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会 議 録

平成 29年度 第 2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 11 月 7 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 14 時 30 分

閉 会 時 刻 午後 16 時 30 分

出 席 委 員 事 務 局

筒井 孝子

福田 敬

大夛賀 政昭

内野 裕嗣

山口 はるみ

大澤 勇

蔵下 智子

川渕 由美

二宮 政明

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 富澤 崇

地域包括ケア課 吉田 智子

欠 席 委 員 傍聴人

１名大澤副委員長

菅野委員

竹田委員

小室委員

備

考

会議資料

・次第

・和光市健康わこう２１・自殺対策計画策定委員名簿

・座席表

・（資料 1）健康わこう２１計画資料（A4版）
・（資料 2）和光市自殺対策計画資料（A4版）

発言者 会 議 内 容
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事務局

東内部長

事務局

筒井委員長

1 開会

本日は、ご多用のところお集まりいただきまして、ありがとうござ

います。

只今から、第２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。開会にあたりまして、東内保健福祉部長から

ご挨拶を申し上げます。

2 挨拶

皆様こんにちは。本日はお忙しい中、当委員会にご参所いただき、

こころから御礼申し上げます。本日も筒井委員長中心に審議を深めて

いただきたいのですが、先般、衆院選挙も終わり、消費税の増税とい

ったところの使い道の変化もあり、高校無償化や子育て対策というの

も非常に重要でございます。私達としては、来年４月１日からの社会

保障の財源含む政策といったところは、国の向かう方向性のこともし

かりですが、現場では、正直１１月、１２月に確定して、１月には市

民の方へのパブリックコメントを行い、そして介護保険や国民健康保

険含め３月には協定をして、４月１日は新しいものが始まると、待っ

たなしの状況でございます。そして本会議は健康わこう２１を中心に

自殺対策計画を行っていきますが、国民健康保険に対しても介護保険

に対しても、ひいては、子ども子育てに対しても、本計画というのが

非常に有用に絡んでくる事項になります。その中では、関係者各位の

忌憚ないご意見を頂きたいという風に思います。後で、説明の中で新

しい和光市の計画の位置づけの概念図が少し紹介されますが、もっと

もっとブラッシュアップをしていきたいと思っておりますので、お話

し合いの中で是非ご意見を頂けたらと思います。まだまだ資料には不

備等がございますが、何卒ご了承いただき、様々な意見交換を頂きま

して市民のための計画を作りたいと思っております。本日もどうぞよ

ろしくお願いします。今日、子どものあんしん部からも喜名部長に出

席をいただいて、和光もネウボラをやっておりますので、子どもあん

しん部と保健福祉部が縦割りを起こさないための構造というかスト

ラクチャーというか、地域包括ケアモデルなので、その関係から子ど

もあんしん部の喜名部長にも出席をいただいております。それでは本

日もどうぞよろしくお願いいたします。

会議の進行を筒井委員長にお願いいたします。よろしくお願いいた

します。

ただいまから会議を開会します。

議事に入る前に、事務局から本日の出席状況を報告願います。
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事務局

筒井委員長

事務局

本日の出席委員は１４名です。

出席委員数が過半数を超えていますので、会議は成立いたします。

続きまして、議事録署名人を指名します。

名簿順で、山口委員と蔵下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い

ただきますので、宜しくお願いいたします。

今日は和光市民の方から、自殺対策計画に関して「ひきこもり対策」

の視点からご提案が寄せられています。本委員会の設置要領では、必

要に応じて委員以外の方を会議に出席させ、意見を聴くことができる

とされていますので、今後の議論の参考とするため、議案審議終了後

に、この方を参考人としてお招きし、ご意見をお聴きしたいと思いま

すが、これにご異議ありませんか。

異議なしと認め、議案の審議が終了した後で、ご意見を伺う時間を

設けたいと思います。議事の進行の都合から、参考人の説明時間は

15分とさせていただきます。
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)、「各計画策定における現状と課題及び施策方針について」、
｢第二次健康わこう 21計画｣ について事務局から説明願います。

地域包括ケア課の富澤と申します。よろしくお願いいたします。私

のほうからは、健康わこう２１計画の概要等につきまして、説明を進

めさせていただきます。皆様のお手元の配布資料、冊子、計画の概要

という形でお配りさせていただいておりますが、その中で要点につい

て、こちらのスクリーンで説明させていただきます。よろしくお願い

いたします。まず計画書の２ページ、前回の本策定委員会におきまし

て、計画の趣旨、概要及び構成、理念方針等につきましてはご協議い

ただいてご承認をいただいていると思います。その中で計画の位置づ

け、他の計画との関連性につきましては、ホワイトボードを用いて説

明させていただきましたが、きちんとした資料の形ではご提示できて

いなかったという部分がございますので、今回は改めてご提示させて

いただきます。まず、和光市の計画の内容と致しましては、市全体の

政策の方針を定める和光市総合振興計画がございます。そちらに基づ

いて、各部門別の計画として、福祉計画としては、地域福祉計画、健

康系の計画としては、健康わこう２１計画、医療系の部分としては、

医療施策として健康づくり基本条例に基づいて、国保医療計画とかデ

ータヘルス計画、特定健診等実施計画があるという状況になっており
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ます。一方で、地域福祉計画におきましては、個別の実行計画として

障害では、生活困窮、子どもや長寿あんしんプラン、いわゆる介護の

部分です。健康わこうにおきましては、今回改めたと同時に策定のほ

うをさせていただきます、自殺対策計画や、食育推進計画、こちらは

自治体主体いわゆる共助・公助の計画という形で策定いたしまして、

日常生活圏域の中に展開をしていくという風な構造になっておりま

す。一方で、共助・公助のというところで触れされていただきました

が、地域の中に展開するに当たって、自助･互助の部分についての計

画の策定がございます。１つは、地域福祉計画の地域における活動計

画としての地域福祉活動計画。もう１つ、健康わこう２１計画に関し

ましては、いわゆる活動計画という形にはなっておりませんが、一部、

自助･互助の機能を担った計画という形でこちらの方にも記載をさせ

ていただいております。これらの計画を、地区社協の中にコーディネ

ートできる人材、福祉においては福祉コーディネーター、健康部門に

おいてはヘルスコーディネーターのようなものを設置して、それを統

括した上で、日常生活圏域においては包括支援センターの統合型とし

て整理をし、ケアマネージャーや母子ケアマネージャー、健康におき

ましてはヘルスマネージャーのようなものを設置して展開をしてい

く、そのような形で検討して、構成するという風になっております。

こちらが前回お示しできなかった部分の計画の位置づけになってお

ります。

そちらを踏まえまして、こちらも前回ご説明したところがございま

すが、計画の理念と方針についての資料となっております、５ページ

です。計画の理念と致しましては、健康わこう２１計画は、「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」

これを達成するための方針として５本の柱を立てております。

①疾病予防、重症化予防施策のさらなる推進による医療費適正化

②「セルフヘルスマネジメント」の普及による食育と連動した生活

習慣病予防の強化

③特定健診・特定保健指導における改善率を評価指標とし、目標値

を設定した事業管理を推進

こちらに関しては、基本的には生活習慣病予防ですとか、そういっ

たところに力を入れた方針となっております。

④和光市の特徴と致しましては、稼動年齢層が極めて多い中で国民

健康保険の加入者のみならず社会保険加入の方に対してもアプロー

チをしていかないと、市民に対する健康施策が機能していかないとい

ったところで、健康づくり基本条例の機能を活用した、課題解決への

新たなアプローチ手法の創出

これら４本の方針を、地域の中に根付かせるというところで、東京
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オリンピックが、２０２０年にございますが、そちらにおける健康づ

くりの機運上昇、感心を捉えて、ヘルスサポーターによって、地域に

おいて健康づくりを推進していく。こういった構成で本計画を推進し

ていくという風に位置づけております。

そちらを踏まえまして、今の和光市の現状はどうなっているのかと

いうのが、計画書の６ページ以降の資料となります。

まず、和光市の平成４２年までの人口ビジョンというようなところ

ですが、１点目、現状今和光市は人口８１，０００人弱です。それが、

９０,５００人ということで、人口は約１割強増加いたします。人口
が１割増加していく中で、０歳から１７歳いわゆる児童人口に関して

は若干減ります。それで、１８歳以上の人口が増加するというところ

で、まず１つ傾向としては、高齢化極端ではないですけれども、少子

化が一部進行している状況がございます。２点目のポイント、平成３

３年まではグラフ水色の部分が６５歳から７４歳、いわゆる前期高齢

者に該当します。オレンジの部分は７５歳以上、後期高齢者というこ

とで、平成３３年までは、前期高齢者の数が後期高齢者の数を上回っ

ていたんですけれども、平成３４年で、その数字が逆転します。後期

高齢者の数が多くなります。そして、平成３７年、２０２５年にはそ

の差が今の前期高齢者と後期高齢者が完全に逆転して、以降その差は

拡大傾向にあります。ですので、先ほど説明の中で高齢化は緩やかで

すというご説明をしましたが、この先には超高齢化の社会が控えてい

るという現状になっております。ではその中で、平均寿命・健康寿命

はどうなっているのかというのが、次の資料になります。まず、平均

寿命でいきますと、平成１２年から平成２７年までの１５年間で、和

光市の平均寿命は男女共に２．４歳延長しております。長生きになっ

ているという状況があります。その中で平均余命は０歳児の平均余命

は男性が 81.32歳、女性が 86.96歳、女性の方が５歳ほど、ご長寿で
す。６５歳時点であと何年くらい平均的にはご存命するかというデー

タについては、６５歳平均余命で、男性は 84.29歳、６５歳から大体
19.29年、女性に関しては 89.01歳、６５歳から２４年、平均的には
あるという統計になっています。その中で、健康寿命、要するに介護

支援等受けずに生活できる寿命、こちらは基本的に要介護２以上を健

康寿命の定義としておりますが、要介護２以上にならない年齢という

のが、男性が 82.88、約８３歳、女性が約８６歳ということで、男性
は大体１年半くらい入院したり、介護を受けたり、女性の場合は３年

程度介護や入院を要するという状況が１つデータとして上がってお

ります。平均寿命が延びております、健康寿命が延びておりますとい

う状況の中で、ライフステージ別の死因に目を向けますと、２５歳か

ら４４歳、壮年期におきましては２位に悪性新生物、がんですね。中
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年期におきましては１位、高年期においても１位で、死因の１位はが

んになっております。次にポイントとしては、壮年期の第５位は脳血

管疾患、中年期の第３位に脳血管疾患、高年期の第４位に脳血管疾患

という、脳血管疾患においてもいずれの年代においても高い順位にあ

ります。もう１つ特徴としては、この後の自殺計画についても概要は

触れますが、壮年期の死因の第１位は自殺です。30.4％、ほぼ３人に
１人の方が自殺でなくなられている状況がございます。ですので、ま

ず病気、健康ということでいきますと、この悪性新生物、がんに対す

る対応といったところと、脳血管疾患に対する対応というのが必要に

なってくるというのが、一点この図から見て取れます。

今のは和光市の全体像というところだったんですが、次の単元別、

国民健康保険に加入されている方の状況についてご報告させていた

だきます。まず、ポイントと致しましては、加入者の数、加入率、い

ずれも平成２４年度をピークに下降傾向にあり、現在は２割を割って

いる状況になっております。健康保険の加入者は減っています。その

中で、平成２８年度年齢別国保加入者・加入率でみると、６５歳以上

に関しては高い加入率を示しておりますが、稼動年齢層、２０歳から

５９歳までの加入率は平均すると大体１５％弱ということで、国保加

入対象とした施策のみだと市民の健康増進に係る効果は限定的にな

ってしまう、国民健康保険に加入していない方に対しても有効な施策

を打っていかなければいけないという状況になっております。今は加

入率の話でしたが、次、計画書の９ページになりますけれども、医療

費の推移、総額の資料となっております。まず、国民健康保険に加入

されている方が減少傾向にあるという話の中で、医療費の総額も平成

２７年度から平成２８年度には一定度減少しています。その中で、年

齢別の内訳を見ますと、基本的には当たり前のところかと思います

が、一部例外がございますが、年齢が上がるにつれて、医療費の総額

は上がっていきます。６５歳以上で、医療費全体の約６割を、６０歳

以上で医療費全体の約７割を、この下の３つの段で医療費全体の７割

を占める状況が出てきております。ですので、医療費の適正化、医療

負担の適正化というのを考えた際には、高年齢において医療費が増大

しないような取組が必要になってまいります。そちらを踏まえて、次

のページの一人当たりの医療費の推移です。一人当たりの医療費は先

ほど、総医療費は平成２７年から平成２８年に掛けて減りましたとい

うご報告を致しましたけれども、一人当たりの医療費は基本的には増

加傾向にございます。ここ５年間で１４.３％増加しているという状
況がございます。その中でポイントと致しましては、５５歳から５９

歳の一人当たりの医療費の平均額が、大体３０万円弱という形になり

ます。それに対して、６０歳から６４歳の一人当たりの医療費が大体
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４５万円弱ということで、ここの５歳区分とここの５歳区分に年齢区

分が上がる際に医療費が１．５倍に爆発的に増加しているという状況

がございます。ですので、医療費に対するインパクトのある施策をと

いう形になった際に、ここの部分で手を打たなければいけない、稼動

年齢層６０歳以上、６５歳以上になる前に発症予防や、重症化予防が

必要になっていくというデータになっております。

すみません、計画書のもしかすると資料の数字の中で、５５歳から

５９歳の平均医療費と６０歳から６４歳の平均医療費、同様の数字に

なっているかもしれないですけれども、そちちらは誤植となっており

ますので、改めて訂正したものを送らせていただきます。

ここちょっと、構成変わってしまうんですが、計画書でいきますと、

２１ページ、国民健康保険に加入をされていらっしゃる方で、継続的

に国民健康保険に加入をされていらっしゃった方と、仕事等をやめて

社会保険から国民健康保険に切り替わった方の医療費の比較という

形になっております。こちらを見ましても、継続的に国民健康保険に

加入されていた方よりも、新規に社保から国保に切り替わった方の方

が、基本的には一人当たりの医療負担が大きい、そしてその負担の差

というのは年々拡大している状況がありますので、国保に切り替わっ

てからのアプローチではなくて、稼動年齢、お仕事をしている間、社

会保険に加入している間から、発症予防･重症化予防のアプローチが

必要になってくる。こちらが先ほど方針であげたところの、健康づく

り基本条例を活用した新しいアプローチの手法が必要だというのが

こちらになってまいります。

次が、また前後してしまって申し訳ないですが、計画書の１１ペー

ジ、国民健康保険の医療費のところに目を向けますと、通院に関する

医療費についての表がございます。特徴といたしましては、平成２７

年、２８年ともに、糖尿病、高血圧、腎不全、脂質異常、関節疾患と

いうことで、いずれも生活習慣病に分類される病で、医療費の上位５

名を占めている、全体の３割以上を占めているという状況がございま

す。生活習慣病というところになりますので、これに対した、食育と

か運動等で生活習慣の改善の取組を支援していかなければいけない、

進めていかなければいけないという状況が見て取れます。

同じく下のグラフでいきますと、入院医療費のグラフになっており

ます。１位に関しては、統合失調症の方の長期入院等がございますの

で、医療費として一番多くでておりますが、その他の特徴として、脳

梗塞、脳出血の医療費が２７年から２８年と比較して、大きく増大し

ているというのが一点、２７年度は大腸がんが第５位に２８年度は肺

がんが第３位に、がんがいずれも高額医療の中にランキングしている

という点がございます。脳梗塞、脳出血の患者、特に脳梗塞の部分に
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つきましては、平成２８年度の入院状況の数字で見ますと、全部で３

７名入院されてらっしゃる方がいらっしゃいますが、うち、１７名が

初回入院、初期発症の部分、その同数の１７名が、５年以内か５年以

上かのくくりはございますが、再発して入院されている方、再発で入

院されている方が、初回発症の方と同じくらいいらっしゃるというこ

とで、この発症予防と再発予防と両方の支援が重要だという形になっ

ております。また、先ほどライフステージのところの死因でも触れさ

せていただきましたが、がんに関しても死亡率が大変高いというのが

一点、また医療費の部分においても、大腸がんや肺がん等は、高額の

医療費負担が発生しているという点が一点、それらを踏まえて、がん

は早期発見、早期治療が一番肝要というところで、がんの受診をどん

どん推進していくという仕組みが必要になってまいります。

今、通院･入院のところにその生活習慣病というところのお話を致

しましたが、生活習慣病に関する、現在国民健康保険加入者に対する

アプローチとしては、特定健診･特定保健指導というものがございま

す。この特定健診ですが、まず全体的な数字でいくと、２８年度対象

者９,７８８名に対して、受診者数４,１５０名ということで、まずは
受診率が５割未満です。６割近くの人間はそもそも受診ができていな

いという状況がございます。なので、未受診者に対するアプローチが

必要です。受診率を上げるのとあわせて、未受診の方に対しては、別

のアプローチが必要になってくるというのが一点ございます。

また、服薬をしていてもメタボが改善していかない、あるいはメタ

ボには該当しないんだけれども、お薬を飲まれている中で状況が良く

なっていかないという方もいらっしゃいます。そこが１８．３％の数

字になりますが、こちらに対しては、医師による服薬指導だけではな

くて、それ以外の治療支援がまた必要になっております。合わせて、

服薬等と合わせた食育や、食事･運動を含めた生活習慣の改善が必要

という課題が出できております。

今までのページはいわゆる国民健康保険の概況についてご報告を

致しました。次のページ、計画書１３ページからは、介護保険の概況

についてご報告を致します。

和光市は、介護保険に関しては多先駆的な取組を行っているところ

で、数字のところでいくと、先ほど高齢人口、市民の人口が増えてい

て、高齢人口が増えているというところから、認定者数は増加してお

ります。平成１８年から２９年の１１年間で１,０７８人から１,３９
５人、１．３倍程度に増加しています。その中でも特に、要介護１・

２の比較的軽度の介護認定者が増加している、ここ５年間で１．４倍

に増えている状況がございます。ただし、介護事業に力を入れている

というところで、軽度者に身体及び生活機能の改善効果が計られてい
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事務局

ることから、認定率は９％台で推移しています。介護者数は増えてお

りますが、それは人口の増加に応じたものであって、いわゆる認定率

といったところでは、安定して推移していて、更には全国１８％台と

いうところ、約半分の数値で推移しているという状況になっておりま

す。

先ほど、要介護１･２が増えているとお話しまたが、要介護認定の

全体のところでいきますと、認定事由の第１位は認知症になります。

グラフの赤茶色の部分が認知症なんですけれども、こちらが認定事由

の第１位になります。第２位が脳血管疾患、こちらが水色の部分です。

要支援におきましては、程度が軽い部分に関しては、単独の疾患で見

ると、脳血管疾患が第１位となります。割合的に見ても第１位です。

認知症より多いです。ただ、特に要支援１・２、要介護１に関しては、

高齢による衰弱や、転倒･骨折、関節疾患等「廃用症候群」として捉

えた場合には、廃用症候群による要介護の認定が第１位になってまい

ります。脳血管疾患のところに話を戻しますと、一番下が男女別の認

定事由の違いになっておりまして、女性よりも男性の方が優位に脳血

管疾患の数が多いという形になっております。もちろん全年齢に対し

てアプローチはするんですが、ここの部分では脳血管疾患の原因とな

る、高血圧や、脂質異常の発症や、重症化予防がもっと若い段階で必

要です。一方で、第１位、廃用症候群の部分については、今行ってい

る介護予防というのを今後進めていくことで、状況の改善を図ってい

くことが必要だとなっております。

ここまでは和光市の全体像、国民健康保険、介護保険の状況からみ

た現状及び今後の施策の展開･課題という風になっております。この

課題を踏まえまして、このあと担当より、施策の展開についてご報告

をさせていただきます。私からは以上です。

保健センターの松岡と申します。よろしくお願いいたします。

和光市の現状と課題をふまえ、ここからは、領域別の健康づくりの

施策について述べてまいります。

お手元の計画書とスライドを使用しながら説明させていただきま

す。

まず、こちらのスライドですが、現状と課題の全体像をお示しした

ものになっております。計画書の方には入っておりません。

様々な課題について、大項目として、１健康生活、２食生活、３身

体活動・運動といったように、８地域における健康づくりまで、８つ

の分類し、それぞれの大項目に付随するものとして中項目の課題を列

挙しております。

本計画では、基本方針に掲げたとおり、アウトカムとして医療費に
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着目しております。

その適正化を図る上で重要な課題として、特に、（２）特定健診及

び保健指導の水準の維持及びメタボ改善に向けた取組、（３）がん早

期発見率の向上、（６）循環器疾患における再発・重症化予防、（７）

糖尿病における重症化予防

これらの課題への対策が必要であり、これを重点的に実施する計画

を目指しております。

それでは、１健康生活からご説明いたします。お手元の計画書では

１７ページをご覧ください。

こちらの２つのグラフをご覧ください。こちらは、やせ、肥満者の

割合の推移を示したものになっております。左側の縦軸が２０歳から

２９歳、３０歳から３９歳というように１０歳刻みの年代別で、２本

の横棒は、上段で平成２６年度分、下段で平成２８年度分の調査結果

を示しています。

こちらの丸で囲ってある部分、黄色く表示されている部分ですが、

３０歳代～６０歳代の男性全体のうちでは約３割、７０歳代～８０歳

代の女性全体のうちでは約２割を示しておりまして、平成２６、２８

年度にかけてほとんど横ばいの状況です。そのため、稼動年齢層にお

ける男性肥満に対しては、食生活・運動習慣といった生活習慣を改善

させるためのケアプランを使用したマネジメントの実施を行ってい

きます。

こちらの丸で示している部分、２０歳代の女性のやせ、ＢＭＩ18.5
未満、赤く表示されている部分、こちらが平成２６年度は 24.1％、
平成２８年度は 27.6％と平成２６年度より増加しております。その
ため、若年層の女性やせに対しては小・中学校への出前講座による食

育などの知識の普及を行っていきます。

こちらの男性、女性とも丸で囲ってある部分、赤く表示されている

部分、ＢＭＩ18.5未満のやせですが、こちらは７０歳代男性、８０
歳代男女ともそれぞれ、平成２６年度より平成２８年度の方が増加し

ております。そのため、やせの高齢者に対しては、和光市が国に先駆

けて開始した、要介護度軽度者の身体及び生活機能の改善効果がみら

れている介護予防事業を実施してきます。

次に計画書の１８ページをご覧ください。

（２）特定健診及び保健指導の水準の維持及びメタボ改善に向けた

取組です。

１８ページの中ほどの表をご覧ください。

平成２５年度から２７年度の３年間連続して国保に加入かつ特定

健診対象者となった集団の医療費傾向を確認しました。その集団の中

で、病院に入院した人の国保の医療費データを使用して作成した表
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が、１８ページの中ほどにある表です。

表の①無受診、無受診とは、平成２５年から２７年の３年間１度も

特定健診を受診していない人、②３年連続受診となっているのは、平

成２５年から２７年の３年間続けて特定健診を受診している人にな

ります。こちらの医療費の差を見ていきますと平成２５年から平成２

７年の３年間にかけて拡大しており、平均医療費の差は約２万７千円

となっております。

また、計画書の１９ページをご覧ください。同様の定義でみていく

と、外来での無受診者と３年連続受診者の、平成２５年度から２７年

の平均医療費の差は２万円となっております。

以上より、習慣的な健診受診行動は主体的な健康管理の意識づけに

つながり、結果として医療費が低くなることが伺えます。

そのため、具体的には、特定健診未受診者に対する積極的勧奨を推

進するため、電話や個別通知による勧奨及び未受診理由の聞き取り・

分析に加え、ヘルスサポーター等により日常生活圏域を中心とした個

別訪問のアプローチを実施していきます。

また、従来の特定保健指導の実施方法におけるメタボ改善率及び医

療費効果の検証を実施した上で、特定保健指導の手法の改善、特定保

健指導実施率をあげる取組、特定保健指導の必要性の理解の醸成、食

事・運動を含めた個別ケアマネジメントの強化、コミュニティケア会

議での検討を実施していきたいと思っています。

また、健康づくり基本条例に基づき、社会保険加入者に対する生活

習慣病予防アウトリーチ手法として、会社に健康診断結果等必要な情

報提供を求めていき、栄養改善・ヘルスマネジメントを実施していき

ます。

次に、計画書の２０ページをご覧ください。

（３）がん早期発見率の向上です。依然として、４５歳以上の死因

の第一位はがんとなっております。

また、２０ページ中ほどのグラフをご覧ください。がん検診別受診

率の年次推移、平成２０年度から平成２８年度にかけて、胃がん・肺

がん・子宮がん・乳がん・大腸がん各がん検診受診率の推移を示して

おります。、すべてのがん検診において国のがん検診受診率目標値５

０％なんですが、すべて低めに推移していることがわかります。

また、下のグラフをご覧ください。

平成２０年度から平成２７年度の和光市の全死亡数のうち、黒線で

示している肺がんの死亡数、青線で示している胃がん死亡数、黄色の

線で示している肝がんの死亡数を示しているんですが、以上３つのが

んの死亡数が他のがん死亡数より多いことがわかります。

以上より、がんの早期発見・早期治療を徹底するため、がん検診受
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診率５０％を目標値に設定していきます。特に、健診受診率が最も低

く、かつ死亡数も他のがんに比べて多い胃がんの検診受診率向上に取

り組みます。

次に計画書の２１ページをご覧ください。

（４）現役世代からの健康増進支援（社会保険者との連携）です。

表は再掲にはなりますが、高齢期では、平成２８年度から退職被保

険者の一人当たり医療費がもともとの国保に加入している人の医療

費と比較して高額となっており、社会保険からの移行前後における健

康づくりが重要ということが分かります。

また、前述で冨澤が健康づくりをとりまく現状と課題の中で述べま

したように、中高年齢層における生活習慣病の疾患の医療費が大きい

ことや、医療費全体でみると精神疾患の医療費が大きいことをふまえ

ると現役世代、特に若年世代、３０歳代、４０歳代に対し、早期に生

活習慣を確立するとともに、メンタルヘルスも含めた健康づくりが重

要だと考えております。

現役世代に対しては、食育推進計画と連動した日常の食生活へのア

プローチと、特定健診の機会を捉えたメタボハイリスク者への集中的

な介入を実施していきます。

また、高齢期においては和光市の基本チェックリストを活用した介

護予防対象者への集中的な介入に加え、社保と連動した退職前からの

健康増進への取組を検討していきます。

次に計画書の２２ページをご覧ください。

（５）女性特有の疾患の予防です。

平成２８年度の悪性新生物の外来診療費と調剤のうち乳がんの医

療費が第２位となっております。悪性新生物の医療費割合が大分類で

は 10.7％、そのうち乳がんが 1.5％となっております。
そのため、乳がん検診の受診勧奨、乳がんの自己触診の啓発、また

子宮がん検診の受診勧奨などを行っていきます。また受診者の利便性

を考えた乳がん検診と子宮がん検診を同時に受診できる体制整備で

すとか、予約を取りやすいようにウェブ予約の充実などを図っていき

たいと思っております。

こちらの部分につきましては、健康保険医療課ヘルスサポート担当

の梶原が説明させていただきます。よろしくお願いします。

先ほど、富澤の方からも説明がございましたが、和光市では脳梗塞

患者の重症化、初発、再発の予防が重要となってきております。中で

も５年以内に再発し、約５割は再発しているということで、そこの部

分の疾病の重症化、また多疾病との複合による初回の２倍、初回(軽
度）の８倍の入院医療費がかかるという表がこちらに示してありま

す。
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循環器疾患の再発を予防するために、脳卒中・脳梗塞既往のある方

へのスクリーニング調査を実施し、必要と認められた方には再発を防

ぐための栄養マネジメントの導入など積極的に介入することをいた

します。

また脳卒中、脳梗塞の発症、再発の件数を目標値に設定してまいり

ます。また健診の結果から循環器疾患のマルチリスク（肥満、脂質異

常症、高血圧、高血糖等）が見られる人に対し、保健指導や健康教育

等の実施、また医療機関への受診勧奨を行ったり、すでに医療機関に

かかっている人に対しては、きちんと継続受診できるようなマネジメ

ントの実施をしてまいります。

次に２４ページをご覧ください。こちらは和光市で行っている糖尿

病性腎症の重症化予防を目的とした事業としてご説明させていただ

きます。平成２６・２７年度に埼玉県モデル事業として、生活習慣病

重症化予防事業を実施いたしました。その事業の詳細につきまして、

２４ページの上の方に書いてございますが、１つ目として、未受診

者・受診中断者への受診勧奨、例えば

①空腹時血糖が 126mg/dl以上または HBA1c6.5％以上
②egfrが 60ml/分/1.73㎡未満

に対しての受診勧奨を行います。

また２つ目の事業として、保健指導対象者、保健指導を実施してい

きます。対象者の基準といたしましては、レセプト・健診データ等か

ら糖尿病性腎症の病期が第２期、第３期、第４期と思われる方に対し

て、個別にお手紙を出し、実際に保健指導を受けていただくという形

になっています。それらの事業実績につきましては、２４ページの

（１）をご覧ください。上段に受診勧奨の結果が書いてございます。

平成２６年度の勧奨通知数は８１でレセプトでの受診確認者は３１

人でしたので、38.3％、また２８年度につきましては、対象者は４３
人に対して２７人の受診確認が出来ましたので、62.8％となっており
ます。また保健指導につきましては、２６年度は行いませんでしたの

で、２７年度と２８年度の実績になりますが、２７年度対象者が５７

人に対して、参加者が２１人、保健指導終了者は１４人となっており

ます。終了率は 36.8％、２８年度につきましては、対象者は２７人
に対して、参加者は４人でした。終了者は４人でしたので、１００％

の終了率になっております。

次に２５ページをご覧ください。保健指導の効果測定になります。

こちらの表は参加者の平均値を示しておりますが、平成２７年度と２

８年度の保健指導の効果につきましては、体重につきましては、２８

年度がマイナス 0.63㎏減りました。収縮期血圧につきましては、マ
イナス 14.7mmHg、拡張期血圧につきましては、マイナス 6.7mmHg
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という形で下がっております。HbA1Cにつきましては、平成２７年
度がマイナス0.14％下がりましたが、平成２８年度については0.10％
上昇してしまいました。しかし保健指導参加者の透析移行者は０でし

たので、医療費の予防効果額として、一人当たり、もし人工透析に移

行したとしたら、年間５００万円の医療費がかかると算定して、予防

効果額としては、こちらの金額となっております。また、一人当たり

総医療費として平成２７年継続支援参加者の医療費と平成２７年保

健指導不参加者の医療費につきましての差額は差額２６，７４６円と

なっており、継続支援を参加されている方の方が、医療費が安いとい

うことが分かりました。

次に和光市の人工透析の状況をお示しします。こちらは平成２６年

度から２８年度の人数になっておりますが、３８人から４７人、４３

人という形で４０人台で推移しております。うち新規の透析の患者数

ですが、平成２８年度は８人で、うち社会保険から移行された方が４

人でした。継続の新規の患者さんは約３５名でした。人工透析にかか

る医療費の総額としては、２７９,３９９,５４０円かかっております
ので、全体の総医療費の占める割合は５．５％ととなっております。

やはり国民健康保険以外の市民への対応も検討する必要があります。

重症化予防の事業につきましては、先ほど説明しました生活習慣病重

症化予防につきましては、国保の人にしか、実施が出来ていない状況

ですので、今後国保以外の中高年期からの社保の人たちへのアプロー

チも必要だと考えております。以上です。

次に２の食生活ついて、説明をいたします。図表をご覧ください。

計画書の方には朝食を食べない者の割合の推移となっておりますが、

こちら修正で推移は削除となります。こちらを見ていただきますと、

赤色でぬられている部分が同居者、青色でぬられている部分が独居者

ですが、中年層の独居者、若年層の独居者において朝食を欠食してい

る割合高かいことが分かります。また、主食・主菜・副菜を組み合わ

せた食事が１日２回以上の日がほぼ毎日の者の割合となっておりま

すけれども、中年層の青色で塗られている部分の割合が特に低いこと

が分かります。またこちらの図表は普段の食事に対する減塩の取組に

対する割合を示したグラフになっております。赤色で塗られている部

分が、積極的に減塩に取り組んでいる人の割合、青色で塗られている

部分が、少し減塩に取り組んでいる人の割合になります。こちらは高

年層に比べて若年層にいくほど減塩に取組んでいるの者の割合が少

ないことが分かります。ですので、独居者に対する栄養改善支援（栄

養バランスや減塩･減糖を考慮した食品の提供を実施する店舗の普及

推進等）、生活習慣病有病者に対するケアプランを作成した栄養マネ

ジメント等をしていきます。また具体的な実行計画としては食育推進
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計画を策定していくなどの施策を立案いたします。

次に３身体活動・運動の部分になります。

計画書は２７ページの下段をご覧ください。

図表は平成２８年度の１回３０分以上の運動を週２回以上してい

る割合となっております。高年層は約５０％と高くなっていますけれ

ども、若年層・中年層は約２０％前後となっておりますので、全体と

しては。２０歳以上で 32.0％の割合となっております。こちらは健
康わこう２１計画（第一次）で定めた目標値は未達成となっておりま

す。

また、こちらの円グラフをご覧ください １日あたりの歩数は７０

００歩未満の人が人口全体の約７５％を占めております。ちなみに、

厚生労働省では、生活習慣病予防のため、１日８０００歩から１００

００歩以上の身体活動を推奨しています。

以上より、運動習慣の定着を推進するため、健康マイレージ、ラジ

オ体操等の定期運動事業に附加価値をつけたりですとか、就労世代へ

の運動習慣確立が大事になってきますので、年齢別・地域別での課題

を把握した上で効果的な施策を実施していきたいと思っております。

次に４．休養・心の健康についてご覧ください。２８ページをご覧

ください。こちらは２つのグラフを見ていただいて、睡眠による休養

が十分とれているかの割合の推移を示しております。特に男性とも２

０代から５０代の稼動年齢層において、睡眠による休養が十分取れて

いない者の割合が大きくなっております。そのため稼動年齢層に対す

る休養の重要性の喚起ですとか、市民の休養環境実態把握や環境整備

支援施策についても検討を実施してまいります。

次に６．たばこ（１）習慣的禁煙の削減になります。計画書３０ペ

ージです。全体的に見ますと、喫煙者は減少傾向にありますが、中年

男女及び若年男性において習慣的喫煙者の割合が比較的大きいです

ので、COPDの認知向上・禁煙プログラムの周知（啓発事業）、健診
結果と連動した禁煙指導を行っていきます。

次に計画書の３２ページをご覧ください。

７．アルコールですけれども、５０歳代の中年層に対してハイリス

ク飲酒の割合が大きいことが分かりますので、健診結果等と連動した

情報提供や、保健指導の強化を実施していきます。

次に計画書３３ページ、最後になります。

８．地域における健康づくりについて、ヘルスサポーターの活用が

必要になってきますけれども、こちらは年々着実に養成人数は増えて

おります。今後もヘルスサポーターの養成については色々な方法の検

討をしてまいりたいと思っております。以上施策について述べさせて

いただきました。
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筒井委員長

松下委員

事務局

松下委員

事務局

筒井委員長

福田委員

ありがとうございました。ご質問ある方はどうぞ。

和光市での健康寿命というのがありましたが、健康寿命というの

は、自立した生活が出来るということで、日本の場合、女性の場合が、

寿命と健康寿命の差が７歳くらいで、男性の方が６歳くらいという風

にうる覚えをしているんですが、要介護度２以上を境に健康寿命の、

和光の場合、この差が２歳くらいしかないのですが、これはどういっ

た、日本の健康寿命と寿命との差が２歳というのはどういう観点なの

でしょうか。

和光市において、先駆的な事業として、介護予防事業等を実施して

いる成果があらわれているのかと考えられます。

もう一点なんですが、事務局からのご説明で、身体活動と運動に関

してなんですが、１日３０分以上運動した方の数値を上げられている

んですが、運動って、１日２０分、１０分と分散して活動しても効果

は同じように認識しているんですが、３０分以上の運動をしたという

設定をされたのはなぜなのでしょうか。１回３０分以上の運動を運動

と設定したことは。

こちらは、今回調査をした内容は平成２６年度、２８年度に行いま

した、地域の絆と安心な暮らしに関する調査というものを東京都健康

長寿医療センターと一緒に共同で行ったものになります。そこの調査

の時点での定義を、１回３０分以上の運動をしているという定義にさ

せていただいていたものですから、２０分を２回とか、そういう細か

い設定はここでは想定はしていなかったので今回も同じように同様

の継続調査で行わせていただきましたので、そこでこの３０分という

設定にさせていただきました。

ありがとうございます。

健康寿命の定義のところは、男女差について大体、全国で３倍くら

い。ですから、和光の場合、2.3歳ということなので、SDの中には
入っているかなと。若干短いかなという気はしますけれども。

ほかにご質問はありますか。

調査の報告ありがとうございます。いくつか確認をさせていただき
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事務局

福田委員

事務局

東内部長

福田委員

たいんですが、まず、基本的な病気の関連のところなんですが、資料

の９ページ、国保医療費が平成２８年度には減少しているということ

で被保険者数が減少しているからわかるんですが、その左側のグラフ

を見ると、被保険者数そのものが減少しているのは平成２４年から減

ってますので、ここは左下のグラフの高齢者の部分が減っているとい

うことでよろしいでしょうか。被保険者数そのものが平成２４年から

減っている、高齢者のところは２８年から減っている、更にいうと、

その８ページの上のグラフの中で被保険者のうちの高齢者の割合で

見ると年々ずっと増加してきてますので、１０ページの一人当たりの

医療費は引き続き増えているということでよろしいでしょうか。

はい。

もう 1つ質問なのですが、７ページに、ライフステージ別の死亡要
因を取り上げているんですが、自殺とか、悪性新生物、脳血管 疾患

が取り上げられていますが、心疾患を取り上げていないのは何か理由

があるのでしょうか。後ろの方で出てくる対策を考えるとほとんど循

環器疾患がある中で、保健指導等をすると思いますので、その中で心

疾患が取り上げられていないのは、何か理由があるのでしょうか。

１点目の、９ページの国保の総医療費のところで、今、福田委員の

ご説明があったとおりだと思います。被保険者数としては２４年度か

ら若干減っておりますが、一人当たりの医療費の伸びと、あとは医療

費の高い高齢者の方が若干人数が２８年度減りましたけれども、占め

る割合としては３３、３４％占めておりますので、そのような事が原

因でこういう変化が起きているという風に認識しております。

委員長、２番目の質問の心疾患については、今日説明の方で漏れて

いおりましたが、もちろん取り上げます。

分かりました。

続いて、医療費の分析のところで、２点ありまして、１点は１８ペ

ージ、１９ページのところで、特定健診の受診の状況と一人当たりの

医療費の比較が興味深いものがあって、連続して受診している人は、

医療費が低いということなんですが、ちょっとだけ気になるのが、１

９ページの真ん中のグラフの下にあります、健診を受けているのが原

因で医療費が低いという解釈がありますが、必ずしもそうとは言い切

れないのではないかと思います。といいますのは、健診を受けない方

というのはいらっしゃって、その方は例えば日常的に病気を持ってい
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東内部長

て、医療機関を受診しているとかという理由で、対象者であっても健

診を受けない方もいらっしゃいますので、もともと医療費が高い方の

可能性があります。確かにこういう理由もあると思います、健診を受

けている方が健康意識があって低いという可能性も否定はしません

けれども、そうじゃなく、もともと医療を受けている方が健診を受け

ないという理由もあると思うので、ちょっと慎重な方がいいかなと思

いました。

もう一点が、２５ページのところで、特定保健指導の効果として、

透析移行者が０名なので医療費の予防効果としては２千万円という

ところですが、左側の表を見ると年間４人発生しているんだけれども

移行者は０名だったので、その分ということですが、例えば年間４人

発生するような方が保健指導の対象者かというとちょっと難しい。も

ともと糖尿病なり、腎症を持っている方で、そもそも健診の対象であ

るかも知れないけど、保健指導の対象にはならないような方じゃない

かと思いますので、つまり保健指導をやったから、ここを抑えられた

というのはなかなか、将来的にはもちろんメリットとして透析が減る

のは望ましいことではあるんですが、短期的に効果を出すのは難しい

ので、せっかく着実にデータを出されているので、ちょっと言いすぎ

かなと思います。

１９ページの、まさに今委員が言われたことと同じ事を私も肌で感

じております。受診に来る人は健康志向は高いです。そういう関係の

人という部分で、受診している人が医療費が安いというのは、連動す

る可能性というのはあるだろうし、検査に行かない人が、この健診を

使ってという人もいると思います。ここで色々な事が発見される方も

います。ただ、今言うように、一定度医療機関にかかり、血圧の薬を

飲む、糖尿病の薬を飲むという方のメタボの方が非常に多くて、その

方を重症化させない、ということも今回取組んでいくので、その両者

において数字ははっきりさせていきたいと思います。そしてまた、委

員が言われた、すでにもう重くかかっているという方もいらっしゃい

ますので、その部分をどう見るか、２４ページのところは仰せのとお

りで、この辺というのが、国民健康保険の今回、税率改正等にも糖尿

病が悪化して、慢性腎症になっていくことをいかに止めるんだといっ

た観点に進めていく数値の中で出てきたところです。

いわゆる、医療リスクに入っていないメタボの人の健診の人が、人

工透析にならないのは私は当たり前だと思うんですね。もうすでに糖

尿病が進んでいる人が悪化してなってしまったと、ちゃんと出さなけ

ればいけないんだけど、どうしてもヘルス思考というのは、健診を受

けたから透析にならないとかって言い切ってしまうところがあるの
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筒井委員長

大夛賀委員

事務局

大夛賀委員

事務局

大夛賀委員

事務局

大夛賀委員

事務局

で、改善するべき点であります。ご指摘ありがとうございました。

他にありますか。どうぞ。

確認をいくつかさせてください。まず３ページ目の下の他の福祉関

連計画期間、第四次和光市障害者計画の下に、第４期和光市障害者計

画と書いてあるんですけど、下は障害福祉計画の間違いですか？

仰るとおりです。こちらは修正させていただきます。

それで、第５期から揃えて３年ごとに両方やっていくということで

決めたということでよろしいんですね。

はい。

もう１つ、細かいところで、１０ページ目の表の２８６，７６２円

と書いてあるんですが、これは、％が１．５倍なっているので、値も

多分１．５倍ということですよね。

そうです、これも誤植です。

以上が確認で、続いて、５章、１７ページ以降、項目の名前のこと

で恐縮なんですが、前回計画とほぼ同じカテゴリーを使われているな

と思って聞いていたんですが、１つだけ変わっているところがありま

して、２９ページ目の口腔の健康という名前になっているんですが、

これは多分意図を持って、前回は歯の健康だったんですが、今回は口

腔の健康になっている、より広い意味で、何か意識をされたのかなと

思うので、ここの名前を変えられた意図があればお聞きしたいところ

です。もし意図があったとすれば、私の個人的な意見だと、２６ペー

ジ目に食生活とあるので、ここのところが食育推進計画と連動して具

体的に和光の特色としてやっていきますということなので、食生活と

か、栄養マネジメントみたいなところを、どうせ変えるんだったら、

打ち出した方がいいのではないかと思います。口腔の名前のところを

確認をさせてください。

こちら、口腔の健康につきましては、前は歯の健康ということでし

たけれども歯だけではなく、もっと広い意味での食べる、口腔に付随

する、歯だけではない、食べることや、歯周病のことも含め、高齢者

も含めた栄養マネジメント等、全体的な健康生活に含まれるような形
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大夛賀委員

事務局

筒井委員長

での想定を致しまして、この口腔の健康ということで、広い意味を持

って実施していくというところで、あげさせていただきました。

そうすると、意図的に変えられたということなので、この全体的な

項目について、もし和光独自の何か色を出すんだったら、今後検討し

ていただければと思います。

ありがとうございます。

他にありますか。なければ、ちょっとデータのつくりが、雑という

か、先ほど福田委員が指摘したところなんかは、もうちょっと注意し

てもらった方がいいかなというのと、医療費の分析というのは、大変

重要になると思うんですね、今後。その時にミスリードしがちなので、

一応、疫学的に健康に関して、経済学的な分析というのは近年ずいぶ

んやられていまして、エビデンスがなかなか示せないというのが、定

説になっているんですね。和光市だったら出来るのかなと思うのです

が、１８ページみたいな分析を本当にしたいんだったら、受診をして

ない部分というのをもう少し、プロフィールを明らかにされた方が良

くって、先ほど福田委員が言ったとおりだと思います。

それと、和光市の場合、ほかの市町村が大きく違うところは、健保

のデータをどうやって入手するかというところですよね。これについ

て検討されているかどうかということを１つ伺いたいということと、

これは大変重要だと思います和光市にとっては。２番目は、疾患につ

いて、特に１４ページ、１５ページで認知症と、脳血管疾患というの

を書いておられるんですが、これは本来併発の人が大半多いので、こ

れは、ピュアな認知症の方というのはほとんどおられないと思うんで

す。ですから、その原因疾患という、どちらが先かというのはなかな

か難しい部分ですけど、認知症が先で脳血管疾患というのは、実際は

ちょっと少ないのかなと、誰にも分からないんじゃないのかというく

らい難しいと思うので、ここは注意された方がいいと思います。それ

と、いずれにしても、２４ページからずっと重症化予防について書い

ていっているんですが、健診というは受診勧奨をやるんですよね、そ

れで、受診勧奨の後どうするのか、ということがあまり書かれていな

いんですよ。受診勧奨をやった後に、受診内容を和光市が全部把握で

きる方法を持っておられて、それについての対策をどうするのかとい

うことが、もし明文化できるのであればむしろそれが一番重要だと思

います。そういったことは、他のところでもいえるんですが、たばこ

ですとか、アルコールですとか、健康に対しての意識が低い人と高い

人の差が激しいということが書かれているんですよね。それで、低い
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筒井委員長
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人をどうするのかという対策について健康マネジメントをやります

と書いてあるんですが、どうやって発見して、どうやってやっていく

のかという工程がここには書いてないので、和光だったらそれは出来

るのかなと思うので、是非書いてもらうといいかなと思います。それ

と、先ほど正確に申し上げなかったんですけど、平成２５年のデータ

ですと、平均寿命は男女で 3.12歳の違いで、和光はこのデータです
と、3.05歳なので、ほぼ一緒かなという感じです。それで、先ほど
申し上げましたように、健保のデータをどうやって分析の中に入れて

いくのかということを市として、理研とホンダくらい入れるのかなと

いう感じですけれども、どう考えてるかというのを教えていただけれ

ばと思います。

はい。まず NDB含めといったところは、現在厚労省の活用といっ
たところでも、郵便番号の関係で少し出せないということだったの

で、和光市健康づくり基本条例に基づいて、いわゆる社保加入等の市

民に関しても一定度のデータの要求が可能ですので、この辺を市長決

済の発令の中で、一番社保加入が多いのは、ホンダ、理研さん含め、

大手のところ、市内の北インターといったところに色々な労働条件の

ところもでてきましたので、それらを踏まえる中で、全員とはいかな

いと思いますが、サンプル的にかなり統計学的に選出されるようなと

ころは条例を駆使して市民に対して通知を出して、データ提供を願う

ということはやっていきますので、その面を書き込んでいきたいと思

います。

ありがとうございます。ちょっと時間が押してるので、自殺対策計

画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。これより和光市自殺対策

計画についてお手元の資料とスクリーンを使ってご説明させていた

だきます。どうぞよろしくお願いします。

まず、お手元の資料の１ページ、２ページこちらの計画の策定にあ

たってとなっている部分につきましては、前回と先ほどの健康わこう

２１計画の中でお示しいたしておりますので、割愛をさせていただき

ます。

この図に関しても先ほどの説明のとおりです。

続いてお手元の資料３ページ、計画の理念として、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を掲げております。

基本方針としまして、

①ハイリスク者を早期段階で発見する
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②自殺に至る可能性の高い経路（危機経路）上の複合的なリスク要

因を解決し、自殺に至る経路を絶つ

ということをあげております。

前回もお示ししましたこの図、自殺の危機経路について、このよう

な経路でもって、自殺に至るという調査から見えてきているものがご

ざいます。これは後ほど説明させていただきます。

続きまして５ページ、こちらには自殺死亡率の推移としまして、青

いところが全国です。埼玉県は赤いラインになります。和光市、これ

が緑のラインで示しております。平成２３年に埼玉県の自殺死亡率を

やや上回っている以外は、平成２４年と２６年はさほど差はございま

せんけれども、その以外の年は大きく下回っていることがここから分

かります。

続いて、自殺者志望者数の推移、これは和光市の自殺死亡者数の推

移を平成２１年から２８年まで緑色が総数で、男性と女性で赤と青で

示しております。これで見ますと、平成２３年が１８人、一番ピーク

で多いんですけれども、それ以外は全体として大きな増減の幅はござ

いますが、平均すると、大体年間 10.8人の死亡者が出ているという
ことになっております。男女比でいうと、男性が女性を上回っている。

割合では６：４で男性が多いということになっております。

続きまして、性・年代別の特徴です。和光市の特徴です。

これで見ますと、まず３０代が一番人数としては多く、３０代から

５０代の合計は４４人で、全体の約半数を占めています。年代別の傾

向は男女でほぼ同じ傾向が見られます。

続きまして、性・年代別の原因・動機についてあげております。

１位の健康問題、２位の経済・生活問題、３位勤務問題、この上位３

つで全体の９割以上を占めています。

男性の３０代から５０代は、経済・生活問題と勤務問題が多い、こ

この第２位と第３位と書き入れました。

女性は全ての年代で健康問題が多いといえます。この健康問題の下

に内訳をいれております。これも上位３つですけれども、精神疾患、

うつ病とうつ病以外の精神疾患、ということで、これだけで全体の４

割以上を占めているという数字になっております。ここで、資料４ペ

ージの自殺の危機経路図に戻っていただきたいんですが、うつ状態は

ここになります。この図で見ると分かりますように、うつ状態にくる

までにはこれだけの矢印が集まっている。つまり、このような様々な

要因があってそこがずっと連鎖していくと、最終段階のような、そこ

が精神状態のバランスを崩したような状況になってくる、数としては

多くなってくるわけですけれども、自殺対策として考える時には、こ

こに至る前、初期の段階、ここの段階での十分な対策を打つというこ
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とが自殺対策の要になるのではないか。特に資料の６ページから８ペ

ージにお示ししておりますが、和光市は稼動年齢で男性で、勤務問題、

経済･生活問題が多いということが出ておりますので、特にこの上の

辺り、職場環境の話、そういったところに特に注力していく必要があ

るのではないかと考えております。

続いて自殺未遂歴、これは死亡者のうち自殺未遂の経験があった人

が、自殺で亡くなった人のおよそ５人に１人、男性で２１％、女性で

１４％、不詳の方もいらっしゃるんですが、およそ５人に１人に上っ

ているということで、自殺未遂者に対して、再度の自殺企図を防止す

る仕組が必要であるとしています。

続いて資料の１１ページになります。これは孤立に関するデータに

なります。平成２８年度「地域の絆と安心な暮らしに関する調査」結

果を表しております。この調査で言うところの孤立とは、定義として、

「別居家族や友人、近所との交流頻度が週 1回に満たない場合」とい
たしまして、調査をかけています。この結果、男性の方が女性より約

２倍弱高い、それから若年層、中年層が高い、それから同居、独居の

世帯構成別には差はないということが分かっております。これは多分

に推測が入ってしまうんですが、稼動年齢層の男性は、職場の同僚や

同居家族以外との関わりが少ないと推測されるため、仕事をおやめに

なられた後、孤立予防の取組が必要であるとしています。

続きまして、生活困窮、１２ページになります。

これは生活保護の相談に訪れた方、生活保護が開始になった方、こ

れの差を取りまして、その差を取ると、５１．８％の方が相談はした

けれども生活保護に至らなかったという方がいらっしゃるというこ

とが１つ、それから、社会保険を離脱し国保に入った人については、

この方達は、年間、平成２７年から２９年のデータですけれども、２，

２００人から２，４００人くらいいらっしゃいます。もちろん国保に

入ったからといって、全てが生活困窮の要リスク者ではありません

が、２，０００人を超える方がいらっしゃるということは、その中に、

一定度の生活困窮者がいらっしゃるのではないかと考えて、生活困窮

の相談者のうち、生活保護に至らなかった人、それから社会保険を離

脱した後、国保に加入した人の中から、リスク保有者を発見する仕組

が必要ではないかと考えています。

続きまして、精神障害者保健福祉手帳の交付のデータになります。

全体に増えていることが一点、１８歳から３９歳までは、平成２５

年と比べると約６０％近い増加があるということ。それから、こちら

が等級別の図になりますが、全体的に増加傾向にある中で、特に３級

の割合が６０％増と特に高いことが分かります。そこのところから、

働ける年齢で軽度の精神障害がある人に対して、特にうつ病、抑うつ
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傾向がある人に対して、社会復帰に向けて、段階的な支援、ここに注

力をしてやる必要があるのではないかと考えています。

ここまでが、課題と現状についてになりますが、ここから、施策に

ついてお話をいたします。

まず、基本方針の１番がハイリスク者の早期発見、ここにおいては、

早期に発見をするためにアセスメント機能を強化していく、そのため

に共通したアセスメントシート、各色々な相談窓口、役所などの窓口

業務、相談業務、ここで共通のアセスメントシートと使って、そうい

う方達の発見の注力していきたい。それは地域包括支援センターであ

ったり、ハローワークであったりといったところにも展開をしていき

たいと考えています。今現在、この共通アセスメントシートを今日は

お示しすることが出来ないのと、これをどのように体制化してくか組

織化して使っていくかということに関しても、申し訳ないんですが、

今日の段階ではお示しすることが出来ませんので、次回までにその当

たりをきちっと体制化して、お示しできればと思います。ここでは一

応、ネウボラ課(母子保健担当）の所、これは地域包括ケアかも関わ
りますが、母子健康手帳交付時のアセスメント、「こんにちは赤ちゃ

ん訪問」でのアセスメント、こういったところを中心にやっていこう

ということと、ヘルスサポーターによるニーズ調査等で、先ほども出

てきたヘルスサポーターさんをこの地域において、活動の場をどんど

ん広げていきたいと考えております。

それから、基本方針の２番目が危機経路を早期の段階で絶つという

ことでしたけれども、ここにおいては、先ほどの早期発見のところと

繋がりますけれども、早期発見に繋がった人たちに対して、チームで

ケアマネジメントを実践していく、これは一部になりますけれども、

このような形で連動してチームマネジメントで課題を解決していき

たいと思っております。

次に自殺未遂者の再度の自殺企図防止、それから自殺者の親族等に

対する支援こちらも、具体的に考えていくことにしております。

それから自殺予防のための啓発ということで市ホームページ、市の

事業等をフルに使って、活動を展開をしていき、計画を細かく入れて

いく予定でいます。

そして、人材育成ですけれども、保健福祉関係担当、税関係担当の

窓口職員、ヘルスサポーターの地域活動に向けた自殺対策のための研

修、これを計画化していけたらと考えています。

ここでは効果の見込みとしてあげましたが、数値目標として、国が

示す数値目標が「平成３８年までに自殺死亡率（人口１０万人あたり

の自殺者数）を平成２７年と比べて３０％以上減少させる」という目

標をあげております。これにつきましては、市町村も同じ目標でとい
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うことですので、和光市の数値目標をここに当てはめますと、平成２

７年の自殺死亡率が７．５になりますので、平成３８年は５．３、人

数で言うと６人から４人ということになります。数値目標だけであげ

るとこうなりますが、もともとは誰も自殺に追い込まれない和光市を

目指すということに目標を置いておりますので、まずはそこの点を考

えてこれから施策を具体化していきたいと考えております。

以上になります。

ありがとうございました。ご質問、ご意見ありましたらお願いします。

いかがでしょう。どうぞ。

自殺のところなんですが、和光市には若年層が、３０歳から３９歳の

方たちが多いという形かなと思いますが、８ページのところでは健康

問題のところで、精神疾患を持っている人が４２％近くいるという課

題として出ているのであれば、その精神疾患に対する人の部分を施策

としてどうやって持っていくかというところを、ちょっと大まか過ぎ

て、細かい施策という計画に反映されていないのかなという気がした

のと、やはり、３０代だけではなくて、予防なので、１０代の時、学

生の時からそういうところのアセスメント、教育というようなものを

取り入れる必要があると思います。

はい。精神的な問題を抱えてらっしゃる方に対するケアというのは

もちろん、経済･勤務問題等々合わせて平行して施策はこれから立て

ていくことになります。例えばこころの相談業務、いくつかの種類に

分けて、今現在やっておりますけれども、そういったところもアセス

メントシート、各領域別にはなると思いますが、そういうものを作成

して、体系づけて、経過の追い方ですとか、そういったこともきちん

とルール化してやっていきたいと考えております。それも合わせて今

日はお示しすることが出来ないので申し訳ありませんけれども、計画

していきたいと思っております。それから、児童、生徒に対する普及･

啓発という形になるのかと思いますが、そういったところも SOS教
育といったところを含めて、検討課題として考えていきたいと思いま

す。

他にありますでしょうか。

総体的なことになるかと思いますが、和光市の青少年問題協議会に

も私は参加させていただいていおりますす。学校の問題もいじめとい

うことでは大きな問題となっていますが、これを見た場合、漠然とし
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て、多分これに触れることはなかなか難しい問題だと思うんですね。

いじめられているとか、生活が困るとか、そういううつ病の人たちを

どうやって見つけるのか、大きな問題かと思うので、それ以前の問題

のところで非常にもうちょっと踏み込んでいただければ、多分こうい

う機関があって、相談が出来る人はまだいい方だと思いますが、なか

なか相談できない人、例えば民生委員の人もいらっしゃると思います

が、そういう人達にも相談できない人達、表に出てくる人以外で、も

っと深く根のところでいらっしゃるのかな。学校の補助の話もして、

保健室とあるいは先生のところに相談に行ける子供たちはまだいい

んですけれども、こもってしまって、親も手をつけられない状態だと

いう話も聞きますし、子どもの場合だとラインとかでも次の日からま

ったくグループから外されてしまって、そのことによって中学一年生

の時に受けたショックで、高校になった時に、その学校の先生がすば

らしいと思ったのは、その子が食事が合わなくて、吐いたりした時に、

中学生の時にはそれをやったら次の日には学校に行けないくらい、み

んなに汚いとか言われたことに対して、親が心配して、学校に相談し

た中ではそのようなことがあったら、絶対私は許しませんと、堂々と

学校へ来てくださいというような、先生のお話を伺ったりしたという

ことで、そういう風にしっかりと伝えられるということが、まだ少な

いのかなと、そこの人たちを救い上げることがもうちょっと結果がで

てくるのかなと思いましたので、あくまでも意見なので、大変かと思

いますが、その辺のところをよろしくお願いします。

はい。ありがとうございます。

他にいかがでしょうか。

こころの相談とか、色々な市の相談が毎月広報に出ておりますけれ

ども、それは実際にはどれくらいの利用者というか、とりわけ精神的

なものや何かとか、困窮しているとかという、実際に相談にこられて

いる人がいるのかということと、自分も含めて、自分の子どもも含め

てなんですが、一番見てて思うのが、SOSの出し方が分からない、
軽いうちの方が SOSを出せると思うんですが、それを、いつ、どう
やって、誰に出したらいいのかが分からないで抱えてしまうことが多

いのではないかと思うので、子どもに言うのだったら、こういう SOS
の出し方があるんだよというのを教えてあげるとか、大人に言うのだ

ったら、もっと周りの人を頼ったり、頼られたりして良いんじゃない

のかなというのを伝えられるといいなと思いますが、それを具体的に

どうすればいいのかというのは難しいんですが、一番効果があるの
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は、即ではなくても、やっぱり訪問なのかなと思います。私は民生委

員なので、見ず知らずのお宅で、うちの自治会だったんですが、借家

に住まわれていたので、全く接点はなかったんですけれども、民生委

員で訪問してカード等をお渡ししてきて、その時、通り一遍のお話を

しただけなんですが、実はここを退去をしなくちゃいけなくて、困っ

ているんだと言うのを、何ヶ月も経ってからお電話いただいて、うま

く次のところに、高齢者で保証人もいないということだったんですけ

ど、私が１人社協さんを紹介して終わってしまったんですが、それで

うまく異動できたみたいなので、何かやっぱり、困っていない時にも

誰かが行って、困った時にはこういったところがありますよと、別に

それが民生委員だけではなく、こういうのもありますよとお知らせを

しておく、その方はたまたまそれを活用できたけど、それが一回きり

ではなくて、色々な所から来るといいのかなと思いますが、それはす

ごく人手がいることで、私も地域の７５歳以上の方のところへ年１回

は行こうと思っているんですが、なかなかそれが行ききれない。留守

の方もいたりして、行ききれない状態なので、すごく人体戦術なので、

それは一体どうしていくのかなといつも思っています。ここを立派に

出来て、ここにやっていくのにすごく人手がかかる、その人手をどう

やっていくか、ヘスルサポーターがいっぱい出てきて、私はヘルスサ

ポーターもやっているんですが、こんなことも期待されているのかと

と思っているんですが、その人数が、色々な会合に行くと同じ面子が

多いので、そこら辺をどうやって増やしていこうかというのを、一番

地域の中でも思うところなので、そこらへんが難しいなと思っていま

す。以上です。

こころの相談の利用率というのはどうなっていますか。

利用率は平成２３年から平成２８年の集計では、こころの相談と広

報に載っています。その相談に関しては、延べになりますが、１９５

件ございますが、もともと精神症状のほか、メンタルヘルスに関わる

ことでの相談になりますので、健康問題ということに主訴としてはな

ってくるんですが、もちろんそこに先ほどのお話と繋がりますが、そ

こに至るまでにどういったことがあったのかというところが、うまく

詰め切れていないところもありますので、今回はデータとして出せま

せんでした。

ありがとうございます。１つ教えていただきたいのですが、１４ペ

ージからの施策の展開の中でヘルスサポーターの役割というのが出

てきて、そういう仕組みが和光市にはあって、大変重要だと思います
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が、これと、一番最初の図で出てきました、ヘルスマネージャーとい

うのは違うものなのでしょうか。

はい。１ページの図の訂正のところからなのですが、共助･公助の

いわゆる行政の保健福祉の実行計画といったところと、自助･互助の

方では社協さんとか、地域の NPOとか、ヘルスサポーター等があり、
その中に和光市統合型包括支援センターの設置を目指しているので、

その地域包括支援センター、圏域支援センター、そこに高齢者の例え

ば、保健師、主任ケアマネ、社会福祉士みたいなのがいて、今、母子

関係子育て世代支援センターにも、助産師、保健師、看護師の母子保

健ケアマネージャーと、いわゆる社会学の主事等踏まえた、子育て支

援マネージャーを２名配置しているんです。そこに今度、仮称ヘルス

マネージャーなんですが、健康サポートケアマネージャーじゃないで

すけど、新しい物を作っていこうとです。ここはどちらかといと専門

職、想定されるのは保健師とかですね。そこから、次のところへいっ

て福祉とか介護保険だと生活支援コーディネーターとか、コミュニテ

ィーソーシャルワーカーと言われるところ、今度新しく健康面のコー

ディネーターというのは、今言われたヘルスサポーター等を受けてい

ただいて、資格を得た人の中から、さらにレベルの高いような講習を

踏まえて、地域の中のコーディネートを作っていきたいと。そこで、

何も書いていないですが、地域福祉活動計画とか健康わこう２１と書

いてあるところが、一般の地域のところで、介護予防サポーター、ヘ

ルスサポーターと動くところなんです。そこに繋げますといった意味

です。それで今、民生委員さんの言われた意見のところでいくと、今

地区社会福祉協議会と名前は地区社協なんですが、内容はオール地域

なんですね。それを今、２箇所から３箇所に拡大していっているので、

ここに、自治会加入率が和光市は５０％切っているので、そういう地

域に参加していない住民の方をいかに参加してもらうのかが地区社

会福祉協議会の役割で、そこが、例えば民生委員さんとヘスサポがダ

ブっているとか、いろいろな意味で人材がいないといったところに

は、今まで地域に出ていない人たちを動かしていこうと、いうことが

今回目的になりますので、ヘルスサポーターは一番最先端で動いてい

ただけたらとご理解いただければとお願いいたします。

ありがとうございました。良く分かりました。これを聞いたのは、

国が出している自殺総合対策大綱でも、ひとつの役割のキーワードと

して、ゲートキーパー、訳すと門番なんですが、日常的に色々な住民

と接していて変わったことがないか、、具体的な専門職、薬剤師さん、

理容師さんとかもいましたけれども、そいういう大綱でゲートキーパ
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ーの役割がこういった方々なのかなという気がしますので、それの位

置づけがどうなっているのかをいうのを聞きたかったということで

す。もう一点が、特に若者の方が孤立してしまって、アクセスできな

い、相談ができないということに対して、大綱の中でも、ひとつ重要

かなと思っているのが、ICT、情報通信の活用であって、人と話すで
はないけれども、そういった手段がある、市で独自のシステムを作る

という意味ではないと思っていますので、そういったとことにアクセ

スすれば良いというのを若者に伝えていくのが重要かなと思います。

大きな意味では ICTの活用も少し視野にいれていければ良いのでは
ないかと思います。

和光市のホームページの方で、こころの体温計といったところで、

一方的なアクセスなんですが、そこで一定度の自己アセスメントでき

るものはやっています。それに加えて、先般の SNSの自殺サイトの
関係とかも出たので、そういった対策も含めて、一定度コミュニケー

ションツールの中のものというのは、検討してお示ししていきますの

で、ご意見いただければと思います。すみません。

ストレスチェックという企業で実施されているものなんですが、先

ほどの健康診断の受診率が低いという中でもあるんですが、例えばそ

ういうストレスチェック、埼玉県のもので、からだとこころのチェッ

クリストで寝付くのが３０分、６０分以内かかるとか、たくさん出で

いるんですが、そういう項目を入れるというのは、可能なんでしょう

か。先日電車の中で帰っていた時に、サラリーマンの方がお話してい

た中で、ストレスチェックにかかってしまって、医者に行けといわれ

たんだけど、自分としては何の認識もないんですけど、というお話し

をされていた方がいらっしゃったんですが、自分では気が付かないこ

とっていうのもあるのではないかと思うんですが。

はい。ストレスチェックに関しては、今、労働安全基準法の方で人

数のところで始まった部分というのがあって、もちろん就業している

人に対してやっている部分等になります。会社で働いていない、自由

業の人を対象にしたという考えはあります。

補足になりますが、私達も職員としてやっているんですけれども、

それと、包含する部分を国民健康保険の方とか、自営業の方等にもフ

ォローする形でホームページ上の部分というのと、和光市は個別記名

式のニーズ調査というものが歴史的にもずっとあるので、あの辺のス

キームも使いながら、そのアセスメントみたいなものでチェックを入
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れていくというのは前向きに検討していきますので。

よろしいでしょうか。それでは、冒頭でお諮りしましたとおり、参

考人から、自殺対策計画に関するご提案を伺いたいと思います。

なお、発言時間は 15分としますので、参考人は準備が整いましたら、
お願いいたします。

＜資料に基づき説明＞ 引きこもり対策について

ありがとうございました。いただいたご意見・ご提案は、今後の議論

の参考にさせていただきます。

続きまして、次第の４「その他」について、事務局からお願いしま

す。

次回スケジュールについて報告。次回は１２月を予定しています。

今回いただいたご意見等を踏まえまして、具体的内容についてお示

ししたいと思っておりますので、何卒よろしくお願いします。

日程調整につきましては、また事務局の方から皆様方に連絡させて

いただきますので、よろしくお願いします。

それでは他にご意見がなければ、以上で会議を終了します。

どうもありがとうございました。


