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会議の概要(議事録) 

会議の名称  
（番号） 

１－０８ 
平成３０年度 墨田区保健衛生協議会 

開 催 日 時  平成３０年７月２６日（木） 午後３時３０分から午後５時００分まで 

開 催 場 所 区役所１７階 第一委員会室 

出 席 者 数 

【外部委員】 新井康久・荒尾孝・岩田道子・上田哲郎・桂木能久・栗林秀介 

鎌形由美子・河西紀道・櫻山豊夫・白土大輔・鈴木洋・須藤正 

瀧岡覚・田野正晴・長谷川純一・濵野明子・三浦八重子・三好克則 

山田明・山田昇（計２０名） 

【内部委員】 保健衛生担当部長・福祉保健部長・子ども・子育て支援部長（計３名） 

【欠席】   大浦俊哉・佐藤邦男・荘司康男・高橋幸樹・瀧澤良仁・谷中敏晃 

湯澤伸好（計７名） 

【担当部課長】保健計画課長事務取扱保健衛生担当参事 

保健予防課長事務取扱保健衛生担当参事 

生活衛生課長 

向島・本所保健センター所長（計４名） 

【担当係長】  保健計画課保健計画担当主査（２名） 

保健計画課健康推進担当主査（２名） 

生活衛生課生活環境係長（１名）生活衛生課食品衛生係長（１名） 

向島保健センター事業係長（１名） 

向島保健センター保健指導係長（１名） 

本所保健センター事業係長（１名） 

本所保健センター保健指導係長（１名） 

【事務局】  保健計画課保健計画担当主事（１名） 

 
公開(傍聴できる) 部分公開(部分傍聴できる） 

非公開(傍聴できない) 
傍聴者数 １名 

議 題 

１「すみだ健康づくり総合計画」平成２９年度事業実績及び 

平成３０年度事業計画について 

２ がん対策基本方針について 

３ 自殺対策計画策定方針について 

４ 新保健施設の整備について 

５ その他 

 

 

 

 

 

 

 

配 付 資 料  

【事前配布資料】 

１「すみだ健康づくり総合計画」進捗状況（概要版） 

２「すみだ健康づくり総合計画」平成２９年度事業実績及び 

平成３０年度事業計画（事業別詳細） 

３「墨田区がん対策基本方針」策定方針（案） 

４「墨田区自殺対策計画」策定方針（案） 

５ 墨田区新保健センター等複合施設整備について 

６「受動喫煙対策」について 

７「民泊」への区の対応について 

【机上配布資料】 

１  平成３０年度 墨田区保健衛生協議会次第 

２  すみだ健康づくり総合計画（冊子） 

３  墨田区保健衛生協議会委員名簿 

４  がんに関する区民意識調査 結果報告書 
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会 議 概 要 

１ 開会 

司会（保健計画課長事務取扱保健衛生担当参事）よりあいさつののち、委員委嘱、

会議の公開について説明 

 

２ 区長あいさつ 

 皆様、こんにちは。区長の山本亨でございます。 

 本日は、大変お忙しい中、そして、お暑い中、墨田区保健衛生協議会に御出席いた

だきまして、誠にありがとうございます。 

 皆様には、日頃から、医療・介護・福祉などの各分野をはじめ様々な地域活動を通

じて、区政の各般にわたって御協力を賜り、厚くお礼を申し上げます。 

今年度は保健衛生協議会委員の任期満了に伴い、新たに委嘱をさせていただきまし

た。再任の方、そしてこのたび、新たに委員をお引き受けいただいた方々に、心から

感謝を申し上げます。 

本来であれば、私からお一人お一人に委嘱状をお渡しすべきところですが、時間の制

約上、机上配布とさせていただきましたことを御了承ください。 

さて、毎年この席で健康に暮らせる期間を示す「健康寿命」について触れさせてい

ただいています。直近のデータでは、墨田区は残念ながら男女とも 23区で 19番目で

した。また、がんによる死亡率は男性が 23 区でワースト 1 位と極めて高く、健康寿

命の延伸に向けた取組やがん対策の更なる充実が必要となっています。 

そこで区では、健康寿命の延伸のため健康づくりの基礎である「食事」と「運動」に

着目し「健康寿命ＵＰ大作戦！」を推進しています。その取組の１つとして、10月に

「すみだ１（ワン）ウィーク・ウォーク」というウォーキングイベントを開催する予

定です。多くの区民の方に楽しく歩いて健康づくりをしていただければと考えていま

す。 

がん対策については、従来の肺がん検診の実施方法を見直し、区内医療機関におい

て、特定健診と同時に受診することができるようにいたしました。また、がん検診等

のコールセンターの受付時間を、2 時間延長し、午後６時までご利用いただけるよう

体制を整えました。 

このあと、委員の皆様には、５年ぶりに改定する「がん対策基本方針の策定方針」と

今年度新たに策定する「自殺対策計画等策定方針」についてもご意見を伺うこととな

っております。自殺対策計画については、法改正により、都道府県だけでなく市町村

にも策定が義務付けられており、地域の実情に合った対策、関係部署・関係機関との

連携による「生きる支援」を計画に反映させる必要があります。 

区民の皆さんが一層健やかに生き生きと暮らしていくため、保健衛生協議会委員の皆

様方には、２年間にわたって御審議をいただくことになりますが、それぞれのお立場

から、忌憚のない御意見をいただきますよう、お願い申し上げます。 

結びに、本日御列席の皆様のますますの御健勝と御活躍を祈念申し上げまして、私か

らの御挨拶といたします。どうぞ皆様よろしくお願いいたします。 

 

３ 委員及び職員の紹介 

司会（保健計画課長事務取扱保健衛生担当参事）が、委員及び福祉保健部保健衛生

担当幹部職員を紹介 

 

４ 墨田区保健衛生協議会概要 

本協議会は条例に基づき設置されていること、委員の半分以上の出席があるため、

会議が成立していることについて司会から説明。 
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５ 会長選出 

  鈴木委員の推薦、全委員の承諾により櫻山委員が会長に就任 

 

６ 会長挨拶 

 会長に指名いただいた櫻山でございます。公益財団法人東京都結核予防会の理事長

を務めております。若い頃から公衆衛生行政の専門として仕事をしてまいりました。

区長の挨拶にも健康寿命の話がありましたが、やはり健康な生活というのは身体的な

ことだけでなく社会的にも精神面でも健康でなければならないことだと考えます。本

日は多彩な内容が含まれておりますが、皆様のご協力を得てよい協議会になるよう務

めてまいります。どうぞよろしくお願いします。 

墨田区保健衛生協議会条例５条第３項に「会長に事故があるときは、あらかじめ会長

の指名する委員がその職務を代理する。」とありますが、代理者については昨年も務

めていただいた荒尾委員にお願いしたいと思います。 

それでは本日の会議次第に沿いまして進めさせていただきます。 

 

７ 議事 

（１）「すみだ健康づくり総合計画」主要事業 

平成２９年度事業報告と３０年度事業計画について 

櫻山会長：最初に、議事１『「すみだ健康づくり総合計画」平成２９年度事業実績及

び平成３０年度事業計画』について事務局から報告をお願いします。 

保健計画課長事務取扱保健衛生担当参事：保健衛生担当での事業について資料「すみ

だ健康づくり総合計画」進捗状況（概要版）に基づき説明。 

櫻山会長：ただいま議事１について資料を基に説明をしていただいたところですが、 

これまでの御説明で御質問がありましたら、御発言いただければと思いま

す。 

鈴木委員：３０年度の事業計画の中で、児童虐待についてインパクトが薄いのではな

いでしょうか。もう少し全面に出して区として虐待に対して熱心に行って

いるというようなインパクトを与えた方がよいのではないか。本日江東児

童相談所長は欠席でありますが、区と児童相談所の連携もしっかりと行っ

た方がよいと考えます。また、概要版には感染症についてあまり記載があ

りませんが、最近梅毒等の性感染症が多くなっており問題になっていると

いう話がありますし、Ａ型肝炎も例年に比べ患者数が増加していると認識

しております。Ａ型肝炎患については従来、水系感染症としての位置付け

でありましたが、性感染症としての位置付けがでています。これらにいて

教育的、社会的インパクトを与えるために計画に加えてはいかがでしょう

か。 

保健計画課長事務取扱保健衛生担当参事：貴重なご意見をいただき、ありがとうござ

います。虐待に関しましては都を中心に子育て部門、保健師、保健センタ

ーと密に連携を取りながら、進めてまいりたいと考えております。この部

分に関しては計画上弱い部分がありますので、しっかりと計画に記載して

いきたいと思います。 

保健予防課長事務取扱保健衛生担当参事：Ａ型肝炎、梅毒等の性感染症が増えている

状況で、我々としては感染した患者の報告があり次第、感染予防等につい

て対処してきたところであります。また、すみだ健康づくり総合計画の中

にもあるように、感染症に関する知識の普及に努めております。 

鈴木委員：虐待に関しては警察や医療関係者と情報共有をし、様々な機関と協力しな 
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ければいけないと考えます。性感染症に関しては子供たち、特に小学生、

中学生を対象に性に関する教育を含めて性感染症についての指導を教育

委員会と進めていく必要があると考えます。 

櫻山会長：本日は江東児童相談所長が欠席でありますが、虐待に限らず健康政策を進

めるうえでは他との連携が重要であると考えます。その中でも虐待は児童

相談所、子育て総合支援センター、民生児童委員、学校等、関係機関が多

くあるので連携を図るということは重要であると考えます。性感染症につ

きましては、委員の中に学校の先生もいらっしゃるので、医師会と相談し

ながら進めていくとよいと考えます。性感染症について、私は東京都の感

染症対策検討委員会の委員を務めているのですが、梅毒やＡ型肝炎は顕著

に増加しているわけではありませんが、従来に比べると増加しているのは

事実であります。すみだ健康づくり総合計画を進めていくうえ考慮してい

ただきたいと思います。 

三好委員：健康寿命の延伸については、健診や今年度から後期高齢者歯科健診が始ま

るということですが、それが総合計画の中に反映されていないので、これ

について伺いたい。 

保健計画課長事務取扱保健衛生担当参事：健康寿命の延伸と口腔ケアに関しては間違

いなく関連しているものであります。しかし、本計画の作成時には想定し

ていなかった部分でありますので反映されておりません。しかしながら、

計画期間内に新しく発生したものに関しましては、次回の中間見直しの際

に必ず反映いたします。今年度の後半から新事業として後期高齢者歯科健

診が開始となりますが、歯科医会の先生方にはご協力のほどよろしくお願

いします。 

櫻山会長：本日は花王株式会社ヘルスケア食品研究所長の桂木委員にもご出席いただ

いているが、ぜひとも花王のデンタルケア部門にも協力をお願いしたい。 

山田委員：私は錦糸町の商店街の会長も務めているのですが、錦糸町の南口に大きな

喫煙所があり、そこの使用マナーが悪く、火がついたままの煙草が転がっ

ていたり、煙が近隣の店に入ってきているため、管理をもう少ししっかり

行っていただきたい。また、喫煙所の清掃業者が灰皿の水を下水に流し、

それが隣の魚屋に流れ苦情が出ている。この点について管理、マナー向上

等に努めていただきたい。 

保健計画課長事務取扱保健衛生担当参事：ご指摘ありがとうございます。喫煙の課題

に関しましては様々な方面からご意見を頂いております。所管の地域力支

援部が錦糸町南口に喫煙所を設置しており、喫煙所内でしか喫煙が出来な

いことになっているため多数の方が利用している状況にあります。このた

め煙について多くの苦情が寄せられております。健康増進法の改正があ

り、さらに東京都が喫煙可の飲食店について、家族経営以外の店舗では喫

煙室の設置を義務付ける条例を制定しました。具体的な規制や規則等のガ

イドラインは東京都から届く予定であります。今後は公衆喫煙所の設置や

改修には東京都の補助金が１０割出ると話が出ているため、完全分煙でき

るように整備に努めていきたい。 

櫻山会長：自由に喫煙できる場所が少なくなってくると喫煙所に人が集中するため対

策をお願いします。他に質問、ご意見等なければ、この事項につきまして

お諮りしたいと思います。御了承いただける場合は、拍手をお願いします。 

     ― 拍手 ― 

      それでは、この事項につきましては御了承いただけたものといたします。
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有難うございました。 

それでは次に、議事（２）「墨田区がん対策基本方針」に移らせていただ

きます。事務局から報告をお願いします。 

（２） がん対策基本方針について 

保健計画課長事務取扱保健衛生担当参事：資料『「墨田区がん対策基本方針」策定方

針（案）』に基づき説明。 

鈴木委員：がん死亡率が２３区中一番高いという話については、前区長の山﨑区長の

ときから医師会へ何かいい案がないかと相談があった。いろいろと行って

も結果は変わらず成果はあまり無い。どこに問題があるのかということ

を、もう少し深く考えなければいけないと思う。健診の受診率が低いため

受診率をいかにして上げるか等、医療関係者だけでは限界があるため区全

体で取り組んでいく必要があると考えます。例えば以前乳がんの講演会が

開催された際に女性の１２人に１人は乳がんになるという非常にインパ

クトの強い情報を発信したり、最近の話題も踏まえて受診を促す等行っ

た。受診率を上げる工夫を皆で考えていかなければならない。５年前の結

果と現在の結果があまり変わっていないため成果が出ていないというの

が現実であります。６年間の計画の結果、現在の状況と同じ結果とならな

いように深く考えた方がよいと考えます。 

保健計画課長事務取扱保健衛生担当参事：まさに発言いただいた内容が課題であると

考えます。受診率については２３区の平均に近づいています。また、肺が

ん検診の実施方法が、保健所で実施していたところを医師会にご協力いた

だいて実施医療機関で受けられることとなったため、１０％近く受診率が

向上すると見込んでおります。がん対策は、簡単に１年力を入れたから死

亡率が軽減するというものではなく、一次予防のがん教育から始まり様々

なイベントを通してがん対策の普及啓発やがんになっても働けるよう支

援、サポートすること、また、がんにならないように生活習慣病を予防す

る等、治療する前の段階からがん対策を行っていきたい。これらを効果的

に計画に入れてがん対策を推進してまいりたいと考えます。 

櫻山会長：他に質問、ご意見等なければ、この事項につきましてお諮りしたいと思い

ます。御了承いただける場合は、拍手をお願いします。 

     ― 拍手 ― 

     それでは、この事項につきましては御了承いただけたものといたします。

有難うございました。 

それでは次に、議事（３）「自殺対策計画策定方針について」に移らせて

いただきます。事務局から報告をお願いします。 

（３）自殺対策計画策定方針について 

保健計画課長事務取扱保健衛生担当参事：資料「墨田区自殺対策計画」策定方針（案）

に基づき説明。 

櫻山会長：自殺対策もがん対策も明確な解決策はありませんが、対策を進めることに

よって自殺率が下がった自治体もありますので、非常に重要な課題である

と考えます。 

     質問、ご意見等なければ、この事項につきましてお諮りしたいと思います。

御了承いただける場合は、拍手をお願いします。 

     ― 拍手 ― 

     それでは、この事項につきましては御了承いただけたものといたします。

有難うございました。 
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それでは次に、議事（４）「新保健施設の整備について」に移らせていた

だきます。事務局から報告をお願いします。 

（４）新保健施設の整備について 

保健計画課長事務取扱保健衛生担当参事：資料「墨田区新保健センター等複合施設整

備について」に基づき説明。 

濵野委員：薬剤管理センターを新設し、さらに災害時の体制を整備していくというこ

とですが、実際に発災した際に医薬品が供給できるような仕組みを作って

いただきたい。 

保健計画課長事務取扱保健衛生担当参事：実際に休日応急診療所につきましては医師

会に委託をしていて、さらにひかり歯科相談室は歯科医師会に委託してお

ります。薬剤管理センターにつきましても、薬剤師会にご協力をいただか

なければいけないため、意見を伺い積極的に反映していきたいと考えてお

ります。 

河西委員：非常に良い案で感動しておりますが、何年後に完成するか等、具体的な建

設計画はまだ出来ていないのでしょうか。 

保健計画課長事務取扱保健衛生担当参事：平成３５年開設を目標に建設計画を進めて

いる状況であります。予定では今年、施設の規模、面積等、設置の条件に

ついて固め、来年から設計作業に入ることとなっております。その後、３

３、３４年あたりに建設作業に入り、３５年に開設ということになってお

ります。 

河西委員：伊津野保健所長は様々な保健所を見てきたと思いますが、この計画のよう

な保健所が整備されたら東京２３区の中でもとても素晴らしい施設が出

来ると思うのですがどのように思われますか。 

伊津野保健所長：この先数十年使用する施設なので、良い施設にしたいと考えており

ます。 

櫻山会長：災害の際に拠点となるような良い施設になるといいなと考えます。 

長谷川委員：施設へのアクセス方法は何か考えがあるのでしょうか。 

保健計画課長事務取扱保健衛生担当参事：アクセスに関しては検討会の中でも重要な

課題と位置づけており、どのような形が一番良いのか検討中でございま

す。小さいお子様を連れて乳児健診に来られる方等もいらっしゃいますの

で、アクセスに関しては今後しっかりと検討していきます。 

櫻山会長：バスの停留所は新保健施設の近くにあるのでしょうか。 

保健計画課長事務取扱保健衛生担当参事：まだ具体的には決まっておりませんが、区

の主要な公共施設や観光地を循環しているバスがございますので、新保健

施設が開設されたら近くに停留所を設置できないか検討をしていきたい。

ただ、循環バスはワンウェイで運行しており、往復運転をしておりません

ので、行くときは時間がかからなくても、帰りは時間がかかってしまうと

いうことがございます。この点については課題があると認識しておりま

す。 

櫻山会長：良い施設ができますので、アクセスについてもよく検討していただきたい

と思います。 

     他に質問、ご意見等なければ、この事項につきましてお諮りしたいと思い

ます。御了承いただける場合は、拍手をお願いします。 

― 拍手 ― 

それでは、この事項につきましては御了承いただけたものといたします。

有難うございました。 
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保健計画課長事務取扱保健衛生担当参事：この件については保健衛生協議会条例第 11

条の規定に基づき分科会を設置し、そこでご議論いただきたいと考えてい

ます。委員は区長が委嘱し任命することとなってございますので、おおむ

ね９月以降に事務局からご連絡した方、７～８名なろうかと思いますが、

意見をまとめて次回のこの会でご報告いただければと思います。 

櫻山会長：分科会の開催について御了承いただける場合は拍手をお願いします。 

     ― 拍手 ― 

     それでは、分科会の開催について御了承いただけたものといたします。 

     それでは次に、議事（５）「その他」に移らせていただきます。 

最後にこれまでのことも含めまして、何かご意見、ご質問等ございません

か。折角の機会でございますので、何なりとおっしゃっていただければと

思いますが。 

（５） その他 

河西委員：食品衛生協会では現在は食中毒よりも受動喫煙が問題となっている。区と

しても具体的に力をいれて取り組んでいただきたい。 

保健計画課長事務取扱保健衛生担当参事：本日の事前配布資料の中にある『「受動喫

煙対策」について』の資料に受動喫煙防止対策の主な内容について分かり

やくすく記載させていただきました。予定ではオリンピック開催年の２０

２０年４月に全面施行の予定と伺っております。東京都からまだ具体的な

話がきておりませんので、区で行う事業につきましては今後決まり次第皆

様にお伝えしていきます。 

鎌形委員：民泊について伺います。民泊新法が制定されてからどのくらいの届出があ

るのか、また、違法民泊についてはどのように取り締まりをおこなってい

るのか教えてください。 

生活衛生課長：事前配布資料の『「民泊」への区の対応について』をご覧ください。

本年６月１５日に住宅宿泊事業法（民泊新法）が施行され、一定の要件を

満たせば、旅館業法の許可を受けなくても民泊ができるようになりました。

また、無届の「民泊」については旅館業の無許可営業として、旅館業法の

無許可営業者に対する罰金上限１００万円を適用することが可能となりま

した。本区におきましても、関係条例を改正し民泊との整合性をとるため

に、旅館業許可申請の前に周辺住民に周知・説明を行う規定などを追加し

ました。なお、民泊のゴミ出しや騒音トラブルについては従来どおり生活

衛生課で承っておりますので、御一報ください。現在の民泊届出数は７月

２０日時点で１５５件でございます。届出数に関しては区ホームページで

も公表しております。 

鎌形委員：資料を見ますと、旅館業法施行条例では事前周知は周辺住民（１０ｍ範囲）

となっておりますが、民泊についても同じでしょうか。周辺住民への説明

は聞いたことがありません。また、違法民泊については区にお知らせした

方がよいのか、トラブル等が無ければ知らせなくてもよいのか教えてくだ

さい。 

生活衛生課長：民泊の事前周知に関してはポスティングでも可能であります。また、

民泊に関しては許可を得て運営している場合には玄関ドアにステッカーを

貼っていただくことになっております。まだ貼ってない事業者に関しては

順次指導をおこなっているところであります。ステッカーが貼られていな

いのに運営している民泊に関しては生活衛生課にお知らせください。確認

したうえで指導を行います。 
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岩田委員：身体活動向上プロジェクトについてですが、ウォーキングチャレンジプロ

グラムの参加者が１，５４１人ということで、区民の一握りでありますの

で、もっと多くの方が関心を持って参加できるような方策を考えなければ

いけないのではないかと思います。例えば、万歩計を使って歩数を記録し、

歩数の累積で日本地図のどこまでいったのかというような、多くの方が関

心を持つようなものがあれば参加数が増えると思います。 

保健計画課長事務取扱保健衛生担当参事：若年層につきましては、スマートフォンの

アプリを使って歩数を記録できますので、多くの方にご参加いただきまし

た。高齢の方でスマートフォンを使用しない方に関しましては、もっと多

数の方に参加していただけるような仕組みを考えていきたいと考えており

ます。 

櫻山会長：その他、質問・御意見が無いようなので、最後に伊津野保健衛生担当部長

に一言お願いします。 

保健衛生担当部長：本年４月に目黒区より転入いたしました。冒頭の区長挨拶にもあ

りましたように、本区の健康状況はあまり良いものには見えませんが、本

日は、たばこの問題、健診の受診率、ウォーキングチャレンジプログラム

の件等、多彩な議論が行われ皆様の関心の高さを知ることができました。

今後とも皆様のご協力のほどよろしくお願い申し上げます。本日はありが

とうございました。 

櫻山会長：それでは、以上をもちまして本日の議事の進行を終わらせていただきます。 

     この後の司会は事務局に戻します。 

 

８ 閉会 

保健計画課長事務取扱保健衛生担当参事：議事進行につきまして、会長、委員の皆様、

ありがとうございました。 

本年度につきましては、がん対策、自殺対策、新保健施設などの今後の状

況についてご報告し、さらにご意見も頂戴したいと考えておりますので、

時期は未定ですが第２回目の保健衛生協議会の開催を予定しております。 

冬の時期になろうかと思いますが、1か月前には皆様にご通知差し上げたい

と思いますので、ご出席方よろしくお願いいたします。 

それでは以上で「平成 30年度第１回墨田区保健衛生協議会」を終了させて

いただきます。お暑い中、ありがとうございました。 

所 管 課 福祉保健部 保健衛生担当 保健計画課 保健計画担当 （内線 ３５０５） 


