
○２番（片松 雅弘君）   ２番、片松雅弘です。９月の一般質問をさせていただきます。

お名残惜しいと思いますが、私で最後ですからとりを務めさせていただきます。明快な答弁で

お願いいたします。 

 本年は記録的な猛暑、酷暑と言ってもいいでしょう。記録的な暑さでした。その後数々の台

風、集中豪雨でまだ被害が癒えないうちに先日北海道で震度７の大きな地震が起きてしまいま

した。被害に遭われた皆様には一日も早い復興とお見舞いを心より申し上げます。 

 地域社会はますます高齢化が進み、医療費、介護保険などの義務的経費の多額な費用がかか

ってくると安易に想像ができます。高齢化だけでなく、生活習慣病の予防が大事になってきて

います。特に東員町は健康活躍のまち、健康寿命の高いまちとして三重大学と共同で調査研究

も行うなど、東員町は健康に関心の高いまちだと思っています。 

 それでは通告書に基づき質問させていただきます。県では三重の健康づくりの基本計画の目

標である健康寿命の延伸を目指し、県民の皆さんが主体的に健康づくりに取り組むことができ

るよう社会全体でその取り組みを応援する環境づくりを進めるため、市町とともに三重とこわ

か健康マイレージ事業が本年７月１日から始まっています。大事な事業なのにいまいち広く知

られていないので、東員町の取り組みなどについてお聞きします。 

○議長（島田 正彦君）   松下福祉部長。 

○福祉部長（松下 文丈君）   片松議員の東員町健康マイレージについてお答え申し上げ

ます。議員ご質問の三重県とこわか健康マイレージ事業は、県民が食生活や運動などの生活習

慣改善の実施、健康診断の受診、地域活動への参加、マイレージ取り組み協力事業所の提供す

る健康づくり取り組みメニューに参加することなどによりポイントを獲得し、一定のポイント

を獲得された方に対しまして三重とこわか健康応援カードが発行されます。このカードを県下

のマイレージ特典協力店で提示することにより、例えばコーヒー１杯を無料にするといった

様々な特典を受けることができる事業であります。健康づくりにおいて個人の動議付けと社会

全体でその取り組みの継続を支える環境づくりを行うことを目的として、本年７月１日から事

業が開始されました。どのような取り組みをしたらポイントが付与されるかといったメニュー

の選定や、何ポイントたまったらカード等の特典を交付するのかなど、制度につきましては各

市町が制度の設計をすることとされております。本町におきましても、今年度中に実施を目指

して現在制度設計を行っているところでございますので、ご理解賜りますようよろしくお願い

申し上げます。 

○議長（島田 正彦君）   片松議員。 

○２番（片松 雅弘君）   福祉部長の答弁をいただきました。県の三重県とこわかマイレ

ージ事業、このカードは本物でございますが、これは食生活や、今の答弁によりますと、運動

などの生活習慣改善の実施、健康診断の受診、それから地域活動への参加、マイレージ取り組

み協力事業所の提供する健康づくり取り組みメニューに参加することなどによりポイントを取

得し、一定のポイントを取得した方に三重とこわか健康応援カードが交付されるということで

すよね。東員町は今年度中の実施を目指して制度設計を行っているということですが、他の市



町、桑名市、鈴鹿市など８市町は既に三重とこわかマイレージ事業に参加しています。近隣市

町の三重とこわかマイレージ事業の参加、取り組み内容等はどんなものでしょうか。 

○議長（島田 正彦君）   松下福祉部長。 

○福祉部長（松下 文丈君）   お答え申し上げます。近隣市町の参加状況でございますが、

まず桑名市におきましては、桑名市健康マイレージ事業ということでスマートフォンを活用し

たアプリをダウンロードされた方、市在住者、在勤者を対象に実施されております。これはア

プリをダウンロードされた方が１日８，０００歩歩くとワオンカードのポイントがもらえると

いうシステムだというふうに聞いております。その他市が開催するウオーキングとか、そうい

うものに参加された方に対してもポイントを付けるということで三重とこわか健康マイレージ

を交付するということでございます。また菰野町におきましては、健康を受けて、あったか健

康づくり事業という名で事業を行って、町民５人一組でがん検診を２種類以上受ける、かつ健

康診断、また人間ドック等を受診された方に対しまして、とこわかカードを発行するというふ

うに聞いております。その他いなべ市とか木曽岬、川越、四日市さんについてはまだ制度設計

中ということでございまして詳細は現時点でわかっていないということでございます。以上で

ございます。 

○議長（島田 正彦君）   片松議員。 

○２番（片松 雅弘君）   近隣市町はアプリを利用したり地域に合ったアイデアをいろい

ろ工夫しながら行っているんですね。健康づくりをすると特典が得られるマイレージは全国で

導入が進んでいます。背景には厚生労働省が医療費削減に積極的な自治体に国民健康保険への

助成金を増やしていることがあります。県の新制度は市町ごとに導入する健康マイレージ制度

と組み合わせての利用となっていますという説明でしたが、まず町のマイレージ制度で検診を

受けたり、町主催の運動イベントなどに参加してポイントがもらえる東員町として独自で楽し

いマイレージ制度にしていただきたいのですが、どのようにお考えでしょうか。 

○議長（島田 正彦君）   松下福祉部長。 

○福祉部長（松下 文丈君）   お答え申し上げます。東員町独自の健康マイレージカード

という制度のことでございますが、現在検討中ということでございまして、今後変更となる可

能性もありますが、まずは町が実施しておりますがん検診等を受診された方とか生活習慣病予

防教室とか、そういうものに参加された方、また本町におきましては子育てに力を入れておる

ということもございまして、マタニティ教室とか離乳食教室に参加された場合についてもポイ

ントを付与するということも考えてございます。その他町主催の行事等もたくさんございます。

そんな中でポイントがたまったら付与するということで関係各課とも協議しながらこの事業に

取り組んでまいりたいというふうに考えております。以上です。 

○議長（島田 正彦君）   片松議員。 

○２番（片松 雅弘君）   部長答弁にありました子育てしやすいまち、東員町ですから子

育てに関係したポイント付与はとてもよい考えだと思います。しかし町の実施している内容ば

かりだと町主導になってしまう。どうしても健康診断だとか町主催の体育行事等に偏って、い



かにもやらされている感が出てきてしまいがちだと思います。せっかく県の方からそれぞれの

市町で、それぞれの特徴、それぞれの特典でとなっているのですから、そこに重点を置くのが

大事だと思います。特に今年度中に施行するのであれば、今からどんな内容がいいのか町民の

皆さんにアピールして興味をもっと持ってもらったり、町民の皆さんからナイスなアイデアな

どを募集したり、始まる前にしなければいけないことというのがたくさんあると思うんですけ

ども、まずそういうときに公募はされるのか、またアイデア等の公募などをする場合は方法と

か考えているのでしょうか。今年も既に行政年度の半分に来ています。対応スケジュール等は

お持ちでしょうか。 

○議長（島田 正彦君）   松下福祉部長。 

○福祉部長（松下 文丈君）   お答え申し上げます。議員ご指摘のとおり、本年度も５カ

月余りが過ぎ、健康マイレージの事業につきましては今年度実施となりますけれども、非常に

タイトなスケジュールになろうかなというふうに考えております。このような状況でもござい

ますので、議員も申されたように町民のアイデアとかそういった募集については現在のところ

考えてはおりません。今後のスケジュールにつきましても、できれば今年度中に事業を開始す

るためには、１２月末ごろまでには関連事業の把握、調整、制度設計、また要綱作成までを行

いたいなというふうに考えておりますので、そのようなスケジュールで進めたいなというふう

に考えております。以上でございます。 

○議長（島田 正彦君）   片松議員。 

○２番（片松 雅弘君）   今ご答弁いただきました。とにかく１２月までにはとなってく

ると、本当に期間としては短い期間であるし、それからやはりせっかく作っても町民が参加し

ないのでは困りますので、・・・するためにできればそういうアイデア等は入れていただいた

方がいいのかなと思っております。今年も残り半分でタイトなスケジュールはもちろん理解で

きるんですけど、30年度中に参加している市町でも、いなべ市、津市、伊勢市、菰野町さんな

どは市としてとか、町として事業は既に実施しているんですね。ですから東員町はどちらかと

いうと出遅れている感は既にあります。ただ県のマイレージ制度、この三重県とこわか応援カ

ードなんですけども、まず住んでいる市町に健康マイレージ制度があることが前提なので、町

のマイレージカードと県のマイレージカード、２つの２階建ての制度になっています。とって

もわかりにくい制度に思えるんですが、まず市町のマイレージ制度でポイントを貯めて、一定

のポイントに達すると県発行の三重とこわか健康応援カードが受け取れる。県の三重とこわか

健康カードはマイレージ特約協力店で提示して様々な特典を受ける。そして町は町で別のポイ

ントを付与する。とっても難しくないでしょうか。２階建て制度とした理由は、先行して導入

した市町の制度を邪魔しないようにと聞き及んでいますが、東員町は先行して導入していない

のですから、２階建てではなく、２部屋続きで行うべきじゃないでしょうか。東員町は県のマ

イレージと町のマイレージの導入時期が同じなんですから、わかりやすい制度にしたらいかが

でしょうか。 

○議長（島田 正彦君）   松下福祉部長。 



○福祉部長（松下 文丈君）   お答え申し上げます。このマイレージ事業のわかりにくさ、

制度の周知なんかについて非常にわかりにくい部分もございます。大まかに言いますと、この

健康マイレージに取り組んでいただいた方はちょっとしたご褒美がもらえるという県の事業で

ございます。どういった健康に取り組んでいただくか、それを考えるのが市町ということにな

ります。そしてこのちょっとしたご褒美が県の発行する三重とこわか健康マイレージカードと

いうことでございまして、健康づくりに取り組んでいただきましたら、このカードを手にして

協力店の方でご褒美をいただくということになろうかと思います。そして何度も申し上げます

が、本町の住民がどういった健康づくりに取り組んでいただいたかとか、カードを受け取った

らいいかというのは現在検討中でございまして、その辺についても今後考えていきたいなとい

うふうに思っています。このマイレージカードはこの７月１日から県の方が発行したわけでご

ざいますが、まだまだ新しい事業でございますので、今後制度の定着やらＰＲにつきましても

県と一緒になって制度の周知を図っていきたいなというふうに思っております。ご理解賜りま

すようお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   片松議員。 

○２番（片松 雅弘君）   答弁いただきました。確かにＰＲはもっと必要だと思いますの

で、もっともっとＰＲしていただき、制度が定着、浸透するにはとても重要なことだと思いま

す。まず事業の目的が食生活や運動習慣の改善、特定健康診断やがん検診の受診、健康教室へ

の参加など町民の皆さんが主体的に健康づくりに取り組むことができるよう社会全体でその取

り組みを応援する環境づくりが目的なのですから、効果の見える健康施策を取り入れていただ

きたいと思います。 

 しかしこれまでの健康施策の課題は対象者が健康に関心のある人に偏っていたりして、興味

のない人、まだまだ若いと思っている人たち、そして少し若い世代が無関心であったりします。

その関心のない人、まだまだ大丈夫だと思う無関心の人たちが参加していただくことによって、

生活習慣病がポピュレーションアプローチにより将来の生活習慣病が減って、ハイリスクがか

なり改善できると思いますが、その無関心な若い世代たち、もしくは無関心な人たちを今回の

健康マイレージに取り込めますか。 

○議長（島田 正彦君）   松下福祉部長。 

○福祉部長（松下 文丈君）   お答え申し上げます。若い世代とか無関心の方についてど

のように取り組むかというのは議員のご指摘のとおり、このような取り組みがいかに多くの方

に参加いただくかによって変わります。行政が実施する事業ばかりでなく、民間事業が実施し

ている健康づくり関係におきましてもポイントを付与するといったことも検討し、できるだけ

たくさんの方に参加いただけるような制度としてまいりたいと考えておりますし、非常に我が

東員町の傾向といいますか、現在ちょっと離れるかもわかりませんけれども、三重県の中でも

健康寿命が高いということになっております。そんな中、介護保険事業におきましても非常に

喜ばしいといいますか、介護認定率も非常に低く、三重県下でいきますと一番低い認定率など、

またそれに伴いまして介護保険料も全国に合わせると非常に低い額で今推移しております。今



後はこの方たちがいかに健康を継続していただいて、介護保険にも影響しないように取り組ん

でいただくことが非常に大事だというふうに感じておりますので、その辺についても今後検討

していきたいなというふうに思っております。以上でございます。 

○議長（島田 正彦君）   片松議員。 

○２番（片松 雅弘君）   そうですね、健康寿命が高い東員町、それから介護保険が低い

と言われる東員町、これを維持するためには今回のこういう取り組みに積極的に参加して、維

持していっていただきたいと思います。 

 先ほど福祉部長の答弁にありましたが、町主催のことに関しましてはポイントは付与してい

きたいと言われましたが、例えば地域活動とかでいろいろ取り組みをされている地域もたくさ

んあります。もちろん地域活動も地域によって若干の差があります。温度差もあります。逆に

この差を利用してみてはいかがでしょうか。地域で行っている取り組みなどで、例えば夏休み

に大人から子どもまでラジオ体操に参加するとかしている地域とか、それからシニアクラブで

百歳生き生き体操を行ったり、もしくは地域見守り座談会への参加とか商業施設までの送迎、

それから見守りで資源ごみや粗大ごみのお手伝いをするとか、こういう取り組みにも東員町の

ポイントを付けるなど、地域とともにするマイレージなんてどうでしょうか。もちろん励みに

もなり町民の健康増進に対する意識、意欲の高まり、よりよい効果が得られるのではないでし

ょうか。ぜひ提案させていただきたいのですが、いかがでしょうか。 

○議長（島田 正彦君）   松下福祉部長。 

○福祉部長（松下 文丈君）   お答え申し上げます。地域の行事等に参加された方にポイ

ント付与とか、そういったことについても社会参画といいますか、きっかけづくりには非常に

いい提案だというふうに思っております。今後もこの辺についても検討して、どういった取り

組みができるかということについても、この健康づくりの切り口の１つとして取り組んでいき

たいなというふうに考えております。行く行くは議員ご提案いただいたことにつきましても検

討してまいりたいというふうに思っておりますので、例えば子どものラジオ体操というのは東

４丁目さんでやられてみえるとか、シニアクラブさんの百歳体操も各地区でかなり広まってき

ておりまして、週１回６団体がやってみえるとか、そういったこともありますので、その辺も

広く取り入れていきたいなというふうに考えております。以上でございます。 

○議長（島田 正彦君）   片松議員。 

○２番（片松 雅弘君）   とても前向きな答弁ありがとうございます。そして貯まったポ

イントの交換なんですけども、飲食店での飲み物とかデザートの無料サービスとか各種値引き

とかありましたけども、それもよいですけども、例えば東員町の施設利用券との交換とか、そ

れから地元学校への寄附とか、健康づくりと社会貢献が一緒にできるようなことというのは大

切だと思いますが、その点はどうお考えでしょうか。 

○議長（島田 正彦君）   松下福祉部長。 

○福祉部長（松下 文丈君）   今年度中に実施ということで、小中のポイント付与とか、

そういったことについての制度設計については多少難しいかなというふうに思っております。



いずれにいたしましても一度に完全なものが完成できるとは思っておりませんので、それぞれ

やってみて必要であればポイント内容とか、そういった部分についてもいろんなアイデアを踏

まえて考えていきたいというふうに思っております。今後も健康づくりにおいて個人の取り組

みやら動議付け、社会全体での取り組みの継続、環境づくりに対して取り組んでまいりたいと

考えておりますので、ご理解賜りますようお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   片松議員。 

○２番（片松 雅弘君）   もちろん今からの事業でございますから、ぜひ今から取り組ん

でいただいて、いいものを作っていただきたいと思っております。さすが東員町というところ

で。 

 東員町も高齢化が問題であり、健康寿命の延伸にはいかに元気で暮らせるかがもちろん問題

であります。健康寿命を延ばすには適度な運動、生活習慣予防そして食生活だと言われており

ます。現在農業を核としたまちづくりの一環として大豆の加工品の商品化を考えておられます

が、特に昔から大豆は非常に健康食品として広く利用されています。町の健康づくり、町のま

ちづくりという水谷町長のコラムを最近この地域密着型情報誌で拝見しました。東員町産大豆

を使った手づくり豆腐体験や、上越教育大学野口教授による大豆と健康についての講演など、

本町が今年から取り組んでいるナナホマレという大豆を使った新しい農業、加工からの販売の

記事が掲載されておりました。健康政策だけでなく健康なまちづくりが必要となってきており

ます。健康活躍のまち、健康寿命の高いまちづくりを進めることについて、水谷町長はどうお

考えでしょうか。お伺いします。 

○議長（島田 正彦君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   今ご紹介いただきました、そして今回も何人かの方にご質問い

ただいた大豆を使った新しい取り組みですけど、特産品づくりももちろんありますが、やっぱ

り大豆というのは健康にいい、今世の中健康志向でございますので、それに適合したものを東

員町として提供していくということによって、東員町へお金が入ってくるという仕組みを作っ

ていきたい。東員町の農家が潤ってくればみんながハッピーになっていくというようなことだ

というふうに思ってますので、ぜひ我々としても東員町民の健康、そして東員町民がやっぱり

おいしい、おいしいといって食べていただく、町民が食べているから外へ向けて売り出せる、

そういうものを作っていくということが我々の任務ではないかなというふうに思っております。 

 健康マイレージのお話もるるされまして、大変いい取り組みだなというふうに思ってます。

今年は日本で初めて健康づくりに対する保険というのができたんですね。例えば毎日何千歩歩

いたら生命保険料が下がるというような保険ができているわけですよね。そういう取り組みと

いうか、それはもうデータに基づいた、こうしたらこんなに健康になるよという、実際に外国

の例ではその保険を導入してみんなが使っているから、使い出してから健康寿命が上がったと

いう保険がいよいよ今年から日本でも導入されたというふうに聞いてますので、このデータな

んかもいろいろ我々で調べて、こういうマイレージ事業に使っていくということもデータの１

つとして考えていくということも大切なんじゃないかなというふうに思ってます。いずれにし



ても我々がこれから目指している大豆づくりも含めて、東員町の健康寿命、もっともっと町民

の皆さんの健康寿命が上がっていくという取り組みを我々がやっていく必要があるのではない

かなというふうに思っています。 

○議長（島田 正彦君）   片松議員。 

○２番（片松 雅弘君）   町長の答弁をいただきました。生活習慣予防、もちろんこれが

すごく大事になるんですけど、そのためにマイレージということでやっていくんですけど、そ

のためには食生活の方も東員町は健康にいいものを提供していって、そこで成り立つようにし

ていくと、非常にいい健康施策だと思います。健康施策だけでなく健康づくりをしていただく

まちづくりだと思っております。東員町に住めば１００歳まで元気になれるような東員町にな

ればいいと思います。あとはせっかく今から始まるマイレージ事業ですから、町民の皆さんが

参加しやすい、参加しやすくなる策をお願いいたしたいと思います。以上で９月の一般質問を

終わらせていただきます。 

○議長（島田 正彦君）   これにて一般質問を終わります。 

 


