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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２回墨田区保健衛生協議会 

開 催 日 時  令和２年３月２４日（水） 午後１時３０分から午後２時４５分まで 

開 催 場 所 区役所１７階 第二委員会室 

出 席 者 数 

【外部委員】 浅野智之、岩田道子、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、三好克則、 

山田昇（計１９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】   新井康久、荒尾孝、大浦俊哉、岡田卓巳、鈴木洋、高橋幸樹、宮野收、

山田明（計８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（１名） 

保健予防課予防医療主査（１名） 

保健予防課精神保健係長（１名） 

向島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（２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」中間評価について 

２ 新保健施設等複合施設について 

３ 新型コロナウイルス感染症対策について 

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」中間評価報告書（案） 

２ 「健康」に関する区民アンケート調査報告（案） 

３ 新保健施設等複合施設について 

【机上配布資料】 

４ 令和元年度 墨田区保健衛生協議会次第 

５ 墨田区保健衛生協議会委員名簿 

６ 新型コロナウイルス感染症対策について 

すみだ健康づくり総合計画（冊子） 
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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、新型コロナウイルス

対策（換気、マスク）について説明。 

 

２ 保健衛生担当部長あいさつ 

保健衛生担当部長：本日はお忙しいところ令和元年度第２回墨田区保健衛生協議会に

ご出席いただきまして、ありがとうございます。墨田区保健所長の伊津野で

ございます。先ほど司会からも説明がありましたが、新型コロナウイルス感

染症対策の関係で主な会議が中止または延期となっておりますが、本協議会

は保健衛生施策の重要な会議であることを鑑み、開催に踏み切らせていただ

きました。後ほど保健所の対応状況等についてもご報告させていただきま

す。ただ、感染のリスクを少しでも低くするために、円滑な議事進行にご協

力いただければと思います。 

     さて、「すみだ健康づくり総合計画」は区民の健康寿命の延伸を目指して

推進しているところでございます。平成２８年度から取り組んでいる「健康

寿命アップ大作戦！」の取組が厚生労働省の「第８回健康寿命を延ばそうア

ワード」において厚生労働省健康局長優良賞を受賞いたしましたのでご報告

させていただきます。 

今回の協議会ではすみだ健康づくり総合計画の中間評価についてご説明

させていただきます。また、新保健施設の進捗状況、新型コロナ対応につい

てもご報告させていただきます。限られた時間ではありますが、さまざまな

立場の方から忌憚のないご意見をお願いしたいと思います。ありがとうござ

います。 

 

３ 委員及び職員の紹介 

司会から、交代があったおよび委員前回欠席の委員を紹介。 

 

４ 墨田区保健衛生協議会概要 

司会から、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説明。 

 

５ 会長挨拶 

 改めまして、櫻山でございます。よろしくお願いいたします。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。 

 

６ 議事 

（１）「すみだ健康づくり総合計画」中間評価について 

保健衛生担当次長：資料１に基づき説明。 

 ※ p.11  指標「65歳健康寿命」女性の値について修正あり 

櫻山会長：ただ今の説明について質問・ご意見等がありましたらお願いします。 

田中委員：訂正事項についての再確認 

上田委員：p.12図 3-1について、東京都は全体として男女とも健康寿命が延びており、

墨田区も女性は健康寿命が伸びているが、男性だけ寿命は延びているが健康

寿命が延びていない。また、飲酒率も男性は上がっているというが、このあ

たりは何か理由があるのか 

保健衛生担当次長：飲酒率が高い、健康寿命が延びていない等の原因の分析はまだで
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きていないので今後の課題として考えさせていただく。 

事務局松本：メタボ率を見ても、肥満と複合して血圧や脂質、血糖が高い複数のリス

クを持つ方がずっと多く、健康寿命やこの後の結果に響いている。若いうち

からや色々な世代の中で取り組んでいかなければならないと結果を見てひ

しと感じている。 

櫻山委員：高齢の単身者が増加していることも多少影響してくるかもしれない。 

岩田委員：p.10のグラフを見て、こんなに要介護者が多いのかと驚いたが、これは出

典が厚生労働省なので墨田区のことではないと理解してよいか。 

事務局松本：厚生労働省の出典資料から墨田区のデータを取り出した。なお、都の平

均とほぼ同じである。 

櫻山委員：高齢化の中で要介護認定率も予想以上に増えている。 

p.2の指標のうち「かかりつけ歯科医を持つ割合」について、若年はベース

ラインから伸びて A評価だが、65歳以上について、ベースラインが高かった

ことの影響、ベースラインのアンケート時と多少集団が変わっている（イン

ターネットの導入）こともあるかもしれないが、C 評価になっている。理由

は何か思い当たるか。 

事務局松本：区の歯科衛生士とも意見交換を行い、かかりつけ歯科医の世代交代等で

疎遠になってしまうことももしかしたらあるのだろうかとの意見もあった

が、何とも言えない。ぜひ歯科医にも伺いたい 

三好委員：はっきり言って不思議だと思った。私も成人歯科健診や後期高齢者歯科健

診を行っているが、どちらかというと高齢者の方が受診率は高いというデー

タがある。 

櫻山委員：他の世代に比べると高齢者の方が受診率は高いが、前回より落ちているこ

とを不思議に思う。 

三好委員：p.49の指標「かかりつけ歯科医を持つ割合」では全体で B評価である。や

はりもう少し周知をしていかないといけない。区としてもアピールしていた

だきたい。 

櫻山委員：かかりつけについて、高齢になって複数の疾病を抱えてくると、ポリファ

ーマシーなどかかりつけ薬剤師の役割も重要になってくる。引き続き啓発に

努めていただきたい。 

保健衛生担当部長：今回のアンケート対象者の中で働いている高齢者が増えており、

勤め先の近くでかかりつけとは言わないが治療をしてもらう方が増えて、若

年者の傾向に傾いたことも考えられると思う。 

櫻山委員：他になければ、この議事についてお諮りしたい。ご了承いただける場合は

拍手をお願いしたい。 

― 拍手 ― 

ご了承いただけたものとする。 

 

（２） 新保健施設等複合施設について 

保健衛生担当次長：新保健施設等複合施設の整備状況について、資料３に沿って説明。 

浅野委員：設計に関してご苦労されていると思うが、基本設計の概略はいつ頃最初の

提示をしていただけるか。 

保健衛生担当次長：現在調整中であるが、夏前後にはお示しできる予定と考えている。 

事務局多記：基本設計を進めており、その中で各団体に関係するものはご相談させて

いただきながら進めていきたいと考えているので、よろしくお願いしたい。 

櫻山委員：まだ基本設計途中なのでいろいろ言えるのだろうか。以前都の児童相談セ
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ンター所長だった頃に新しいセンターを立ち上げ、一時保護所を作った反省

に立って申し上げると、感染症が出た場合に施設を閉鎖するわけにもいかな

いがそのままにすると蔓延してしまうので、個室管理できるような設備をあ

らかじめうまく組み込んだ方が後々緊急事態に対応できると思う。子どもの

施設の場合はインフルエンザ等もあるので、参考にしていただければ。保健

所の方も緊急時に対応できるようにしたら良いと思う。 

保健衛生担当次長：感染症対応については導線確保等を考えているが、今の意見も参

考にさせていただく。 

櫻山委員：他に意見がなければ、この件については今報告があったとおりにご確認を

お願いしたい。 

 

（３）新型コロナウイルス感染症対策について 

保健衛生担当参事：新型コロナウイルスに対する区の対応について、資料６に沿って

説明。 

櫻山委員：今回の新型コロナウイルスは軽症でもうつるということで、封じ込め、水

際対策は難しいと思う。保健所は対応が大変だと思う。墨東病院も医療面で

非常に苦労しているのではないかと資料から読み取れるが、上田委員から何

かあるか。 

上田委員：墨田区保健所には大変お世話になっている。相談件数がかなり多い中で、

コロナ外来や墨東病院への紹介患者をかなりセレクトしてもらっているの

で、今のところうまくいっていると思う。チャーター便のころは軽症者が多

く、無症状なのになぜ入院するのかという状態だったが、だんだん有症状と

なり、最近では症状がかなりひどい国内発症者が増えてきている状況であ

る。重症者がいる難しい状況の中で軽症の疑い例がたくさん外来に来ると対

応がなかなか厳しいが、墨田区はうまくさばいてもらえて助かっている。江

東区、江戸川区からは比較的墨東病院に相談するよう案内されていて、受診

した患者を断ることもある。段々変わってきていると思うが、コロナ外来に

紹介する基準は今どうなっているのか？ 

保健衛生担当参事：３７．５℃以上の発熱が４日間（高齢者や基礎疾患のある方等は

２日間）続く方、肺炎等の胸痛やだるさ、息苦しさがある方はすぐに受診す

るよう政府からメッセージが出されており、その段階で相談が寄せられる。

かかりつけ医にかかっている方からの相談が多く、医療機関で対応できるも

のについてはいったんかかりつけ医に見てもらい、医師の総合的な判断をも

らうようにしているが、それでも可能性が否定できない場合、可能な限り（施

設がある、呼吸器専門医である場合等）自院で PCR検査を実施してもらい、

患者移動をなるべく少なくする形で対応している。地域の先生方の力も借り

て、できるだけ重症例（特に入院し、送還が必要な場合）を墨東に移送し、

検査を実施し、軽症者はできるだけ墨東病院以外の協力病院で受け入れても

らっている。 

櫻山委員：墨東病院が最後の砦なので、墨東病院の医療供給体制を崩壊させないよう

な対応が必要だと思う。保健所も頑張っているが、本日ご出席の委員にもご

理解いただきたい。 

河西委員：食品衛生協会では食中毒を起こさないでどうやって区民を守るかについて

やってきて、徹底的な手洗いを啓もうしてきた。事務局にお願いしたいのが、

（食中毒対策に加えて）感染症を起こさないためにも徹底的に手洗いを、と

二重に啓発するポスターを作ってもらいたい。また、警察の方にお聞きした
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いが、コロナの詐欺等は出ているのだろうか。 

品田委員：向島警察署ではまだ相談は出ていない。十分に気を付け、住民にも呼び掛

けていきたい。 

保健衛生担当参事：手洗い、咳エチケット等の行動変容について、区民に知らせる機

会ととらえている。現在も施設、学校等にもチラシを配布しているが、コロ

ナ対策と手洗い、咳エチケット等がコンパクトにまとまったチラシを町会等

にも幅広く配布する準備をしている。感染予防に努めていく。 

櫻山委員：手洗いの重要性もあるし、症状がある方や接触して感染の恐れがある方の

咳エチケット等、個人衛生の積み重ねによって社会が守られるような疾患で

ある。そう簡単に収束しないかもしれないが、墨東病院、保健所、医師会、

歯科医師会等のみなさまも、ハイリスクなので気を付けていただきたい。 

     他にないようであれば、コロナウイルスについては終了とする。報告のあ

ったとおりご確認いただきたい。 

 

（４） その他 

櫻山委員：全体をとおしてご意見、ご質問等があればお伺いしたい。 

山田委員：中間評価報告書（資料１）の p.31 たばこに関する問題について、評価は

高いが、私がいる錦糸町は人がとても来る町で、客引きと吸い殻の町と言わ

れている。駅前に大きな喫煙所を設けていただいているが、まだ徹底されて

いないのか町の中は吸い殻だらけである。評価は高いが、せっかく喫煙所を

設けていただいたので、街に喫煙者が出ていかないような何らかの方法をと

っていただければありがたい。町が客引きとたばこだらけなので、お願いし

たい。 

保健衛生担当次長：A 評価について、平成２６年度と比べて５％以上改善していると

いう意味だが、私共もまだまだだと思っている。ご指摘のとおり、錦糸町に

ついてはマナーの問題等もあるので、地域力支援部とも協力し、相談させて

いただきながら取りくんでいきたい。 

濵野委員：中間評価報告書 p.49 にかかりつけ薬局もあるが、多科に受診される方に

薬局を一元的に利用してもらうことは国も言っている。この値が上がってい

くことがポリファーマシーの問題等の改善にもつながる。薬剤師会で残薬調

整事業等にも取り組んでいるが、引き続き区でも推進してもらいたい。 

保健衛生担当次長：かかりつけ薬局について、重要な取り組みを行っていただいてい

ると認識している。かかりつけ薬局を持つことの大切さについて区報等での

周知機会も設けたいと思っているので、ご協力をお願いしたい。かかりつけ

歯科医については４月に区報で記事が掲載されるので、薬局の方についても

検討させていただきたい。 

岩田委員：健康づくりの面から発言させていただきたいが、コロナウイルスの影響で

みなさん家にひきこもっていて、運動不足が心配である。テレビでも色々な

体操等が紹介されていて実践している方もいると思うが、ウォーキングに関

して、もう少し区民が歩くように推進する施策をお願いしたい。 

保健衛生担当次長：ウォーキングは健康延伸のための大事な取り組みと考えている。

イベントでゲストとウォーキングを行う取り組みや、手軽なものでは歩数に

応じて抽選で景品が当たる取組もあるウォーキングアプリ「あるくと」、区

内をめぐるルートを掲載したウォーキングマップ等、楽しい取り組みも紹介

しながら、歩くことで健康になっていく機会を設けたい。 

事務局松本：しっかり運動する割合が若干下がっているが、日常生活の活動量が上が
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っていることは良かったと思っている。国でも「ナッジ」という行動経済学

との組み合わせが言われているが、区民が自然と行動できるようなことも含

め、今後の施策に反映させていきたいと考えている。 

櫻山委員：外に出て日を浴びると免疫力が多少復活するとのデータもある。解放空間

であれば感染のリスクも低いと思う。墨田区は見物するところも色々あるの

で、天気の良いときは外を歩いて少しでも免疫力を高めていただきたい。 

 

８ 閉会 

保健衛生担当次長：まだまだ予断を許さない大変な状況が続くと思われるが、区民の

健康を守るため、保健衛生担当だけでなく区が一丸となって取り組んでい

く。来年度は、今年度の中間評価の結果に基づき、計画の中間改定を行う予

定である。協議会委員の任期は３月までであるため、条例に基づき委嘱をさ

せていただく。 

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） 


