
資料－１

これまでの議論を踏まえた提言内容（具体的な取組方策）の整理について 　　　　　　　　　　　　　　（部会名）　健康・医療・福祉部会

H２８年度の提言内容

提言NO. 項目 具体的な取組方策 具体的な取組方策

提言
１

（１） 生活習慣の改善など健康対策の充実

H27年度の提言内容

○　生活習慣病の予防に向けて、できるだけ若い世代から普及啓発してい
くことが重要であり、小中学生を対象とした健康教育を実施するなど、生活
習慣病の実態・予防法などについて、県民に対して普及啓発していく必要
がある。
　年齢やライフステージに応じて、減塩やバランスのよい食生活、運動習
慣の定着、適正飲酒、禁煙等に向けた、生活習慣の改善の取組を推進し
ていく必要がある。

○　糖尿病予防対策を進めていくため、保健師による啓発を活発化すると
ともに、「秋田県糖尿病対策推進協議会」と連携して、糖尿病療養指導士
の育成に力を入れる必要がある。
　また、県、市町村、医療関係者等による「糖尿病重症化予防モデルプロ
グラム」の策定とその活用により、かかりつけ医と行政による保健指導の
仕組み等を全県的に展開していく必要がある。

健康推進課

総合的な健康づくりを目指す取組について

部会での意見等

○　たばこやアルコールが健康に与える影響は大きいことから、引き続き
学校における「がん予防授業」を行うとともに、「がん検診推進協議会」の
場の活用や、企業との連携等により、行政・企業・団体等が一体となった更
なる県民への普及・啓発を行う必要がある。
　特に、たばこについては、非喫煙者に対する健康被害を考慮し、受動喫
煙に関する県内の実態を踏まえ、受動喫煙防止対策ガイドラインの内容を
広く周知するほか、受動喫煙に取り組む民間事業所の登録制度の実施や
公の施設の敷地内禁煙等の取組を進める必要がある。

がん対策室

○　健康づくりを進めていくためには、特定健診等の受診など県民一人ひ
とりの自発的な取組を促すとともに、特に働き盛り世代については、企業
経営者等の従業員の健康管理への意識を高める必要があり、ヘルスケア
を行う企業とタイアップした取組などを支援していく必要がある。
　また、健診データ等の活用による地域住民の健康の現状把握や、日常
の生活習慣の数値での見える化などにより、効果的な生活習慣改善指導
に取り組むとともに、県民自らの健康に対する意識の向上や、県民ととも
に健康づくりを実践することができる健康づくり推進員や食生活改善推進
員など地域の多様な人材との連携強化やスキルアップを進めていく必要
がある。

○　高齢者に対する口腔ケアや誤嚥の防止に取り組むとともに、市町村が
行う成人用肺炎球菌ワクチン、インフルエンザワクチンなどの予防接種事
業を支援するなど、トータルの肺炎予防対策を推進する必要がある。

　

健康推進課

担当課室

 
○ 生活習慣病の予防に向けて、引き続き、生活習慣病の実態・危険
因子などについて、県民に対して普及啓発していく必要がある。 
 年齢やライフステージに応じて、減塩やバランスのよい食生活、運動
習慣の定着、適正飲酒等に向けた、生活習慣の改善の取組を推進し
ていく必要がある。 

・がんに限らず様々な生活習慣病に関しても若い世代へのアプロー

チが非常に大事。教育委員会と共同して小中学生に様々な健康教

育を実施していくことも大事。 
 

・糖尿病予防の啓発という点では、まさにこの辺のノウハウを持って

いる保健師を巻き込んではどうか。 

・糖尿病療養指導士を育成している糖尿病対策推進協議会と一緒

になって取り組むべきである。 

・「秋田県糖尿病重症化予防モデルプログラム検討会」が行われる

ので、その中における県の施策とのすり合わせも含めた検討が重要。 
 

・がんや循環器疾患、呼吸器疾患など様々な疾病の原因となる喫煙

対策については、もう一歩踏み込んだ形で取り組む必要があり、成

人の喫煙率低下や受動喫煙対策に取り組んでいる飲食店の数など、

具体的な数値目標を設定し、計画的に実施していくべき。 

（質疑より）  

→ 受動喫煙防止ガイドラインにより、ステッカーを作成し受動喫煙

防止の取組を表示してもらうほか、敷地内禁煙や建物内禁煙に取り

組む受動喫煙防止に協力的な企業に登録してもらい、その企業を

広くPRする。 
 

・データ活用による効果的な生活習慣改善指導について、民間企業

とのタイアップを視野に入れてみてはどうか。 

（質疑より）  

→ 秋田県では特に働き盛りの方の健康指標が良くない。企業との

連携ということでは、経営者に健康についての意識をもってもらい、

従業員に強く働きかけてもらうようなことはできないかと考えている。 

・健康づくり推進員や食生活改善推進員など、実際に地域の実情を

知っている地域の人材をもっと巻き込んでみてはどうか。専門職とも

気付きを共有しながらフィードバックしていくことも重要。お互いのス

キルアップや、地域住民のニーズに即した保健活動にもつながる。 
・市町村の健康づくりには、保健師の役割が非常に大きい。地域に
出る機会を多くし、この地域にどういった視点が必要か、どういう職
種と連携していったら良いかなどについて、俯瞰的に捉えて欲しい。 
 

・トータルの肺炎対策が必要。高齢者では、口腔ケアや誤嚥の防止

などのほか、成人肺炎球菌ワクチンやインフルエンザワクチンなど

の予防接種も積極的に行うようにする必要がある。 

・予防接種が非常に大きなウエイトを占めるので、市町村事業という

ことで済ませるのではなく、市町村との連携・啓発を行うという形にし

たい。 
 

 

○ たばこやアルコールが健康に与える影響は大きいことから、学校
において「がん予防授業」を実施するとともに、「がん検診推進協議会」

の場の活用や、県とがん対策に関する協定を結んでいる企業との連

携等により、経済界等を巻き込んだ更なる県民への普及・啓発を充実

していく必要がある。特にたばこについては、非喫煙者に対する健康

被害を考慮し、受動喫煙に関する県内の実態を踏まえ、ガイドライン等

に基づいた体系的な対策を推進していく必要がある。 
  

○ 健康づくりを進めていくためには、特定健診等の受診など県民一
人ひとりの自発的な取組を促すとともに、特に若者や働き盛り世代に
対しては、市町村や職場などと連携しながら、健康づくりへの意識を高
める取組を推進していく必要がある。 
 また、健診データ等の活用による地域住民の健康の現状把握や、日
常の生活習慣の数値での見える化などにより、効果的な生活習慣改
善指導に取り組むとともに、県民自らの健康に対する意識の向上や、
県民とともに健康づくりを実践することができる人材の育成を進めてい
く必要がある。 
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H２８年度の提言内容

提言NO. 項目 具体的な取組方策 具体的な取組方策

（２） がん検診受診率の向上

○　「健康だから、がん検診を受けなくても良い」といった誤った考えを正す
など、がん検診の必要性について、市町村、医療保険関係団体、企業や
地域住民などが一体となって、引き続き普及啓発に取り組むことが必要で
ある。
　併せて、県民一人ひとりが、がん予防についての知識を高め、がんの予
防に向けた生活習慣を身につけることができるよう、分かりやすく役に立つ
がん情報を発信するなどして県民の意識を醸成していく必要がある。

○　がん検診の受診率向上に向けて、市町村、検診団体、医師会等と連
携しながら、医療機関における受診機会を拡大するなど、県民が受診しや
すい環境整備を推進していく必要がある。特に身近な市町村が実施する
がん検診については、それぞれの受診指導の実施状況を踏まえた上で、
より効果的に取組を進めていく必要がある。
　 このため、県と市町村の更なる連携の強化を図り、受診率向上につな
がった取組事例や、市町村ごとの精密検査受診率などの情報を共有しな
がら、受診率向上対策を推進していく必要がある。

部会での意見等

がん対策室

H27年度の提言内容

がん対策室

担当課室

○ がん検診の受診率向上に向けて、市町村、検診団体、医師会等と
連携しながら、医療機関における受診機会を拡大するなど、県民が受
診しやすい環境整備を推進していく必要がある。 

また、検診受診者が固定化する傾向もあることから、未受診者の受診

促進も含めた受診率向上対策に取り組む必要がある。 

○ 「健康だから、がん検診を受けなくても良い」といった誤った考えを
正すなど、がん検診の必要性について、市町村、医療保険関係団体、
企業や地域住民などが一体となって、引き続き普及啓発に取り組むこ
とが必要である。 
併せて、県民一人ひとりが、がん予防についての知識を高め、がんの
発生予防に向けた生活習慣を身につけることができるよう、県民意識
の醸成を進める必要がある。 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

・がん検診の受診率の向上について、検診の実施主体である市町

村と県との連携を強化するためには、具体的にどういうことが考え

られるか。 
（質疑より） 
 → 市町村ごとの精検受診率や市町村でどのような取組をしたこ
とによって受診率が上がったなどの情報を共有し対応していくなど
が考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・各市町村や各健康保険組合で実施しているがん検診をより分か

りやすい形にするとともに、精密検査項目に応じた検査実施医療

機関を一覧表に示し、「見える化」を図るなど、要精検者の受診促

進に向けた取組が必要。 
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H２８年度の提言内容

提言NO. 項目 具体的な取組方策 具体的な取組方策

提言
2

（１） 地域包括ケアシステムの構築促進

○　高齢者や障害者等が抱える様々な問題やニーズについて、地域で対
応・支援する体制づくりを促進する必要がある。
　このため、市町村が主体となって、地域の住民や様々な関係機関・団体
等との連携により、地域が一体となった地域包括ケアシステムが全ての市
町村において早期に構築されるよう、人材の育成・スキルアップ、協議会
組織や地域の多職種間の情報共有を図るためのICT（情報通信技術）を活
用した医療・介護・福祉の連携ネットワークづくりなどについて、各地域の
実情に配慮しながら、効果的な支援を行う必要がある。

部会での意見等

福祉政策課

福祉政策課
長寿社会課
医務薬事課

○　地域包括ケアシステムの構築に当たっては、在宅医療に取り組む病
院、診療所、歯科診療所、訪問看護ステーション、薬局等の拡大を図るとと
もに、在宅療養支援医療機関のバックアップ体制の確保や看取り当番制
等病院とかかりつけ医の役割分担の明確化など、病診・診診連携に向け
た取組を強化していく必要がある。

○　地域でボランティア、NPO、社会福祉法人、企業、自治会、老人クラブ
など様々な主体が生活支援に取り組み、地域全体で高齢者を支えていく
必要があり、さらに元気な高齢者が生活支援の担い手となるように誘導し
ていくことも重要である。

地域で高齢者等を支える取組について

H27年度の提言内容
担当課室

 
○ 高齢者や障害者等が抱える様々な問題やニーズについて、地域で
対応・支援する体制づくりを促進する必要がある。 
 このため、市町村が主体となって、地域の住民や様々な関係機関・団
体等との連携により、地域が一体となった地域包括ケアシステムが早
期に構築されるよう、人材の育成や医療・介護・福祉の連携ネットワー
クづくりなどについて、効果的な支援を行う必要がある。 

 
○ 地域包括ケアシステムの構築を県全域で促進するため、各地域の
実情に配慮しながら、進捗度に大きな差が生じないよう、県内外の先進
事例の情報提供などを含め、支援を強化する必要がある。 
 また、地域包括ケアシステムの中で大きな役割を担う在宅医療に取り
組む医師の育成や訪問看護ステーションの充実等を引き続き推進する
ほか、在宅で療養中の患者がいる家族に対しても状況に応じたきめ細
かな対応ができるシステムとなるよう、市町村などに働きかける必要が
ある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・患者を地域で支える取組として、自分で通院することが困難になっ

ている方への支援策も必要。 

・高齢者等が実際に地域でどういうことで困っているのか、どういっ

たことを地域の方に支援してもらいたいのかについて、当事者目線

で歩み寄っていくことが必要。 

・地域包括ケアシステムの構築の中で、高齢者がより生き生きと、よ

り輝いて暮らせるようにするため、地域の中で高齢者も支える側とし

ての役割を担えるようにすることが必要。 

・高齢社会の中で保健医療福祉を担う専門職への精神的ケアを含

めた支援策を検討していく必要がある。 
 

・看取りを人間の尊厳を持って迎えられるような体制づくりということ

も視点としては必要。 

・「看取りを考える」というくらいの提言はあっても良いのではないか。 

・地域によっては、すぐに往診に行く医師がいない場合がある。医師

会と県が協力してそういう医師を育成していく必要がある。 

（質疑より） 

→ 地域包括ケアシステムの中で在宅医療の推進をうたっているの

で、その中で検討したい。 
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H２８年度の提言内容

提言NO. 項目 具体的な取組方策 具体的な取組方策

提言
2

（２） 認知症対策の強化

長寿社会課

H27年度の提言内容

地域で高齢者等を支える取組について

部会での意見等

長寿社会課

○　認知症については、その予防や、早期診断・早期対応、医療・介護
サービスの提供、本人や家族へのサポートなど、様々な視点から、それぞ
れの段階に応じた施策を行うことが必要である。

○　地域の認知症対策の中核となる認知症サポート医の養成をさらに進
めるほか、かかりつけ医、歯科医師、薬剤師、看護師などの医療従事者
が、認知症が疑われる状態にいち早く気付くことができるよう、対応力の向
上を図る必要がある。

○　認知症の早期発見や対応・支援に向けて、県民の利便性を考慮し、よ
り身近で専門的な相談や診断・治療などが受けられるよう、「認知症疾患
医療センター」の全医療圏域への設置を進めるとともに、「認知症初期集
中支援チーム」や「認知症地域支援推進員」が未設置となっている市町村
への支援を強化する必要がある。

○　「認知症疾患医療センター」と「認知症サポート医」・「かかりつけ医」・
「認知症初期集中支援チーム」や介護関連機関等との連携体制を構築す
ることにより、地域ごとに認知症の早期発見・早期診断・早期治療がス
ムーズに行われるシステムづくりを進める必要がある。

○　認知症の人が安心して暮らしていくことができる地域づくりに向けて、
多くの県民が、認知症について正しく理解するための学びの機会を設ける
など、認知症について広く普及啓発を行うことが重要である。
　　併せて、認知症カフェの運営や地域での見守りなど、認知症サポーター
等の活躍の場を広げることにより、地域住民が様々な形で認知症の人や
その家族を支える取組を推進する必要がある。

長寿社会課

担当課室

 
○ 認知症については、その予防や、早期診断・治療、早期対応、医療・
介護サービスの提供、本人や家族へのサポートなど、様々な視点から、
それぞれの段階に応じた施策を行うとともに、県民へ広く啓発を行うこと
が必要である。 
また、認知症に関する様々な取組を県民運動として展開するため、県に
おける部局横断的な取組の充実を図りながら、広く関係機関とも連携し
ていく必要がある。 

 
○ 「認知症疾患医療センター」と「認知症サポート医」、「かかりつけ
医」との連携を強化し、各地域ごとに認知症の早期発見・早期診断・早
期治療がスムーズに行われるシステムづくりを進めるとともに、研修の
実施など、「サポート医」のスキルアップの機会を増やす必要がある。 
また、県民の利便性を考慮し、県民がより身近で専門的な相談や診断・
治療などが受けられるよう、県北地域における「認知症疾患医療セン
ター」の設置を進めるとともに、認知症の早期発見や対応・支援に向け
て、「認知症初期集中支援チーム」と「認知症地域支援推進員」が速や
かに設置・配置できるよう、市町村への継続的な支援を行う必要がある。  

 

○ 認知症の人が安心して暮らしていくためには、周囲の理解が重要な
ことから、県民に対し、認知症についての知識・情報や認知症疾患医療

センターの役割等の周知を強化する必要がある。 
 また、県民の理解を広げるため、認知症サポーターの一層の拡大を図
るとともに、認知症サポーターが地域の専門家、住民らと共同で認知症
カフェを運営するなど、県民が様々な形で認知症の人を支える取組を
推進する必要がある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・県医師会を中心に進められている地域の認知症の診療ネットワー

クづくりに当たっては、住民への情報提供という観点から県と医師

会が連携を図る必要がある。 
 
 

・認知症疾患医療センターの設置について、利用偏在の解消を図る

べき。 
 

・認知症は、受診させることに非常にエネルギーのいる疾患だという

特徴があるので、認知症疾患医療センターから地域に出向けるよう

な体制の強化が必要。また、認知症初期集中支援チームと認知症

疾患医療センターとの連携、協働も大事な視点。 
 
 
 
 

・認知症等、高齢者に関する理解は、これからの地域づくりにも必要

となるもの。実際にどういうことで困っているのか、地域の方々にど

ういうことを支援してもらいたいのかについて、当事者目線で歩み

寄って行くことが必要である。 
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H２８年度の提言内容

提言NO. 項目 具体的な取組方策 具体的な取組方策

提言
2

（３） 障害者の社会参加

○　障害者が、地域で極力自分の力を発揮し、安心して自分らしい生活を
送ることができる環境をつくることが重要である。そのためには、障害者に
対する相談支援などのサポート体制を充実させ、教育の充実、就労環境
の整備、スポーツや文化活動への参加など、障害者の様々なニーズにき
め細かく対応する施策を障害者の参画を得ながら展開すべきである。
　　また、障害者の高齢化を見据え、地域包括ケアシステムの構築におい
て、障害者の相談支援事業所を組み込むなど、障害者が高齢となっても住
み慣れた地域で安心して暮らせる体制を整備すべきである。

障害福祉課

○　障害者が、地域で極力自分の力を発揮し、安心して自分らしい生活を
送ることができる環境をつくることが重要である。そのためには、障害者に
対する相談支援などのサポート体制を充実させ、教育の充実、就労環境
の整備、スポーツや文化活動への参加など、障害者の様々なニーズにき
め細かく対応する施策を障害者の参画を得ながら展開すべきである。
　また、障害者の高齢化を見据え、地域包括ケアシステムの構築におい
て、障害者相談支援事業所や障害者地域活動支援センターを組み込むな
ど、障害者が高齢となっても住み慣れた地域で安心して暮らせる体制を整
備すべきである。
　さらに、ひきこもり者については、相談支援体制を強化するとともに、職親
制度など社会参加の機会を提供する取組を推進する必要がある。

提言
2

（４） 高齢者、障害者の権利擁護 高齢者、障害者が安全・安心に暮らせる環境づくり

○　高齢者の虐待を防止するためには、見守り体制の構築と併せ、養護者
に対する相談支援を行っている市町村や地域包括支援センターの役割が
重要であるため、引き続き市町村を支援していくべきである。

○　障害者が安心して社会参加できるためには、障害者の権利擁護が重
要である。
　このため、県民への理解促進を図るとともに、障害者に対する虐待や差
別のない社会づくりが必要である。

H27年度の提言内容
部会での意見等

地域で高齢者等を支える取組について

・高齢者の方には地域包括支援センター、障害者の方には地域活動支援セ
ンターと指定相談所があるが、地域の中では混乱しており、一体化して運営
していこうと取り組んでいる例もある。このため、地域包括ケアシステムにお
ける障害者関係機関との連携構築の中に、障害者地域活動支援センタ－を
加えるべき。

地域で高齢者等を支える取組について

長寿社会課
障害福祉課

○　高齢者や障害者に対する差別や偏見のない社会づくりのため、県民
理解の一層の促進を図るほか、虐待の防止を含む見守り体制の構築や、
養護者に対する相談支援体制の整備など、安全・安心に暮らせる生活環
境づくりを推進する必要がある。

担当課室
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H２８年度の提言内容

提言NO. 項目 具体的な取組方策 具体的な取組方策

提言
３

（１） 県民が安心して受けられる医療体制の整備

○　県民がいつでもどこでも平等に医療を受けるためには、急性期から在
宅医療・介護に至るまで切れ目のない医療提供体制を確保するとともに、
救急医療などを充実する必要があり、医療資源が限られる中にあっては、
病床機能の分化・連携を促進し、医療機能に見合った医療資源を効果的
かつ効率的に配置していくことが求められている。
　　併せて、これらを進めるに当たって県民の理解を得るために必要な情
報を、多様な媒体、関係機関の広報を活用し、わかりやすく提供していくこ
とも重要である。
　　また、周産期を含む産科医療について、出生数の減少が続いていく状
況においても、安心して出産できる環境を整備していく必要がある。 医務薬事課

○　県民がいつでもどこでも平等に医療を受けるためには、急性期から在
宅医療・介護に至るまで切れ目のない医療提供体制を確保するとともに、
県北部における救命救急センターの整備を含む救急医療などを充実する
必要がある。
　また、医療資源が限られる中にあっては、病床機能の分化・連携を促進
し、医療機能に見合った医療資源を効果的かつ効率的に配置していくこと
が求められており、地域医療構想に基づいて、着実に推進していく必要が
ある。
　これらを進めるに当たっては、県民の理解を得るために必要な情報を、
多様な媒体、関係機関の広報を活用し、分かりやすく提供していくほか、医
療機関同士で患者の診療情報等を共有できる「秋田医療連携ネットワーク
システム」（あきたハートフルネット）へ参加する診療所等を拡大していくこ
とが必要である。

・地域間の医療機関数や診療科目の偏在などの課題を改善する方策として
も、医療連携ネットワークシステムを地域のかかりつけ医の診療所まで広げ
ていく必要がある。
・さらには、在宅患者の情報を医療や介護などの他職種連携で情報共有し
たり、災害時対応などとの連携も視野に発展させる必要がある。

H27年度の提言内容
部会での意見等

地域医療の充実について

担当課室
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H２８年度の提言内容

提言NO. 項目 具体的な取組方策 具体的な取組方策

提言
４

（１） 県民に対する普及啓発について

（２） 相談体制の充実強化

・情報提供やリーフレットを配ったりということは、限界ではないか。一人ひと
りへの対応として、もっとしっかり支援できるような体制の強化が重要。
・メンタルヘルスサポーターとゲートキーパーを養成するという視点も非常に
大事だが、その方々をフォローすることも重要。
・学生達が家庭や地域でゲートキーパー的な役割を担える可能性もあるの
ではないか。
・教員向けにゲートキーパーの指導をし、教員がまた学生に指導をするとい
う形では実施できないか。

健康推進課

○　一人ひとりへのきめ細かな対応を行うため、悩みを抱える人に対して
身近で寄り添った支援を行うことができる「メンタルヘルスサポーター」や、
地域や職場などで悩みを抱える人に気付き、相談窓口などに繋ぐ「ゲート
キーパー」の養成に力を入れるとともに、相互の連携を促進していく必要
がある。
　特に、「ゲートキーパー」の養成については、幅広い年代をカバーできる
よう、対象者を拡大していく必要がある。

健康推進課

○　自殺者を出さないため、家庭・職場・地域における気づきや見守りの促
進に向けた普及啓発活動を充実強化する必要がある。このため、秋田ふ
きのとう県民運動との連携強化などにより、民・学・官一体となった施策を
県民運動として展開していく必要がある。
　また、若年層向けの啓発が重要であることから、学校において児童・生
徒の心の健康づくりに係る教育・啓発を行う必要がある。

○　自殺対策は、健康のみならず、経済・雇用など様々な要因と関係する
ことから、地域づくりの問題として、引き続き「秋田県自殺予防対策推進会
議」などの場を活用し、各部局が有機的に連携し、対策を効果的に推進し
ていく必要がある。

自殺対策について

H27年度の提言内容
部会での意見等担当課室

 

・若年のうちからがん教育が必要だということで若年層向けにやっている

ことを自殺対策に置き換えられるのではないか。 
 
 
 
 

・自殺ということに焦点を当てている限り、進みづらくなっており、地域づく

りの問題にシフトした方が良い。地域の課題はどんどん変わっており、新

たな地域福祉課題への対応は、地域づくりや自殺対策にもつながってい

く。 

・自殺対策はこの部会だけの問題ではなく、経済問題や労働環境の問題

など、いろいろなことが関わってくるが、他の部会との連携は検討できな

いか。 
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