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会 議 録

平成 29年度 第 3回 第二次健康わこう 21計画･自殺対策計画策定委員会
開催年月日・召集時刻 平成 29 年 12 月 18 日 午後 14 時 30 分

開 催 場 所 和光市役所 保健センター

開 会 時 刻 午後２時 00 分

閉 会 時 刻 午後４時 00 分

出 席 委 員 事 務 局

筒井 孝子

大夛賀 政昭

菅野 隆

山口 はるみ

大澤 勇

川渕 由美

二宮 政明

小室 幸士

村山 喜三江

八尾坂 そのみ

渋谷 さち子

金子 晴吉

加藤 典子

松下 いづみ

保健福祉部長 東内 京一

子どもあんしん部長 喜名 明子

保健福祉部次長兼健康保険医療課長 大野 孝治

健康保険医療課課長補佐 渡部 剛

健康保険医療課副主幹兼保健センター所長 牧田いづみ

健康保険医療課統括主査 梶原 絵里

健康保険医療課 松岡 知佳

健康保険医療課 柴田 貴子

健康保険医療課 端山 明子

健康保険医療課 佐藤由紀子

地域包括ケア課長 阿部 剛

地域包括ケア課 吉田 智子

欠 席 委 員 傍聴人

3名福田委員

竹田委員

内野委員

蔵下委員

備

考
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事務局

筒井委員長

事務局

筒井委員長

事務局

1 開会

只今から、第３回和光市健康わこう２１計画・自殺対策計画策定委

員会を開会いたします。本日は、公私ともご多用の中ご出席を賜り、

誠にありがとうございます。この策定委員会の会議につきましては和

光市市民参加条例第 12条第 4項の規定により原則公開となっており
ます。また会議後には会議録を作成し、公開して参ります。その際記

録につきましては要点記録とさせて頂き、議事録を作成させて頂きま

す。なお、念のため録音を行っておりますが、会議録作成後消去させ

て頂きます。どうぞよろしくお願い致します。

それでは審議会に入りたいと思います。会議の進行を委員長の筒井

委員長にお願い致します。

2 挨拶

ただいまから会議を開会します。

まず議事に入る前に、事務局から本日の出席状況の報告をお願いし

ます。

報告を致します。全委員１８名のうち、１４名の委員の出席を頂い

ております。以上です。

出席委員数が過半数を超えていますので、会議は成立致します。

続きまして、議事録署名人を指名します。

名簿順で、川淵委員と二宮委員にお願いします。

会議を傍聴される方にお願いします。

受付で配布した資料につきましては、会議終了後に回収させて頂き

ますので、宜しくお願い致します。

それでは、次第に沿って会議を進めてまいります。

議事の（１）、「各計画書素案について」、｢ア第二次健康わこう２１計

画及び食育推進計画｣ について事務局から説明願います。

皆様こんにちは。健康保険医療課保健センターの梶原と申します。

本日は健康わこう２１計画第二次計画の素案について、前回お示しし

た現状と課題を踏まえて施策を作成しました。短い時間ですので、簡

単に説明をさせて頂きたいと思います。

また前回、素案の方を先週お手元にお送りさせて頂きました。その

内容から少し手を加えた形で、今回お手元の机の上にありますタイト

ルの入っております、資料１、資料３というものが最終素案になりま

すので、お送りしたものではなくそちらの資料のほうを参考にご覧に

なって頂ければと思います。
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具体的に簡単にどこを追加しましたかといいますと、計画の素案、

資料１、資料３を見て頂くと、７ページの計画の位置づけ及び他計画

との関係というところを詳しく書かせて頂いております。

また、８ページの地域包括ケアシステムの計画連携という図に関し

てですが、左側の地域福祉計画や健康わこう２１計画、医療政策とい

うところで、点線で囲った形での図に変更させて頂きました。あとの

内容等は大きく変わっておりません。

次に、健康づくりを取り巻く現状と課題、１３ページからになりま

すが、基本的には前回現状でお示ししたものをそのまま使わせて頂い

ておりますが、１８ページの年齢調整死亡率や、出生率など詳しい状

況を少し追加させて頂きました。また２１ページの国民健康保険被保

険者の概況等につきましても、一人当たり医療費の部分で２２ページ

に新たに図１２のグラフを追加させて頂いております。

また疾病分類別医療費等につきましては、全体の医療費、大分類で

の医療費の占める割合等についてのグラフ、図１２を追加しました。

それ以外につきましては前回お示しした内容になります。２８ページ

の糖尿病における重症化予防につきまして、実際に市で行っている重

症化予防事業の内容のほか、その結果についての内容の記載を国保ヘ

ルスプランの内容と合わせた形で引用させて頂いておりますので、こ

ちらの表示が異なっております。また３０ページのがん検診の受診率

につきまして、がん検診ごとの受診率、また、死因別悪性新生物の内

訳ということで、図１６のグラフを追加いたしました。合わせて、３

３ページの児童･生徒の体格、疾病状況というところで、小中学生の

年齢別肥満傾向児の出現率ということで、新たにグラフを追加させて

頂きました。疾病状況についても追加させて頂いております。３５ペ

ージからはニーズ調査の結果になります。結果の概要について課題と

考えられるところを３６ページ以降に、順次、体格、食生活、たばこ、

飲酒、最後はヘルスサポーターの活用という形で随時課題を抽出して

おります。

４７ページの施策の視点に関しましては、新たに基本方針に基づい

てヘルスアップ、ヘルスサポートの視点に基づいて、内容を記載させ

ているところでございます。ヘルスアップについては１番から４番、

ヘルスサポートについては１番と２番という形で内容を記載してお

ります。４９ページの第５章、領域別健康づくりの施策については、

５０ページの事業体系というところで、１，２，３，４，５の内容に

沿って順次書かせて頂いております。こちらにつきましては松岡の方

から具体的にポイントを絞ってご説明をさせて頂きたいと思います。

資料のほうがお送りさせて頂いたものと今現在お配りしているもの

が内容が追加されている事、ご了承いただければと思います。では松
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事務局

岡の方から施策の発表をします。

保健センターの松岡と申します。よろしくお願い致します。

前回、和光市の健康づくりの現状・課題の体系と大まかに施策の頭

だしを致しました。今回は健康づくりの課題の要点と施策の具体的な

内容についてご説明致します。

こちらのパワーポイントをご覧ください。

今回は施策の事業体系について整理させて頂きました。

この中でも、１の（２）特定健診受診者の改善率向上及び未受診者

に対するフォロー、２の（１）がんの早期発見率の向上、（２）現役

世代からの健康増進支援、３の（１）循環器疾患（脳血管疾患・心疾

患）における再発・重症化予防、（２）糖尿病における重症化予防、

５の（２）ヘルスサポーターの活用について重点的にご説明をさせて

頂きます。

まず、１の（２）、特定健診受診者の改善率向上及び未受診者に対

するフォローについて、特定健診受診者の現状・課題については、お

手元の素案の２７ページ、下半分に記載してますとおり、服薬してい

てもメタボに該当する者が多く、またメタボには該当しないが服薬し

ている者も多いことや、半数以上が特定健診未受診であることが分か

ります。

具体的な施策について、お手元の素案では５３ページから５６ペー

ジに記載しております。

課題に対し、施策の方向性としては、特定健診及び特定保健指導の

リスク軽減に係る効果を具体化するため、特定保健指導における評価

指標を受診率から改善率に変え、アウトカムを明確にすると共に改善

率向上のための取り組みを行います。

具体的に施策について、こちらは平成２７年度の特定保健指導終了

者の改善度ですが、平成２７年度特定保健指導を実施したもののうち

約２３人、約３５％の方が改善したということを示した図になりま

す。このような形で、本計画では評価指標の中に「特定保健指導修了

者の翌年度以降の保健指導レベルの改善率」を設定していきます。

また、②特定健診受診率、③特定保健指導終了率の向上、こちらは

国のほうでも設定しているため、今回の評価指標の中に設定させて頂

きました。

また、具体的に改善率を向上させていくための仕組みとして、例え

ば特定保健指導初回面談時に動機付けを行ったり、各拠点にヘルスマ

ネージャー等を配置し、地区ごとの保健指導対象者に、よりきめ細や

かな支援を行っていく等、新しい取組を開始し、特定保健指導の手法

の見直し・改善を図っていきます。
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さらに、費用対効果の視点から、特定保健指導利用者数・参加継続

者数の向上の仕組みとして、特定保健指導入方法や手法の見直し、改

善を図ります。具体的には特定健診実施中に腹囲等で異常があった方

に対して、同じ日に特定保健指導初回面接を実施してしまう等、特定

保健指導対象者に対する保健指導の導入方法等を改善したり、保健指

導の実施期間を約３ヶ月に短縮し、利用者の負担軽減を図る等して特

定保健指導の手法を見直していきます。

また特定健診未受診者対策として、健診受診の同意を得られない方

に対し、新たにヘルスサポーター等による日常生活圏域を中心とした

訪問等での受診勧奨を発案いたします。

また特定保健指導対象者以外の服薬者に対する支援も今後アプロ

ーチ方法も検討してまいります。

次に、２の（１）、がんの早期発見の向上です。こちらの課題につ

いては、お手元の素案の３０ページに記載してます通り、各検診とも

国の目標値である５０％には未達成です。ですので、具体的な施策に

ついては、６６ページ、各種がん検診の受診率を目標値５０％に達成

するために、がん検診による早期発見・早期治療の重要性について、

各広報媒体や個別勧奨通知による周知・啓発を行っていきます。

また、新規および継続受診のきっかけのため、がん検診の無料クー

ポン券の配布、受診者の利便性の追及等実施していきます。

次に、２の（２）、現役世代からの健康増進支援について、社会保

険から国保へ移行した方の医療費分析に関する現状・課題について

は、お手元の素案の３３ページの下半分に記載しています。具体的な

施策については、６８、６９ページをご覧下さい。

特に施策の方向性として、国民健康保険以外の市民、特に定年退職

前の６０歳以前における健康管理、生活習慣病の発症リスクを抑えら

れるような施策を実施していきます。

具体的には、社会保険加入者に対する健康診断事業です。３０代の

市民に「３０代健診」の勧奨通知を郵送し、勤務先での健康診断を受

けられない方に対して健康診断の受診機会の提供を行い、受診者のう

ち、血液検査結果等に異常があった人に対し、個別ケアマネジメント

や集団健康教育を継続して実施します。

また、新たに、退職前の社会保険加入者に対して、個別ケアマネジ

メントの手法を利用したリスク改善支援を今後は実施していきたい

と考えておりますが、会社の健康保険組合等の被保険者の健康デー

タ・健康管理課題等に関しての情報共有・協働の仕方については、和

光市健康づくり基本条例に基づき、今後検討してまいります。

また、「女性特有のがん検診」と協会けんぽ被保険者に対する特定

健診を現在、合同実施しておりますが、協会けんぽの健康データ等を
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和光市の健康づくりの施策に反映していきます。

まとめとして、社会保険加入者に対する、生活習慣病の発病リスク

を持つ人の発見の仕方や、個別ケアマネジメント対象者の抽出の仕方

及び有効な取組について今後検討し、実施に向けて調整していきま

す。

次に、３の（１）循環器疾患（脳血管疾患・心疾患）における再発・

重症化予防について、課題については２５、２６ページに記載してま

す通り、脳梗塞の患者の２割以上は５年以内に再発し、約５割は再発、

脳梗塞の再発は初発にくらべ入院費用がかかるため、脳梗塞の再発を

予防することが課題です。

施策の方向性については、７０ページです。現在和光市国民健康保

険の保険者は、循環器疾患の再発を予防するために、医療機関受診中

の方等の受療状況や、入院中・後の方や色々なマルチリスクを持って

いる方への経過を確認し、支援対象者に対して個別ケアマネジメント

の手法を利用した支援を実施する予定です。また、施策を展開した結

果については、「脳梗塞、脳内出血、くも膜下出血等の入院再発者数

の抑制」という指標でもって評価予定です。

対して社会保険加入者の中で、循環器疾患治療中で医療機関にかか

っている方や、高血圧等の傷病名を複数併せもつ方の、循環器疾患の

再発・重症化リスクの高い方のデータを現在まで保有しておらず、社

会保険加入者に対する重症化予防が現在まで実施できませんでした

ので、今後は、第一段として、社会保険加入者の健康診断結果等の必

要な情報が取得できるように調整し、循環器疾患再発・重症化リスク

を保有する方に対しては、国保の循環器疾患再発予防施策の手法を参

考にしながら、一部限定的に仕組みづくりの構築や有効な施策を検

討・実施していきます。

次に、３の（２）糖尿病における重症化予防について、施策の方向

性については、和光市国民健康保険の保険者は、糖尿病性腎症による

人工透析の発症の低減を達成するため、現在、特定健診結果より抽出

した糖尿病の重症化するリスクの高い医療機関未受診者等に対し、医

療機関の紹介や受診勧奨を実施しています。

また、糖尿病性腎症等の通院者のうち重症化するリスクの高い方へ

は保健指導を実施しています。

施策を展開した結果については、「新規人工透析導入者数（年度末

集計）の抑制」という指標でもって評価を実施予定です。

対して、社会保険加入者の中で、医療機関受診中の方、特定健診結

果より抽出した糖尿病の重症化するリスクの高い方等の社会保険加

入者のデータを現在まで市のほうでは保有しておらず、社会保険加入

者に対する糖尿病重症化予防が実施できませんでしたので、今後は、



7

第一段として社会保険加入者の健康診断結果等の必要な情報が取得

できるような調整や、糖尿病性腎症等の通院者のうち重症化するリス

クの高い方に関して、医療機関主治医との情報共有の手段等、模索し

くことを発案いたします。

その結果を踏まえ、国保の施策の手法を参考にしながら、一部限定

的に、糖尿病における重症化予防に関しても仕組みづくりの構築や有

効な施策の検討・実施をしてまいります。

最後になりますが、ヘルスサポーターの活用についてですが、現

状・課題については、４５ページに記載してます通り、着実にヘルス

サポーター養成者数や活動率は増えていますが、まだ目標値には達し

ていないため、さらに増加させていくことが課題です。

具体的な施策について、７３、７４ページをご覧ください。

施策の方向性として、予防に重点を置いた地域の自主的な健康づく

り活動を積み重ね、生活習慣病に限らず、様々な健康課題に対する予

防知識・意識を地域に浸透させていくため、ヘルスサポーターの養成

者数や、活動率を更に増やしていくような取組を強化していきます。

具体的には、

①ヘルスサポーター数の増加

ヘルスサポーター養成講座の募集方法の検討や各種広報の媒体に

ヘルスサポーターの活動状況等の記事を載せ、周知を継続して図りま

す。

また、継続してサポーター自身での広報活動の活性化を図ります。

②ヘルスサポーターの自主活動の強化

新たに、「マスター」「メイト」（仮称）など、ヘルスサポーターの

階層化を行い、ヘルスサポーターの自主活動を強化を実施していくよ

うに考えています。

また、地域の課題・特性に合わせた自主活動を展開するための交流

会を継続して実施します。

また、新たに健康マイレージ独自ポイントの活用を検討しておりま

して、ヘルスサポーターになった方には、何かしらのメリットを還元

出来るようなものを現在考えています。

③ヘルスサポーターによる活動の普及・活性化

ヘルスサポーターによる活動に「朝のラジオ体操会」を追加します。

こちらは、朝のラジオ体操など、人が集まる日をつくり、住民同士・

近所同士の声かけに波及することをねらいとします。

また、健康マイレージ独自ポイントの活用をして、ヘルスサポータ

ーになって頂ける様な事を検討しております。介護予防サポーターや

あいサポーターとヘルスサポーターの統合や、健康づくりに関する孤

立化の問題等について、市が協働して支援していきます。
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筒井委員長

事務局

施策を展開した結果、評価指標としては平成３９年度めどに、ヘル

スサポーター養成者数１０００人、ヘルスサポーターの活動率を５

０％、ヘルスサポーターの健康づくり活動への参加者数、実人数を２

１０人になるようにやっていきたいと思っています。

ご説明は以上となります。ありがとうございました。

ありがとうございました。続いて、事務局方の説明をお願いします。

健康保険医療課の佐藤と申します。どうぞよろしくお願いします。

私の方からは第三次食育推進計画の概要について資料４のスライド

に沿って説明させて頂きます。お手元の資料では、資料４の２ページ、

資料３の素案書では７７ページからになります。

本計画は、食育基本法第１８条に基づく「市町村食育推進計画」で

す。第二次の計画期間が終了し、第三次策定が必要であることから、

国の第三次食育推進基本計画の５つの重点課題等を踏まえて、健康や

医療に関する施策を食生活面から推進するため、健康わこう２１計画

の食生活分野の施策を担う実行計画として位置づけています。

第１回策定委員会でお示ししました通り、健康わこう２１計画の基

本理念である「地域包括ケアシステムの構築による総合的な健康づく

りと健康社会の実現」を達成するため、４つを基本方針として施策を

推進してまいります。

つぎに、資料の４ページ、施策の分類について、説明致します。素

案書では８０ページになります。

医療費の適正化が喫緊の課題になっており、健康わこう２１計画の

食生活分野においては、生活習慣病予防が、市の方針として掲げられ

ていることから、国の示す５つの重点課題を踏まえた上で、事業をこ

ちらの４つ

○食に関する知識や健康的な食習慣の習得

○生活習慣病予防に重点を置いた個別栄養マネジメントの推進

○地域における食環境の整備

○伝統的食文化の継承

こちらの４つに分類し、これらの観点から施策を展開してまいりま

す。減塩が血圧を低下させ、結果的に循環器疾患を減少させると考え

られており、また肥満や糖尿病対策には糖質や脂質の適正化が重要な

ことから、食育においては、減塩・減糖・減脂を主とした生活習慣病

予防のための取組を最優先に推進していきます。

なお、個人の食生活上の課題解決のためには、個々の状況に応じた

栄養マネジメントと、それを支える健康的な食環境づくりが必要なこ

とから、この 2点について重点施策として取組んでまいります。
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次に、施策の体系図になります。

先にあげました４つの分類について、対象者ごとに具体的な事業を

整理し、取組を推進していきます。

その内容について、まず１つめ「食に関する知識や健康的な食習慣

の習得」については、乳幼児期・学童期は、成長・発達のなかで、食

の基礎や味覚、規則正しい生活リズムをつくる重要な時期であること

から、食への関心を高め、理解を醸成していくための取組を推進して

まいります。

具体的な取組としては、保育所や学校における食育の推進授業、ま

た乳幼児健診等での指針や基準に基づいた、離乳食・幼児食の講座や

栄養相談の実施といった、成長・発達に応じた支援を実施していきま

す。

次に「生活習慣病予防に重点を置いた個別栄養マネジメント」の推

進については、乳幼児期では、健康リスクや育児負担が増大している

母子に対して、乳幼児健診や妊婦健診、また母子手帳交付におけるア

セスメント、マネジメントをして、わこう版ネウボラと連動した個別

支援を実施していきます。また学童期においては、ひとり親世帯や貧

困等により欠食や栄養の偏りがある家庭に対する個別支援を実施し

ていきます。

次に青年期・壮年期では、３０代健診結果や、また生活実態調査等

に基づくチャレンジド・生活困窮世帯対象とした栄養マネジメントを

実施していきます。

また特定保健指導やレセプト等に基づく疾病発症者に対する個別

の栄養マネジメントについて強化して実施してまいります。

高齢者については、健康寿命の延伸に向けて、介護予防事業と連動

した個別の栄養マネジメントを実施し、改善を図ってまいります。

次に、資料の８ページになります。

先ほど挙げました施策の実効性を高めていくためには、健康的な食

生活を実践しやすい食環境づくりを推進していくことが極めて重要

となります。

３つめの「地域におけるの食環境整備」については、今年度９月に、

市民、行政、企業、事業者、関係団体など様々な主体が参加する食育

推進コンソーシアム会議を発足し、公民協働による事業の展開を進め

ています。引き続き、食生活の健康への影響とその重要性についての

認識を高め、減塩・減糖の意識づけを図るとともに、地域活動の活性

化を推進し、地域包括ケアシステムの構築による地域一体型の食育の

推進を図ります。

＜主な取組＞

企業等と連携した食事改善プログラムとして、
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松下委員

事務局

・健康に配慮した食品や情報を提供する店舗の推進

・健康に配慮した商品やメニューの推奨

・食品選択や栄養成分表示に関する情報提供

・減塩・減糖レシピの提案、出前講座の開催等とはじめとする減塩・

減糖プログラムを推進します。

また、わこう版「食育」推進運動として、食育推進コンソーシアム

会議の各拠点での減塩・減糖プログラム推進の他、国の定めた食育月

間（毎年６月）や食育の日（毎月１９日）を活用した重点的かつ効果

的な事業の推進をしていきます。

また、４点目の伝統的食文化の継承に係る取組については、素案書

の８７ページの通りですので、ご確認頂ければと思います。

以上、個々の状況に応じた栄養マネジメントと、それを支える食環

境づくりに重点を置いた施策を進め、コンソーシアム会議に参加する

団体や、健康的な食品の拡充により、施策の推進体制を構築し、地域

包括ケアシステムの構築による食育推進と、生活習慣病の発症・重症

化予防につなげてまいります。以上です。

それでは、質問を受けてよろしいでしょうか。

はい。

皆様方から、ご質問だけでなく、ご意見等、ございましたら、一緒

に受けたいと思いますが、いかがでしょうか。

それでは松下委員お願いします。

ケアマネジメントというのは、健康診断系の中でも載っています

し、食育の中でもありますが、先日健康診断を初めて和光市で受けて

結果が出て、封書を頂いている方もいらっしゃって、その方達には何

らかのケアがあったと思うんですが、そんな風に具体的な個別のマネ

ジメントケアというのはどうなっているのでしょうか。

まず１つは、健康診断のことと、もう１つは、食育に関しての個別

マネジメント、２点について。

健康診断につきましては、個別ケアマネジメントといわれるものに

つきまして、現在特定保健指導の対象者となっている、動機付け支援

や、積極的支援という形で、階層化された人たちへの特定保健指導の

プログラムのご案内を差し上げて見て頂くように、提案をしていま

す。実際に受けて頂いていない方に対しても、再度勧奨したり、健診

結果説明会の会場で具体的に、事前に声をかけさせて頂いて、積極的
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筒井委員長

事務局

にそれに取組んで頂くような支援をさせて頂いています。食育に関し

ても、いわゆる内容的には同じことになりますけれども、今後新たに、

もう少し広く対象者を広げてということになりますと、その階層化さ

れている人だけではなく、リスクとして、健診項目で基準値より高い

ものの指標を決めて、基準値より高い人に対して項目が一つでも二つ

でも引っかかっている人をこちらの方で、対象者をピックアップした

形で、さらに特定保健指導の対象にはならないけれども、詳しくもう

少し丁寧に勧誘していきたいと考えております。

ということは、やはり健康診断の結果に対する個別マネジメントに

なるわけですね、食育に関しても。

健康診断もそうなんですけれども、例えば、小さいお子さん等であ

れば母子手帳の交付の際ですとか、市役所と接触するタイミングがあ

るので、乳幼児健診もそうなんですけれども、そういったところで、

アセスメントをした上で、個別支援に入るという形になります。

ありがとうございます。

今のご質問は、「個別に対応を受けるためには、アセスメントを受

けることが基本だということですか」ということをお尋ねになられて

います。そして、もうひとつの質問は、「アセスメントを住民が受け

るチャンスは健診以外に他にあるのか」という質問です。とくに、健

診以外にアセスメントを受ける機会はほとんどないということかど

うかを明確に示して欲しいとおっしゃっています。

これは、和光市は、住民のスクリーニングについて、どういう風に

考えているのかということをおっしゃておられることですが、いかが

ですか？和光市は、高齢者の方は、悉皆調査をやっていますよね。だ

けれども、高齢者以外では、乳幼児健診以外はないのではないかとお

っしゃっているのだと思うのですが、それについては、いかがでしょ

うか？

まず、アセスメントを受ける機会といったところでいきますと、先

ほど健康診断の関係も出てまいりましたけれども、健康診断を受ける

べき人が受けていないと、未受診の部分であったとするならば、その

方に対して、まずは受診をアプローチしていく、その中で非常に課題

があるような方に対してはやはり、ケアプランを作っていくような、

その方の健康課題を抽出して、その方の課題をどのような方法で解決

していくのかといったところを、具体的な施策として、この中に掲げ
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ていくといったところになってまいりますので、まずは、アセスメン

トを受ける機会というのはそこからを糸口といったところにしまし

て、課題の大きい方には個別のケアプランをというところで必要に応

じて、コミュニティケア会議の方にもかけていって、その方の課題解

決を支援していくということを実践していくといったところでござ

います。

質問の回答になっていないようですが。

今、事務局が言った事は、ＡさんＢさんのアセスメントをして、今

までは、語弊があるかもしれませんが、画一的に保健指導と言うだけ

だったものを、きちんと個人ごとに計画的にやっていくといったとこ

ろを和光市のケアマネジメントでやるということです。

筒井委員長が言われたところの部分でいくと、ニーズ調査でやった

ことがあると思いますが、６５歳以上の方に３年間で８８個の質問を

お送りして、未回収の方等には全戸訪問したりして、その中で、リス

クがある方の点数化をして、その方にはこちらの方から打って出て、

アウトリーチをして、より詳細なアセスメントをして、健診にきてい

ただくとか、保健指導対象者にすると。それは高齢者ではやっている

んですが、今回の計画策定のデータにしている、絆調査というもので

も未回収訪問で現場へ行って、そこでヘルスサポーターの方等には、

アプローチしてもらっているんですね。その手法は子どもにも及んで

いまして、だから、全世代で和光市はニーズ調査を回答する、未回収

を訪問する、そういうところから、本当に健診に来てもらいたい方に

強くアプローチをしていくし、逆にアセスメントをして健診プラスで

それをケアする、支援する、ということをやっていきます。高齢者の

ノウハウを全年齢に展開していくといったことが今の手法で、それ以

外は、２０歳とか逆に３０歳、４０歳の方にも去年度には実行してい

ますので、受診率向上というのも重要だけど、健康意識の高い方が健

診に来るというのは、当たり前のごとくです。そうではなく、健診に

来てもらいたい人に来てもらうといったことに、訪問等の部分を行

い、そして、支援があればちゃんとプランニングをしてやっていくと、

いったところを広げていくという風にお願いします。

今、東内部長が説明された内容は報告書に書かれた方がいいと思い

ます。

分かりました。
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この報告書には、絆調査の話とか、３０代、４０代の方に対しての

アプローチの方法が書かれていません。この計画については、まずは

スクリーニングのことを書かなければいけないと思います。つまり、

今まで来てくれていた人はどうかという話ではなく、来てくれない人

でリスクがある人がどうもいるらしいというところまで分かってき

たので、その未受診者というか、アセスメントを受けてもらうための

施策というのを、打ち出しているんだということをきちんと書いた方

がいいと思います。それが書かれていないので、松下委員からは、突

然、個別マネジメントの話になるのはどうかというご意見になってい

るのだと思います。

もし、本当に、悉皆に近い形で、スクリーニングをしていかれるの

でしたら、食育は学校との連携がいると思います。その事をほとんど

ここには書かれてはいないので、追加してください。

会社との連携については、会社と協働して未受診の人について検討

してもらうようにするということが書かれていました。

でも学校の事は書かれていません。今後、食育をやるためには、学

校との連携はどうやっても必要となってくると思います。

それから、特定保健指導の予算というのは、１００％に達成された

場合、予算以上の費用が必要になりますが、和光市は、いったいどこ

から、この費用を捻出されるのでしょうか。

はい。これは全国の問題だと思いますが、全対象者が受ける事が想

定されていないですよね。受診率といったものにも届かないので、そ

こまでも想定されていない。和光市は現在不交付団体なので、仮にこ

れが交付団体として、交付税に入っているといってもそれは無理です

よね。国保の部分でいうと、新しい国保税改正等もございますので、

源資のあり方というのも、予防的な、昔は保険事業３％運動というの

がありましたけど、そういうものと一般財源を駆使して、出すような

のかなという風に思います。ただ、自助、自費の世界というのも少し

出てくるのかなと感じているところです。

つまり、健診率を上げるといっても、その予算を取っていないとい

うことですね。これは、課題ですね。

国も同じですけど、健診についてのリスクについては、普通の３０

代、４０代の壮年期の人たちは、ぜひ市内の医師会と組んでもらって、

やるような内容を入れておくと良いと思います。リスクがありそうな

人は、この壮年期に指導のルートを作ってもらうことが大事です。

また特定保健指導は、事前に、必ず 100％になるのだということが
分かれば、県の地域医療確保基金で、予算の確保をするとか、そうい



14

東内部長

筒井委員長

大夛賀委員

事務局

う準備は必要となると思います。

わかりました。

ほかにご質問、ご意見あればどうぞお願いします。

４７、４８ページのところなんですが、セルフヘルスマネジメント

というの概念が出されていて、これがキーになると思いますが、次の

４８ページになると、セルフマネジメントという言葉と、その下に循

環器系疾患のところに、セルフケアマネジメントというものが出てく

るので、この辺は統一することと、あと定義がもしあるのなら、施策

の視点なので、整理して頂ければ良いだけだと思いますので。よろし

くお願いします。

私がもう１つ気になったこと、重要だと思っていることがありまし

て、それはサポーターの養成と整理のところなんですが、資料１と３

の７４、７５ページのところです。

現状１７６人で、目標１０００人と、結構難しい値になっているな

と思っていまして、これはこの強気な設定は恐らくヘルスサポーター

以外にも介護予防サポーターとかあいサポーターがいらっしゃる、別

に多分人数がいると、ただ重複もしていると思いますが、この辺りの

ほかのサポーターの人数、重複を除いて、今総計はどのくらいになっ

ているのかとか、日常生活圏域別の養成状況とか、このサポーターに

よる活動の開催回数とか、そういった辺りの値があると、より実現実

行の可能性を帯びてくるのかなと思いますので、この１０００人が実

現可能かという見込みに値するような内容を少し書き込んで頂くと、

これが実現不可能ではないんだという事が分かってくるのかなとい

うので、その辺りの見込みがもしご存知のところがあればお教え頂き

たいと思っております。

保健センターの柴田と申します。

ヘスルサポーターの養成の人数についてですが、今現在１７６人プラ

ス今年度また２０数名増えましたので、今現在は１９８名になってお

ります。今は、フルプログラムとして、５回コース、日中４時間から

５時間の講座を受けて頂いている方達をヘルスサポーターとして登

録をしておりますけれども、その方達とは別に、入門講座のような形

の講座を今後開催することになっております。現在、要綱を改正して、

まだ、開催が遅れてしまっているんですが、健診結果説明会ですとか、

そういう機会を活用して、講座の内容を少し選ばせて頂いて、その方

達をヘルスサポーターの入門生、その上に必ずその方達には、上のヘ
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大夛賀委員

事務局

大夛賀委員

事務局

筒井委員長

ルスサポーター養成講座も受講して頂いて、きちんとした登録をして

頂くというような、２段構えでやっていきたいと考えております。そ

の上で、ここに書いてあります、マスターとかメイトといったような、

更にピラミッドの、プリントで行くと一番上に位置する方達を養成し

ていきたいと考えております。

そうすると、ここの数字で書いてあるような１９０人くらい、今お

っしゃられていた最新の状況よりも軽い層をたくさん作るという計

画はすでになされていて、その見込みで、１０００人というのが考え

られているということなんですね。

はい。先ほど申し上げましたように、まだミニ講座を開催するのが

遅れておりますので、時期的には今年度どのくらいになるのかという

のは未知数なんですが、３０年度はさらに積極的にそれは薦めていき

たいと考えております。

それと、このメイトと、マスターというのは、現行の１９０名につ

いて、またその階層を設けて、その下は周りの人を指導していくとい

う階層行動を作って、ちゃんとこの立体的なサポーターを市として整

理していきたいという構想を考えられているという理解でよろしい

でしょうか。

はい。

ほかに、ご質問、意見が無いようでしたが、私から、いくつか気づ

いたことを申し上げます。

まず、８ページですが、体系図をみてください。和光市総合振興計

画の次の階層で、地域福祉計画、健康わこう２１計画、次に医療政策

となっていますが、これは医療保険計画とか、計画でそろえてもらっ

た方が良いと思います。

それと、健康わこう２１計画と、長寿あんしん、子ども子育て、生

活困窮自立支援計画、これらは連携して、協働すべき内容ですね。

例えば健康わこう２１計画の、母子に関する内容は、子ども子育て

支援計画に入っている、という構造が示されていますが、この健康わ

こう２１計画をみても、子ども子育て支援事業計画を単独で見ても分

かるように、この計画間の連携や、協働で実現できるように考えてい

るというような構造が明確になるようにしてあげた方が良いと思い

ます。
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東内部長

筒井委員長

事務局

分かりました。

計画が複数あって、かなり複雑になっています。それから、これら

の内容は、まず指針がきて、後ろにデータが来るという構造ですが、

これを、もう少し、参照ができるように、分かりやすくした方が良い

と思います。先ほども、説明で前半部から、後半部にとんだりして、

読みにくいです。例えば、見出しを工夫して、読みやすさを考えてい

ただけるとよろしいので、お願いしたいと思います。

また、５１ページ以降は継、継、継ときて、新とありますね。新し

い施策内容は、何かが、すぐに分かるようにした方が良いですね。新

の部分をわかりやすく囲むとか、これを新しくやるんだという事が分

かるようにしてあげるとよいと思います。

細かい点ですが、すでに事務局には指摘させていただいているので

すが、統計の解析の結果の表示は間違いが見受けられます。慎重に表

記してください。前回の委員会でも、指摘しましたので、概ね修正が

なされていますが、修正されていないところが残っています。

はい。

それから、５６ページの表１９ですが、改善、不変、悪化、不明と

いう表記ですが、これは改善、不変、不明をどう解釈したのかが、よ

くわかりません。積極的から、動機付けと書いてありますが、これが

なぜ改善となるのか、これは普通の人が見たら良く分からないと思い

ます。これは書き方の問題です。おそらく、動機付けから、非該当に

なるとか、その点数が変わったということを示しているのでしょう

が、こういう書き方をするのではなくて、得点の分布を参考資料とし

て出すとかの工夫が必要です。そうしないと、何を書いているのか良

く分からないという事になってしまいます。

また、改善と悪化に比較すると、不変という評価をどう考えるかが

わかりにくいですね。どういう考え方をして、このような改善率を示

しているのかを明確に示しておからないと、世の中の人に通じないの

ではないかと思います。これには工夫が必要だと思います。

それともう一点、脳血管障害の話なんですが、和光市が再発予防と

いうことをやって、大変、良い事だと思いますが、そもそも市内の病

院に脳梗塞を起こした人が行っているのかというデータはあるので

しょうか。

市内の病院へ脳梗塞の人が行っているかということでしょうか。
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東内部長

筒井委員長
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いいえ、発作を起こした時に、最初に、どの病院に行っているかと

いう情報を市役所はお持ちなのでしょうか。

いえそこまではないです。レセプトを拾っていないので、そこまで

細かいところまではまだ把握していないです。

脳梗塞の場合、初期の対応をどこがやっているかが最も重要になり

ます。それは初動時間が関係するからです。つまり、和光市内の脳出

血、脳梗塞を起こした人がどこの病院に、最初に運ばれているか、と

いった情報やデータが整備される必要があります。初動がどうであっ

たかということは再発と強い関連性をもつことはエビデンスによっ

て示されています。最初の処置をどこの医療機関が、どのように行っ

たかによって予後がかなり異なります。言い換えれば、患者から言え

ば、どこで治療を受けたのかということですが、これらのデータを市

役所が何とか持っておいたほうが良いと思います。

それは、現状では、ＫＤＢで入手しにくいので、むしろニーズ調査

で脳梗塞の既往歴のある人に聞いた方が早いのではないかという気

もします。和光市の場合特別ですけれども。

分かりました。ありがとうございます。

あともう一点、今日は菅野先生がこられているので、ちょっとお伺

いしようと思っていたのですが、今、国で認知症初期集中支援という

のをやっていまして、初期というかボーダーの人を見つける手法とい

うのを色々考えているんですね。和光市の場合はＭＣＩレベルの人と

いうのはニーズ調査で発見するという仕組みなのですか。

荒いので言えばそういうのと、訪問に行った時にもまた各種使いま

すが、初期支援チームが今使っているのは、ダスクから何からやって

いますけど、菅野先生のところが、疾患センターになっているので、

そのルートで。それで初期支援のメンバーに疾患センターのＭＳＷと

か市内のグループホームとか、小規模多規模でアセスメント能力の高

い人間を初期支援チームに入れていて、ドクターも含めてですね。

全高齢者の何％くらいがＭＣＩレベルだという把握になっている

のでしょうか。

結構高いです。
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MCIを把握することで改善という内容は明確になります。この健
康わこう２１計画に入れるべき内容です。恐らく、長寿あんしんプラ

ンの方に細かい内容があるのかもしれませんが、それよりも、もう少

し早い時点で発見できる仕組みを和光であれば、構築できるかもしれ

ません。その話も、この報告書に入れられると、とても良いと思うの

で、長寿あんしんプランの中でどう扱っているのかということも踏ま

えて追加してください。

要は、全高齢者というよりは、４０歳以上をターゲットにすること

で、若年性認知症も発見できるような内容を４０歳以上の健診の中に

入れるというお話を追加して頂けると良いと思います。

分かりました。今年から健診は４０歳以上について始めたので、よ

り強化できるようにしていきたいです。個人的には、半強制というと

語弊がありますが、今年は認知症健診を希望制としたものの、件数が

上がらなかったので、健診に来た際に全員が受診する形が良いと考え

ています。その健診のところから疾患センターに繋がるルートは作っ

てありますので、それはより強化できると思います。

名前が出たので一言、確かに先生のおっしゃるとおり、ＭＣＩの方

が我々医療機関にかかるケースは非常に増えてきている、それはすご

く良い事だと思います。今まではこなかったと思いますので。それを

和光で色々立ち上げて、チェックして、支援チームから私のところに

来ると。ＭＣＩのレベルで何らか手段を講じて、色々なデイサービス

とかそういうところに行くと、改善しますので。ですから出来ればい

らっしゃった方がその後地域の人たちのデイサービスとか老人の会

などに参加して、引きこもりだとかそういうことから何とか抜け出

す。またそうした後のフォローアップというを本当はしたいなと思う

んです。いらっしゃって、その後また一ヶ月ごとにいらっしゃいとい

う程の方達ではないので。もう受診は今回だけで良いけれども、今後

色々なことをしながら、地域ケアシステムに入って頂いて、色々なサ

ービスを受けるということの、道しるべというか、それを出来ること

が、今ひとつの良い結果であると思いますが、本当はフォローアップ、

中にはたまにいらっしゃる方がいて、本当に改善する方も多いです。

多いといってもいいくらいなので、もし数値化できれば、良い仕事に

なるのではないかと思いますけれども。

認知症健診のことについて、補足をさせていただきます。

今年度から新たに集団健診の中で認知症健診を始めました。今年度

は４０歳ではなく、６５歳と、７０歳の対象者にだけ、希望制で行っ
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ていたんですが、来年度以降は、もっと若年の方の認知症の早期発見

というところの視点も入れまして、４０歳から５歳刻みの方で上限が

７５歳というところでの予算要求を今あげているところです。来年度

から４０歳から７５歳までの５歳刻みの年齢で、希望制でなく、全ス

クリーニングという形で計画をしております。

いかがでしょうか。これは、一応、今の修正点を含めて、修正して、

委員の方にお送りして頂いて、パブリックコメントを受けるというそ

ういう手続に入りたいと思います。健康わこう２１計画については、

このような手続きでよろしいでしょうか。

修正意見の中身については私のところで１回直っているかどうか

を確認させてもらって、それからパブリックコメントとなるので、皆

様方からは、またお帰りになられて、いい忘れたことがあれば、ご意

見を出して頂いきますようお願いいたします。修正案の締め切りはい

つですか。

今日は時間の限られた中での話ですので、年内にお気づきの点等、

事務局宛に寄せていただければまたこちらの方でまとめまして、委員

長の方におはかりして、確認して頂いて、再度皆様にも見て頂く機会

を取りますので、お気づきの点は、年内に事務局までお寄せ頂くよう

にお願い申し上げます。

どうぞよろしくお願いします。

それでは、自殺予防についてご説明お願いします。

和光市健康保険医療課の柴田と申します。よろしくお願い致しま

す。

自殺対策計画につきましては、スクリーンでポイント、前回からの

変更点、それから主に施策の部分になりますが、追加した点について

説明を致します。なお、スクリーンと同じものを資料でお渡ししてい

ますが、それの左に下に計画書素案の該当のページを記入しておりま

すので、ご参考にご覧頂ければと思います。

まず２枚目、基本理念から、変更はございませんが確認をしておき

たいと思います。

地域包括ケアシステムの機能強化による自殺防止対策の推進です。

数値目標につきましては、前回までは施策の後ろの方に載せておりま

したが、今回基本理念の前に持ってきております。

平成２７年との比較で平成３８年には、３０％以上の減少をとい

う、国の指針が出ておりますので、それにあわせて数字を出しており
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ます。基本方針、こちらも変更はありませんが、確認をさせていただ

きます。

①自殺に至る可能性の高い経路（危機経路）上のリスクを持つ者を、

各領域において早期段階で発見できる仕組みを構築する。

②危機経路上の複合的な課題を解決し、自殺に至る経路を絶つ。

とあげております。

次に現状と課題ですが、第１回、第２回でお示しはしましたが、簡

単にまとめさせて頂きますと、若年層から中年層、特に男性の経済、

生活問題の深刻化の前に対策をとるという取組をする必要がある、孤

立化を防ぐ取組が必要である。それから、自殺未遂者の再企図の防止

の必要性、若年層から中年層の軽度の精神障害がある方に対して、将

来を見据えた社会復帰のケアマネジメントが必要であるということ

をあげさせて頂いております。

続きまして、３ページに自殺の「予防」と「発見」のための取組み

として、この縦軸には地域包括ケアシステムの視点から考えた、公助･

共助・互助・自助という分類を載せ、横軸には２行目から、自殺の要

因をそれぞれあげております。それを大きく領域に分けて、４つあげ

ました。この分類でもって、この事業とサービス、ここの機会を予防

と発見の機会と捉えて、施策を進めていくという表になります。

次に、その具体策、予防としてあげておりますのが、具体的な施策

の案として、事業内容であげております。内容としては大きく２つに

分かれます。１つは、例えばリーフレット等で、人を特定しないで、

広く周知をしていくという方法、もう１つ、ここが大きいのですが、

相談や申請の場所で、個別にアセスメントが入って、その中に合わせ

た案内なりで次の何かに結び付けていく施策を打つということ。この

２つに大きく分かれる内容として、書いております。それが、計画書

の２２～２５ページに書いております。ここから前回ご意見を頂い

て、精神疾患の方に対する施策をどうするのか、、それから１０代等

の若い時からの教育をどうするのか、そしてゲートキーパー的な役割

を担う人々の存在をどのように育成していくのか、後はストレスチェ

ックについてはどのように考えているのかというようなご意見を頂

きました。それを踏まえまして、お手元にある施策のところには計画

として書かせて頂いております。

次は発見になります。内容としては、一番上の経済・生活・仕事の

領域の中で、失業者の方たちに対して、失業後失業後、国保加入時の

窓口においてアセスメントを行い、その後の国保税等納付状況を継続

して把握していく等、一番最初に応対した場面でのアセスメント以降

もその方の状況を継続してモニタリング、把握するそういう形で見て

いって、経路を遮断するという、早い段階でリスクを見つけて、経路
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を遮断していくということをしていきたい、ということをこちらには

書いています。

次に支援になります。和光市では、本計画に基づき実施する自殺に

至る可能性の高い経路（危機経路）上の複合的な課題解決のための個

別支援は、多制度・多職種によるケアマネジメントの手法を用いて行

います。このケアマネジメントは、生活全体のアセスメントを抽出し、

そこからその方の課題解決に向けたプランを作成し、それに合わせ

て、それぞれ多制度・多職種ということでチームで役割を明確化して、

支援にあたっていく、そして問題解決の状況を重視した評価をモニタ

リングしながら、この方の課題が解決したかどうか、もし課題が解決

できなかった場合については、その項目について再度アセスメントを

するというサイクルでもって、実施していくということを書いており

ます。

続きまして、自殺未遂者の再度の自殺企図防止として、救急医療部

門に搬送された自殺未遂者に対して、退院後も継続的に適切に介入す

る必要があります。その方の深刻化している自殺の要因の解決に向け

たケアマネジメントを実施していくため、消防・医療機関との連絡調

整をどのように進めて行くかということを考えていきたいと思いま

す。もう１つ、再企図防止には、家族等の身近な人の支援が重要です

が、家族等を支えるための相談支援体制も進めていきたいと書いてい

ます。

次に、自殺者の親族等に対する支援ですが、残された家族に新たな

課題が発生したり、あるいはそこの世帯の課題がそのまま残っていた

りということがあります。ですので、自殺者の家族等に対しても、リ

スクを有する人として、多制度・多職種による支援を行っていくとい

うことを載せております。

次に和光市の地域包括ケアの概念図、自殺予防対策の概念図として

載せております。

就労支援、保健・医療基盤とか、地域での支援、学校・教育基盤と

いったところが水平で統合された形、地域のサービス基盤が効果的に

連携する形でもって、それぞれのところで、アセスメントは行いつつ、

なおかつ、コミュニティケア会議などの場で、それを統合して、その

方その方の、ケアプランを作っていくという、そういう形で進めて行

くという図がこちらになります。

最後に、体制整備と人材育成については、和光市では知識の習得、

実践による育成の大きく２つの柱で進めて行くと考えております。市

の保健福祉関係担当、税の関係担当職員のほか、ヘルスサポーターで

すとか民生委員など地域で活動する方達についても専門的知識を習

得するとともに、ハイリスク者の早期発見、解決のための方策など、
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この市の基本方針や目標等の理解と合わせて、習得していただけるよ

う座学による研修を行っていく。また、個別のケアマネジメント行う

人についても習得を随時行って、個別支援の質の向上を図っていくと

いうことを書いております。そして、実践による育成は知識の習得を

しつつ、その現場において、柔軟かつ的確に対応できるようにその習

得した知識を活用し、そして、実践を積み重ねながら、能力の向上を

常に図れるような形で育成をしていきたいと考えております。

本日この場でご説明させて頂くのは以上になります。

ありがとうございました。この報告が報告書の素案になりますが、

これについてご質問、ご意見がございましたら、どうぞお願いいたし

ます。

自殺対策に関しては、県の方も１０年前から委員会とか、医師会の

委員会もあるし、そこである程度もう形を作られてきていると思うん

ですよ。もちろんそれを見られて作られたと思いますが、つらつらと

書いてあって、非常に具体性に乏しいような気がするんですね。

ですから、座学で、ゲートキーパーを作って、ある地域ではゲート

キーパー民生委員さんとか色々なものを集めて、具体的にもう進んで

ますよね。ですから、もうちょっと具体的に誰が何をやるということ

までを分かりやすく書かれた方が良いと思いますけれども。逆に県で

作ったものとかをそのまま出してもらった方がよっぽど分かりやす

いのではないかなと思いますが。失礼だったらごめんなさい。私もも

らってきた資料がありますので、そこら辺をお調べになって。何から

始めていくのか、誰が自殺に対してやるのか分かりにくいです。精神

科医の介入、ゲートキーパーとの連絡、行政との連絡等、現実にはや

っていますよね、そういうことは。

それから、ハイリスクならハイリスクの人たちはどうだというよう

な表がありますよね。例えば自殺未遂の既往など。あとは嗜癖とか。

そういうのはハードルが低くくなるから、自殺しやすいとか。そうい

うものは、具体的にもう出てますから、それをそのまま使った方が良

いと思いますけれども。

ありがとうございます。

それは、具体的に１２ページの現状と課題というところで、現状で

こういう施策があるという、項を設けるということですよね。

国と県とすでに医師会でやられている中身をこの節の最初に書い

て、まとめておくという事が必要だということをおっしゃていただき
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菅野委員

筒井委員長

山口委員

事務局

菅野委員

筒井委員長

事務局

筒井委員長

ました。また、施策についてもですね。２１ページの事業の体系のと

ころで、公助・共助・互助・自助、それぞれに、すでに行われている

内容を追加して欲しいということです。

すでに数などを把握されていれば、それも各先生にお伺いして追加

されたら良いと思います。その結果として、今、どのくらいの人数を

把握されていて、これらに対して、どういう対応ができたかというの

を書いて追加しておく必要があると思います。

自殺に関しては、ここで発見された場所が自殺の数になりますよ

ね。ですから、静岡県ですとか、山梨県、すごく多かったり。ですか

ら、和光市でこの場で自殺する方もいるでしょうけど、どこかへ行か

れて自殺する方もいるでしょうし。警察の方はなかなか教えてくれな

い場合もありますけど。消防の方達にも和光市で自殺はどうだったか

というのをもう少し詳しく分析できればと思います。

ほかにご意見、ご質問ございませんか。

今のことに関連しているとは思いますが、地域包括ケアの概念図が

ありますが、マネジメントリーダーが、どのあたりになるのかという

のが、多分対象者によって変わってくると思いますが、マネジメント

リーダーがどういった連携がとれるかというところがあやふやだと、

まとまらなくなってくるので、そこら辺のことを学習を今後していく

ことになるのでしょうか。

はい。記載がないので、その辺については追記します。

いのちの電話というのがあって、そういうケースも和光市も含めれ

ばいるかもしれないし、例えば、会社経営者のひとたちも、職場のほ

うにも会社側の自殺の委員会があります。そのメンバーがその中にも

入ってくると良いと思います。

今先生がおっしゃったのは、３１ページに登場人物も書いてない

し、警察も、いのちの電話も担当者も入っていないしということです

ね。それと、この図の内容は垂直統合ではないですね。間違いだと思

います。

申し訳ありません。今回お配りした素案では修正しております。

ほかにご意見等ございませんでしょうか。これも、国から資料が出
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筒井委員長

事務局

筒井委員長

事務局

筒井委員長

るのが遅れていますが、最終的には、それも入れて頂けるかな、２月

だと間に合うのではないかと予想してはいますが。

そうですね、いわゆるビックデータの話と、市ごとのプロファイル

がみそで、今、菅野委員が言われたところの、うつ状態から自殺企図、

いのちの電話、というレベルという話と、国保に入ったときに、次に

社保に行く間が長くなってしまった人が、失業しないように、どうや

っていくんだとか、ハローワークの所長もいらっしゃいますけど、す

べてが繋がりますよね。

自殺大綱は、市ごとのプロファイルがどれだけのビックデータから

どういう風に出てくるのかといったところ、一番注目しているところ

が出てこないので、それは待ち遠しいところですね。

いかがでしょうか。それを出来次第、入れて頂くという感じでよろ

しいでしょうか。ほかにご質問、ご意見ありますか。

まずは、菅野先生から資料をいただいて追加してください。厚労省

から先ほどから申し上げてますように、マニュアルがそれが出る予定

になっていますが、年内はちょっと難しいというお話ですが。それで

は、修正、意見等反映して、委員の皆様にお送りして追加をしてくだ

さい。

埼玉県の施策も追加してください。これまでの状況という事につい

ては菅野先生から頂く情報のほうが正確ですね。それを教えていただ

いて、修正していただいたものを私のところに送って頂きまして、パ

ブリックコメントを受けて、最終案は２月中にという予定ですすめた

いということです。

まずは修正について、今日少し見て頂いたと思いますが、是非ご意

見等を頂きまして、これも年内にお願いしたいとのことですか。

できれば年内にまとめて頂ければ。

では、年内に頂くということで、それを踏まえて、修正案を委員の

皆さんに送って頂くということでよろしいですか。

はい。

とくに実行については、誰が何をやるかということを、書いて欲し

いです。できましたら、ハローワークではこういうことが出来ますと

か、そういうことを書いて頂けるとよいと思います。後は教育関係で

すとか、民生・事業・生活・福祉委員の方々で、こういうことが出来
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事務局

筒井委員長

山口委員

筒井委員長

事務局

筒井委員長

渋谷委員

東内部長

渋谷委員

東内部長

るんではないかとか書いていただけるとよいと思います。このほかに

も薬剤師会でできることを書いていただけるとよいですね。

自殺の予兆を発見するために、各会で、どういうことができるかと

いうことを書いて頂けるとありがたいです。

市役所のほうにもう一回修正案を出して頂くということなので、ぜ

ひともお願いしたいと思います。よろしいですか。

はい。よろしくお願いします。

では皆様のご意見がなければ事務局からお話して頂いて。

よろしいですか。

今の宿題という事に対して、こちらが書くものの設問を一度お渡し

していただいて、お返ししたいと思うんですけれども。

この修正案を頂く時に、こういう修正案が欲しいということをもう

一度委員の皆様に送って頂けるかと、それを持って打ち合わせとかし

たいということですよね、こういう風に意見を求められているので、

こういうことを書きたいということですよね。ではそれを書いて送っ

て頂けますか。

そこは、工夫をして、何らかの形でお出しできるように。

それを今日、明日中に送って頂きますようお願いいたします。

私達、小学校、中学校、保健の方を代表してきているんですが、学

校で行っていることは出ているのですけれど、本当にこれでいいのか

どうか私達だけでは、この内容でいいかどうか、読んで疑問に思うと

ころもあるので、誰に相談していいか。私達だけではこれでいいです

と答えが出来ないんですが。

それは、学校内ということですか。

そうですね、学校では、校長ですし。

教育委員会から推薦されて委員として出ていただいているので、そ

こは学校からの代表として意見を出していただくこともあり、また逆

にいち委員として意見を出して頂いて、私達が総合教育会議の場だと

か、そういったところでやっていくことも可能ですので。どちらかと
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筒井委員長

渋谷委員

筒井委員長

いったら、今までにない本当にそう思う斬新なところは出していただ

きたいと思います。子どもの場合は、いじめから自殺という、パター

ンが４つ重ならなことがあるなど、、肌で感じていることを出して頂

いた方がいいのかなと。逆にそれを抑制されるのもどうかなと思いま

す。

２４ページ、２７ページの、学校として出ているところの内容につ

いては、これはどなたが作ってくださったか分からないですが、吟味

して頂きたいというのもあるので。

２４ページの（４）のところで、保健学習におけるこころの健康に

関する指導ということとか、子供のための相談機関の活用、いのちの

標語の作成、ヘルスサポーターによる本の読み聞かせ、子どものＳＯ

Ｓについて、地域を含めた周囲の大人がどう気づき、どのように受け

止めるかについて研修を実施しますとありますが、この中で今、おっ

しゃっている中身でどうなのかというのは、どこなのでしょうか。

確かに、保健学習もしていますが、これだけの表現でいいのかどう

かというのはあります。

計画というのは、先生方が広げたいことの一番上の部分を例えば一

行、２行でも書いたら、実行の時には更にもっと落としていきますの。

ただ、各論をやるのにも上に書いてないとやれないんですよね。

これは、大体皆さんやっておられる事とかと思いますが、表現がこ

れだとちょっとまずいとかがあれば、今、指摘して頂いてもらった方

が、市役所としては大変助かると思いますが。

小学校も中学校も人間関係づくりをしているところなので、保健学

習以外のところで、例えば、暖かい人間関係づくりを気づく方向みた

いな感じで話し合い活動の中で、自分の意見も言う、人の意見も聞く、

でも、１つのことを決めていくのには、折り合いを付けながら、自分

の意見は変わらなくても、折り合いを付けながら見ていこうという、

そういうことをやったりしながらの、人間関係づくりのようなことを

しているんですけど、そういったことは入れなくていいのかなと。

細かくしすぎたら分からなくなってしまいますよね。

今の話だと、保健学習におけるというのは、やめた方が良いかもし

れないですね、保健学習以外もやっているのだということなので。
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東内部長

筒井委員長

事務局

心の健康に関する指導とか教育とかにしておいた方が広めに取れ

るということですね。このほかにありますか。例えば、いのちの標語

の作成とかというのは、ここに、すでに示されておりますが、これは

これで菅野先生良いのでしょうか。今現在、やっているということで

すが、よろしいですか。

やっているのであれば、入れたら良いのではないでしょうか。

大きい内容と、小さい内容が混在して違和感があるということです

ね。今、そういう疑問があれば、ぜひ、おっしゃってください。よろ

しいでしょうか。

年末までに頂ければやりますので。

年末までにということなので、こういうことをお願いしますという

ものを、もう一度市役所のほうに送って頂くことにしましたので、関

係の方と少しお話して頂くという事はないかもしれませんが、皆様方

は代表で来ておられますので、「私はこう考えます」でも、よろしい

かと思います。

是非、ご意見をお出しください。では、不足部分については、菅野

先生、どうぞよろしくお願いします。

それでは、一応議事はこれで終わりでよろしいでしょうか。

事務局お願いします。

本日は、お忙しい中、長時間にわたりまして、ご審議を頂きまして、

誠にありがとうございます。先ほど委員長からもお話がありました通

り、来年の 2月の中旬から下旬にかけまして、パブリクコメント終了
後の意見を踏まえた内容を皆様にご提出さしあげるための会議を設

けさせて頂きますので、何卒よろしくお願い致します。

では、これをもちまして、委員会を終了させて頂きます。

本日は誠にありがとうございました。


