
健康づくりトップクラス

令和元年８月２３日 日本健康会議
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へ
の

挑
戦

三重県知事 鈴木英敬

で実現する“とこわかの三重”

New Ideas×健康づくり



【生年月日】１９７４年８月１５日生まれ（４５歳） 兵庫県出身

【学 歴】１９９３年 私立灘高校卒

１９９８年 東京大学経済学部卒

【経 歴】１９９８年通商産業省入省

２００６年 第一次安倍内閣時に官邸スタッフ

２０１１年三重県知事就任（当時３６歳）

２０１５年･２０１９年 三重県知事再選（現在３期目）

【家 族】妻 （武田美保：シンクロナイズドスイミング五輪メダリスト）一男一女

育児休暇取得（第一子、第二子とも取得したのは現職知事で初めて）

【そ の 他】

・ 経済産業省 産業構造審議会２０５０経済社会構造部会委員（2018年９月～）

・ 内閣府 少子化危機突破タスクフォース 委員（2013年３月～2014年9月）

・ 全国知事会 危機管理・防災特別委員会 委員長（2016年10月～）

・ 子どもの家庭養育推進官民協議会 会長（2016年４月～）

・ 全国海女文化保存・振興会議 会長（2014年１月～）

・ 日本忍者協議会 会長（2015年10月～）

・ 農福連携全国都道府県ネットワーク 会長（2017年７月～）

・ 2014年度世界経済フォーラム ヤング・グローバル・リーダーズ選出

・ イクメンオブザイヤー２０１５ 受賞（2015年10月）

・ 絵本『「パパ」はどうしてパパなの？』 出版（2016年５月）

・ ベスト・ファーザー イエローリボン賞 受賞（2016年６月）

自己紹介
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天皇皇后両陛下「平成」最後
の地方への行幸啓お見送り
(2019年４月）

（就任時）歴代２番目
の若さ（現在も）北海

道、大阪府に次いで３番
目に若い

G７伊勢志摩サミット
オバマ大統領出迎え
(2016年５月）



三重の発展のカギ・・・「オール三重」

「オール三重」
のレガシー

皆様のご協力のもと、無事、成功裏に終了

数々の三重県の歴史に残る取組（G7伊勢志摩サミット、菓子博、インターハイ…）

県内総生産

過去最高！

平成２８年度

８兆９４１億円

観光入込客数

過去最高！

平成３０年

４，２６１万人

実質経済成長率

全国２位！

平成２１－２７年度

１５．０％

観光消費額

過去２番目

平成３０年

５，３３８億円
遷宮時（25年）にあと４億円



県民の幸福感（客観的な統計データはもとより、県民の主観的な実感も重視）

◆経済成長や社会資本の充実だけでなく、内面的なものにも一層重視して政策を展開

◆調査項目は、県民の幸福実感のほか、家族、地域とのつながり、理想の子どもの数、
働くこと・・・

◆県民の皆さんが日ごろ感じている幸福感は6.69点（第１回調査は6.56点）（国調査の平均は6.38点）
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みえ県民意識調査

政策議論への活用

若手職員が核となって詳細な分析

県民の幸福実感向上と政策のあり方
等について議論を展開

次年度の経営方針や予算の議論の
材料として活用

政策会議

分析ＷＧ

（次年度の）経営方針

国調査：厚生労働省「平成26年健康意識調査」

日ごろ感じている幸福感（１０点満点）

知事就任時より毎年実施！（対象は県民１万人と大規模！）



県民の幸福感を高めるためには健康づくりの取組が重要

県民の皆さんが幸福を判断する際に
最も重視したのは健康

三重県「第8回みえ県民意識調査」より

県民がより重要と考える政策分野幸福を判断する際に重視する項目

県民の皆さんが重要と考える政策
分野は医療がトップ

三重県「第7回みえ県民意識調査」より
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地方創生のキーファクターとしての健康づくり

企業等で健康づくり(健康経営)を進めることが若者に選ばれる三重につながる

20代の若者が就職の際に三重県か
ら出ていくことが社会減の大きな要因

大学生が就職で重視する条件転入・転出超過数の推移（年齢階級別）

就活生が企業を選ぶ際に重視するのは

企業が従業員の健康や働き方への

配慮を行っているかどうか

転
入
超
過

転
出
超
過

15-19歳

20-24歳

25-29歳

（H28経済産業省アンケート調査より）（住民基本台帳人口移動報告より作成）

単位：％



健康寿命の延伸やがん死亡率の減少など高い成果

目標：健康寿命の延伸・幸福実感を高めるための心身の健康感の向上

①生活習慣病対策 ②メンタルヘルス対策
③ライフステージに応じた

健康づくり ④協創による健康な社会環境づくり

（厚生労働省「国民生活基礎調査」)

（国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」）

三重の健康づくり基本計画

健康寿命の延伸 がん死亡率の減少

全国第２位!! 全国第５位!!

がんによる75歳未満の年齢調整死亡率の推移（男女計）健康寿命の推移（女性）

取組成果



健康づくりトップクラスに向けた３つの取組

③個人の健康づくりをサポートするための社会環境づくり

①がんの予防 ②生活習慣病(糖尿病)対策

42.4
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三重県の死因別死亡割合
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全国第2位の

患者数

糖尿病による

QOL悪化を防ぎ
幸福実感度を高める

環境づくりから

健康づくりを

最大の壁に挑み
健康寿命の延伸
をめざす



出典：国際連合広報センター作成
出典：内閣府作成資料

２つの新しい考え方(＝New Ideas)を取り入れる

データや最新テクノロジーの活用

県民の多様なニーズに

きめ細かに対応していく

取組方向取組方向

オール三重で健康無関心層を

含めたすべての県民にアプローチ

包摂性の観点 協創の観点

Society5.0(人間中心の技術活用)SDGs (持続可能な開発目標）

仮想空間と現実空間
を高度に融合させ、経
済発展と社会的課題
の解決を両立する、
人間中心の社会

誰一人取り残さない
持続可能な社会づくり
を目標に国連で採択。

健康づくりをはじめとし

17のゴールを設定

健康づくり×SDGs ×Society5.0＝健康づくりトップクラスへ



健康づくりトップクラスに向けた施策パッケージ

Pick Up Tech ①ナッジ理論 Pick Up Tech ②ウェアラブル端末活用

健康づくり施策パッケージ(イメージ)

New Ideas SDGs ＆ Society5.0

個人の健康づくりをサポートする社会環境づくり

生活習慣病の予防

☑選択肢の提示方法を工夫

☑対象者を望ましい行動に誘導

☑ 24時間健康データを収集

☑個人の生活習慣を見える化

がんの予防

SDGs(協創･包摂)

ナッジ理論

健
康
寿
命
の
延
伸

健康づくり

Society5.0

×

×

×

＝

＝

＝
ウェアラブル端末を活用した健康無関
心層へのアプローチ

健康づくり

健康づくり

オール三重で健康づくりに取り組むため
の連携スキームの構築

ナッジ理論を活用したがん検診の受診
勧奨

健康づくり×New Ideas で
トップクラスに向けて邁進



健康づくりトップクラスに向けたロードマップ

オール三重で健康づくりに取り組む基盤づくり

第
1
段
階

第
2
段
階

第
3
段
階

取組効果の検証と横展開

健康づくり
トップクラスへ!!

☑三重とこわか県民健康会議の設置
官民一体となった健康づくりの推進体制を構築

☑実証事業の結果を検証

☑三重とこわか県民健康会議を通じて

結果を情報共有＆横展開
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新しい手法を活用した健康づくりの取組

☑個人の行動変容を企図したモデル事業を実施

【新しい手法】
・ナッジ理論
・ウェアラブル端末など

【行動変容】
・生活習慣の改善
・検診の受診など

☑包括協定締結企業との連携
生命保険会社や外資系コンサルティングなど、多様な企業とのアライ

アンスにより健康づくりを推進(ex.明治安田生命,デロイトトーマツなど)

スマートウォッチ

【新しい手法の例】
(ウェアラブル端末) (ナッジ理論)

回答の初期設定を｢Yes｣に

Ｑ.あなたは臓器提供
を希望しますか？

Ａ.☑ Yes ☐ NO

明治安田生命との包括協定

【企業とのアライアンス例】

【行動変容を企図したモデル事業の例】

対象者の６割が生活習慣を改善!!

＼Pick Up ／

ICTを活用した遠隔受診勧奨

オンライン １on１ 専門指導



取組内容

オール三重で取り組むための連携スキームの構築

三重とこわか県民健康会議(R1設置)

社会全体で健康づくりに継続して取り組む機運の醸成

三重とこわか健康マイレージ事業(H30運用開始) 三重とこわか健康会員制度(R2運用開始)

個人へのアプローチ 企業等へのアプローチ

組織体制設置目的

県民 市町 協力事業所

①検診の受診やウォーキ
ング教室への参加など

②ポイントを付与

特典協力店

④提示

⑤サービス
ポイントをためて

ゲット!!
三重とこわか
健康応援カード

③受取

【とこわか健康立県宣言】 【とこわか健康経営大賞】

約100団体で構成

☑医師会や経営者団体など

☑会長として知事が就任☑官民一体の健康づくり

☑多職種連携の健康づくり

☑先進的な取組の横展開 ☑優良取組事例を表彰☑健康づくりの目標を宣言

事業所 県

③審査

②申請

④認定

①健康経営にかかる取組の実施

保健指導 運動の奨励 受動喫煙対策

EX)

会員には各種のインセンティブを付与



現状と課題

検診受診率向上によりトップクラスのがん死亡率低減をめざす

ナッジを活用した受診勧奨

取組の方向性（イメージ）

早期発見(＝生存率向上)のためには検診が有効だが、目標値に達していない
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ナッジ理論に基づく受診勧奨資材が有効 市町の受診勧奨資材の導入を支援

市町 県民県 医療機関等

導入
支援

受診
勧奨

受診
導入した自治体
では最大で

前年度比３倍※の

受診率向上効果

三重県のがん検診受診率（H29年度）※ 三重県の精密検査の受診率（H27年度）※

がん検診を
受診しましょう

がん検診を受診
するのはいつが
よいですか？

①●月●日
②▲月▲日

(受診勧奨資材のイメージ)

※国立がん研究センター調査
before after

そこで

※地域保健・健康増進事業報告から三重県試算
目標

50％

(％)

目標

90％

国立がん研究センターがん情報サービス『がん登録・統計』

(％)

県内全ての市町での導入をめざす!!



オール三重で取り組む糖尿病対策

三重県糖尿病性腎症重症化予防プログラムの策定(H29.10)

糖尿病性腎症重症化予防にかかる三重県連携協定の締結(H29.12)

☑ 県内29市町全てで糖尿病重症化予防事業を実施

☑ 地域と医療機関が連携した多職種での取組

 講師：糖尿病専門医、看護師、管理栄養士、薬剤師、理学療法士
 内容：講義及びグループに分かれての症例検討
県内3会場で実施
保健師、看護師、管理栄養士、薬剤師、
理学療法士等223名が参加

（日本透析医学会「わが国の慢性透析療法の現況」）

糖尿病性腎症による新規透析導入患者数

課題と取組状況

医師会、糖尿病対策推進会議、
保険者協議会、県の4者協定

医療機関･保険者･行政等が
一同に会しての多職種連携研修

関係機関と連携して取り組む重症化予防

新規透析導入患者の約半数は糖尿病性
腎症が原因

糖尿病性腎症の重症化予防を図ること
が必要

全国に先駆けて実施! !

新規透析導入患者は減少傾向

しかし

そこで



最新テクノロジーを活用した生活習慣病対策

ナッジを活用した取組ウェアラブル端末を活用した取組例

最新テクノロジーによりエビデンスを構築,データに基づく健康づくりへ

①ウェアラブル端末の配布 ②生活習慣への介入 ③端末データの回収＆分析

健康無関心層ウェアラブル端末 健康情報

野菜摂取量や歩数など、食習慣･運動習慣の指標が目標値に達していない

三重県における男女別の歩数（H28年度）※ 三重県における平均野菜摂取量（H28年度）※

目標

350ｇ

研究機関

20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 90代男性 女性

現状 目標 現状 目標

8600歩
7700歩

6240歩6717歩

※三重県県民栄養調査より ※三重県県民栄養調査より(歩)

対象者に合わせて様々な
媒体･手法により行動変容を促す対象者の生活習慣を見える化 介入効果のエビデンスを構築

学生･会社員など100名以上

ＳＮＳ

セミナー
バイタルデータ

運動･栄養血圧･血糖など

取組の方向性（イメージ）


