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政策評価（平成29年度）

Ⅱ　政策の推進状況

１　数値目標及びその達成状況

政策の達成状況
※該当項目を囲む

※政策の達成状況の基準
   「達成」 ： 施策の全ての数値目標の達成率が１００％以上の場合
   「一部達成」 ： 施策の数値目標のうち、達成率１００％未満のものが１つでもある場合
　　　　   　　　　　ただし、「未達成」の場合を除く
   「未達成」 ： 施策の全ての数値目標の達成率が１００％未満の場合
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実績
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107.1%H24 実績 26.5 26.0 25.7 23.8
単位：人口10万人当
たり自殺死亡者数 達成率 101.9% 101.2% 107.1%

4-4①

自殺による人口10万人当たり
死亡率

27.6 目標 26.5

出典：厚生労働省の国民生活基礎調査をもとに算
出した「日常生活に制限のない期間の平均」 単位：年 達成率

4-3①
健康寿命

26.0 25.5 25.0

出典：厚生労働省「H28人口動態統計」

- -
平均寿命の伸びを
上回る健康寿命の

延伸

－H22 実績
男　70.71
女　75.43

男　70.46
女　73.99

目標 -

93.8%H24 実績 1,274 1,313 1,311 1,287

単位：人 達成率 97.8% 96.6% 93.8%

4-2①
病院の勤務医師数

1,305 目標 1,343

出典：厚生労働省「H28人口動態統計」 単位：－ 達成率 93.5% 84.2%

4-1②

がんによる人口10万人当たり
75歳未満年齢調整死亡率

1,357 1,372 1,393

出典：医師の充足状況調査（平成28年10月）

76.8 74.9 73.0

84.2%H24 実績 88.2 86.5 91.2

89.0 目標 80.9

H24 実績 41.3 38.5 37.9 37.9

出典：厚生労働省「H28人口動態統計」 単位：－ 達成率 107.5% 106.3% 103.7%

4-1①

脳血管疾患による人口10万
人当たり年齢調整死亡率

43.4 目標 41.4

Ｈ２８ Ｈ２９
直近の
達成率

40.3 39.3 38.3

103.7%

備考
年度

●各施策の代表指標
基準値 年度

Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７

　評価者 　企画振興部長 　実施日 　平成29年7月10日

Ⅰ　政策の目標(目指す姿)

  県民一人ひとりの健康寿命を延ばし、「元気にとしょる」健康長寿社会を実現する。
　また、医療や介護が必要となったときには、安心してサービスを受けられる体制を構築し、高齢者や障害者など、誰もが住
み慣れた地域で暮らしていける社会を実現する。

政策評価調書

　政策名 元気な長寿社会を実現する健康・医療・福祉戦略

　政策コード 4 　幹事部局名 　健康福祉部



２　政策を構成する施策評価の結果

３　施策評価の概要

4-1　元気で長生きできる健康づくりの推進

4-2　いのちと健康を守る医療提供体制の充実強化

4-3　高齢者や障害者等を地域で支える体制づくり

  代表指標の「脳血管疾患による人口10万人当たり年齢調整死亡率」については、減塩や運動など生活習慣改善に向けた普及
啓発等の効果により、低減傾向が続いており、目標も達成している。
　代表指標の「がんによる人口10万人当たり75歳未満年齢調整死亡率」については、全国順位としては引き続き高い状況にあ
り、目標値も達成していない。昨年までは逓減傾向にあったものの、平成27年においては高い値となっている。増加した要因
については、分析を進めているものの判明していない。しかしながら、大きな流れとしては改善傾向にあると考えている。が
ん対策としては「受動喫煙防止ガイドライン」に基づく取組により、敷地内・建物内の禁煙に取り組む施設が増加してきてい
るほか、がん検診受診率については、がんの罹患率の上昇する年齢層を対象としたがん検診に係る自己負担額の無料化やコー
ル・リコールによる個別の受診勧奨などの取組により、堅調に推移している。
　また、関連指標については、「12歳児における１人平均う蝕数」が平成29年度の目標値を上回って改善してきており、平成
28年度は初めて全国平均を下回った。「健康づくりの場を通じたロコモティブシンドロームに関する研修等への参加人数」に
ついても、目標値を大幅に超える参加者があり、県民の健康づくりへの関心が高まってきていると考えられる。
　以上の理由から、本施策の総合評価は「Ｂ」とする。

　代表指標の「病院の勤務医師数」は、「秋田周辺」医療圏を中心に、開業等による退職や常勤から非常勤への勤務形態の変
更事例が多かったことから、前年度から24名減少したが、近年、初期臨床研修医は増加傾向にあることから、引き続き医師確
保対策に取り組むことにより、若手医師が増加していくものと考える。
　関連指標については「訪問看護ステーション施設数」が、今後の需要を見込む事業者の整備の活発化により、達成率が引き
続き計画を大きく上回っている。
　また、2025年における構想区域ごとの医療需要及び医療提供体制を見据え、医療機能の分化と連携を適切に推進するための
「秋田県地域医療構想」を策定し、病床機能等の現状や課題等に関する検討を開始したほか、脳血管研究センターでは旧成人
病医療センターの心疾患部門を活用した循環器診療機能の強化を図るなど、医療提供体制の充実強化に向けた取組を進めた。
　以上の理由から、本施策の総合評価は「Ｂ」とする。

　関連指標については、地域包括ケアシステム構築に向けた関連指標である「訪問看護ステーション」や認知症対策の関連指
標である「認知症サポーター数」については、目標を上回って推移している。また、「在宅療養支援診療所数」は、目標値を
下回っているが、各地域振興局単位で「連携促進協議会」を開催し、今後の連携促進に向けた各主体の顔の見える関係づくり
と情報の共有が図られたほか、市町村・地域包括支援センターの職員を対象とした在宅医療・介護連携の効果的な推進につい
ての研修会を開催するなど、市町村と関係者が連携しやすい環境づくりを進めている。
　認知症対策については、当事者や有識者等で構成する認知症推進ネットワーク会議において検討を進めるとともに、認知症
サポーターの養成に携わるキャラバンメイトの育成や認知症疾患医療センター４か所の増設のほか、新たに若年性認知症支援
コーディネーターを設置するなど、県全体で総合的に施策を進めている。
　地域包括ケアシステムを担う人材や認知症に対応する人材の確保・育成を図るため、地域医療介護総合確保基金を活用した
事業を実施しているところである。
　ひきこもり対策の推進として、社会とのつながり支援（職親）事業を新たに実施した。
　以上の理由から、「Ｂ」とするものである。

４－３ 高齢者や障害者等を地域で支える体制づくり Ｂ

４－４ 民・学・官一体となった総合的な自殺予防対策の推進 Ｂ

４－１ 元気で長生きできる健康づくりの推進 Ｂ

４－２ いのちと健康を守る医療提供体制の充実強化 Ｂ

施策コード 施　策　名 施策評価の結果



4-4　民・学・官一体となった総合的な自殺予防対策の推進

Ⅲ　県民意識調査の結果

調査年度

肯定的意見

十分である

概ね十分である

ふつう

否定的意見

やや不十分である

不十分である

わからない・無回答

調査結果の認識、取組項目の状況

Ⅳ　政策を取り巻く社会経済情勢の変化

○本県の人口は、昭和31年の134万9,936人をピークに減少し、平成29年4月1日現在、100万人を割り込み、99万
9,636人となった。また、高齢化率は平成28年10月1日現在、34.7％と全国で最も高くなっている。
○本県の高齢化、過疎化の状況に改善の兆候は見られず、これまで同様、無医地区等への医療提供体制の確保が必
要である。また、団塊の世代が全て75歳以上となる2025年に向けた医療提供体制の整備のため、平成28年度に地域
医療構想を策定し、病床機能の分化・連携、在宅医療の充実を推進していくこととしている。
○現在、65歳以上高齢者の約4人に1人が認知症の人又は予備群と言われ、更に増加することが見込まれる中で、
「認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）」に基づき、早期診断・早期対応を軸とした、認知症の容態に応
じた切れ目のない適時・適切な医療・介護等の提供が図られる仕組みを構築するなど、認知症高齢者等にやさしい
地域づくりが求められている。
○「骨太方針2016」において、障害者、難病患者、がん患者等も、それぞれの希望や能力、障害や疾病の特性等に
応じて最大限活躍できる社会を目指し、社会参加や自立を促進していくこととされ、「ニッポン一億総活躍プラ
ン」においては、子ども・高齢者・障害者など全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高め合うことが
できる「地域共生社会」を実現することとされた。
○国の試算によると、看護職員の必要数は「2025年に約200万人」であり、約3万人から約13万人の需給ギャップが
あると推計されている。本県においても、第7次看護職員需給見通しにおいて看護職員が不足していた状況がある
ほか、今後の在宅医療提供体制の充実に向けた看護ニーズの多様化により、更に需要が増えると見込まれる。
○国では、健康増進の観点に加え、2020年の東京五輪・パラリンピック等を契機に受動喫煙対策を強化するため、
新法案の提出を目指している。

11.1 15.7 4.9 ▲ 10.8

　全体では、「十分である」が2.7％、「概ね十分である」が14.2％となり、合わせると肯定的意見は16.9％と、前年度から
4.0ポイント増加している。また、「ふつう」も45.1％と前年度調査を6.7ポイント上回ってる。一方、「不十分である」は
11.3％、「やや不十分である」が21.8％と、合わせて33.1％が否定的意見となっている。「わからない・無回答」は4.9％と
なっており、全ての政策で最も低くなっている。
　施策別では、肯定的に感じている人の割合は、「元気で長生きできる健康づくりの推進」が25.5％と最も高くなっているほ
か、他の施策はいずれも10％台後半となっている。

0.3

22.9 21.4 21.8 0.4

13.0 11.4 11.3 ▲ 0.1

0.7

9.8 10.9 14.2 3.3

充
実
度

11.8 12.9 16.9 4.0

2.0 2.0 2.7

41.1 38.4 45.1 6.7

35.9 32.8 33.1

　市町村や民間団体等、地域が一体となった心の健康づくり・自殺予防の取組に加え、各種相談、普及啓発などを行った結
果、自殺死亡率が７年連続で減少しており、代表指標の目標を達成している。
　キャンペーン等による県民への啓発に加え、孤立から自殺に至ることを防ぐため、身近な人が発する自殺に繋がるサインに
気付き、支援先に繋ぐ役割を担う「心はればれゲートキーパー」の養成研修や、児童・生徒に接する教員や相談員を対象とし
た研修の実施、人と繋がることの大切さを訴求するテレビ・ラジオＣＭの放送など、県民による自殺対策の取り組みを促進す
る対策を実施している。また、また、うつ病への対策や自殺未遂者支援にも取り組むなど、県内の自殺者の減少に向け、積極
的に事業を推進している。
　一方、いのちのケアセンターの電話相談件数は減少に転じており、その周知等について今後改善が必要となっている。
　また、平成28年の人口動態統計（概数）において、代表指標である自殺による人口10万人あたり死亡率は目標値を達成した
中、全国を上回る減少幅であるものの、２年連続で全国最下位となったことから「Ｂ」とする。

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ 前年比



Ⅴ　評　価

Ⅵ　評価結果の反映状況（対応方針）

○生活習慣病の予防については、本県特有の生活習慣の改善に向け、健診やレセプトデータの分析により地域の課題を明確
にしながら、実情に合わせた対策を推進していくほか、市町村や関係団体等と連携しながら、健康寿命延伸に向け、県民運
動を展開していく。特定健診・特定保健指導未受診者に対しては、市町村等医療保険者との連携のほか、医師会など関係機
関の協力を得ながら、受診勧奨等を行っていく。がん対策については、がん死亡率の減少に向け、がん発症の最大の原因と
なるたばこ対策を強化するほか、罹患率の上昇する年齢層にターゲットを絞った検診受診率向上対策を推進する。また、県
民運動の中でがん予防に結びつく生活習慣の改善やがん検診及び精密検査の必要性について普及啓発を図っていく。
○医療提供体制の充実強化については、2025年に目指すべき医療提供体制等を定めた「秋田県地域医療構想」の実現に向
け、病床機能の分化・連携の推進や、在宅医療等の充実に取り組むとともに、本県における医療の需給状況や患者の疾病構
造の変化に対応した地域医療を確保するため、平成30年度を始期とする「秋田県医療保健福祉計画」を策定する。医師の確
保・養成については、引き続き初期臨床研修医や平成30年度に開始予定の新専門医制度の専攻医の確保に努めるとともに、
若手医師が大学と地域の病院を循環しながらキャリア形成を推進し、医師の県内定着の促進と地域偏在の改善を図る。
○地域包括ケアシステムの構築については、進捗状況を評価する仕組みを整備するなど、市町村や関係団体の取組を支援し
ていく。認知症については、「認知症疾患医療センター」などの早期発見・早期診断のための体制づくりを急ぐとともに、
認知症サポーターの活動支援や若年性認知症支援コーディネーターの設置などにより、地域における支援体制の充実を図
る。介護人材確保については、「介護サービス事業所認証評価制度」をもとに、「参入促進」、「資質の向上」、「労働環
境・処遇の改善」の３つを柱に総合的に施策を推進していくほか、介護人材マネージャーの活動を強化し、マッチングを推
進していく。
○自殺予防対策については、「自殺対策計画」の策定段階において課題等を整理し、これまでの取組の検証を加えながら効
果的な対策が行われるよう努めるとともに、市町村の取組を支援し、地域レベルでの自殺対策を強化していく。また、引き
続き民間団体や大学等と連携しながら、悩みを抱えている人の身近で支援できる人材の養成に力を入れていく。

○政策評価委員会意見

※総合評価の判定基準
　　　 「Ａ」 ： 目標を達成　  「Ｂ」 ： 目標を８割以上達成 　 「Ｃ」 ： 目標達成が６割以上８割未満    「Ｄ」 ： 目標達成が６割未満

○課題

○生活習慣病の予防については、特定健診・特定保健指導の実施率が、全国と比較して低い状況にある。がん対策について
も、がん検診受診率が伸び悩んでいることや、死亡者の多い胃がんや大腸がん、肺がんのがん検診における精検受診率が71
～80.4％と低いこと、喫煙率の高さ（特に男性）、多量飲酒者の多さ（特に男性）、塩分摂取量の多さなど、本県特有の生
活習慣の改善が大きな課題である。
○医療提供体制の充実強化については、平成28年度に策定した「秋田県地域医療構想」の構想区域ごとに設置した調整会議
を通じて、効率的で質の高い医療提供体制の構築に向けて、病床機能の分化・連携などについて取組を進めていく必要があ
る。また、病院勤務医については、初期臨床研修医数が増加傾向にあり、今後に期待が持てる状況となっているが、現状で
は、医師不足が深刻であり、地域偏在と診療科偏在の改善にも至っていない状況にある。
○地域包括ケアシステムの構築については、構築の中心的な役割を担う市町村への支援が必要である。また、増加が見込ま
れる認知症患者について、二次医療圏域ごとの「認知症疾患医療センター」の設置や、平成30年4月から全市町村への設置が
義務付けられる「認知症初期集中支援チーム」の設置に向けた市町村支援など、早期診断・早期対応のための支援体制づく
りが急がれる。介護人材確保については、事業者と一体となった取組が不十分なため、新たな入職や定着が進んでいない状
況にあることに加え、厳しさを増す労働市場の中で、すそ野の拡大に向けた人材のマッチング強化が課題となっている。
○自殺予防対策については、これまで着実に効果を上げてきたが、近年自殺死亡率の減少幅は鈍化しており、新たに効果的
な対策を打つ必要がある。こうした中、自殺対策基本法が改正され、各都道府県及び市町村はそれぞれ自殺対策計画の策定
が義務付けられたことから、今後、着実に計画策定を進め（県：H29年度策定、市町村：H30年度策定）、計画に沿って対策
事業を実施していく必要がある。

総合評価 Ｂ

評価理由

○生活習慣病の予防対策については、糖尿病重症化予防モデルプログラムの策定や、循環器疾患予防研
修会等を実施した。総合的ながん対策としては、「受動喫煙防止ガイドライン」に基づく取組により、
敷地内・建物内の禁煙に取り組む施設が増加してきているほか、がんの罹患率の上昇する年齢層を対象
としたがん検診に係る自己負担額の無料化等による受診率向上への取組を行った。
○2025年における医療需要及び医療提供体制を見据え、医療機能の分化と連携を推進するための「秋田
県地域医療構想」を策定し、病床機能等の現状や課題等に関する検討を開始した。医師等の医療従事者
への支援と定着の促進については、修学資金の貸与や勤務環境改善等の取組により、平成29年度から県
内で初期臨床研修を開始する医師が過去２番目に多い76人になったほか、研修を終了した50人の医師が
県内病院に勤務することになった。
○高齢者等を地域で支える体制づくり については、認知症対策として新たに若年性認知症コ－ディ
ネーターを設置するなど県全体で総合的に施策を進めているほか、地域包括ケアシステムの構築に向け
て、各地域振興局単位で「連携促進協議会」を開催するなど、市町村と関係者が連携しやすい環境づく
りを進めている。
○自殺予防対策については、「心はればれゲートキーパー」の養成研修やテレビ・ラジオＣＭの放送な
ど、県民による自殺対策の取組を促進する対策を実施している。
○政策の指標評価については、前年度の実績を下回っている指標もあるものの、がん関連の指標が80％
台となっているほかは、達成又は9割以上の達成率となっている。
○以上のことから、施策の推進状況や評価指標などを総合的な観点から評価し、政策全体として「Ｂ」
とする。


