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平成２５年度秋田県総合政策審議会 第２回健康・医療・福祉部会 議事録要旨 

 

 

１ 日 時  平成２５年８月７日（木） １５：００～１７：０５ 

 

２ 場 所  秋田市山王 ふきみ会館 ３階大会議室 

 

３ 出席者   

 

  ○ 部会委員 ８名  ※以下名簿順 

   

   ・小 野   剛 （大森病院院長） 

・澤 田 賢 一 （秋田大学大学院医学系研究科長、秋田大学医学部長） 

   ・松 岡 昌 則 （秋田大学名誉教授） 

   ・阿 部 恒 夫 （ＮＰＯ法人秋田いのちの電話事務局長） 

   ・川 浪 妙 子 （玉木歯科医院旭南介護支援センター管理者） 

   ・佐 藤 家 隆 （佐藤医院院長） 

   ・仲 村 盛 吉 （秋田県老人クラブ連合会副会長） 

   ・二 田 幸 子 （全国健康保険協会秋田支部企画総務部保健グループ長） 

 

  ○ 事務局（県）１０名 

 

   ・健康福祉部次長（高橋、佐藤） 

   ・健康福祉部参事 

・福祉政策課長 

・長寿社会課長 

・障害福祉課長 

・健康推進課長 

   ・健康推進課がん対策室長 

   ・医務薬事課長 

・医務薬事課医師確保対策室長 

 

４ 議事 

 

  ・事務局より、新プランの骨子案の概要と前回の議論の整理、第２期健康あきた２１

について説明。 

  ・松岡委員から高齢者の社会参加について実例報告を行う。 

・これに対する各委員からの意見等の要旨は以下のとおり。 
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松岡委員 

・「高齢者・障害者等へのサービスの充実」の項目で「地域」という言葉が余り入って

いない。地域を動かす仕掛けや啓発といったもの、地域としての取組、がんばる人た

ちや組織を支援する取組というようなものがあってもいいのではないか。 

 

澤田部会長 

・この資料を見ても、地域の重要性はよく伝わってくるが、例えば秋田市のような地域

ではどうなのか。 

 

松岡委員 

・都市ではなかなか難しいが、町内会の性格によってかなり違う。古い町内会が残って

いるところでは活動する人もいて何か新しいこともできるが、新興住宅地では町内会

としては動いていない。町場の町内会を再生しようと言っている人も出てきたので、

例えば高齢者・福祉の活動と結びつけて町内会を再生する、といった取組が難しいこ

とではあるが大事なことではないか。 

・福祉の活動がうまく行っている地域は、町内会長と民生委員が同一人物であることが

多い。民生委員は危機感をもって取り組んでいる人が多いので、そういった方のリー

ダーシップを取り込んでいく、そういった人たちの活動に助成していくのもいいので

はないか。 

・赤い羽根の寄付金は社会福祉協議会や市町村に配分されているが、昔は公募式の配分

というものがあり、よい活動に配分していた。そういった公募式の助成もおもしろい

かなと思う。 

 

小野委員 

・高齢化が進むと地域づくりが大変になってきて、いわゆる自助は難しくなってくる。

しかしすべて公助というのも難しいわけで、互助の部分をどれだけ推進できるのかと

いうことだと思う。この「高齢者サービス」の方向性も、サービスの提供の視点がほ

とんどで、高齢者が主体となる部分がなく、受け身になってしまう。高齢者がお互い

に活動していくような仕組みをつくることが県としてできることではないか。岩手県

の藤沢町では、小さな地域ごとの高齢者のグループが 20くらいあり、年１回集まって

話し合いをしていた。最初は町職員が誘導していたがその後は高齢者が主体となって

取り組んでいた。そういう仕組みをつくる最初だけ補助金等の支援を行っていくとい

うやり方であった。あとはＮＰＯをうまく活用してそういう仕組みを地域でつくって

いくのも重要である。 

・高齢者が仕事を持って働いている率が高い地区は健康な人が多いという話を聞いてい

る。秋田県で仕事に就いている人はどの程度かデータとして出したうえで、地域で参

加できるようなもの、地場産業などに従事できる仕組みをつくっていくのも必要では

ないか。 
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佐藤委員 

・これからの高齢者というのは、車も運転する、携帯電話もメールもできるそういう人

たちが高齢者になってくる。従来と同じような老人クラブ活動とかで高齢者の生きが

いが語れるのか、そういうことを踏まえた対策を練っていかないと時代にそぐわなく

なってくるのではないか。 

 

松岡委員 

 ・元気な高齢者にがんばってもらわないといけない。農業分野では、県でシニアプラン

というのをつくって、お年寄りにどういうふうにがんばってもらうかということをや

ったことがあった。そういうものも参考になるのではないか。 

 ・道の駅があるようなところでは、だいたいご主人が野菜をつくって奥さんが売って、

という形で活発に活動している。若い人もたまにはいるが中心となるのはだいたい高

齢者であって、そういう方にいつまでもがんばってもらいたい。 

 

澤田部会長 

 ・土地ごとのグリーティングカードがあったりしたらいいと思う。字のうまい人もいる

だろうし、そういった活動に元気な高齢者ががんばってもらわないといけない。 

 

阿部委員 

 ・昨年の自殺予防学会の報告で、国立精神・神経医療研究センターの松本俊彦先生が、

全国の啓発活動・キャンペーンの例として秋田駅ぽぽろーどでの活動を示し、全国の

自殺予防活動が啓発に偏っているという発言をされていた。私は啓発活動は県民に問

題点を示す意味でも必要であると思っているが、松本先生の発言の趣旨は自殺念慮者、

苦しんでいる人一人一人に向き合い、相談技術の向上を図ることがこれからの懸案で

あるということだと思う。県民が相談する各種の相談機関において、自殺予防の技術

を身につけることが大切だ。例えば全部の市町村社協に相談員が配置されているが、

ただいるだけであまり勉強会もしていない。社協に相談に来る人はお金に困っている

人も多いし、そこで相談に乗ることができる人を育成する必要がある。民間の自殺予

防団体も県内に多くあるが、そういうところでも本格的に勉強した方がよい。いのち

の電話では 1 年間は毎週研修会を行い、その後も月に 1 回は勉強会をしているがそれ

でも相談を受けるのはなかなか難しい。援助相談技術の向上がポイントである。 

 

川浪委員 

・大勢の中でも孤独を感じるようなことが自殺につながるのではないかと考えている。

先日被災地を訪問したが、これから自殺者の増加に注意しなければならない、役割や

生きがいの喪失を今後どうするかというような心の問題にどのように対処していけば

いいのか、ということを問題視していた。 

・高齢者ばかりの地域や若い人がいる地域と地域によって格差があるが、誰もが関心の

持てる地域の防災から取り組んでいけば独居やひきこもりの高齢者などへの介入もし

やすく、地域のネットワークづくりの発端になるのでよいのではないかと考えている。
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潟上市では地域の防災問題から取り組んでいる。 

 

松岡委員 

・潟上市は津波の時に逃げる場所がないということもあり、自主防災組織づくりに取り

組んでいるところである。 

 

川浪委員 

・津波の恐れのある地域や海沿いや河川周辺の地域の高齢者や施設などにライフジャケ

ットを配布するなどできれば、少しでも助かることはあるのではないか。また避難の

際はほとんど車を使用すると思われるので、常備できればよいのではないか。 

 

佐藤委員 

・学校でいのちの大切さについての教育が足りないように思う。自分だけでなくあらゆ

るいのちの大切さについて小学校からずっと継続して教育していくことが自殺対策の

面からも必要ではないかと感じている。 

 

二田委員 

・自殺者の職業別割合を見ると、被雇用者が２２．３％、無職者が６１．５％となって

いるが、被雇用者がうつ病などで失職して無職者になってから自殺したというケース

も多いのではないか。昨年、県で労働基準監督署と一緒に職場のメンタルヘルス対策

を推進していた。職場のメンタルヘルス担当者も困っているし、他にも例えば新人教

育の中でうつ病対策をするなど、県でもメンタルヘルス対策事業を推進して欲しい。 

・職場、地域での声かけなど基本的なこと、人と人とのつながりを大事にする必要があ

る。県でも職場や地域での基本的な取組ができればよいのではないか。 

 

阿部委員 

・無職者の自殺者が非常に多い。働き盛りの自殺が多いといっても、働いている人より

仕事をしていない人の自殺が多いということを確認する必要がある。うつになって失

職してしまい、自殺につながるというケースがあることから、労働関係機関との連携

が必要である。また、精神的に弱かったり問題がある人ほど劣悪な労働環境の職場に

行きやすいという悪循環があることも忘れて欲しくない。労働関係部署と連絡しなが

ら対策を進めてほしい。 

 

澤田部会長 

・秋田県はうつ的症状を訴える者の割合が高いようだが、健康秋田２１計画を見ると積

極的ストレス対処行動をとる者の割合を増やす必要があるとしている。学校教育の中

でもストレスに対する免疫・抵抗力をつけさせるようなことはできないか。 

・家族の介護で若い人が離職している場合なども無職者の増加になってくるのではない

か。 
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佐藤委員 

・在宅医療について、国を中心に取組が活発になってきている。各地域によって状況は

千差万別であり、全県一律のやり方で取り組むことはかえって現場に混乱を招くかも

しれない。地域包括支援センターの強化など機能的な面は一律に進めるとしても、在

宅医療の進め方は、郡市医師会が振興局や地元市町村と一体となって進めていくなど、

それぞれの地域に任せてみてはどうだろうか。 

 

小野委員 

・地域包括ケアの推進が必要だが、国の考える地域包括ケアは福祉が中心だが、高齢者

の福祉については必ず医療が関わってくる。医療・介護・行政と地域の方々が連携し

て取り組まないといけない。地域包括ケアはつきつめると地域づくりなのではないか。 

・地域包括ケアの単位を国は人口 10万人くらいと考えているが、それでは顔が見えず手

が届かないところが出てくるので３万人くらいが妥当。高齢化率が 35％くらいになる

と高齢者だけの世帯や独居世帯が増えてきて、老々介護などの負担が出てくる。在宅

医療だけで対応するのではなく、入院治療も必要だし施設入所も必要であって、その

見極めや連携、急変した場合の対応などをしっかりやる必要がある。横手市では在宅

での看取りなども進めているが、自宅で最期を迎える人はそれでよいし、難しい場合

は病院や施設で最期を迎えるという体制をつくっていかなければならない。 

 

佐藤委員 

・有床診療所の位置づけについてだが、病院と在宅に加え有床診療所を有効に使ってい

くことで、地域の医療ネットワークはもっと充実していくのではないかと思う。有床

診療所の経営環境は厳しくなってきて無床診療所になっているところもある。県のみ

で対応できることではないが、そういうことも念頭に置いて医療環境整備を図って欲

しい。 

 

小野委員 

・来年度から医療機関の機能の報告制度ができることが予定されている。そういったこ

とから整理統合ができて、どういう連携体制をつくるのかということが議論されてく

るのではないかと思う。これに診療所や介護施設がどう関わってくるのか。また、介

護施設の医療についての指導や人材育成についても取り組む必要がある。 

・地域中核病院にはもっとがんばってほしい。現在はなかなか地域で完結しない部分が

あって、救急で秋田市まで搬送しなければならなかったりする。中核病院の医療機能

強化は確かに喫緊の課題であろうと思う。 

 

澤田部会長 

 ・各地域で周産期医療や救急医療の体制を整備するだけの人的資源は秋田県にはない。

外科系の医師では年間あたり何例か以上の経験がなければ腕を磨けずいい医師にはな

れないという話があり、秋田県は人口減少してきているので、集約化しないといけな

いということもある。あとは交通網の整備ができて一日で往復できるようなら秋田大
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学でカバーできる部分も多くなると思う。 

 

佐藤委員 

 ・救急医療というのは病院にとっては必ず赤字になる部門である。それでもやっていか

なければならない部門なので、そこをどうやって支援していくのか考えなくてはなら

ない。救急の程度によって役割分担することもあってもいいかと思う。救急について

は病院だけの取組に任せていては成り立たない。 

 

二田委員 

・第２期健康秋田２１計画を見ると必要なことは全て網羅されている。あとは何をやる

かということだと思う。 

 

澤田部会長 

・がんで死亡率が１位になっているものをピックアップして少なくても全国一位を脱却

する目標をたててもらえればいいと思う。 

 

佐藤委員 

・健康寿命の延伸という目標があるなら、まず立って歩けないといけない、寝たきりに

ならないことが必要。ロコモティブシンドローム対策がどこかに盛り込まれるといい

と思う。 

 

仲村委員 

・６５歳以上の高齢者は年々増えているのに、老人クラブの加入者数は右肩下がりであ

り、これは全国共通の状況である。これはリーダーがいなかったり高齢化しているこ

とが一因だと思う。老人クラブの活動には素晴らしいものがあるのだが、行政に理解

されているのだろうか。 

・高齢者が多いからといってうなだれる必要はない。素晴らしい高齢者がたくさんいる

ということ。しかしながら老人クラブのメンバーはピークで 12万人いたのだが、今は

９万人を切った。老人クラブに入って何かいいことがあるかと聞かれることが多い。 

・町内会と連携して老人クラブを立ち上げ直した地区もある。老人クラブに参加してい

る高齢者はみんな元気だから、老人クラブに入るメリットを何か考えられないか。や

はり経済的なメリットがあればいいとは思う。 

・老人クラブでは交通安全教室を開いたり健康教室を開いたりしているので、交通事故

を起こす人も少ない。 

・元気な高齢者はシルバー人材センターに入って働いていることもあって、老人クラブ

に入らない傾向もあって悩ましいところ。 

・老人クラブのリーダーと町内会長は別なことが多い。行政からの助言などが必要。 

 

澤田部会長 

・次回まで、老人クラブに入るメリットとしてどういうものがあればよいか、仲村委員
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には考えてきていただきたい。 

 

小野委員 

・現在、要支援向けのサービスを介護保険制度から切り離すということが国民会議で議

論されているということだが、そうなった場合は自己負担ということになるのか。 

 

（長寿社会課長） 

・今後どのような制度設計がされるのか具体的には分かっていない。 

 

（佐藤健康福祉部次長） 

・地域で介護保険制度に代わる受け皿が必要になる。それは行政に限らず、社会福祉協

議会であったりボランティアであったりするかもしれないが、そういった体制を県や

市町村がいかにして確保することができるのか、早急に検討に着手する必要があると

考えている。県では医療・介護・福祉の連携を進める取組に着手しているが、連携は

もとよりそれぞれの機能強化が大事であるという認識を持っている。現在、地域での

意見交換を始めるところであり、今後は地域の実情を踏まえて今後のあるべき方向性

を検討していきたい。 

 

小野委員 

・要支援者が介護保険制度から外れるということになると、それを支えるためには地域

ごとにいろんな仕組みを構築しなければならない。地域の方々が元気で生活できるか

ということにも密接に関わってくる問題である。介護予防と一体となった総合事業が

昨年厚生労働省から示されている。秋田県ではまだ取組がないようだが、先日長崎県

佐々町の取組を聞いてきた。そういう取組が必要であるし、市町村だけでなく今後県

が国保の保険者となるようなら県全体での取組となる可能性もある。２年先の制度改

正も見据えてプランをつくってほしい。元気な高齢者を増やしていくためには、要支

援者が介護予防などのサービスを受けられなくなって、地域から取り残されることが

ないように地域での取組が大事だと思う。 

 

松岡委員 

・がん検診について、検診対象者を福祉バスを使って連れてくるということはできない

か。 

・自殺予防について、保健師はいろいろな情報を持っている。藤里町でも旧東由利町で

も自殺予防対策の中心は最初は保健師だった。保健師の活動や研修などをもっと有効

に位置付けることができないか。 

 

川浪委員 

・成年後見制度について、秋田県内でも法人後見の取組を行おうとしているところがあ

るが人材の育成が必要と聞いている。市町村で市民後見の取組をしているところもあ

るが、法人後見と合わせて県のサポートも必要ではないかと思う。 
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（事務局から日程について報告。次回は８月２２日午後３時の予定） 

 

（終了） 


