康経営の高まりを受け,健康事業所宣言の登録事業所に限定したサービスが増えて

いる。JOYFIT では健康経営をやっている会社に対し,人数に関係なく月額会費を一律

5,500 円にするというサービスを実施。フィリップスジャパンでは睡眠時無呼吸症候群

の簡易検査料を 500 円割引。大塚製薬は,健康づくりに関する製品の無償提供。フィッ

トネスクラブが中心となり御賛同いただき,道央寄りの施設が多いが,JOYFIT は市内に

もあるので,御利用いただいている企業も多いときいている。以上,このような特典の

メニューを御用意し,健康経営を実施している企業の支援を協会けんぽとしても行っ

ている。 

【事務局】 

保健指導課の健康づくりプラス１推進事業について資料７に基づき説明。 

この事業は,従業員の健康は気になるが何から始めて良いかわからない,取り組むき

っかけがないという企業に対し,生活習慣病予防をねらいとして,手軽に取り組めるも

のをいくつかメニューにしたもの。職場の休み時間に短時間に利用するものやスポー

ツクラブを活用して一定期間生活改善を実践するものがある。90 日間体重測定チャレ

ンジは平成 30 年度から開始し,現在まで約 30 事業所が参加しているが,参加事業所か

らは職場で職場の仲間と取り組むことで,モチベーションの維持や習慣化につながっ

た。職場全体で健康の話題が増えたり,良いコミュニケーションツールになったという

声もいただいている。また,日頃の運動不足解消のための階段用消費カロリーステッカ

ーの提供も行っている。ステッカーやポスターを職場で掲示することで従業員の健康

意識を高める取り組み。取り組んだ事業所の様子は市のホームページにも随時紹介し

ている。ぜひ,広く知っていただき,様々な事業所に活用していただきたいと考えてい

る。 

【事務局】 

健康推進課のあさひかわ健康マイレージ事業及びがん検診について資料８に基づき

説明。 

マイレージ事業は市民の運動不足や生活習慣病などの健康課題を解消するために,

市主催の各種健診や健康に関するイベント等に参加していただきポイントを付与して,



地元の協賛企業からの特典や商品を提供する。市民の自主的な健康管理に係る意識の

啓発,実際に健康に係る行動をしていただくということを目的に取り組んでいる事業。 

平成 28年 10月から道と連携しスタートしたが,その中ではホクト電子や旭川信金など

企業単位での参加もいただき,年々そうした企業も増えている。現在は道の事業がなく

なり,市独自で実施。リーフレットの配布数やポイントの達成者数は昨年度に比べ大幅

に増加。 

がん検診については,がんは最も死亡率が高く,早期発見早期治療により死亡を減ら

すこと,がん予防の意識の普及啓発ということで昭和 41 年からスタート。市独自の取

組として,平成 29 年から HPV 検査と平成 30 年 10 月からピロリ菌検査のリスク検査も

実施。受診率については,胃がんなどは 8%前後で低く,もう少しなんとかしたい。昨年

度は子宮がんや乳がん検診受診率は若干微増。これらは保険者である市国民健康保険

課と一緒に実施していたが,今後は現役世代の普及啓発が重要であるため,市内の企業,

各種団体,今日参加されている商工会議所や商工会とも協力させていただきながら市

内企業の従業員向けの周知啓発を行っていきたい。健康推進課としても各種団体等が

実施している講演会やセミナー等に積極的に参加し,事業の PR をさせていただいてい

るが,PR だけではなく地域の健康課題や企業のおける従業員の健康管理といった面か

らも情報提供していきたい。今後,少子高齢化がますます進み,社会保障費の増といっ

た社会問題が深刻化していく中で,2025 年問題もあることから,みなさんと連携しなが

ら効果的,効率的な健康づくりをすすめていきたい。 

・質疑・意見等 

【進行役】 

 連携しながらという話もあったので,小規模事業所だから知らないというのではな

く,せっかく用意されたメニューがあるため，情報がしっかり一本化されるなり,統一

化されるなりすると良い。あさひかわ商工会では,奇数月にいろいろなものを送付して

いる。例えば 4 月 9 月には,情報を連携して発送する,部会の講習会の時にセットで実

施するなども検討できる。 

【事務局】 

 確かに,本日の説明のあった健康づくりの取組だけでも多くある。今日の話で協会け

んぽのまた一歩進んだ取組も分かった。健康事業所宣言をした企業にはこんな特典が

あるという情報をもちながら,同時に健康づくりを進める等, 最新の情報も含めいく

つもの情報を発信できるものが必要かと考えている。今は個々にそれぞれが周知をし

ているという状況であるが,周知するタイミングが少ないということであれば,なおさ

ら情報を集約し,経済部や商工会議所,商工会で会員の方に配布することができないか。

2回目の会議に向けその取組の準備をしていきたいと考えているが,いかがか。 

【参加者】 

協会けんぽとしても,がん検診付きの生活習慣病予防健診をお勧めしているが,中に

はバリウムを飲むと午後仕事ができないといった色々な理由で選択いただけないケー



スもあるときいている。がん検診の実施主体は市町村が義務を負っているが,我々とし

ても十分協力していく必要があるという認識は持っているので,引き続き,チャンネル

を活かしながら取り組ませていただく。 

【進行役】 

まずはできることからということで，今後の具体的な進め方については事務局の方

ですすめていただきたい。 

5 その他 

【事務局】 

次回の会議は令和 2 年 2 月頃，会議の内容は「健康づくりメニューブックの作成と

活用について」を予定している。 

6 閉会 


