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会 議 録

平成 29年度 第 1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 9 月 26 日 午後 14 時 00 分

開 催 場 所 和光市役所 全員会協議会室

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

内野 裕嗣

山口 はるみ

大澤 勇

蔵下 智子

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

(16 人)

保健福祉部長 東内 京一

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名福田 敬

竹田 直樹

(2 人)

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 1～5
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発言者 会 議 内 容

事務局

東内部長

1 開会

本日は、ご多用のところお集まりいただきまして、誠にありがとう

ございます。

開会に先立ちまして、委員の委嘱をさせていただきます。本来であれ

ば市長から委嘱書の交付をすべきところではございますが、公務のた

め出席がかないません。大変恐縮ではございますが、机上配布とさせ

ていただきます。

それでは、ただいまより、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

部長よりご挨拶を申し上げます。

2 挨拶

本日、和光市健康わこう 21計画、そして第三次食育等書いており
ますが、この後詳しくご説明してまいりますが、基本的に医療の関係、

ヘルス関係、和光の場合介護の関係もありますが、そういうものを包

括的に見ていくといったものです。まず市としてひとつ強く思ってい

るものが国民健康保険であるとか健康保険制度に対して必ずインパ

クトのあるような、健康わこう２１や国保関係の諸計画、自殺の計画

であったりといったところを目指したいと思っております。どうして

も、ヘルス、保健といったところはアウトプット思考というか、何々

教室を何回、何十回やったことが凄いことなんだという歴史がずっと

来ているんです。そういう中でメタボというならばウエスト 85セン
チ以下にしなければいけない人が 100人いたらそのうち 60人が年間
治っていくんだとか。血圧上昇だったらその部分が改善していくと

か、それで、今日は菅野先生がいらっしゃいますが、少し国保の話を

しますが、景気が良くなってきて、国民健康保険から社会保険に加入

する人が多くなってるので、国民健康保険そもそもの自営業者とか農

家の方とかを中心とした保険に戻りつつはあるんですが、都市部はな

かなかそうは行かない。そういう中で逆にまだこの景気が良い時に社

会保険離脱といって会社を辞めて国保に加入する人もまだまだ多い

ですね。その中の割合にうつ病関係で退職をしているという傾向も非

常に多くなってきていてその辺が入院･医療費といったところに一定

度、脳梗塞を含めた所で高い位置を占めています。その中では社会保

険を離脱した時に一定度のアセスメントというもので就労支援とメ

ンタル的な支援というものをやっていくということも今後の予防と

しては重要かなと考えております。何とか結果を残すような計画に導

きたいと考えておりますので、委員様の忌憚ないご意見等をお願いい

たしまして、本日の開会の挨拶とさせていただきたいと思います。長
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事務局

筒井委員長

大澤副委員長

事務局

筒井委員長

丁場になりますがどうぞよろしくお願いいたします。

3 委員委嘱

続きまして、委員長及び副委員長の選出に移ります。

第二次健康わこう２１計画・和光市自殺対策計画策定委員会設置要綱

では、委員長及び副委員長を、委員の中から市長が指名する者をもっ

て充てることになっています。

この規定に基づき、和光市長の推薦により、筒井孝子委員に委員長を

お願いしたいと存じます。

筒井委員は、旧厚生省国立医療・病院管理研究所医療経済研究部、

厚生労働省国立保健医療科学院福祉サービス部室長、同じく統括研究

官を経て、平成 26年 4月から、現在の兵庫県立大学大学院経営研究
科教授に就任されています。

主な研究領域は、医療・保健・福祉領域のサービス評価で、介護保険

制度設計の際には、要介護認定システムにおけるコンピュータによる

一次判定システムを開発されました。また、近年は地域包括ケアシス

テムのマネジメントに関する研究に取り組まれ、地域包括ケア研究会

委員の他、国の検討委員会等の公職を数多く歴任されていらっしゃい

ます。

続いて、副委員長を、同じく和光市長の推薦により、朝霞保健所 副

所長の大澤勇委員にお願いしたいと存じます。

それでは、筒井委員長から、就任のご挨拶をお願いいたします。

今ご指名いただきまして委員長に就任します筒井と申します。和光

市は大変ユニークな市でして、こちらで作られる計画ですとか、実施

の内容というのは全国でとりあげられているので、ぜひ良い物を作っ

てもらいたいと思います。よろしくお願いいたします。

ただいまご紹介頂きました、朝霞保健所の副所長大澤と申します。

重責に戸惑っておりますが、皆様のご協力をよろしくお願いいたし

ます。

本日は初回の会議ですので、委員の皆様から自己紹介をお願いしま

す。

【各委員から自己紹介】

ありがとうございました。

議事に入る前に、本日の出席状況について、事務局から報告願いま
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事務局

筒井委員長

事務局

す。

報告いたします。本日の出席委員は 16名です。本日は福田委員、竹
田委員はご欠席です。以上です。

続きまして、議事録署名人の指名をいたします。議事録署名人につき

ましては、大夛賀委員と内野委員にお願いしたいと思います。

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。

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)、「計画の策定について」、事務局から説明願います。

地域包括ケア課長の阿部と申します。よろしくお願いいたします。

お手元に配布してございます資料に沿って、ご説明致します。今回こ

の委員会ではお手元の資料 1の
★健康わこう２１計画

★和光市食育推進計画

★和光市自殺対策計画

この 3つを検討していただいて素案を策定していただく形になりま
す。会議は今回を含めて 4回～5回を予定しています。年内に素案を
固めまして、１月にはパブリックコメントを実施して、そのパブリッ

クコメントの意見等を踏まえてこの会議の場で最終調整を行い、年度

末までに計画案を市長に報告するといった運びとなっておりますの

でよろしくお願いいたします。

まず計画の体系といったところで今お手元に配布しております資

料なんですが、少し整理がうまく出来ておりませんので、こちらは手

書きになっていて大変恐縮なんですが、お手元の図を見ていただきな

がら、照らし合わせてご覧いただきたいと思います。まず計画の構成

なんですが、1番上に和光市における健康づくりの最上位の規範とし
て「和光市健康づくり基本条例」があります。こちらは H25.4.1施行
されているもので健康づくりに関する実行機能をもった条例、いわゆ

る自治基本条例に位置づけられるもので、特徴としましては、健康増

進、疾病予防のヘルスアップ、疾病の進行、重度化を防ぐヘルスサポ

ート、この２つの施策を重点的に推進していくといったことが掲げら

れています。さらに特徴的な規定と致しましては、市民、事業者、関

係団体等に対して市が情報提供したり支援するのはもちろんのこと、

市からそういった事業者等に情報提供を求めることができるという、

県内にも例のない条例になっております。
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そしてこの条例の趣旨を踏まえて、健康・医療に関するマスタープ

ランとなる「健康わこう２１計画」をこの会議で定めていきます。

そしてここで「健康わこう２１計画」において健康づくりに関する

理念ですとか基本的な事項を定めた中でそれぞれにぶら下がる形で

各部門の計画が作られていくということになります。お手元の資料と

あわせて見ていきますと、健康わこう２１計画の下に和光市食育推進

計画、和光市自殺対策計画、国民健康保険保険事業実施計画（データ

ヘルス計画）、和光市特定健康診査等実施計画、和光市国民健康保険

医療計画、こういったものはいわゆる医療の計画としてまとめた形で

作っていき、最後に予防とかヘルスマネジメントの所を計画として作

っていってそれらの共通事項とか、重要事項を健康わこう２１計画の

中で定めていくといったものになっております。これがまず大きな枠

組みとしてご理解いただきたいと思います。

そしてこれらの計画を作っていく中で国民健康保険のレセプトデ

ータであるとか健診結果等データ等を使った中で計画を作っていく。

そして、医療の部分に当たる、データヘルス計画や国保医療計画でも

同じようなデータを使いながらさらにそこでの分析を２次的にも利

用していくというような構成になっています。

まずそれぞれの計画についてお話をさせていただきますが、今回は

先ほど申し上げたように健康わこう２１計画と食育推進計画、自殺対

策計画、この部分を今回この会議に中でご審議をいただきます。

お手元の資料にはその他の３つ計画がございます。

・国民健康保険保険事業実施計画（データヘルス計画）

・和光市特定健康診査等実施計画

・【新規】和光市国民健康保険医療計画

これらの計画はこの委員会ではなく、市において計画案を作成し、

健康づくり基本条例に基づいて設置されたヘルスソーシャルキャピ

タル審議会、国民健康保健運営協議会に諮問することで、今年度中に

策定していくものとなっています。

特に国民健康保険保険事業実施計画（データヘルス計画）につきま

しては国民健康保険法に基づき「保険事業の実施に関する指針」が示

されていて、これを踏まえて市町村保険者として医療情報を活用して

効果的・効率的に保健事業を推進することを定めたものになっており

ます。

そしてもう１つ、和光市特定健康診査等実施計画につきましては、

高齢者の医療の確保に関する法律に根拠がございまして、生活習慣病

を中心とした疾病を重視しております。保険者による特定健診、特定

保健指導が義務付けられております。これらの計画が今年度で満了す

るため、また新たに次期計画を策定していきます。
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そして和光市国民健康保険医療計画、こちらにつきましては新規の

計画になりますが H30度からの 3年計画で予定しています。こちら
は国民健康保険制度改正における税率改正の議論に資するものとし

て、医療費の適正化に向けた保険者としての取組を定めるものとなっ

ています。改正される国保の医療制度の中では、｢保険者努力支援制

度」が盛り込まれており、医療費の適正化に向けた取組を国が支援す

ることになるということです。介護保険事業計画と同じように、3年
間を 1期として、医療費の分析や推計に基づき、医療費適正化に向け
た施策や税率等の検討を行うといった計画になっています。

健康わこう２１計画、食育推進計画も、国民健康保険制度改正等に

深く関わるものであり、医療費の適正化に踏み込む計画としてぜひ皆

様から忌憚のないご意見をいただければと思っております。

資料の裏面を見ていただきますとそれぞれの計画期間を定めてい

ます。健康わこう２１計画につきましては計画期間を 10年と定めて
います。それと連動する形で和光市の食育推進計画が 10年となって
おりますが取組そのものはもう少し短いスパンでサイクルを決めて

策定していくことになろうかと思います。そして今回新規で策定して

いきます和光市自殺対策計画につきましては計画期間を 3年とする
ものであります。

では今回この委員会で策定する 3つの計画についてそれぞれ計画
策定の根拠でありますとか、方向性について説明させていただきたい

と思います。

最初に資料 1の 3ページ目。こちらは健康わこう２１計画の根拠に
あたる部分です。国民の健康の増進の総合的な推進を図るための国の

基本的な方針ということで策定の根拠は健康増進法にございます。健

康増進法第 7条の中に、国が基本方針を出す。基本的な方向であると
か、目標、市町村の計画策定に関することを定めています。基本方針

の中では生活習慣であるとか社会環境の改善を通じて活力のある社

会を目指す。そしてさらには社会保障制度が持続可能なものとなるよ

うに計画を作っていくということが定められています。そして、基本

方針として定められた告示の中で５つの基本的な方針というのが定

められています。

○健康寿命の延伸と健康格差の縮小

○生活習慣病の予防発症と重症化予防の徹底

○社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上

○健康を支え、守るための社会環境の整備

○栄養、食生活、身体活動、運動、休養、飲酒、喫煙、歯・口腔の

健康に関する生活習慣及び社会環境の改善

これらを踏まえた上で、和光市の地域課題を踏まえて独自の計画の
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策定を行っていくことが今回の方向性となっています。

そして、次ページ。こちらは食育推進計画の策定根拠となっていま

す。こちらの根拠は食育基本法にございます。さきほどの健康わこう

２１計画と同じような構造で、食育基本計画を定めそれに基づいた上

で都道府県が独自に計画を定める。その国が定めた計画と都道府県の

計画を踏まえ、市町村が独自に計画を策定するように努めるというよ

うな規定があります。そして国が示した第三次食育推進基本計画が平

成 28年度から 32年度までの 5年計画になっていますがこちらも食
育の推進に関して基本的な方針(重点課題）として 5項目定められて
います。

〈1〉若い世代を中心とした食育の推進
〈2〉多様な暮らしに対応した食育の推進
〈3〉健康寿命の延伸につながる食育の推進
〈4〉食の循環や環境を意識した食育の推進
〈5〉食文化の継承に向けた食育の推進
が掲げられています。第三次食育推進基本計画の重点事項を踏まえ

まして、健康・医療に関する施策を食生活の面から推進するため、健

康わこう２１計画にぶら下がる実行計画として定めていくというこ

とになります。

そして自殺対策計画策定に係る国の基本的な方針ということで、こ

ちらは自殺対策基本法というのがございまして、12条の自殺総合対
策大綱を定めるというのが定められています。その大綱に基づいて都

道府県が計画を定め、それらを踏まえて市町村が計画を作るという構

成になっています。自殺対策基本法の中では「誰も自殺に追い込まれ

ることのない社会を目指す」という目的規定が加えられまして、これ

らが大綱基本理念としてそのまま使われているということです。

そして自殺総合対策のポイント、こちらは国が定める大綱の基本方

針として５つまとめたものです。

○生きることの包括支援として実行する。こちらは社会全体の自殺

率を低下させるといったものです。

○関連施策との有機的な連携を強化して総合的に取り組む。こちら

については地域共生社会への取組であるとか、生活保護受給者、自立

支援等の連携をさしています。

○対応の段階に応じてレベルごとの対策を効果的に連動させる。こ

れは３つの対人支援、地域連携、社会制度といったところが対象とな

っています。和光市でいうところの、個別支援、チームケアといった

ところが該当していると思いますが、こういったところを大綱の中で

定めています。

これらを踏まえて同じように和光市の独自の地域の課題を踏まえ
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筒井委員長

菅野委員

筒井委員長

事務局

筒井委員長

事務局

た計画の策定を行っていき、この委員会においての議論をお願いした

と考えております。説明は以上です。

ありがとうございました。今の事務局の説明にご質問、ご意見がござ

いましたらお願いします。

健康わこう２１計画と自殺対策計画を４、５回のこの会議で、この委

員会で両方同時に行うというのは実際可能なんでしょうか。

自殺対策だけで大きな問題だと思うのですが、2つの命題を数回の会
議でというのはいかがなものなのでしょうか。

事務局お願いいたします。

もう一度整理をさせていただいた図に基づいて、次回までには政策の

体系を整理してお示ししたいと思いますが、まずそれぞれの課題の重

点課題が健康わこう２１計画に乗っかってくるような形になります。

逆を言いますと健康わこう２１計画で定めたものをそれぞれの計画

の中に重点事項として取組んでいくといった形で、計画の策定を進め

ていきたいと思いますので限られた回数の中で効果的に議論を進め

られるように、こちらも課題等を整理した中で論点等をお示ししてま

いりたいと思います。

よろしいでしょうか。ほかにご意見ご質問ありますでしょうか。

続きまして、次第の(2)、「計画の構成及び方針（案）」の健康わこう
２１計画の説明をお願いします。

健康保険医療課の松岡と申します。よろしくお願いいたします。

最初に、医療費の動向等を踏まえた和光市における医療・健康の状況

についてご説明いたします。

お手元のＡ４の資料２、「和光市における医療・健康の状況（医療費

の動向等）」をご覧ください。この資料は先ほど申し上げたヘルスマ

ネジメント、医療、自殺、食育のすべての内容にかかっております。

まず、資料の２ページ目、題名「和光市国保加入者 年齢階層別 1
人当たり医療費の年次推移」についてご説明いたします。

左側の表と右側のグラフから、1人当たりの医療費について、Ｈ24
年度からＨ28年度にかけて、増加しております。年代別医療費の割
合では、右側のグラフをみてわかるように、年齢があがるにつれて医

療費は増加傾向です。

特徴的なのは、Ｈ24年度からＨ28年度までの 5ヵ年の増加率が、
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最も大きいのは 10歳～14歳の年齢層で、155％の伸び率となってお
ります。これは、同一人物の白血病の再発が原因となっております。

また、まるで囲ってある部分になりますが、稼動年齢層において増加

率が高いのは 35歳～39歳の 32％、60歳～64歳の 20％、50～54歳
の 19％です。この要因として、35歳～39歳と 60歳～64歳において
は、この年代に脳卒中が増加傾向であることがわかっております。

県内の前期高齢者の医療費と比較した場合、和光市は高い傾向があ

ることがわかっておりますが、今回、年齢階層別の医療費分析をした

結果、30～64歳までの稼動年齢層の医療費の伸び率が他の年齢層よ
り高いことがわかりました。

以上の観点から稼動年齢層のうち、比較的若年層に対する発症予防

と高年層に対する重症化予防の取り組みが必要ではないかと予測で

きます。

次に資料の 3ページ目、題名「外来通院における疾病と医療費の状
況」をご覧ください。

表はＨ27年度、Ｈ28年度の外来通院における疾病別の医療費と総
医療費に占める割合を示しています。

外来医療費の生活習慣病にかかわる総医療費は対前年度比でみると

マイナス 6.32％と減っており、対前年増加は腎不全・透析のみとな
ります。Ｈ27年度、Ｈ28年度とも上位 5位の疾患で全外来通院医療
費の 3割を占めます。
5疾患のうち、4疾患（糖尿病・高血圧・腎不全・脂質異常症）が生
活習慣病です。そのため、不適切な食習慣、運動不足、睡眠不足、適

量以上の飲酒、喫煙等の改善の取り組みが必要ではないかと予測でき

ます。

次に資料の 4ページ目、題名「入院における疾病と医療費の状況（生
活習慣病に関する）」をご覧ください。

Ｈ27年度、Ｈ28年度とも上位 2位から 7位の疾患で全入院医療費
の 15％から 18％を占め、統合失調症を除く、①から⑥の疾病の総医
療費がＨ27年度は 2億 5千 11万 7330円からＨ28年度は 3億 1千 3
百 3万 6430円と、Ｈ28年度にかけて大きく伸びています。
特に、脳梗塞は、Ｈ27年度から 28年度にかけて 4千 4百 55万 8690

円から 6千 9百 85万 6300円と対前年伸び率は 56.77％となってお
り、脳出血は 2千 790万 1990円から 5千 228万 1940円と対前年伸
び率は 87.38％と、上位 2位～7位の疾病の中でも、特に医療費が大
きく伸びています。

以上の観点から健康な人が循環器疾患にならないような発症予防

の取り組みと、循環器疾患罹患者の重症化予防の取り組みについて強

化する必要があるのではないかと予測できます。
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次に資料の 5ページ目、題名「生活習慣病予防としての特定健診・
特定保健指導の状況」をご覧ください。

まず、一番上の表をご覧ください。

Ｈ28年度特定健診対象者のうち 57.6％の人が未受診でした。特定健
診未受診者対策として、平成 25年度から手紙や電話等によるアプロ
ーチを実施しておりますが、実際に受診等につながった人の割合はデ

ータヘルス計画策定時の目標値50％のうち平成28年度は30.5％であ
り未達成でした。特定健診未受診者に対するアプローチ手法の確立が

必要ではないかと予測できます。

次に真ん中の表をご覧ください。

特定保健指導の対象となるのは、腹囲が基準値をこえている・ＢＭＩ

25以上・高血糖・脂質異常・高血圧などメタボのリスクがあります
が、すでに生活習慣病を改善させるお薬等服薬している場合は除いた

人となります。

Ｈ28年度の特定保健指導対象者 490人のうち、特定保健指導が完了
した人の割合は 72人、14.69％でした。特定保健指導対象者のうち、
支援が継続する人の割合が低いことが伺えます。

次に下の表をご覧ください。

Ｈ28年度の特定健診対象者の健診に関する状況ですが、受診者 4163
人のうち、腹囲が基準値をこえているなどメタボのリスクがある人が

1522人、うち生活習慣病を改善させるお薬等服薬中の人が 8.5％、服
薬をしていない人が 7.0％でした。この 7.0％の人も特定保健指導の
対象者となります。このことから、メタボのリスクがあるにも関わら

ず、改善のための行動に結びついていない人が一定度いることが伺え

ます。

また、腹囲が基準値をこえているなどのメタボのリスクはないです

が、生活習慣病を改善させるお薬等服薬中の人が 9.8％となっており
ます。医療機関にかかっている人の重症化予防や生活習慣病有病者を

減少させるための取組が必要ではないかと考えられます。

さらに、医療費が年々増加していることより、健診を受け、服薬を継

続している状況にあっても、状態が改善していきづらい状況があるの

でないかと予測できます。

以上の観点より、特定健診・特定保健指導の手法の見直し及び、健診

後、医療機関受診者に対する継続支援が重要ではないかと予測できま

す。医療機関にかかっている人の重症化予防や生活習慣病有病者を減

少させるための施策に重点をおいていきたいと考えております。

最後に、資料の 6ページ、題名、「継続国保加入者と他保険から国
保に切り替えた被保険者の医療費の状況」をご覧ください。

上の表がＨ24年度からＨ28年度、毎年の継続国保加入者の１人あた
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りの医療費と新規国保加入者（ここでは、他保険から国保にきりかえ

た被保険者のことをさします）の１人あたりの医療費を示しており、

下のグラフでわかりやすく示しております。

Ｈ26年度を除き、継続国保加入者より新規国保加入者の 1人当たり
医療費の方が高額です。また、Ｈ26年度を除き、継続国保加入者と
新規国保加入者の 1人当たり医療費の差額は増加傾向にあります。
以上の観点より、社会保険加入者で稼動年齢層に対するアプローチの

仕組みが必要ではないかと予測できます。

また、参考データとしてＨ28年度年齢階層別・診療種別医療費と
総医療費に占める割合と傷病分類別医療費の総医療費に占める割合

を示しております。

以上、年齢階層別・疾病別の医療費の動向や特定健診・特定保健指導

の実施の状況からみる施策のターゲット設定や、国保以外の保険加入

者に対する生活習慣病予防アプローチの必要性についてご説明いた

しました。健康わこう２１計画は、これらの課題を解決できるような

計画にしたいと考えております。

ここからは、健康わこう２１計画の構成及び基本方針（案）につい

てご説明いたします。

お手元の資料 4、「和光市 健康わこう２１計画（第二次）・第三次

食育推進計画案（概要）」をご覧ください。

健康わこう２１計画策定の経緯および趣旨等については、先ほど議事

（1）「計画の策定について」の中でもご説明申し上げたとおりとなり
ます。

資料 4、左下の 2、「計画の理念・目標・方針」についてご説明いたし
ます。

今回の計画策定において定めるべき基本理念として、「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」を提

案させていただきます。そして、総合的な健康づくりと健康社会の実

現や、先ほど申しました和光市における医療・健康の状況からみえる

課題解決を達成するために、計画の基本方針を立てております。

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

④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

⑤東京オリンピック開催による健康づくりの機運上昇を捕らえ、ヘ

ルスサポーターによるわがまち・わが地域の健康づくりを推進
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の以上 5点となります。
さらに、資料の中ほど右側、基本方針を達成するための施策の視点と

して、ヘルスアップ（健康増進や疾病の予防に関する取り組み）とヘ

ルスサポート（疾病の進行や重症化を防ぐための取り組み）に力点を

おき、計画の遂行を展開していきたいと考えております。

そして、課題達成のための各種施策は、資料下中ほど、5の領域別健
康づくりの施策の 8分野の中に落とし込んでいく予定となっており
ます。

8分野とは、
第 1節が健康生活
第 2節 食生活

第 3節 身体活動・運動

第 4節 休養・心の健康

第 5節 歯の健康

第 6節 たばこ

第 7節 アルコール

第 8節 地域における健康づくり

これらをまとめたかたちで、

第 9節 ライフステージにおける領域別健康づくりの施策となり

ます。基本方針や施策の視点に基づく施策（サービス）については、

次回仮説を実証するデータをお示しして、具体的な施策として提案さ

せていただく予定ございます。

それでは食育推進計画の基本方針についてご説明させていただきま

す。引き続き資料 4の概要の資料をご覧ください。
第三次食育推進計画につきましては、国の第三次食育推進基本計画の

指針を踏まえつつ、健康わこう２１計画における食生活分野の施策を

担う実行計画として位置づけ、策定していきます。従いまして、健康

わこう２１計画の基本方針に沿う形で、今回、こちらに挙げた 4つを
基本方針としました。

①医療費の適正化に資する「予防に重点を置いた食育」の推進

②ヘルスアップ・ヘルスサポートを効果的に推進するための「セル

フヘルスマネジメント」としての食育の推進

③ライフステージ・健康度別の課題解決型食育の推進

④地域一体型の施策推進体制の構築と活動の推進

となります。

①②の基本方針については、先ほどの市の医療費の動向の中で、生活

習慣病予防の必要性が示唆されましたが、糖尿病や循環器疾患など生

活習慣病の原因となる高血糖・高血圧・脂質異常症・肥満に対して、
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筒井委員長

大夛賀委員

その要因となる食生活上の課題（食事の質と量、食べ方）について重

点的に推進していくものです。

また、一時的・短期的な改善ではなく、個人が自己コントロールし

ていく力を身につけ、生活習慣病予防のための食生活を生涯を通じて

継続して実践していくことが重要としています。

また基本方針の③④については、第二次和光市食育推進計画の動向

を引き継ぎつつ、さらに効果的な施策の推進を図るための内容となっ

ております。

現行の第二次食育推進計画におきましては、地域一体型の食育推進の

ための体制基盤として、今月、市や地域包括支援センターなどの相談

支援機関、スーパー・コンビニ等の民間事業者、食文化や農業などの

地域団体から構成される「食育推進コンソーシアム会議」を発足しま

した。幼少期や若年層のように現時点では生活習慣病リスクがない市

民、また市の介入が難しい社会保険加入者や単身層も含めた、普及啓

発のためのアプローチの手法として、これから健康や生活習慣病予防

に視点を置いた協働事業の実施に向けて動き出したところです。

さらに個別支援が必要な対象者に対しては、妊婦・こども・成人・高

齢者・チャレンジドなど、ライフステージや個人の状況に応じた栄養

マネジメントを行い、そこに食育推進コンソーシアム会議の取組を活

用することで、基本理念として掲げている地域包括ケアシステムの構

築へと繋げていくものとして、考えております。

なお、これら方針に基づく具体的な施策につきましては、次回改め

て提案させていただく予定としています。以上です。

ありがとうございました。質問はありますでしょうか。

最初の医療費分析の細かいところと後半の健康わこう２１の全体

的な章立てとそれに対応する食育推進計画の章立てのご説明があっ

たと思いますが、後半の大きなデザインの方で確認があります。阿部

地域包括ケア課長のご説明だと、健康わこう２１に包含するものでは

なく、健康わこう２１の課題が個別の食育推進計画に引き継がれてい

くという冒頭のご説明があったと思います。資料 4を見ますと左下に
5つの基本方針の文言が並んでおりまして、一番上が医療費の適正
化、2つ目が食育との連動により生活習慣病予防の強化、3つ目が特
定健診･特定保健指導、4つ目が新たなアプローチの創出、5つ目が地
域健康増進の推進という大きなところを書いてあるようです。それを

踏まえまして、右下の先ほどご説明いただきました、食育の基本方針

ですけれども、上 2つは先ほどの医療の健康わこう２１計画の 1と 2
に対応しており、その下の 3と 4は具体的な食育独自の内容になって
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事務局

大夛賀委員

筒井委員長

事務局

東内部長

いるのかなという風に感じました。まずこれらがこれでいいのかとい

うことと、冒頭の阿部課長の説明に対して、どのような修正があるの

かというところで、事務局の意見を伺いたいと思います。

今いただいたご意見に基づきまして、先ほど申し上げましたように

今一度計画の体系等は整理させていただくといったところで、その中

で基本方針の方もさらにブラッシュアップはしていきたいと考えて

おります。各計画の連動とか、関係性、重点事項といったものを明確

に表せるような形のものに再編成していきたいと思ってますので次

回そういったところを整理してお示しできればと思います。

ありがとうございます。具体的には和光市の中全体の理念計画の位

置づけがあるので、例えば食育にフォーカスしたような課題が健康わ

こう２１に入ってくればいいと思います。全体の計画と、個別にやら

なければいけない計画とその内容とをもう一度整理していただけれ

ばと思います。

他にご意見ご質問ありますか。

もしないようでしたら、先ほどこの医療費･健康の状況の分析につ

いてお話がありましたが、和光市の医療費の年次推移というのは基本

的に右肩上がりの分布で、しかも年齢階層別に見ても右肩上がりにな

っております。この要因分析はされているのでしょうか。

健康保険医療課の端山と申します。全体の傾向と部分的に抽出をい

たしました年次推移と整合性の部分に関しましては今鋭意作成中で

ございまして、今後はっきりしたところが出てくると思いますので次

回の策定委員でそこの内容については発表できればと思っておりま

す。

この右肩上がりの傾向というのは、いわゆるレセプト一枚あたりは

低いんですね。ただ、一人あたりの受けてる件数はレセプトが多い。

多受診ということだけではないんですけど、そういう傾向がありま

す。それで傾向として子ども医療費の関係が今後ずっと続きますが、

病院のかかる約 40％から 50％が成増を越えて東京都 23区にかかっ
ていくという、和光市独自の市民ニーズもありますので、そういう関

係から1ないし3の科目にかかっていて医療費が年々上昇していくと
いうのが、インパクトがあるのかなと実感としてありますので、その
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辺をデータヘルスとかでやっていきたいと思います。

このデータは、特徴的です。まず年齢階層別のデータで、しかも、国

保だけのデータで、これだけ特徴が示されているのは重要と考えられ

ます。原因が多受診ということとであれば、薬剤についての分析は別

に実施されたほうがよいと思います。入院、外来、薬剤というレセプ

ト別になってますので、その３種類の分析をすると実態がつかめま

す。それから、疾病別医療費の分析結果からは、これらは糖尿病・高

血圧・腎不全･脂質異常症というのはおそらく診断名がマルチでつい

ているのではないかと思います。このため診断名別の分析が十分にで

きていない可能性が高いので、診断名の組み合わせの分析が出来るか

どうかを検討されると良いのではないかと思います。つまり、糖尿病

で高血圧であるとか、腎疾患で高血圧も併発しているとか、そういう

方々の医療費が医療費全体にどういうインパクトを与えるかという

分析をされると、食育との関連性についての考察が可能となります。

先ほど福祉系の調査をされて未回収の訪問に行ってくださっている

という公募委員のお話をお伺いしましたけれどもこれも多受診･多

剤・複数疾患の方をターゲットにするという考え方もあると思うんで

すね。そういうやり方をしますと次のページ、①脳梗塞②肺がん③脳

出血④腎不全という、これも入院の主診断名しか出てないんですけれ

ども、入院も複病名が３つまでは出ているはずなので、脳梗塞だけで

はなく、複病名が高血圧であるとか、糖尿病であるとか、マルチの分

析をされた方がよりターゲットを絞りやすいと思います。また、今回

食育はセルフヘルスマネジメントということを②で書いてあります

ね。つまり複合疾患、多剤を投与されている患者さんにこういったヘ

ルスマネジメントというのが実際本当に行われたかということも含

めて、そういった中身を食育の中には入れられた方がよろしいのでは

ないかと思います。

それから 6ページ目を見ますと、継続国保と新規国保という、これ
は切り替わった人というのはけんぽからの切り替えだと思いますが、

この方々の医療費が高い、これについて原因の分析をされると思いま

すが、その原因の内容、医療費の構造というのは先ほど申し上げたと

おり、入院･外来･薬剤ですのでこの新規国保の方々と継続国保の方々

のこの 3種類の割合がどうなっているかというのをお調べにならな
いと実際の原因が良く分からないと思います。そういった中身と、よ

うするにセルフヘルスマネジメントというのは栄養、運動、服薬の 3
本柱ですので、栄養についてどう考えるのかという。言葉も食育推進

計画の基本方針に入れられると良いのではないかと思うので次回に

分析をやっていただければと思います。
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他の委員の方、ご意見ご質問よろしいでしょうか。

かなり分析としては医療費の分析は難しくて特にけんぽの方のデー

タは和光市では重要ですがデータが取りづらい状況がありまして、私

も今、国のほうに強く依頼をしておりますが、データの中に患者さん

の住所地のデータがないので、切り分けることが出来ないという状況

になっていまして、3年ぐらいは残念ながら国保だけでやらなければ
いけませんが、他に方法がないかも検討したほうがよいかもしれませ

んね。

次に行く前に、一言申し上げて起きたいと思います。今回は医療費分

析に絞って課題、一部資料、おそらく冒頭の医療データというところ

で加藤委員がご尽力いただいている「地域の絆と安心な暮らしに関す

る調査データ」等、色々なニーズ調査があってそこで、もうちょっと

多面的に和光市の課題を捕らえてそれが医療にどうインパクトを与

えるのかという分析があるのかと聞いていました。筒井委員長が言わ

れたような分析を進めていって、もっと詳細にどこにアプローチをし

たら医療費が下がるのかという分析をしないと、医療費にインパクト

のある施策は考えられませんという重要な示唆だったので、ここは出

来るだけお願いしたいと思います。

もう 1つ、５ページ目のところです。分析をされて特定健診から課
題をあげられているんですけれども、現状で、受診者が４割で、未受

診者が６割程度になっている。私の予想ですが、ここは大幅に増やす

ことは難しいと思います。よって、未受診者に対するアプローチ、稼

動層を含む、市としてのオリジナルな施策を持ってないと劇的なイン

パクトは与えられないのではないかと思います。今日の話題の 1つと
なっているニーズ調査のほうで様々なデータを取られていると思う

ので、ここと国保を突合させて多事支援者とかあたりをつけた上でさ

らに未受診だけれどもニーズ調査で捕まえて他の施策に連動させて

いくなど、和光市独自の取組を健康わこう２１の中で想起していただ

けると良いのかなと思っております。それと関連して下のところの、

特定健診･特定保健指導の手法の見直しなんですけれども、今と同じ

で市で持っているレセプトのデータとかあるわけですよね、そこで多

剤投与ですとか、特定すべき疾患の焦点化する、戦略を決める、こう

いう人に対してはこういう施策を展開しようという優先順位が少し

つけられると、凄く医療費が下がるというのが分かるのではないかと

思うので、もう少し分析を進めていただいて、先ほど私が申し上げた

ような色々な方法に繋げていくということを考えていただけたらと

思います。それから 2点目の食育推進計画ですが、和光市の課題とし
ては医療機関がかなり都内にあって和光に住所地を持つ人が都内の
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医療機関に受診することに対しての市のアプローチがしづらいとい

うのが問題になっていると思うので、何とかそこをアウトリーチして

いただく方策を考えていた学事が重要と思います。。あるいは近隣の

医療機関に対してこういう人が入院したら和光市に連絡してくださ

いというような、色々な介護保険制度、在宅医療介護連携推進事業と

か市を跨るところの外部の医療機関に対して働きかけをするような

アウトリーチの仕組みがないと捕まえられないのかなと。入院とか、

退院をイベントにしてそこで市に戻ってくる人に対して食育とか、筒

井先生がおっしゃられたセルフマネジメントを展開するような模索

を持っていかないと稼動層の医療費が高いとか健保からの国保に切

り替わったことで医療費が上がったりすることは大体予想はついて

いるのでそこに対するアプローチをやらなければいけないと思いま

す。具体的には後期高齢のところで和光でやられてたチェックリスト

で低栄養の人に対して一定期間の栄養サポートステーションの方が

介入をするという事業があったと思いますのでそういうのも 1つ近
い取組かなと思いますので、ぜひその色々なチャンネルを生かして医

療機関に退院後のイベントに介入をしていくということを考えてい

ただけたらといいのかなと思います。以上です。

よろしいですか。5ページの特定健診対象者の 9,825名の定期医療費
というのは分かっていますか。

分かっていません。

分かりました。この表の箱で特定健診対象者 9,825人、受診者、未受
診者、腹囲あり、なしと箱がありますが、これのそれぞれの箱ごとの

医療費を計算されるといいと思います。そうすると、まず特定健診と

いうのがどれだけのインパクトがあるのかというのを市民の皆様に

分かっていただける資料が出来ます。結果的に、例えば、未受診者の

疾病の罹患率と受診者で服薬あり、8.5％の疾病の罹患率、これがど
ういう状態になっているのかとか、もっと言いますとそれに対しての

食育というのは何かやられているのでしょうか。

やっていません。

そういうモデルを見せるというような事をやられると先ほど大夛賀

委員言ったようなことが少し分かりやすくなると思います。

分かりました。
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次に「和光市自殺対策計画」について、事務局から説明をお願いしま

す。

和光市自殺対策計画について説明させていただきます。健康保険医療

課の柴田と申します。よろしくお願いいたします。

お手元の資料 3、資料 4を使わせていただきます。まず資料 3の一
枚目をご覧ください。こちらの上段にはＨ21年から 27年までの自殺
者数及び自殺死亡率を上げています。市、県、国それぞれあげていま

す。右下に自殺者数の年間推移をグラフ化しました。これで見ますと、

少し波がありますが全体として減少傾向にあるということが分かり

ます。男女比で見ますと、男性は総数として女性を上回っている。と

いうことが分かります。左側の上が性別･年代別のグラフになります。

このグラフでは男女とも30代、60代が多いということが分かります。
その下の表には保健センターで受けているこころの相談をお受けに

なった方の性別･年代別で分けたものです。これで見ますと、上の自

殺者数の推移と年代による増減は似ているということが 1つと、男性
は自殺者数は多いけれども、相談件数は少ないということが分かりま

す。もちろんこころの相談すべてではないですが、傾向としては男性

の方が相談に結びつきにくい状況があって、問題が深刻化するのでは

ないかという事を課題の１つにあげています。もう１つは 30代は職
場不安や経済問題、60代は老後の体調や経済などの生活不安がある
のではないか。生活環境やライフスタイルに合わせたアプローチが必

要ではないか。ということを課題にあげています。

次のページには、自殺の原因･動機を性別･年代別にあげました。

男性は「経済生活問題」「勤務問題」が多く、女性はほぼ全年代をと

おして「健康問題」が多いことがわかりました。

ここには数字を入れていませんが、人数が多かった 30代について、
男性の 30代は、経済生活問題は約 3割、勤務問題が約 2割、2つあ
わせると 54％です。女性の 30代は健康問題が多くてこれが 57％だ
ったんですが、勤務問題も約 3割ありました。60代は、男女ともに
健康問題がほぼ 9割、経済生活問題が 1割と共通しておりました。
課題としては、男性に対しては、経済問題を苦として自殺へ至る経路

が多いため、経済生活に関わる部分に入っていく施策が必要ではない

か。女性に対しては、妊娠・出産・育児を含めたライフスタイルに応

じて健康問題に介入する必要があるのではないか。ということを課題

としてあげております。

論点として

①自殺に至る経路において、健康問題・経済生活問題を効果的に解
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消するアプローチが必要ではないか。

②複数の課題、年代に対して効果的なアプローチをするための多制

度・多職種による体制づくりが必要ではないか。

という風に考えております。

次に資料 5をご覧ください。
こちらは和光市自殺対策計画 案（概要）としてあげておりますが、

上には概要、そしてⅠ・計画策定にあたっては先ほどお示ししたとお

りです。現状と課題もただいまの報告のとおりです。その下のⅡ・計

画の理念･目標･方針の部分ですが、計画の基本理念としては地域包括

ケアシステムの構築による自殺防止をあげました。

その下、基本方針は自殺に至る可能性の高い経路（危機経路）上の複

合的な要因を解決することによって、自殺に至る経路を絶つという方

針を持って計画策定の実施に望みたいと考えております。この点につ

いてご説明をさせていただきます。

資料 3の 4ページ目です。
「自殺の危機経路」事例としてあげています。ここには左端に、職業

別に実際の危機経路を表しています。これはＮＰＯ法人ライフリンク

が「自殺実態 1000人調査」を実施されてそれを結果としてまとめら
れたものを利用しております。自殺の危機経路というのは事態がその

まま進行していくと自殺に至る可能性の高い経路(プロセス)のことで
す。自殺はこれらの要因のうち平均すると 4つは複合的に絡み合って
連鎖すると起きるとされています。その複合的に絡み合った状況は次

の 5ページをご参照ください。ここにあるのは一部ですが、このよう
に連鎖してしまうということを示しています。ですので、この連鎖す

る状況の中で、早い段階でそこに介入することによってさらに複合す

ることを食い止めるという対策を考えていきたいと考えています。

次の 6ページをご覧ください。自殺危機経路及び対応事例として、
うつ状態から休職を繰り返し、会社と解雇されてしまったＡ氏の場合

の自殺の経路は、うつ状態があって失業そして多重債務、生活苦、う

つの悪化、自殺という状況になっている。オレンジ色のまるで示して

いる①の段階でリスクの深刻化あるいは連鎖を予防するために介入

する、ここで介入できればその先に行く事を防げるのではないかと考

えて、ここに何か対策を立てる方法を考えていきたいと思っておりま

す。その下に想定される介入手法と入れておりますが、大きく 2つ、
1つ目は対象者のメンタルヘルスに対するアセスメント。この方は失
業されてらっしゃいますので、この時点で社会保険から国民健康保険

に異動される、その時の窓口ですとか、お仕事を探しにハローワーク

にいらっしゃる時の窓口などでアセスメントができれば効果的な手

法に繋がるのではないか。そのアセスメントによって就労支援が可能
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なのかどうか、就労支援が不可能なのかどうかも判断をするというこ

とと、もう１つは経済に関わるところで、失業によって生活困窮に陥

るかどうかのアセスメントをする。これは今がどういうことかを含め

て、その次のビジョンを見据えた上でのアセスメントも同時にするこ

とによって、当面の生活が可能なのか、例えば貯金がある近親者の支

援がある、それは不可能なのか、近親者の支援もないという当面の生

活の状態はどうなのかということをここで判断を１つ固める。そして

大きく 4つを組み合わせて考えることなんですが、一番下の 4行なの
ですが、就労支援が可能で、当面の生活も可能ですということであれ

ば、就労支援と継続医療支援をしていくということで良いということ

になります。次に就労支援が可能だけれど当面の生活が不可能という

場合は、就労支援に継続医療支援を加えて、なおかつ家計支援を加え

る。次に就労支援は不可能、でも当面の生活は可能という場合は治療

計画を確認すると同時に障害者相談支援(精神のマネジメント）をこ
こで行って、この時だけではなく先を見据えた形で就労支援に結びつ

けるような支援策を考えていく。次に就労支援は不可能、当面の生活

も不可能という場合は治療計画と同じく障害者相談支援(精神のマネ
ジメント)を入れて生活保護も視野に入れていくと。このような支援
を入れていくことが出来るのではないか。これらをするためには様々

な職種の方がいなければ出来きません。それが出来るのが、この地域

ケア会議であり、ここで有効な多制度・多職種によるチームケア、そ

れを実践していく事によって自殺に至る経路を早期に絶つという事

を基本方針として入れました。そしてその視点を施策の視点としても

加えていくということで資料 5の施策の視点のところにもこの点を
入れております。資料 5には施策としての案もあげております。まだ
案をお示ししているという状況ではありますけれども、先ほどお示し

したように、国が全都道府県、市町村に自殺対策計画の策定を義務付

けること、それから自殺総合対策推進センターというところがたちあ

がって、そこから各自治体ごとの自殺実態プロファイルおよび政策パ

ッケージというものを提供してくれることになっています。それがも

うすぐ提供を受けられるということなので、そのデータ等との整合を

計りながらこの施策の展開も進めていきたいと考えております。その

点は資料 3のエのその他にもその旨記載をさせていただきました。次
回の委員会の折にこちらに入っていればそれを組み入れた形でご提

示が出来ればと考えております。以上です。

ご質問、ご意見がございましたらお願いします。

最初に左下に 1個だけこの計画の基本方針が載せられていて、食育と
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同じようにここを整理していただいて、健康わこう２１計画全体との

整合性を考えていただきたい。もう一点目は、今回の視点は危機が分

かった段階でのケアマネジメントの手法ということですね。ご説明い

ただいたところですが、それが右上の施策の視点の第 1節 2とか、3
とか、2節のところが、おそらく下の施策の 3節、4節、5節と結び
つくことを詳細に説明していただけたと思いますが、一方で、興味が

あるのが、第 1節、第 2節というところで地域全体のキャンペーンの
ところでしょうか？このあたりは1節2節に書かれるんのでしょうけ
ど、具体的に、こういうことをというのがあれば今の段階でお聞かせ

いただければなと思います。

キャッチコピーを使って展開という意見もあったんですが、決定して

いるわけではなく、具体的なことはまだ決まっていません。

今回自殺に関しては厚生労働省の社会援護局でしたか、そこがいわゆ

る四方にセンターを作って、和光市の考えからすると、政策パッケー

ジを押し付けられるのは、いかがなものかと思いますが、あまりこう

いう会議をやらないのか、それはそのままでいいですけど、和光は和

光の課題があるからその対策をどうやるかといったところだと思う

んですね。それで、今の論理でいくと今日は健康日本を 2年計画の最
上位として、医療･食育･自殺、ヘルスマネジメントとあると。もう一

方では地域福祉計画の中に介護の計画、子どもの計画、障害者、精神

含む計画と、生活困窮者の計画があるんですね。今回柴田が言ったの

は、自殺計画はやはり保険医療の世界の部分と福祉のほうの障害の関

係と生活困窮者、これとかなりリンクすると思うのでそのへんの施策

連携をとる中の部分が 1節、2節等に繋げるようなことを考えるよう
にしたいと思います。

ほかにいかがでしょう。松下委員どうぞ。

健康づくりの基本条例ということで、４つの食育･自殺･医療･ヘルス

マネジメントの予防、この自殺に関して対策的にうつ状態から失業、

その次の段階でなんらかの対応という施策になっているんですが、こ

のうつ状態というメンタルヘルスの部分で医療費の中でどういう部

分が、国保でのデータしか分からない部分なので、和光市の精神科に

関する医療費関係のデータというのは分からないのでしょうか。もっ

とメンタルヘルスの面で今健康な体に健康な精神が宿るということ

で、からだとこころというのは見えてきていると思うんですね。その

部分でもっとうつ状態、今ストレスチェックというのが企業多くです
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るように言われていますよね、何十人以上の会社では。そこから外れ

た部分のストレスチェックをしてこころの部分のメンタルヘルスケ

アの部分も取り入れることも必要なんじゃないかなと私は思います

が。

この医療費のところですと、資料 2の最後のページに精神及び行動の
障害、8.4％を占めているということは提示されていて、これの精神
及び行動の障害の下位の項目、傷病分類に関する主病名の分析という

のはやられているんでしょうか。

今の段階ではやっておりません。

松下委員からのご指摘はそういう分析を 1つはやっていただきたい
ことと、それからもう 1つは、リスク要因で、今ターゲットにされて
いるのは、すでに失業ですとか、リスク要因が明確になった時点なん

だけれども、その前段階の予防に資するというそういうところの施策

についても考えていただけないかということだと思います。

はい。施策のところで、第 1節、第 2節、第 3節の事前段階というと
ころも絡むんでけれども、そこのあたりに今松下委員からご意見いた

だいたようなところも施策として見せていければと思っています。

東京に勤めている方がいて、職域の段階で会社のほうで労働安全衛生

法とかでストレスチェックが始まっていますよね、和光市役所も全員

やっています。そういうようなデータが本人に届いた時に和光市に住

んでいる方は、例えば保健センターへそのデータを自ら出してもらう

ようにという風にして、予防施策をやっていくというような事が重要

だと思います。会社とその人が住んでる市と本人・家族の連携が重要

で、そこからヘルスサポーター等をやっていただいていると、ラジオ

体操もそうだと思いますが、そういったところへの早い呼びかけをど

うしていくん等、保険医療とか体育とかみんな繋がっていくんです

ね。

そこを整理して、会社もそうだし、地域の繋がりも作ってもらったり

する。そういうところで、健康増進をあげていくといった施策は展開

していきたいと思いますので、そのへんのデータ分析をきちんとする

と。私がこういうことを言うのは変なんですが、自殺対策として自殺

月間とかで垂れ幕を出すとか、アセスメントの能力のつかない一般的

な職員研修をやるのではなく、かなりインパクトのあるものをやりた

い。その中でも本来こころの相談ではどのレベルで来ているのかと、
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ほとんど母子関係の相談ばかりですけどね、分析していると。そうい

うものをそうじゃないところ、いのちの電話とか意味は分かるんです

が、もっと手前の予防の段階を強化するというので今回は結果を出し

ていきたいと考えておりますので、ぜひ斬新なご意見をいただければ

と思いますのでよろしくお願いします。

ハローワークの小室です。色々資料を読ませていただいて、失業とか、

色々ハローワークとしても関わるんですが、実はハローワークとして

も精神を病んでいる方の対策というのは課題として受け止めていて、

ただ失業というの事故として防ぎきれない、メンタルヘルスに関して

も医療の部分からすると敷居が下がっており、眠れないんだけどと

か、仕事で悩んでるんだけどとか、わりと相談が医療機関だと受け入

れが良くなっているんでしょうけれども、実際社会に受け入れという

形になった時に、今ハローワークの窓口で失業されている方の相談を

受けていると、実は適応障害であるとか、うつ病であるとかでまだ手

帳を取るほどじゃないよとお医者さんに言われているということで、

窓口でお話いただけないケースがとっても多い。今厚生労働省の施策

の中に若年者のコミュニケーション能力の要支援者プログラムとい

うのがあるんですが、いわゆる一般の窓口にこられている方の中に精

神疾患を持っておられる方が多数存在しているのではないか。なの

で、それをハローワークで相談していく上で読み取って、可能性があ

るのであれば専門援助という部門があるんですが、そういったところ

に繋いでいきましょうと。でないと転職しても、今景気がよくなって

いるので、私は精神障害を持っているんですと手を上げてしまわなけ

れば、割と容易に転職できる時代になってしまっています。ただ、転

職してもすぐにやめてきてしまう。何が悪いのかというと、病気に対

する理解であるとか、受け入れる側の姿勢の問題がすごく大きく関わ

っているのかなというのが、景気が良くなればなるほど、そういった

ところが浮き彫りになってきています。今資料を見て 30代は今、色々
教育であるとか、住宅ローンであるとか特にお金がかかる世代、60
代は、団塊の世代で無趣味できて、定年退職したらやる気なくしちゃ

ったという、燃え尽き症候群じゃないですけれども、そんな世代なの

かなという印象があります。確かに女性は比較的病気に対しては開示

していただける場合が多く、男性の場合はそれが自分のマイナスにな

るのではないかと思われて開示いただけないケースがすごく多いの

で、私もこの数字を見てそうなんだなというのは分かりますし、健康

の問題より、経済とか、勤務とかのウエイトがあるというのはおっし

ゃるとおりだなというのは、特に和光市に限った話ではなく、実は私

は前の職場で他市の自殺対策委員をやっていたこともあるんですが、
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その時もそういった年齢別とか、世代別の課題というのはいつの時代

も一緒なのかなという印象があります。そこで出た結論というのは、

普段からの声掛け、地域の支えあい、見つめあいとか、そういったと

ころがすごく大事なんだと、自殺される方は前もってサインは出さ

ず、突然サインを出してくることがある、その時に誰かが一緒にいる

意味合い、なので、お一人様の自殺の率が高いというはどうしても防

ぎきれないんだよというのは聞いたことがあるので、ハローワークで

出来ることは何かと考えた時に、出来るだけ相談していく中で、おっ

しゃってることの辻褄が合わないとか、方向性がずれているなという

方に関しては、出来るだけそういった方向性の話を本人にするんです

が、私はそんな病気はありませんとか、障害者ではありませんとか、

逆にちゃんと手帳を取られてハローワークに来る方は障害の窓口を

利用するんですが、企業には非開示という職業紹介というのをやって

も良いということになっているので、そうすると、そういうことは言

わないでくださいと、必要があれば就職が決まってからしゃべりま

す。という感じで紹介する部分があって、本人のプライバシーの部分

なので知ってしまったら全部伝えても良いとはならないので、やっぱ

りそういった方も定着が悪い、そうするとある日間違えてしまえば、

自殺に繋がってしまうのかなと懸念はしてるんですが、なかなかご本

人と社会とのこころのアンバランスというのか、均衡がとれずらいの

で、市役所にお願いしたいと普段感じているのは、精神福祉の手帳の

申請をされた時に、身体とか知的な手帳というのは割とオープンにし

てくるんですが、精神の時はオープンにされない方が多いので、再就

職の時には手帳を使ったほうが有利だよと、ちゃんと理解して受け入

れてもらうことが大事なんだよということを理解できる説明の仕方、

大体ハローワークにきた時って凝り固まってる方が多いので、前段階

で出来ることが何かないのかなと普段から懸念はしてるところなの

で、参考になるか分かりませんけど、ハローワークの窓口での感想に

なりますが、以上です。

先ほどの松下委員から質問に対し、医療費の補足のデータがあるそう

なので、補足していただきます。

先ほど精神の医療費の部分で何が多いかというところについてのＨ

28年度の国保の分析ですが、入院に関しましては、統合失調症が総
医療費の 6.4％、うつ病が 1.7％です。外来につきましては、うつ病
が 2.6％、統合失調症が 1.9％という順位になっております。

先ほどの、小室委員からのお話なんですが、和光市と朝霞公共職業安
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定所、ここで例えば和光市の方がいらっしゃって、そういったリスク

がありそうな方というのを連絡調整したりする仕組みは現在あるん

ですか。

本来は、障害者という枠に入ってしまえば市町村型の就労支援センタ

ーというのがありますので、そういったところを通して、障害者の枠

という形、あとは、生活困窮者ということであれば、生活保護を受け

ている方の就労支援という形の中で、就労支援、一人親世帯であると

か、その他、色々な枠組みがあるんですが、なかでも就労支援という

ことの中に障害というのが入ってくると思うんですね。なので、ご本

人が市役所を利用された時に就労支援をどうやってご本人に導いて

いくかというところ、連絡調整するルートはあると思います。あると

思いますが、うまく活用されていないのかなと。

自殺に関しては施策として、市役所が出来そうなことは、予防と発見

と支援です。つまり、自殺に至らない為の予防策というのが、初期と

中期と後期とに必要ということになりますが、その次に重要なのが、

発見の仕組みです。自殺企図をもっている方の発見ということです

ね。その発見のルートとして、先ほどおっしゃっておられたように、

障害者の枠だけではなくて、失業問題を抱えて、朝霞公共職業安定所

にこられた人を和光市役所に通報出来るような仕組みが作れるのか

ということです。可能性はありますか？

今後は独自にやっていくと思います。

今現在、ハローワークに行く人達と、生活困窮者自立支援法の就労支

援のところに行くケースがあって、精神疾患系はそこに行くケースが

多いですね。そこから、生保窓口か障害窓口へというパターンです。

就労支援に障害を使う場合にはハローワークさんと、多分社会保険離

脱の国保窓口でのアセスメント能力か、簡易アセスメントとか。あと

は、ハローワークさんとかへ行ったときの簡易アセスメントみたいな

ものが今後必要かなと思います。

多分、第 2節、関連施策および関係団体との包括的かつ有機的な連動
の強化というところになると思いますが、この自殺対策のやり方で、

いわゆるポピュレーションリスクとか和光市民全体に対してのリス

クアセスメントみたいなことは何かお考えがございますか。

現段階では、具体的なことは考えてないですね。

いわゆるインターネット上の中の、確か事業社名ＦＢＩというんです
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が、そういったところのこころの体温計というレベルの今アプローチ

だけなので、それ以外のものは具体的に考えていきたいのでぜひこう

いう中でもご提案があればという風に思います。

分かりました。ほかにご意見ありますか。

まちがど健康相談室というのがありまして、そこは高齢者だけの扱い

ではなくて、お子さんをお持ちの方もいらっしゃるし、精神障害をお

持ちの方もいらっしゃるんですね。栄養士だけではなくて、看護師さ

ん、保健師さんもいらっしゃるので、精神に不安のある方は相談に来

たりとか近くにあるとちょっと来ていただけるような感じでやって

います。そういう風な形がいっぱいあったらば、各自でなんとなく相

談に行ける場所があるといいのかなと思います。

ご夫婦で亡くなってしまわれて、ちょっと泣きにくるという方がいら

っしゃるので、聞いてあげるという所の場所というのが必要なんじゃ

ないのかなと思います。

ありがとうございました。ほかにご意見、ご質問ございませんでしょ

うか。

今の支援ということですよね。ちょっとやっぱり弱いのが、発見さ

れるというか、本当の自殺企図までの経路、一番初期のその発見のル

ートをどうするかというところだと思うんですが、それは 2つあると
思うんですね。発見のルートは、ご本人というのもあるですが、施策

としては周りの方、啓蒙という部分ですよね。ご本人に直接アプロー

チすることと、ご本人の察知、おかしな兆候、先ほど小室委員がおっ

しゃいましたけれども、その発見するための啓蒙というのは、恐らく

二種類あると思います。それをどこまで出来るか。それと、失業とい

うのが結構大きいテーマになるように書いてあるんですが、身体状態

というのもありましたよね、リスクのところで。それで、60歳以上
の方の自殺の要因って、自らの身体状況の悪化を苦にしてという、そ

ういった中身についてのいわゆる発見、支援というのは若年層とは違

うと思うので、それは少し層別に分けての施策にされた方が。つまり

地域福祉計画の方の、先ほどからでてきているのは、精神障害がもと

もとある、身体障害がもともとある、というのは、これは市役所は分

かっているわけですよね。そちらの施策は施策で動いてる、それ以外

に和光市が今回独自にやろうとしているのは、いわゆるポピュレーシ

ョン、和光市民全体にかぶせる計画になるので、その和光市民全体を

把握できるような、施策としてどういう内容がいいのか、それについ

ては先ほど、小室委員がおっしゃってくださったので、チャンネルを
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増やすという話で、1つは朝霞公共職業安定所というところがあると
思いますが、今日ここにもたくさんの団体の代表の方が来ていただい

ていて、医師会ですとか、歯科医師会、薬剤師会、栄養士会、民生児

童委員の方、体育協会の方、様々なチャンネルを持っている先生がこ

られているので、その先生方と関係団体の連携というのをどう作る

か、そのポピュレーションでのアプローチになるんですけどそれを事

務局としてもう少し詰めて出していただくとよろしいのではないか

と思います。先生方にもぜひご支援いただけるようにお願いしたいと

思いますがいかがでしょうか。ほかにご意見、ご質問ございませんで

しょうか。

ほかにご意見がなければ、この会議における議題は終了ということ

でよろしいですか。では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色々とご意見等を頂きま

して誠にありがとうございます。次回の日程につきましてご報告をさ

せていただきます。次回につきましては 10月の下旬に予定しており
ますので、よろしくお願いをいたします。

こちらのほうから最後に一言御礼申し上げます。

今日は長時間にわたり、筒井委員長を初め、ご議論いただきまして

大変ありがとうございました。冒頭あったように、自殺とか健康日本

とか、多岐にわたるので少し難しいところもあったかなという風に思

います。ただ各々の委員の方の専門性の分野であったり、日頃疑問に

思っていること、さらには委員会であがったら、どんどん出していた

だきたいと考えております。今日は後半の自殺でいうと、ルートの初

期のところというのは掴めているようで、掴めていないという現状

が、和光の郊外都市ならではの課題としてあるのかなと、そういう中

では非常に二宮委員のように、民生委員の役割、あり方でも、新たに

健康志向プラス自殺に対する地域のアセスメントの能力、そういうも

のを今回の生活の部会でも議論していただけるとすごくいいなと思

います。それから今日は出なかったんですが、児童、小中学生中心に

虐待関係もそうですけど、発達のグレーの関係とか、逆に精神病院に

通っているお子さんとか、教育支援センターに通っている方とか、い

っぱいいらっしゃいますよね。そういうところへの乳幼児からの親支

援、子支援のあり方も重要になってくるのかなと考えたところもござ

いました。ともあれ今までとは違った課題のシフト的な、アプローチ

が出来るようにポピュレーションの部分もやっていきたいと強く思

っておりますのでぜひお願いします。最後に今日色々自殺までやって

いったんですが、来年の 4月 1日というのは、国民健康保険の大きな
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改正がございまして、市としては来年の 3月議会に介護保険の第 7
期の介護保険料、国民健康保険の、県が財政の保険者になった意味で

和光市が県に支払う国保の納付金の税率の改正を行うんですね。その

時に単純な税率、納付金を納めるという議論だけではなくて、ここの

結果を踏まえた予防効果等を 3年ごとの将来設計等見込んだ数字と
して市民の方に適正な税率等をお示ししていきたいといったところ

にもこの会議の議論をつなげたいと思いますので、次回もぜひよろし

くお願いいたします。本日はありがとうございました。

本日はこれにて閉会させていただきたいと思います。ありがとうご

ざいました。


