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平成 28 年第 1回定例会	 ヘルスケア・ニューフロンティア政策調査特別委員会	 

	 

平成 28 年 3 月 8 日	 

髙橋(稔)委員	 

	 まずはじめに、未病を治すために重要な、食、運動、社会参加など生活習慣

改善の支援についてお伺いします。	 

	 若い世代の食生活が大変気になるところですが、この若い世代向けの料理教

室というのをやられたようですけれども、狙いどおりだったのかどうか確認さ

せてください。	 

健康増進課長	 

	 今回、この若い世代向けの料理教室という取組を行わせていただいた理由で

ございますが、食育の推進の中でも、特に若い世代、大学生とか働き始めたば

かりの方というのは、食が乱れがちで、朝飯を食べなくなったりとか、偏った

りといった時期になるということでございます。今回、若い世代に対しまして、

手軽に短時間で調理ができるような料理を覚えていただき、食に関心を持って

もらおうということで料理教室を行わせていただきました。	 

	 料理教室自体は、資料に記載のとおり、参加自体は１回目が 30 名ほどで、２

回目が 15 名ほどなのですが、この後、応募をかなり頂いておりまして、この結

果をフェイスブック等で発信することによって、ほかの若い方にも知っていた

だくというような取組をして、成果としてはある程度進んだのではないかと感

じております。	 

髙橋(稔)委員	 

	 東京ガスさんとか小田原ガスさんに御協力いただいて、民間の協力の下にや

っていると思うのですが、大した費用はかからないのだろうなと思っておりま

す。若い世代の食の乱れというお話がありましたが、御報告いただいたこの県

庁ＣＨＯ計画を見ますと、職員の問診結果として、体重増加、夕食時間が遅い、

早食い、運動不足といった傾向とあり、職員の皆さんもかなり食に関しては、

生活習慣の乱れということがあって、若い世代に講釈するよりも、県庁の職員

自ら料理教室をやった方がいいのではないかという思いで伺っておりました。	 

	 今、御説明にありましたように、若い世代、大学生などの若年層の健康への

関心の低さといったところが課題であるということです。生活習慣の改善につ

いて、本当に今のようなアプローチでどれだけ効果を促していけるのかどうか

大変気になるところですが、生活習慣改善を更に働き掛けていくにはどうすれ

ばよいのかお伺いします。	 

健康増進課長	 

	 数値的に申しますと、朝食を欠食している県民の割合は、平成 22 年の県内の

広域調査の結果で、20 代男性が 26.3％という状況であり、非常に食に対する課

題が大きい世代だと考えております。	 

	 先ほど、料理教室のお話をさせていただきましたが、この若い世代にどうい

うような形で働き掛けていくかという中では、こういう料理教室のほかに、以

前県で野菜ソムリエさんに食育の取組を担っていただいておりまして、そうい

う方に野菜を使った簡単なレシピ、リーフレットを作成していただいたり、そ
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れを先ほどのフェイスブックですとか、若い世代に対して、大学とかにも配布

するというようなところで周知をしております。	 

	 また、今後は県でも動画の紹介サイトとかも始めたところですので、やはり

紙媒体というよりも、そういうインターネットからの情報入手というのが若い

世代の主体だと思いますので、工夫しながら情報を発信をしてまいりたいと考

えております。	 

髙橋(稔)委員	 

	 過日、テレビを見ていて、親御さんが一人暮らしをしている学生の食生活を

見ることができるというツールを紹介していまして、そこまで来たかという感

じで拝見していました。スマホのアプリをいろいろなことに駆使して、大学生

が日常手にしているようなツールで自分の食のとり方に関心を持っていくとい

うのは非常に大事なことであると思いますが、ＳＮＳとかアプリについて、何

か具体的に構築することを考えていますか。	 

健康増進課長	 

	 今回、厚生労働省のスマート・ライフ・プロジェクトで最優秀賞を取ったの

が、立命館大学で、父母会が 100 円朝食を出すというものでございます。大学

生が朝食をとらないという課題は、家族や大学としても大きい問題であり、授

業に身が入らないというところもある中で、こういう取組が最優秀賞を取った

ということでございます。	 

	 また、私どもが今進めておりますのは、名称がかなふぅという食育キャラク

ターを使い、かなふぅ食育事務所というフェイスブックを開設しておりまして、

そこで食のイベントに関する情報や食の知識を得ていただくような発信をさせ

ていただいているところでございます。先ほどの料理教室などの情報や食育の

イベントの情報というのは、ツイッターでも発信をさせていただいているとい

う状況でございます。	 

髙橋(稔)委員	 

	 スマホアプリとかＳＮＳ、ツイッターといったいろいろなものを駆使して、

情報発信するというのはいいと思うのですが、ＩＣＴの活用で、例えばがん検

診の受診率アップをどう促すかということで、クーポン券を配布していこうと

いう動きがあります。	 

	 今後のＩＣＴの充実で、クーポン券配布とのリンクといったように、利用が

拡張されてくるという推測をしているのですが、食に限らず、そういう社会的

な関心が高いがん検診の受診率アップを促していくといった更なる中身の充実

も考えていただけると有り難いと思いますけれども、コンテンツを少し広げて

いくということは可能なのでしょうか。	 

健康寿命・未病担当部長	 

	 関連しまして、若い女性に子宮頸がんが増える傾向がございます。例えば、

東京都では 20 代のモデルの方を起用しまして、子宮頸がんの検査を受けたレポ

ートを御自分のフェイスブックに上げていただいて、若い方に受診はそんなに

怖いものではないですよとか、受けてよかったという体験談を通じてアピール

をしていくといった手法をとっておりますので、私どももそういったものを参

考にしていければと考えております。	 
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保健医療部長	 

	 委員御指摘の点は、非常に大切だと思います。がんの受診率につきましても、

自分はきっとならないだろうという思い込みがあり、これは自分にとって大き

な問題だということを分かっていただくというのが最も大切です。そういうと

きに、個人向けのアプリというのは、これから検討していく必要がある手法だ

と考えております。	 

髙橋(稔)委員	 

	 社会的に大変問題になっている、がん検診の受診率アップに対する勧奨の在

り方といったところについて、正に答弁していただいたように、自分のものと

して捉えることができるような訴求性を持たせるというのは非常に大事ですの

で、工夫していただきたいと思います。	 

	 例えば、廃棄食品の不正転売という事件がありましたが、昨年、農水省と環

境省で６月に発表した我が国のフードロスは 642 万トンということを報道で知

りました。こういったことも食に対する違う観点からのアプローチと感じるの

ですが、フードロスは資源の無駄、企業にとっては利益の無駄、環境的な負荷

もかかるので余りいいことはないわけです。そう考えますと、消費者の立場か

らだけでなく、小売業者等の企業側の努力といったことも非常に求められてく

るのだろうと思います。こういうフードロス問題なども若い大学生に認識を深

めてもらって、ひいては食育や健康管理、食の在り方につなげることはできな

いかと考えております。	 

	 いろいろな社会的関心事からアプローチしていくという方法もあり、場合に

よっては事業者にも課題に真剣に取り組んでいただかなければならないと思う

のですが、御見解があれば伺っておきたいと思います。	 

健康増進課長	 

	 食の面からお答えさせていただきたいと思いますが、一つは小売業者との連

携ということで、現在、県での食育の推進の取組につきましては、ユーコープ

と相鉄ローゼン、富士シティオのスーパー３社が中心となり、出入りの業者さ

ん 120 社ほどで構成する神奈川・食育をすすめる会と連携しまして、食育の推

進を行っております。そういう中で、かながわ食育フェスタにも協力していた

だており、また、独自の取組といたしましては、商品のポップ等を活用した普

及啓発や、栄養素の知識のほかに、例えばこうやると、捨てるところなく使え

ますとかという情報を流していただいております。	 

	 ただ、フードロスという形での環境問題を含めた食育という点では、まだ直

接食育をすすめる会とは連携ができていないのですが、今後の課題の中で、例

えば今、中食というのがどんどん増えております。スーパーとかで総菜を買っ

て、それを家に持って帰って食事をとるというもので、いろいろと種類も出て

きており、食育や健康増進的な視点からは、栄養表示をしっかりしていただく

ということとか、バランスをよくとる必要があるから単品では足りないという

ような話も併せてする必要があると思います。そういうような中で、フードロ

スというようなところにもつながるような発信を、まだ研究課題でございます

が、一緒に考えていければと考えております。	 
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髙橋(稔)委員	 

	 先ほど冒頭で、未病を治すために重要な食、運動、社会参加などの生活習慣

改善の支援についてお伺いしたいと申しましたが、大きな意味での社会参加と

いうことで申しますと、フードロスの取組に限らず、自治体がそういう一つ一

つの行動を通して、発信力を高めていく、アピールをしていくということも大

事であると思っているのです。ちなみに、フードロスの取組では、長野県の松

本市で 30・10 運動というのをやっていて、これは宴会等で 30 分間は席を立た

ない、宴会終了の 10 分前には席に座るというもので、要するに、食べ物を残さ

ない運動だそうで、参考までに申し上げておきます。	 

	 話が変わりまして、未病女子についてお伺いします。	 

	 先ほど 20 代前半の女性をターゲットという答弁がありましたが、この未病女

子のアプリ開発の内容について教えてください。	 

健康増進課長	 

	 この事業は、実は保健福祉局の若手女性職員、男性も一部入っているのです

が、その職員からの提案で、保健福祉事務所の例えば保健師さん、栄養士さん、

また事務職を含め、女性の健康という視点で提案されたもので、今回、予算を

計上させていただいたものでございます。その提案の中で、やはり若い女性が

よく利用するスマートフォンを活用したアプリの話が出ておりまして、例えば

手軽に健康チェックがそこでできたり、情報の入手と発信もできるような内容

を予定しているところでございます。	 

	 この開発に当たりましては、今後、企業と連携しながら考えていきたいと思

っておりますが、今のところ想定している内容はそのような形でございます。	 

髙橋(稔)委員	 

	 中身を充実したものにしていただきたいと思うのですが、今、若い女性がど

ういう動機付けで、食や自分の健康に対する関心を高めていくのかということ

を調べてみましたら、やはり美容とかファッションだということです。そうい

う関心事をどのようにうまくリンクさせていくかということが大事であると思

います。	 

	 そこで、エシカルビューティーという言葉がありまして、こういうことも非

常にアプローチとしては大事であると思っているのですが、この言葉を聞いた

ことがありますか。	 

健康増進課長	 

	 聞いたことはございますが、たしか社会貢献とかそういうようなお話であっ

たかと思います。	 

健康寿命・未病担当部長	 

	 健康増進課長の理解とほぼ共通でございますが、一定のファッションの購入

をすると、その金額が社会貢献活動に寄付されるという仕組みであると理解し

ております。	 

髙橋(稔)委員	 

	 要するに、ファッションやフードいった商品の選択を通して社会貢献してい

く消費者ということで、今の社会参加の一つの手法として高まってきているの

がエシカルコンシューマーということだそうです。単に食、健康だけではなく、
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動機付けをどのようにして若い人たちから引き出していくかということを痛切

に感じているものですから、コンテンツをこれから開発していくというお話で

すので、少し頭の片隅に置いておいていただいて、本当に若い世代の意欲を駆

り立てるようなものにしていただきたいということを要望しておきたいと思い

ます。	 

	 次に、未病いやしの里センターについて何点か伺います。	 

先ほど、現在は事業者において基本計画案を作成しているということですが、

この事業者の基本計画案作成に当たりまして、県は何らかの枠組みを示してお

られるのか確認させてください。	 

県西地域活性化担当部長	 

	 基本計画案の枠組みでございますが、昨年の５月に概略提案の募集に当たっ

て、公表させていただきました未病いやしの里センターの基本方針に基づきま

して、基本計画（案）作成事業交付金交付要綱に沿って作成するということに

なります。	 

	 その内容でございますけれども、まずセンター全体のコンセプトと機能につ

いて、具体的な案を出すこと、機能につきましては、県が設置・運営する情報

発信機能と未病の見える化・地域コンシェルジュ機能というものに加えまして、

事業者が設置・運営するにぎわいの創出機能と、未病などその他の機能を含め

て検討していくということでございます。	 

	 その上で、提案の具体化といたしましては、整備に向けた課題と対応策、エ

リアのゾーニング、具体的な施設の配置、事業スキーム、スケジュールといっ

た内容を検討していただくということでございます。	 

髙橋(稔)委員	 

	 そういう枠組みの下で作成されました基本計画案について、今後どのような

プロセスで基本計画として決定していくのか伺っておきます。	 

県西地域活性化担当部長	 

	 基本計画につきましては、事業者が策定した基本計画案を基にいたしまして、

事業者と施設が所在する市、町、それから県が協議して合意の上、決定すると

いうことを基本方針で定めております。	 

	 基本計画案につきましては現在策定中で、今月末までに提出されるというこ

とでございますので、これにつきまして、議決を受けた上で、ブルックスと大

井町、それから県の３者で調整を図りまして、５月頃までには内容を整理した

上で、決定し公表したいと考えております。	 

髙橋(稔)委員	 

	 県の展示施設については、現時点で、どの部分にどのような形で設置しよう

としているのか伺っておきたいと思います。	 

県西地域活性化担当部長	 

	 県の展示施設につきましては、計画案の作成を通じて具体的な企画ですとか、

事業計画の案を作成している段階でございますので、現段階での検討内容とい

うことで申し上げますと、場所は本館ビルの２階の一画に整備することを検討

しておりまして、内容といたしましては、デジタル技術ですとか、映像技術と

いったものを活用した展示物をフロアに配置する展示施設というようなものを
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検討しているところでございます。	 

髙橋(稔)委員	 

	 今伺いました県の展示施設以外の部分は、今度はブルックスが主に担ってい

かれるということで、そうしたにぎわいの創出に関する部分は施設全体に重要

な位置付けになると思います。人を呼び込むための工夫というのがないと、な

かなかあの場所ですから大変なのではないかと思います。	 

	 県展示施設の集客もなかなか難しくなってしまうのでないかと心配なのです

が、60 ヘクタールもの敷地にそうした機能を整備していく上で、私は数多くの

企業との連携が欠かせないと思うのです。大井町、ブルックス、県の３者がも

ちろん主体になってやっていくのですが、他の企業との連携についてどのよう

に考えていくのか、また、どのように働き掛けていこうとしているのか伺って

おきたいと思います。	 

県西地域活性化担当部長	 

	 企業連携でございますが、全体の整備計画の検討に合わせまして、現在、連

携の取組というものを具体的に進めております。内容といたしましては、スケ

ジュールですとか企画、設備などの施設整備を行う上でのパートナーとなる企

業はもちろん、そのほかにも健康やスポーツ関係ですとか、学校関係、商業関

係といった様々な分野において個別の相談を重ねていると伺っております。	 

	 また、より幅広い企業との連携を図る必要がございますので、地元の企業で

すとか、未病産業研究会の関連企業などにも声を掛けまして、企業を対象にし

た事業説明会というものをこれまで３回ほど開催しており、全体で 40 社以上の

皆様に説明会に御参加いただいたと聞いております。	 

髙橋(稔)委員	 

	 やはり、先ほど申し上げましたにぎわい施設は、人を集客していく上でも、

かなり魅力がないと呼び込めないのではないかと心配しておりますが、ブルッ

クスが主体になってやっていくと思いますけれども、かなりまちづくりの視点

から、プロジェクト全体を見渡していく目利きの存在というのが欠かせないの

ではないかと思います。	 

	 そういうプロデュースしていけるような力量のある目利きの存在については、

どのように考えていますか。	 

県西地域活性化担当部長	 

	 事業者のブルックスでございますが、公営企業を中心とした商品の通信販売

事業を主体的に展開しているということで、必ずしも集客施設の設置・運営の

ノウハウにたけているというわけではございません。	 

	 現時点では、プロジェクトの推進に向けまして、企業コンソーシアムという

形で検討しているものと伺っておりますが、プロジェクト全体を見渡していく

教官的なマネジャーというものを配置していくことが必要であるということに

つきましては、事業者の方でも認識しているところでございます。そのため現

在、事業者におきましても、基本計画案の策定と並行する形で、そうした点に

ついての人選を併せて検討しているところでございます。	 

髙橋(稔)委員	 

	 よく御検討いただいていると思いますが、このプロジェクトをしっかりとし
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たものにしていく上で、やはり本県の関わりももちろんですけれども、例えば

国の補助メニューですとかいろいろな形での呼び込みといった可能なものは活

用していくべきではないかと思います。そういうこともやはり念頭に置いてい

らっしゃるのかどうか確認させてください。	 

県西地域活性化担当部長	 

	 商業施設でございますので、設置、運営につきましては、民間事業者が主体

となって実施するということが基本であると考えておりますが、県といたしま

しても様々な施策メニューがありますので、そうしたものの活用や、国の制度

の活用を検討したりして、支援をしてまいりたいと考えております。	 

髙橋(稔)委員	 

	 限られた資金でプロジェクトを推進していくわけでしょうから、そういう国

の補助メニューも活用できるものは大いに活用していただきたいと思います。	 

	 未病いやしの里センターの整備におきまして、いよいよ来年度は本格化して

いくと思いますが、今後のスケジュールをどのように捉えているのか、また、

同センターをあるべき姿に導いていくために、県としてどのようなお考えを持

っているのか併せて確認させてください。	 

県西地域活性化担当部長	 

	 スケジュールでございますが、今後、基本計画案を作成しまして、基本計画

を決定して以降、それぞれの役割分担に沿って計画の実現に向けて動き出すと

いうことになっております。また、平成 28 年度につきましては、県は展示施設

の整備におきまして、展示物の基本実施設計を行い、大井町では都市計画の変

更に向けた手続をスタートさせてまいります。あとは地域との調整ですとか、

プロモーションイベントを開催するという運びとなります。	 

	 ブルックスにつきましては、様々な企業と連携を図りながら、個別の施設の

整備に向けましても調整を進めていくこととなります。その上で平成29年度に、

県は展示施設に設置します展示物の製作、設置を行って施設の開設を目指して

いくということになります。また、ブルックスと大井町は連携を図りながら商

業施設の一部を、そのほかの施設と同時にオープンできるように目指していく

ということでございます。	 

	 次に、県で具体的にどうやってあるべき姿に導いていくのかということでご

ざいますが、県の役割は、中核となる展示施設の設置・運営に向けて取り組ん

でいくということはもちろんでございますけれども、基本計画に沿って進めら

れる民間企業も含めた様々な取組が円滑に進むよう全力で頑張っていきたいと

考えてございます。	 

髙橋(稔)委員	 

	 魅力的なものになるように、是非戦略的エリアとしてふさわしいシンボリッ

クなものになるように頑張っていただきたいと思います。	 

	 最後に、県庁ＣＨＯ計画について伺いたいのですが、この県庁ＣＨＯ計画が

民間企業との健康経営のモデルになるということが目的として掲げられている

のですけれども、健康経営のモデルになるというのは、どういう意味なのでし

ょうか。	 
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職員厚生課長	 

	 県庁ＣＨＯ計画では、職員が生き生きと働ける健康状態を維持できるよう健

康増進に取り組んでいくこととしておりますが、その中で、職員の健康に対す

る意識向上に向けた効果的な働き掛けや、県と職員の健康保険組合である共済

組合とが連携した取組を行っていくこととしております。	 

	 例えば、健康診断結果等の現状の分析を毎年的確に行うとともに、生活習慣

病やメンタルヘルスに関する課題を抽出し、職員への情報提供や個別指導を行

うことにより、健康増進効果のあったものを民間企業とで提供していくことで、

健康経営モデルの先駆けとなることを目指していくものでございます。	 

髙橋(稔)委員	 

	 民間企業で、モデルになるような取組をしているところはないのか伺います。	 

職員厚生課長	 

	 計画策定に当たり、民間のモデルとなるような取組を勉強させていただきま

して、大手電線メーカーであります(株)フジクラさんなどの取組等を参考にさ

せていただきながら、運動とか健康増進に向けた取組を盛り込んでおります。	 

髙橋(稔)委員	 

	 県庁の職員健康経営計画の中にも、そういった取組を反映したということで

すが、具体的なものを紹介していただけますか。	 

職員厚生課長	 

	 事例を挙げさせていただきますと、健康診断の結果を基に、ＢＭＩ値が高い

とか、血圧が高いといった方をピックアップいたしまして、職員に対して、一

人一人を対象に個別指導をするということで、今回新たに取組等を入れさせて

いただきました。	 

髙橋(稔)委員	 

	 報告資料で、改定の趣旨として行政改革大綱に盛り込んだ観点を取り入れる

としておりますが、それによってどのような改定を行うのか確認させてくださ

い。	 

職員厚生課長	 

	 行政改革大綱の作成趣旨は、職員・組織・仕事の質を向上させ、行政組織の

総合力を高める質的向上に着目した改革を推進することにより、県民にとって

価値のあるサービスを提供するというものでございます。	 

	 県職員が生き生きと働ける健康状態を維持し、職務を遂行することは、良質

な県民サービスの提供につながることから、神奈川県職員健康経営計画におき

まして、職員の健康に関する意識・風土・制度の改革の徹底、ワーク・ライフ・

バランスの実現、健康増進に向けたオフィス環境の整備と見直しという三つの

観点を新たに盛り込み、解決するものでございます。	 

髙橋(稔)委員	 

	 職員の健康経営を図りながら、更に質的向上を図るということですが、今後

民間企業等に提供していく健康経営モデルとしてはどういったものを考えてい

らっしゃるのでしょうか。	 

職員厚生課長	 

	 今回の計画改定では未病改善・健康増進に向けた取組に、肥満割合、高血圧



 9 

者割合、高血糖者割合など、進捗管理をする指標でございますＫＰＩを設定い

たしました。また、成果目標の達成度合いを示す指標であるＫＧＩとして、例

えば成果目標である未病改善、健康増進には、検診結果総合判定Ａ及びＢ、こ

れは健康であるという区分でございますが、これを設定し、年度ごとに目標値

を設定させていただいております。	 

	 そこで、未病改善・健康増進の取組を進めることにより、ＫＰＩ、ＫＧＩが

どのように変化するのか検証し、取組と指標がふさわしいものかという因果関

係が確認できたものにつきまして、健康経営モデルとして民間企業等へ提供し

てまいりたいと考えております。	 

髙橋(稔)委員	 

	 健康経営モデルだけではなくて、県庁を支えている職員の健康満足度を高め

ることが重要だと思いますが、どのように取り組んでいくのか確認させてくだ

さい。	 

職員厚生課長	 

	 本計画の推進体制といたしまして、各局長等は部局健康管理責任者として職

員の健康増進のマネジメントを行い、また各所属長は所属健康管理責任者とし

て職員の健康目標達成の支援を行いながら、全庁的に健康経営に取り組んでま

いります。	 

	 具体的な取組といたしましては、健康診断結果の分析を毎年的確に行い、生

活習慣病やメンタルヘルスに関する課題を洗い出し、職員への情報提供や個別

指導を行うことで、職員が未病改善・健康増進に取り組む環境を整えてまいり

ます。また、健康増進の取組とその結果の関係について、ＰＤＣＡサイクルに

より検証し、より効果的な健康増進の取組を実践することで、健康経営につな

げてまいります。	 

	 こうした取組を進めていくことで、職員が生き生きと仕事ができる職場環境

をつくってまいりたいと考えております。	 

髙橋(稔)委員	 

	 今、メンタルヘルスについてもしっかり管理運営していくという答弁があり

ましたが、かなり民間では、メンタルヘルス面で進んでいる部分が出てきてい

ます。例えば、資料の６ページ目に、何らかのストレスを抱えている職員が多

いとありますが、アンガーマネジメント、この怒りの管理で、随分パワハラが

抑制されて、それがメンタルヘルスにつながっていくという民間独特のマネジ

メントが出来上がっています。このように、民間は結構先に行っており、そう

いったものも積極的にマネジメントとして取り入れていくべきではないかと思

いますが、どういう御見解を持っているのか確認させてください。	 

職員厚生課長	 

	 委員御指摘のとおり、何らかのストレスを抱えている職員が多いという御報

告をさせていただきまして、やはり職員にとって、ストレスを抱えている部分

というのは多々あるものと考えております。	 

	 健康増進の取組に向けて、民間の先進的な取組を参考にさせていただくとい

うようなお話をさせていただいておりますが、こういうメンタルヘルス対策に

つきましても、民間で取り組んでいる効果的なもの、先進的なものにつきまし
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ては、今後勉強させていただいて、職員にとって良いものであれば特に取り入

れていきたいと考えおります。	 

髙橋(稔)委員	 

	 我々も怒りのコントロール、アンガーマネジメントをしっかり心掛けるよう

決意表明いたしまして終わります。	 


