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会議の概要(議事録) 

会議の名称  
（番号） 

１－０８ 
令和元年度第１回墨田区保健衛生協議会 

開 催 日 時  令和元年７月２４日（水） 午後１時３０分から午後３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】 浅野智之・新井康久・荒尾孝・稲垣吉実・上田哲郎・大岩明弘・ 

桂木能久・鎌形由美子・河西紀道・栗林秀介・櫻山豊夫・佐藤邦男・

荘司康男・須藤正・田浦善之・田中邦友・濵野明子・三浦八重子・ 

宮野收・三好克則・山田明（計２１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】   岩田道子・大浦俊哉・岡田卓巳・鈴木洋・高橋幸樹・山田昇（計６名） 

【担当部課長】保健計画課長事務取扱保健衛生担当次長 

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主査（１名） 

保健予防課精神保健係長（１名） 

保健予防課精神保健係主査（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 ０名 

議 題 

１ 「すみだ健康づくり総合計画」 平成３０年度事業実績及び 

令和元年度事業計画について 

２ 墨田区自殺対策計画の推進について 

３ 受動喫煙対策について 

４ 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３０年度事業実績及び令和元年度事業計画（事

業別詳細） 

３ 「墨田区自殺対策計画」の推進について 

４ 墨田区自殺対策計画～未来へつなぐ－こころといのちのサポートプラン～ 

５ 受動喫煙対策について 

【机上配布資料】 

１ 令和元年度 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 
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会 議 概 要 

１ 開会 

司会（保健衛生担当次長）よりあいさつののち、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。区長の山本でございます。本日はお忙しいところ、そして間も

なく梅雨明けで少し暑い日になりましたが、墨田区保健衛生協議会にご出席をいただ

きまして誠にありがとうございます。また、日頃から皆様方には、医療・介護・福祉

等の各分野をはじめ、様々な地域活動を通じて、区政の各般にわたってご協力をいた

だいておりますこと、厚く御礼を申し上げます。 

皆様には、昨年度に引き続き委員をお願いしていますが、人事異動等によりまして、

新たに委員をお引き受けいただいた方もいらっしゃると伺っております。委員の皆様

にはお忙しいところ大変恐縮ではございますが、区民の皆さんの健康維持増進、そし

て大切な命を守るため、お力添えを賜りますようにお願いを申し上げます。 

さて、毎年この席で、健康に過ごせる期間である「健康寿命」について触れさせて

いただいております。直近のデータでは、墨田区は残念ながら、男性は前年から一つ

下がって 23 区で 20 番目、女性は二つ上がりまして 17 番目でございました。また、

がんによる死亡率は、男性が 23 区でワースト 2 位、女性がワースト 6 位となってお

り、人生 100 年時代を見据えた健康寿命の延伸の取り組みやがん対策、生活習慣病対

策のさらなる充実が必要となっています。そこで、区では、今年度から胃がん検診を

拡大して、内視鏡による検査を導入させていただいたり、がんと同様に対策強化を迫

られている糖尿病に関して、関係機関の皆様のご協力をいただきながら、地域医療連

携をさらに推進させていきたいと思っております。 

また、東京都ではラグビーワールドカップや来年のオリンピックパラリンピックに

向けて受動喫煙対策が進められている中、本区においても、施設の禁煙化や表示の徹

底、喫煙者に対する禁煙支援などに取り組んでいるところでございます。 

このほか、今年 3 月に策定した「自殺対策計画」の推進、区内病院との災害時医療

対応訓練、民泊への対応等様々な事業に取り組むとともに、感染症や食中毒、大規模

災害などに対し迅速で的確な対応がとれる健康危機管理体制の整備を進めさせてい

ただいております。 

こうした施策を円滑に推進していくためには、本日お集まりの皆様との連携が大変

重要になります。委員の皆様方には、地域保健対策の円滑な実施と、区民の皆さんの

健康増進に向けて、それぞれの立場から忌憚のないご意見をいただきますよう、お願

い申し上げます。 

結びに、本日御臨席の皆様方の益々の御健勝と御活躍を祈念いたしまして、私の挨

拶といたします。本日はありがとうございます。 

 

３ 委員及び職員の紹介 

司会より、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。 

 

５ 会長挨拶 

 改めまして、櫻山でございます。次第に沿って議事を進めさせていただきたいと思

います。 
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６ 議事 

（１）「すみだ健康づくり総合計画」平成３０年度事業報告と令和元年度事業計画に

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３０年度事業実績及

び令和元年度事業計画」について事務局から報告をお願いします。 

保健衛生担当次長：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。 

荘司委員：新生児聴覚検査の実施についてです。私としてはとても嬉しい事業ですが、

生まれた子供が聞こえないと分かってから言葉を教えるとき、やはり手話

を使って教えたいが、もし両親が手話を全くわからない、できない場合は

教えることができません。聞こえない子供に対して、言葉を覚えてもらう

ために手話が必要だと考えます。手話、言葉を教える場を設立していただ

きたいと思っています。今は手話サークルがありますが、区外（荒川区や

江戸川区、江東区など）から聞こえない子供を連れてくる親もたくさんい

らっしゃいます。理由を聞くと、手話を使って手話を教える場がないので、

墨田区に来ているということでした。検査のための補助金だけではなく

て、検査を受けた後の支援などの場を作っていただきたいと思っていま

す。連合会から要望を出していないのに、聴力検査を実施するということ

になりとてもうれしいですが、いきさつを知りたいと思います。 

伊津野委員：新生児の段階で、聴力に問題があるかを早めに検査することで、手術を

して人工内耳を入れる等の対応をとることが医学の進歩により可能にな

ったので、早期に対応するために導入されました。 

後藤委員：子供本人の手話の教育は、学齢期になればろう学校で教わると思いますが、

就学前については体系的になっていないと理解しております。そういうお

話をいただいたので、今後どういうことができるかと考えていきたいと思

います。 

田中委員：「手話言語及び障害者の意思疎通に関する条例」を制定しており、それを

踏まえて令和元年度から運用が具体的になり、すでに区として取り組んで

いただいている事業もあります。今回の荘司委員の提案については、非常

に重く受けとめていただきたい。条例に沿って、これから区として何がど

ういう形でできるか、正確に荘司会長にお答えできるようなプランをでき

るだけ早い時期に示していただきたい。就学前等、いろいろな課題はあり

ますが、医療機関で聴覚に障害があると思われる子を早く発見し、聴覚障

害を防ぐための具体策をできるだけ早く示し、その点についてもう一度お

答えいただけたらと思います。 

後藤委員：非常に専門的な領域で、専門的な知見が必要だと思っています。ろう学校

でも幼児期に手話教育をやっているという話も聞いているので、都立学校

等に問い合わせて、そういう資源があるかどうかこちらも認識し、ご紹介

できるような形をとりたいと思います。 

荘司委員：私には２歳の孫がいて、耳が聞こえるのでしゃべる語彙も増えてきました。

それに対して、ろうの子供の場合は、2歳であれば、言葉を覚えないまま

0 歳と同じ語彙の場合もあると思います。そういう点を考えると、やはり
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乳幼児期からそのための対応を考えていただきたいなと思っております。 

櫻山会長：新生児期の聴力検査が昔はなかなか難しかったのが今はできるようになっ

てきました。早期発見で重症化を阻止するということも重要ですし、一方

で荘司委員、田中委員からの指摘のとおり、見つかった場合の支援につい

ても合わせて検討いただきたいと思います。 

田中委員：資料についての確認をさせていただきたいのだが、資料１と資料２で「そ

の他」の評価の記載内容が異なっている。 

保健衛生担当次長：申し訳ございません。資料２で骨密度測定がＢ評価になっている

が誤りで、「その他」に訂正します。Ｂ評価は発達障害対策の推進のみで

す。 

   （事務局追記：公開資料は訂正済みである。） 

櫻山会長：骨粗しょう症は高齢社会の中で重要な問題ですので、ご検討いただければ

と思います。 

田中委員：区民の皆さんの健康づくりに大変なご努力をいただいていることは十分承

知しておりますが、総括的にこの資料見ますと、Ａ評価が非常に多いです。

本当に着実に区民の健康づくりが推進されているのか、それぞれの分野の

委員から聞かせいただければと思います。中には物差しがわかりにくいも

のもあり、達成状況が漠然としている。個別にみると、がんのようにワー

ストの方に位置しており危機意識を持たなければならないような事業が

ある。健康づくりが着実に改善或いは解決にかかってるのかと考えると、

Ａ評価が余りにも多すぎると思います。その辺りの評価について、委員の

皆さんのお考えをぜひお聞かせいただければと思います。 

浅野委員：今の田中委員の話はその通りだと思います。歯科の話になってしまうが、

受診率が 5％や 6％でＡ評価というのは、いかがなものかと思います。半

分とは言いませんが、20％近くの実施率があってこそのＡ評価だと思うの

で、基準点をもう一度見直しをしていただければと思います。 

櫻山会長：確かに受診率についても、何％にするかという評価はなかなか難しいとこ

ろであります。個別に見ていくと、効果は発揮しているからＡ評価にして

いるのだと思いますが、今後も順調にいくのかと考えると、Ａ評価の大盤

振る舞いとも感じます。例えば、資料 1の基本目標 5「医療連携推進事業

の実施」で、医療連携推進協議会糖尿病連携部会の中で糖尿病の連携につ

いて議論したということだろうと思います。一方で、基本目標 4（4）「成

人歯科健康診査の実施」では受診率が 10％です。最近の知見では歯周病

が糖尿病のリスクであるとのことですが、例えば実際に歯科健診をやって

いて、糖尿病で疑われるというような場合に医療連携が図られているの

か、具体例があれば教えてください。 

三好委員：まさしくその質問をこちらもしようと思っていました。歯科の部分につい

て、糖尿病の歯周病の話が入っていません。最近になって区東部の医科歯

科連係や、区でも糖尿病連携手帳の活用に関しての動きはありますが、は

っきり言ってまだ初期の段階に入ったところだと実感しています。先ほど

の成人歯科健診に関しても、主として歯周病に関する健診ですが、まだ糖

尿病に関しての連携はなかなか見えてこない状態です。 

櫻山会長：健診に関しては受診率が 10％で現状もかなり良い方ですが、今後とも伸ば

していかなければいけないと思います。その中で質の充実も図っていただ

きたいと思います。 

保健衛生担当次長：ご指摘は重々受け止めさせていただきます。糖尿病の連携につい
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ては、国保部門でも医師会とも協議しながら重症化について話しており、

歯科医師会、薬剤師会とも糖尿病連携手帳を使って情報共有しようと動き

始めています。数年前は全くやっていなかったものが、三師会の方々と協

議することができて、ゼロからの大きな一歩ということでＡ評価にさせて

いただきました。確かに田中委員のご指摘の通り、この評価については検

討すべきところはありますが、進んだことについて評価させていただきま

した。がん検診についても、内視鏡検査の導入や、肺がん検診の受診率が

1％から 5％にあがっているということで、まだまだやることは多いけれ

ど、確実に少しずつ上がっているという数値的な面も検証しながら、今回

は事務局ではＡ評価とさせていただきました。 

櫻山会長：歯周病でも医療連携でも、課題はあると言えばあるが、ＡＢＣと三つに分

ける場合、大きな課題がある場合はＢ評価を付けられるでしょうが、よく

やっているという場合にＡ評価かＢ評価か迷うところだと思います。評価

の方法についても、ＡＢＣの三段階が良いのか、あるいは完成したものを

Ａ、今後もっと進めていくものをＢ、非常に課題があるものをＣとするな

ど、評価基準の検討が必要だと思います。確かに厳しくつければＢ評価で

しょうし、これからもっと頑張ろうということであればＡ評価だと思いま

すが、なかなか難しく、確かに数字だけを見ればＡ評価が多いという田中

委員の意見はおっしゃる通りだとは思います。事務局の評価ということで

あれば、今回こういう数字が出たということで、事務局としても厳しい意

見が出たということを認識いただいて、次回以降に活かしていただければ

と思います。 

濵野委員：資料１の基本目標５（１）の「残薬調整事業への支援」について、「節薬

バッグ運動」という名称で運動はずっと実施していますが、資料に示され

ている数値は半年間分のデータです。区内会員薬局 99のうち 35 薬局が参

加し、調整金額は、277 万 1,816 円という数値も出ています。金額の削減

だけでなく、事業の当初目的である三師会、多職種との連携のために、情

報提供の会を開催し、医師会、歯科医師会、ケアマネジャー連絡会、訪問

看護ステーション協会の方々とも連携を図りつつ取り組めたと思います。

そして、一番懸念されていた、処方元である医師会の先生方にご理解いた

だけるのであろうかという点について、アンケートの結果ではほぼ快く協

力いただけたというデータが出ています。 

櫻山会長：濵野委員からも意見がありましたが、効果を挙げているが、課題が全くな

いわけではないということを事務局の皆様にはご認識いただいた上で、今

後頑張っていただきたいと思います。この件に関しては、若干課題が残る

ということを留保しつつ、よくやっているということで、事務局の結果を

了承するという形で良いでしょうか。 

河西委員：資料 2の NO.153,154,158 あたりを担当していますが、Ａ評価に値します。

私自身、区内の飲食店を食中毒防止のために歩いていますが、つい最近私

の隣で食中毒（カンピロバクター）が発生してしまいました（食品衛生協

会の組合員ではなかったが）。実際歩いてみると、今は食中毒よりも受動

喫煙でどこも頭がいっぱいです。 

櫻山会長：たばこの対策については後程また議題にします。 

河西委員：評価に関しては私の専門についてはＡ評価で結構です。 

櫻山会長：ありがとうございました。そういう形でご了承いただけるということでよ

ろしいでしょうか。御了承いただける場合は、拍手をお願いします。 
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     ― 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（２）「自殺対策計画の推進」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） 自殺対策計画の推進について 

保健衛生担当参事：資料「『墨田区自殺対策計画』の推進について」に基づき説明。 

荘司委員：向島地域と本所地域、どちらが自殺者が多いでしょうか。また、結果が良

い区とワーストの区を、参考までに教えていただけませんでしょうか。 

保健衛生担当参事：事前に送付した「墨田区自殺対策計画」8 ページに、保健センタ

ー管轄別の自殺者数として３年間の合計で記載しています。本庁管内の方

が実数としては多くなっています。また、区ごとの自殺率の順位について

かなり変動が激しいです。またご報告いたしますが、墨田区は下から 13

番目で、大体真ん中あたりです。ワーストについては調べてお送りいたし

ます。 

櫻山会長：今ご説明いただいた図について、本所管内の方が向島管内よりも男性と比

較した女性の自殺者数が多い印象がありますが、そういった傾向はありま

すか。原因は様々だと思いますが、何かコメントはありますか。 

保健衛生担当参事：分析途中ですが、女性の自殺による死亡のリスクとして、家族が

いて子育て中の比較的若い層という傾向は見てとれていて、そういったも

のと地域による人口分布との関連を疑っています。 

鎌形委員：児童・生徒・若者への支援について、いろいろなことをしてくださるのは

良いと思いますが、教育委員会との関連について教えていただきたいと思

います。 

保健衛生担当参事：「SOS の出し方に関する教育」については、教育委員会指導室と

の連携で、担任教諭と保健所から派遣した保健師等が分担して、子供にう

まく伝えて SOS を表出できるような仕組みを一例一例行っています。ま

た、教育委員会も東京都から生きる力の教育を今推奨され、東京都のＤＶ

Ｄなどを使って実践的に取り組んでおり、そういったところへの助言も行

っております。 

櫻山会長：自殺対策は、自殺の原因が多岐にわたるので幅広い対策をとる必要があり

ますが、着実に対策することで段々自殺率が低下すると思うので、よろし

くお願いします。 

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。有難うございました。 

それでは次に、議事（3）「受動喫煙対策について」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）受動喫煙対策について 

保健衛生担当次長：資料「受動喫煙対策について」に基づき説明。 

河西委員：資料 5の 2（3）イが私ども食品衛生協会に該当するが、逆に私の方からお

聞きしたいのは、9 月 1日から表示ステッカーを掲示しなければならない

が、罰則規定がないので、その場合は、どのように組合員に説明すればよ

いでしょうか。 



 7

健康推進担当主査：ご指摘のとおり、9 月 1 日からステッカー表示が義務化されます

が罰則規定はございません。令和 2 年 4 月 1 日になると罰則規定ができる

ので、それに向けて皆様に周知を図っていただき、ステッカーを貼ってい

ただくようにお願いしているところです。 

保健衛生担当次長：条例上は罰則のない義務と東京都から説明されているため、条例

で規定されているので何卒よろしくお願いしたいという形で我々は指導

していきたいと思います。来年の 4 月 1 日からは過料等が発生します。過

料はいきなりいただく訳ではなく、きちんとこちらの方から何回も訪問し

たり周知したりした上でどうしても聞いていただけない場合の対応とな

ります。条例に基づいて義務化されているとご説明いただければありがた

いです。 

荘司委員：資料 5の 2（2）イについてです。下水道の話になってしまいますが、以前

は隅田川に汚れたものを垂れ流していましたが、今は変わって川の水もき

れいになりました。そのように、喫煙所に関してもたばこの煙が喫煙所か

ら外に出ている時もあり、困るかと思います。フィルターを通して煙を浄

化して排出するような方法をしていただけると有難いのですが、いかがで

しょうか。 

保健衛生担当次長：法律と条例は屋内の対策になっています。屋内は密接な場所で健

康に直接的な害があるということで、東京都や国も、対策をとる姿勢です。

屋外になると、空気が外に発散するので、必ずしも明確な因果関係という

ことでは弱いということで、規制の対象になっています。ただ、フィルタ

ーまでは少し難しいと思いますが、理念としては喫煙の害や不快な思い等

について対策していくことも必要かと思います。どこまでできるかは非常

に難しいと思いますが、路上喫煙の担当部署等と相談しながら、何かとれ

る対策があるか、協議させていただきたいと思います。 

荘司委員：錦糸町駅南口の喫煙スペースで喫煙されている方が大勢いて、煙突から煙

が出てるようにもくもくとたばこの煙が出ている状況です。何とかならな

いかと感じるときがあります。 

櫻山会長：かつて公害が大きな問題だった際になるべく煙突を高くして上空で薄める

という対策が取られたことがありますが、喫煙場所を高くするとビルの問

題があり、難しいとは思いますが工夫していただきたい。また、受動喫煙

はもちろんですが能動喫煙／一次喫煙も健康に害があります。一次喫煙者

が減れば自動的に受動喫煙者も減ると思いますので、ご努力をお願いした

いと思います。      

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。 

        それでは次に、議事（４）「その他」に移らせていただきます。全体を

通して、何かご意見、ご質問等があればお願いしたいと思います。 

（４） その他 

田中委員：このところ急激に増えて住民の方から色々な相談を受けるケースが現実に

どのように対応されているのか、具体的には民泊をはじめとする新設件数

がかなり増えています。地域の中での取り扱い、出てくる業者（管理業者

も含めて）や地域、会社によっても、温度差がある事例があると私たちの
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耳にも入っております。現状と今後の区の対応についてお聞かせいただけ

ればと思います。 

生活衛生課長：民泊は５００件を超え、旅館も昨年１年間で 50件増えています。隣の

台東区ではもっと増えています。規制緩和の影響で色々な方が旅館をでき

る状況になっているため、社会的責任をあまり理解されていない事業者も

増えていて、私どもも１件１件対応していますが、一部はまだ残っていま

す。ご指摘通り、色々な方とご相談しながら、地域の方に安心して見ても

らえるような対応をしていきたいと思います。 

田中委員：近隣住民とのトラブル、管理会社の地域住民への対応、業者の対応に本当

に温度差があり、そのことによって、地域住民が不安や不満を所管に問い

合わせているかと思います。中には、行政指導をなかなか受け入れてもら

えない、改善していただけないような話もあがってきています。従って、

行政指導という名のもとに、業者の方に対して確固たる区の姿勢、近隣区

民の安全確保を前面に出していただいて、住民に寄り添った対応を是非と

も心がけていただくようお願いをさせていただきたいと思います。 

生活衛生課長：一部、行政指導に従わない事業者がありますが、今までこのような事

業者は旅館業法の中ではおらず、指導にはすぐ従っていただけていました。

ごく一部ではありますが理解できていない事業者がおりますので、私ども

の姿勢としては、旅館業法に基づいて毅然とした態度で指導し、もし違反

があればそれなりの処分をとる必要があると思います。 

櫻山会長：民泊の問題はいろいろ難しいことと思いますが、環境衛生基盤の充実は公

衆衛生の基本なので、頑張っていただきたいと思います。 

濵野委員：外国人がオーナーの民泊が近所にありますが、わかりやすいガイドライン、

手引きがあると町内会からの対応もしやすいと思います。 

生活衛生課長：残念ながらリーフレット等は今のところできていません。ただ、民泊

については、近隣とのトラブルの対応は、営業事業者ではなく管理業者が

行うことになっていますので、管理業者がどうすればよいかわかる情報は

ホームページに載せています。管理業者は日本の方がほとんどなので、そ

こをまず日本語が通じる相手に紹介して対応しているところです。管理業

者のレベルが高くない場合もあり、その場合、本来は営業しているご本人

に直接申し出たいが、もし外国の方となった場合に少し苦慮しているとこ

ろです。ご提案をいただきましたので、何らかの形で、事業者の方に色々

な言語でわかるようなツールをどうにかしてみたいと思います。 

櫻山会長：近隣区も困っていらっしゃるでしょうし、近隣区あるいは都ともどんどん

協議されて、そういうようなパンフレットができればと思います。 

保健衛生担当参事：先ほど荘司委員からお尋ねいただいていた、平成 30年の自殺統計

の 23区の状況についてです。一番自殺率が高いのは渋谷区で 20.4、第 2 位

は新宿区で 20.16、3 位が葛飾区 19.9 でした。ちなみに一番低いところは

品川区で 10.3 です。 

櫻山会長：年度によっても変わると思います。 

それでは予定された時間もまいりましたので、これをもちまして本日の

議事を終了させていただきたいと思います。この後の司会は事務局に戻し

ます。 

 

８ 閉会 

伊津野委員：本日は、すみだ健康づくり総合計画及び自殺対策計画、受動喫煙対策に
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ついて闊達なご意見をいただき誠にありがとうございました。健康づくり

総合計画については評価が甘いのではないかという厳しい意見もいただき

ました。この計画は 10年計画ですが、自殺対策、産後ケア、たばこ対策、

民泊、ひきこもり等の新しい問題が次々出てきており、なかなか道は険し

いと感じております。昨年の本区の自殺者が 46名ということでしたが、受

動喫煙の被害による死亡は全国で 1万 5000 人、これを本区の人口割で見る

と約 30 人ということなので、自殺者に比べても、少なくない影響がありま

すので、受動喫煙対策が必要だと考えております。関係機関の皆様の協力

を得て、健康づくりをますます進めていきたいと思っておりますので、今

後ともどうぞよろしくお願いします。 

保健衛生担当次長：長時間にわたりましていろいろご議論いただきありがとうござい

ました。委員の皆様のご意見につきましては、事務局でも検討し対応策を

考えさせていただきたいと思っております。また本年度は健康に関する区

民アンケートの実施・分析、検診・健診等のデータ分析を行い、すみだ健

康づくり総合計画の中間評価を行います。 

また、来年 2 月に第 2 回目の保健衛生協議会の開催を予定しております。

開催に当たりましては、1ヶ月前には皆様に通知を差し上げたいと思います

ので、次回のご出席をよろしくお願いいたします。 

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 ３５０４） 


