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１ 開催日時  平成３０年７月２３日(月曜日) 
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手島 陸久 日本社会事業大学元教授 

多賀谷 守 
公益社団法人 
東京都小平市歯科医師会長 

西村 一弘 
公益社団法人 
東京都栄養士会長 

北村 晃 
一般社団法人東京都 
東久留米市歯科医師会長 

地場 孝一 立川労働基準監督署長 

浅野 幸弘 
公益社団法人 
西東京市歯科医師会長 

新 義友 東村山市商工会長 

石塚 卓也 
一般社団法人 
東村山市薬剤師会長 

山口 克己 
元第一屋製パン健康保険組合 
常務理事 

上西 紀夫 公立昭和病院長 當真 隆則 公募委員 

松本 潤 
(公財)東京都保健医療公社 
多摩北部医療センター院長 

望月 正敏 公募委員 

村田 美穂 
国立研究開発法人国立精神・ 
神経医療研究センター病院長 

小山 康子 公募委員 

廣瀬 幸男 警視庁小平警察署長 篠宮 智己 小平市健康・保険担当部長 

髙﨑 剛彦 東京消防庁東村山消防署長 山口 俊英 東村山市健康福祉部長 

金子 惠一 
社会福祉法人 
小平市社会福祉協議会長 

八巻 浩孝 清瀬市健康福祉部長 

住本 知子 
国立研究開発法人国立精神・ 
神経医療研究センター病院 
家族会むさしの会会長 

内野 寛香 東久留米市福祉保健部長 

大山 房七 北多摩北部食品衛生協会長 青柳 元久 
西東京市健康福祉部ささえ 
あい・健康づくり担当部長 

榎本 晃浩 小平環境衛生協会長 山下 公平 東京都多摩小平保健所長 
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４ 欠席委員 

・平野委員 

・村田委員 

・廣瀬委員 

・西村委員 

・地場委員 

・山口（克）委員 

・山口（俊）委員 

 

５ 代理出席者 

・東京消防庁東村山消防署 山田警防課長（髙﨑委員代理） 

・小平市 櫻井健康推進課長（篠宮委員代理） 

・清瀬市 田村健康推進課長（八巻委員代理） 

・西東京市 栗田健康福祉部参与兼健康課長（青柳委員代理） 

 

６ 出席保健所職員 

・井上企画調整課長 

・福田生活環境安全課長 

・桑波田保健対策課長 

・田村歯科保健担当課長 

   ・筒井地域保健推進担当課長 



 

 

会  議  次  第 

 

１ 開 会 

 

２ 保健所長挨拶 

 

３ 委員紹介 

 

４ 議 事 

（１） 地域保健医療推進プラン（平成２５年～２９年度）の最終評価（案）について 

 

（２）地域保健医療推進プランの改定について 

 

（３）地域保健医療推進プランの推進方法について 

 

（４）平成３０年度課題別地域保健医療推進プランの取組について 

  

（５）その他 

 

５ 閉 会 
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開会：午後１時１５分 

 

【井上企画調整課長】  定刻となりましたので、ただ今から、平成３０年度北多摩北部

地域保健医療協議会を開催させていただきます。 

本日は、お忙しい中御出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

 私は、多摩小平保健所の企画調整課長をしております井上と申します。議事に入るまで

の間、司会を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、初めに多摩小平保健所長の山下より御挨拶申し上げます。 

【山下多摩小平保健所所長】  多摩小平保健所所長の山下でございます。本日は、皆様

大変お忙しい中、また猛暑の真っただ中の開催にもかかわらず、御出席賜りまして誠にあ

りがとうございます。また、委員の皆様には、日頃から北多摩北部地域保健医療協議会の

運営並びに保健所業務に御理解、御協力を賜り、重ねてお礼申し上げます。 

 本協議会でございますが、設置要綱にございますように、北多摩北部保健医療圏におけ

る保健医療対策の総合的な推進に関する事項、地域保健医療推進プランの策定、推進、評

価に関する事項、保健・医療・福祉の連携に関する事項等につきまして、御協議いただく

ことを目的とする会議でございます。昨年度は、平成２５年度からの５年間を計画期間と

いたします推進プランの最終年度に当たりまして、プランの最終評価と新たなプランの策

定作業を進めてまいりました。改定作業部会に御参加いただきました方々をはじめ、委員

の皆様には、これまでたくさんの御意見や御提案をいただきました。改めてお礼申し上げ

ます。 

 本日でございますが、新たな推進プランの最終案について御確認いただきますとともに、

今後のプランの推進方法についてお諮りいたします。圏域の住民の皆さんが、健康で安全・

安心な生活を送ることができるよう、新たなプランの推進につきまして、引き続き委員の

皆様のお力添えをお願いしたいと思います。 

 以上、簡単ではございますが、協議会開会に当たりまして、私からの挨拶とさせていた

だきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

【井上企画調整課長】  それでは次に、委員の紹介をさせていただきます。資料１と机

上にお配りしております出席者名簿、座席表を御覧いただきながらお願いしたいと思って

おります。昨年度から就任いただいております委員の皆様につきましては、名簿をもって

御紹介にかえさせていただきます。本日は、今年度から新たに就任された委員の方、資料
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１の右側欄外に※印がついております委員の方を御紹介いたします。 

 まず、東村山市医師会長、黒田委員でございます。 

【黒田委員】  こんにちは。６月から東村山市医師会の会長になりました黒田です。よ

ろしくお願いします。 

【井上企画調整課長】  続きまして、小平警察署長、廣瀬委員ですけれども、本日は欠

席の御連絡をいただいております。 

 続きまして、小平市健康・保険担当部長、篠宮委員ですけれども、本日は代理で櫻井健

康推進課長に御出席をいただいております。 

【篠宮委員代理（櫻井）】  櫻井です。よろしくお願いいたします。 

【井上企画調整課長】  続きまして、西東京市健康福祉部ささえあい・健康づくり担当

部長、青柳委員でございますけれども、本日は代理で栗田健康福祉部参与兼健康課長に御

出席いただいております。 

【青柳委員代理（栗田）】  栗田です。よろしくお願いします。 

【井上企画調整課長】  最後に、東京都多摩小平保健所長、山下委員です。 

【山下委員】  改めまして、山下でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

【井上企画調整課長】  次に、本日、御欠席の連絡をいただいております委員の方をお

知らせいたします。清瀬市医師会長、平野委員、東京都栄養士会長、西村委員、立川労働

基準監督署長、地場委員、元第一屋製パン健康保険組合常務理事、山口（克）委員、東村

山市健康福祉部長、山口（俊）委員から、欠席の連絡をいただいております。 

 続きまして、本日、代理で御出席いただいております方の御紹介をさせていただきます。

国立精神・神経医療研究センター病院長、村田委員の代理で三山副院長でございます。 

【村田委員代理（三山）】  三山でございます。よろしくお願いいたします。 

【井上企画調整課長】  続きまして東村山消防署長、髙﨑委員の代理で山田警防課長で

ございます。 

【髙﨑委員代理（山田）】  山田でございます。どうぞよろしくお願いします。 

【井上企画調整課長】  続きまして清瀬市健康福祉部長、八巻委員の代理で田村健康推

進課長でございます。 

【八巻委員代理（田村）】  田村でございます。よろしくお願いいたします。 

【井上企画調整課長】  それでは、委員の紹介を終わりまして、保健所幹部職員の紹介

をさせていただきます。 
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 まず、生活環境安全課長の福田でございます。 

【福田生活環境安全課長】  福田です。よろしくお願いします。 

【井上企画調整課長】  保健対策課長の桑波田でございます。 

【桑波田保健対策課長】  桑波田です。よろしくお願いいたします。 

【井上企画調整課長】  歯科保健担当課長の田村でございます。 

【田村歯科保健担当課長】  田村です。よろしくお願いいたします。 

【井上企画調整課長】  地域保健推進担当課長の筒井でございます。 

【筒井地域保健推進担当課長】  筒井でございます。よろしくお願いいたします。 

【井上企画調整課長】  どうぞよろしくお願いいたします。 

 続きまして、資料の確認をさせていただきます。ダブルクリップで留めたＡ４判の資料

が２つございます。少し薄目のものと分厚いものになりますけれども、まず、本日の会議

次第が一番上にありまして、資料１から１５までが留められているものでございます。そ

してもうひとつは、地域保健医療推進プラン（平成３０年度～平成３５年度）の案の７月

２３日版でございます。 

また、この他に机上に置かせていただいておりますのは、前プランの冊子（会議用）で

ございます。過不足等はございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。なお、本日の会議の会議録及び会議に係る資料につきましては、

地域保健医療協議会設置要綱に基づきまして原則公開となっております。会議録は後日、

ホームページに掲載する予定になっております。 

また、福祉保健局の広報用に本日の会議中の写真撮影を少しさせていただきますので、

併せまして御了承願いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、ここからの進行は、本協議会の会長であります手島会長にお願いいたします。

手島会長、どうぞよろしくお願いいたします。 

【手島会長】  皆さん、こんにちは。本当に厳しい暑さの中、お集まりいただきまして

ありがとうございます。 

 本日の協議会は、昨年度から皆さんの御協力をいただきながら改定作業を進めてまいり

ました新しい地域保健医療推進プランの最終確認と、今後のプランの推進方法について協

議することが議論の中心となっております。非常に限られた時間ではありますが、皆様方

から忌憚のない御意見をいただき、活発な議論の基により良いプランの確認と、推進方法

について協議できたらと思っております。よろしくお願いいたします。 
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 それでは議事の１番目、地域保健医療推進プラン（平成２５年～２９年度）の最終評価

について、それから議事の２番目、地域保健医療推進プランの改定について、この２つに

ついてまとめて審議したいと思います。 

 まず、事務局から説明をお願いいたします。 

【井上企画調整課長】  それでは、２つの議題を併せて説明をさせていただきます。 

 まず、資料３を御覧ください。これは最終評価のまとめとなっております。この資料に

つきましては、３月２７日に開催した本協議会と同じ委員構成の３部会合同部会で御了承

いただいた内容と変更がございませんので、本日は簡単に説明させていただきます。 

 まず、（１）に評価対象項目というのがございます。その項目数は全部で５０項目となっ

ておりまして、そのうち重点プランが２５項目となっております。資料３はホチキス留め

になっておりまして、下にＡ３資料がございます。たたんでありますのを広げていただき

ますと、それぞれのプラン名が書いておりまして、重点プランには◎印をつけております。

各プランの評価のポイント等、それぞれ記載している資料でございます。これが２枚ござ

いまして、両面となっております。 

 １枚目の「資料３」と書いた資料にお戻りいただきたいと思います。「２ 最終評価の結

果」というのがございます。こちらに記載してありますように「順調に進捗した」ものが

７項目で１４.０％を占めておりまして、「ほぼ順調に進捗した」は４３項目で８６％とい

うことで、「順調に進捗」又は「ほぼ順調」を合わせて１００％といった結果になっており

ます。平成２９年度までのプランについての最終評価のまとめを簡単に御紹介いたしまし

た。 

 続きまして資料４を御覧ください。こちらの資料ですけれども、先ほど申し上げました

３部会合同部会の後に、主な修正項目として６月２１日付で委員の皆様にお送りしている

資料でございます。そのため、こちらにつきましても簡単に御説明をさせていただきたい

と思っております。右側に「修正内容」という項目がございます。こちらを御覧いただき

たいと思います。まず総論でございます。こちらにつきましては、地域包括ケアシステム

のイメージ図、そしてそれに伴う記述を追加しております。 

 また、各論が６項目ございますけれども、１番目につきましては、「各市の健康増進計画」

の内容を更新しております。２番目、３番目の「たばこによる健康影響の防止対策」です

が、本日の案では、改正健康増進法の成立がございましたので、６４ページの記述を修正

し、都の受動喫煙防止条例の成立もございましたので、６６ページの記述を修正いたしま
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して、現状を反映する形で更に修正を加えているものでございます。 

 続きまして４番目の「在宅療養支援体制の推進」についてですが、推進プランの記載方

法は、各実施主体の主体別の取組を記載した表の上に、必ずリード文を記載するスタイル

としておりますが、ここの部分だけ記載がございませんでしたので追記いたしました。 

 ５番目です。認知症の取組目標の表の中の実施主体の二つ目に「一般企業」と記載して

おりましたが、御意見に基づきまして、「事業者（雇用者）」に修正しております。 

 ６番目です。食品衛生法の改正によります、ＨＡＣＣＰ（ハサップ）に沿った衛生管理

の記載の修正をしております。各論については以上です。 

 一番下に、全般的事項ということで３点記載しております。一つ目として、コラムの記

載を加えております。最終版の案といたしましては、全３０項目のコラムを掲載するとい

う状況になっております。二つ目として、各種統計資料につきましては、当然ながら時点

更新がございますので、最も新しいデータに合わせ、それに伴いまして記述のほうも修正

しているという状況でございます。三つ目として、年の表示について御意見を賜りました。

元号だけでなく西暦との併記とさせていただいております。 

 資料４については以上です。 

 続いて資料５でございます。こちらは、６月２１日付で推進プランの案を委員の皆様に

お送りしております。その後にいただきました御意見への対応案としてまとめた資料にな

っております。こちらについては、まだ皆様に御説明しているものではございませんので、

冊子になっております推進プランの案、本日お配りした７月２３日版のページと突き合わ

せながら、少し丁寧に御説明をさせていただきたいと思っております。 

 それでは、まず１１６ページを御覧いただきたいと思います。こちらは「難病患者等支

援」の項目となっております。表頭が水色になっている表を、これから取組目標の表と申

し上げてまいりますけれども、取組目標の表の中段より下になりますが、市の取組が３つ

ございます。その中の２番目の項目に「難病医療費助成窓口の継続と申請時の相談の提供」

という記載がございます。以前の案では「相談の充実」という記載になっておりましたけ

れども、これに対しまして、委員の方から「提供」のほうがよろしいのではないか、とい

った御意見を頂戴いたしました。この御意見を踏まえまして「提供」という表現に修正さ

せていただいております。また、そのすぐ下、「障害者総合支援法等に基づくサービスの充

実」という記載がございます。以前の記載では、「等」が入っておりませんでした。難病患

者に対するサービスにつきましては、障害者総合支援法に基づくものだけではもちろんご
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ざいませんので、その他を含むということで「等」を加えさせていただいております。 

 次に１１８ページを御覧ください。こちらは「地域における障害者支援」の項目となっ

ております。まず、青字で記載された「１ 施策の動向」についての記述に関してです。

以前の案では、障害者自立支援法の改正の記述がかなりございましたが、もうそのことは

やや古くなっているので、なくても良いのではないかといった御意見を頂戴いたしました。

したがいまして、１行目の記載にありますように、障害者総合支援法の記載から始めまし

て、全体として簡潔にまとめています。 

 また、医療的ケア児に関する御意見でございます。これにつきまして、その他の新たな

サービスについても追記したほうが良いのではないかという御意見を踏まえまして、「参考」

というところから上にカウントして７行目のところに、「さらに、平成２９（２０１７）年

度の改正では、精神障害者や障害児に対する在宅支援サービスが追加されました。」という

文章を追記しています。医療的ケア児のみならず、様々なサービスの追加ということで、

その内容を記載いたしました。 

 続きまして、１１９ページを御覧ください。本文の下から２行目、「日中保育や通所先等

は」という記載がございます。こちらにつきましては、以前の案では「日中保育や通所先、

児童デイサービス等」という表現になっておりました。委員から、児童デイサービス等の

表現がもう古くなっているのではないかといった御意見をいただきまして、他にも新たな

サービスを含むという意味合いで、「日中保育や通所先等」に修正しております。 

 続きまして、１２１ページを御覧ください。こちらは「精神障害者地域生活支援」の項

目になっております。下段欄外の脚注の自立支援協議会の説明でございますけれども、「障

害者総合支援法に基づき、」と記載しております。以前の案では「改正障害者自立支援法」

の記載から始まりまして、少し長くなっておりましたので、この辺は簡潔で良いのではな

いかということで、「障害者総合支援法に基づき、」という記述に修正させていただいてお

ります。 

 続きまして、１２３ページを御覧ください。「精神障害者地域生活支援」の今後の取組と

なります。こちらに対しまして、委員から、都や保健所の役割をもう少し明確化してほし

いといった御意見を頂戴いたしました。そこで、上から３行目に「各市、圏域単位で協議

の場を持ち、」という表現を新たに追加いたしました。包括的なシステムの検討が必要な時

期に入ってきているということを踏まえまして、「協議の場を持ち」という表現を入れさせ

ていただいております。 
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 また、その下の取組目標の表になりますが、一番下に保健所の欄がございます。そして

３つの取組目標がありますけれども、一番下の文章に「精神障害者にも対応した包括ケア

の推進」という文言が加わっております。先ほどの保健所の役割を明確化してほしいとい

う御意見を踏まえまして、こうした記述にさせていただいております。 

次に、同じ取組目標の表の上から二段目、医療機関の取組目標の３つ目の項目です。以

前の案では、「地域定着支援」と非常にシンプルに記載されておりました。こちらにつきま

して、もう少し具体的にどのように進めていくのか、もう一歩踏み込んだ内容にしたほう

が良いという御意見を賜りまして、「地域定着のための関係機関との連携強化」という記載

に修正させていただいております。 

 各論については以上です。 

次にコラムへの意見として、追加の御希望が二つございました。まず、６３ページを御

覧ください。２つコラムが載っておりますけれども、下段の「自分で考えて食べる！これ

からの高血圧予防」ということで、東久留米市の事業といたしまして「しおかるくるめス

ープ」の取組を新たに掲載いたしました。次に１２４ページを御覧ください。「心の通う医

療と家族会の活動」といたしまして、国立精神・神経医療研究センター病院家族会「むさ

しの会」の取組を新たに掲載させていただきました。 

 資料５についての説明は以上ですけれども、さらに委員から御意見を頂戴いたしました。

ページは戻っていただきまして１２ページになります。一番上に「６５歳健康寿命」のグ

ラフがあります。一番上の赤い破線で書かれているのが、６５歳平均余命となっておりま

す。これにつきましては、健康寿命だけ見るのではなくて、６５歳平均余命の伸びとの関

係性を見ないと正確なところが把握できないという御意見を賜りまして、当初のグラフに

新たに６５歳平均余命を加えるとともに、このグラフの下に、４行になりますけれども、

その説明を書かせていただいております。 

 最後に資料６を御覧ください。こちらはパブリックコメントの実施状況でございます。

実施期間としましては、平成３０年６月２９日から平成３０年７月１５日まで実施いたし

ました。当所のホームページでの周知に加え、５市の市報にも掲載していただきましたが、

残念ながら御意見がゼロという結果となっております。 

 説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

【手島会長】  ありがとうございました。膨大な内容についてポイントを絞って御説明

いただきました。 
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 推進プランの改定に当たっては、昨年度、改定作業部会を設置して議論を重ねていただ

いたわけですけれども、その部会長として御尽力いただきました上木部会長からも御報告、

御説明をお願いいたします。 

【上木委員】  昨年度、この計画の改定について、改定作業部会と３部会合同部会の部

会長を務めさせていただきました上木でございます。事務局から報告があったとおりでは

ありますが、部会長として一つ付け加えさせていただきたいと思います。 

 今回のプラン改定の趣旨は、改定作業の中で既に説明がされてきておりますが、その中

で部会長としては、圏域独自の指標を設定するようになったということと、それからもう

一つ、動きをつくるプランという考え方が重要であるとの認識を持っております。その動

きをつくるプランというのは、今回は特に指定をすることはせず、計画全体に当てはまる

考え方としよう、ということになりました。動きをつくるプランの考え方をどのように当

てはめていくかということについては、具体的には、好事例を集めそれを広く普及してい

こう、ということで説明されてきております。そして、このことについては今年度からの

各部会において、動きをつくるプランの考え方をぜひ実践していただきたいと思います。 

 圏域独自の指標設定というところも、そのような意味でいろいろな好事例があれば、そ

れを踏まえて、その発展や成長を協議会委員が皆で支援をし、また見守っていこうという

ことになろうかと思います。今の段階ではあまり具体的ではありませんが、部会の中でそ

れを具体化していくということになりますので、委員の皆様方には改めてそれを認識して

いただきたいと思います。 

 小さな動きでも、動きをつくる、見つける、そしてそれを育てるというキーワードを、

この協議会でも認識をしていただければと思います。 

 それから、改定作業部会の中で委員の皆さんから指摘されたことで、大切だと思ったこ

とが二つありました。一つ目は、終末期の迎え方と看取り方について委員から提案があり

まして、どの部会で取り扱っていくのかということも、併せて議論になりました。内容と

しては、健康なまち・地域ケア部会や地域医療システム化推進部会が関係してくると思い

ますので、この終末期の迎え方や看取り方というテーマについては、両方の部会で取り扱

っていければ良いのではないかと思います。 

 二つ目は発達障害です。発達障害についての記載は具体的にはありませんが、ないから

といって取り扱わないということではなく、主に障害のところで取り扱っていこうという

ようにまとめておりました。 
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 部会の報告かたがた、また要望ということでお話しいたしました。 

【手島会長】  ありがとうございました。ただ今、事務局から説明があり、そして、プ

ラン改定の中心になっていただいた上木部会長から、改定の基本的な考え方なり、あるい

は重要な課題だとは認識されているけれども、このプランに具体的に明文化されていない

ところについても、今後の推進に向けて改めて認識する必要があるという御説明もいただ

きました。 

 本日は、前回プランの最終評価及び新しいプランの最終確認の場ということになります

が、初めに、前回プランの最終評価について、何か御意見、御質問等はございますか。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、前回プランの最終評価については了承されました。 

 次に、新しいプランについて御意見、御質問をいただければと思いますが、いかがでし

ょうか。 

非常に膨大であり、広い分野を含んでおりますので、これまでも積極的な御意見をいた

だき修正を繰り返してまいりました。 

奥村副会長、何か御意見等はございませんか。 

【奥村副会長】  特にありません。 

【手島会長】  それでは、くらしの衛生部会長の奥澤委員から、何かございますか。 

【奥澤委員】  特に指摘する内容はありません。図表等もきれいに整理していただき、

非常に見やすくまとめていただいたと思います。事務局に感謝したいと思います。 

【手島会長】  ありがとうございました。 

 當真委員と住本委員からは、コラムの追加についての御提言をいただいたわけですが、

何か御意見等ございますか。 

【當真委員】  私は、東久留米市で健康づくり推進員をしております。東久留米市では

「しおかるくるめスープ」という、高血圧予防のために塩分を１ｇ以下に抑え、30ｇ以上

の野菜を入れたスープを四課栄養士会の御協力をいただいて作りました。健康づくり推進

員も実際に実習を重ねるなどこの活動に協力しています。このスープをベースにした、か

なりの数のレシピができていますので、御家庭での参考にしていただければと思います。

ありがとうございました。 

【手島会長】  ありがとうございました。住本委員はいかがでしょうか。 

【住本委員】  国立精神・神経医療研究センター病院の中で活動させていただいており
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ます、家族会「むさしの会」の住本です。大変お世話になっております。 

 今回、私は慣れておりませんでしたので、何事も大変フレッシュに感じて、意見を申し

上げるのも素人っぽく発言をしてしまい反省しております。 

 精神疾患の世界は、とにかく社会的な偏見や差別をなくさなければ何も開けてきません。

どうしても暗く閉じこもるイメージが強くあるのですが、私はもっと自分達が立ち上がら

なくてはいけないと強く主張してきております。この会議へ参加したのも初めてですから

驚きもございますが、大変に意義を感じております。 

 今後とも、たくさんの人が苦しんでいる精神の病気を、皆様に御理解いただけるよう啓

発していきますので、この場をお借りして御理解のほど、よろしくお願いいたします。 

 ありがとうございました。 

【手島会長】  ありがとうございました。上木部会長がおっしゃっていた動きをつくる

という考え方にも合致するような御提言をいただいたと思っております。どうもありがと

うございました。 

 それでは、前回プランの最終評価及び新しいプランの文章や内容について御意見は、他

にはございませんか。 

 どうぞ。 

【石橋委員】  東久留米市医師会の石橋と申します。「生涯を通じた健康づくり」の中に、

２０２０年の東京オリンピックというのが一言も書かれておりません。東京都医師会でも

スポーツを通じた健康づくりということを、東京オリンピックを契機にぜひ進めていった

らどうだ、ということも言っておりますので、具体的な表現は思いつきませんが、地域の

いろいろなスポーツ資源をより活用しながら、健康づくりに生かしていくという、フレイ

ルの項目はありますけれども、せっかくある東京オリンピックの文言を少し入れて、その

前とその後を通じた健康づくりというのが、文言だけでも入ると良いのではないかと思い

ました。いかがでしょうか。 

【手島会長】  ありがとうございます。 

 確かに、東京オリンピック・パラリンピックは、こういったことを市民の方に理解して

いただくという面ではものすごく大きなイベントであり、とても良い機会になると思いま

す。今の段階でそこのところを新しいプランに盛り込めるかどうかについては、事務局と

改定作業部会長と私とで、今後確認させていただくということでよろしいでしょうか。 

どうもありがとうございました。 
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 それでは、今、新しく御提案いただいた件については、事務局で協議させていただくと

いうことで、それ以外の点についてはこの協議会で承認するということでよろしいでしょ

うか。 

（「異議なし」の声あり） 

【手島会長】  それでは、御承認いただいたということで、次に進みたいと思います。

今後は、今御提案いただいた点について協議をさせていただいた上で、事務局で新しいプ

ランの公表及び冊子の印刷作業を進めていただくということになります。 

 それでは、続きまして議事（３）の、ただ今御承認いただきました地域保健医療推進プ

ランの今後の推進方法についてです。推進プランについては、策定して終わりというわけ

ではなく、目標達成に向けた今後の取組や進行管理をどのように進めていくかが重要にな

ってきます。この点につきまして、事務局から説明をお願いいたします。 

【井上企画調整課長】  本プランの案につきましては、大変貴重な御意見を賜りました。

どうもありがとうございます。 

 それでは、このプランを今後どのように進めていくかということにつきまして、説明を

させていただきたいと思います。 

 まず、資料７を御覧ください。こちらに推進方法（案）ということでまとめさせていた

だいております。個別のプランの取組状況をどのように把握していくのかを記載した資料

となります。地域保健医療協議会の下に３つの部会がございます。これを引き続き継続、

活用することによりまして、この部会で各プランの現状、課題、成果、保健医療の指標を

確認いたしまして、目標達成に向け協議していくということになります。※印のところに

書いてありますけれども、プランの初年度である今年度と、中間評価の２０２０年度、そ

して最終評価の２０２３年度につきましては、３３項目全てのプランの状況を把握します。

そして、２０２０年度の中間年と２０２３年度の最終年につきましては、指標の達成状況、

進捗状況を評価するということを考えております。また、今申し上げた以外の年度につき

ましては、都の共通項目、そして重点プラン、これを合わせますと１９項目ございますが、

こちらの把握とさせていただきます。つまり、今年度、評価の年は３３項目になりますけ

れども、それ以外については１９項目という形で整理をさせていただきたいと思っており

ます。 

 また、先ほど上木委員からの御発言にございましたように、各実施主体から先進事例や

連携・協働による好事例を報告していただきまして、それを各部会や協議会で詳しく御紹
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介するということを予定しております。その報告様式については、後ほど説明させていた

だきます。 

 それでは資料８を御覧ください。こちらは、平成３０年度から平成３５年度までの６年

間のスケジュール案をお示ししております。上からまいりますと、「協議会委員改選」とい

う項目がございます。委員の任期が２年となっておりますので、隔年で委員改選があると

いうことになります。また、協議会につきましては、大きい星印で書いておりますけれど

も、第２四半期に開催し、各部会につきましては黒の星印で書いておりますけれども、第

４四半期に開催するといったような、大まかなスケジュールが書かれております。また、

その下に「５市・保健所連絡会」という項目があります。これは年４回、各市と保健所で

連絡会を設けておりますけれども、そのうちの２回目、これを推進プラン連絡会として位

置づけまして開催していきたいと考えております。その下にあります取組状況シートの作

成については、後ほど詳しく説明させていただきます。 

 続きまして、資料９を御覧ください。これは今年度の協議会と部会のスケジュール案を

お示ししたものです。協議会は７月２３日ということで、本日のところが星印になってお

ります。平成３１年になりますとすぐに各部会を開くというようなスケジュールとなって

おります。 

 そして、本日御了承いただきましたこのプランでございますけれども、９月に公表を考

えております。冊子として印刷をいたします。またホームページへの掲載等をしていきた

いと考えております。なるべく多くの市民や関係機関の皆様に見ていただきたいと思いま

すので、そうした工夫を図っていきたいと考えております。取組状況シートと先進事例の

把握については、時期的には１１月頃に作成をお願いいたしまして、部会で報告できるよ

うなタイミングで実施していきたいと考えております。 

 続きまして資料１０でございます。こちらについては、協議会の下に部会がございまし

て、それぞれの所掌事項を表しております。先ほど上木委員からもお話がありましたよう

に、看取りの部分においては健康なまち・地域ケア部会であったり、また地域医療システ

ム化推進部会といったところで御検討いただくような形になると考えているところでござ

います。 

 続きまして資料１１を御覧ください。新しい地域保健医療推進プランの一覧です。左側

の項目から見てまいりたいと思います。まず最初に項目がありまして、それぞれのプラン

名を記載しております。網かけになっているものが幾つかありますが、これは都の共通項
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目と重点プランでございます。次のページの一番下に数が書いてありますけれども、合わ

せて１９項目ということになります。 

 表頭の部分を右に流すような形で御説明したいと思います。先ほど申し上げました所掌

部会が記載されておりまして、それぞれのプランをどこの部会で中心的に御議論いただく

のかということを●印で示しております。その次に保健医療の指標を書いております。以

前お示しいたしました指標の部分ですけれども、見ていただきますと普及啓発という表記

が幾つかございます。以前の案では単に普及啓発というだけの表記もございましたので、

それではあまりにも抽象的ですので、何に対する普及啓発なのかということを付け加えて

います。また、その隣が方向性や目標値を記載しておりまして、その次が把握方法となっ

ております。 

 把握方法についてですが、こちらにつきましては事業報告や、あるいは市、保健所で把

握するといったような書きぶりになっております。この時点ではやや抽象的なところがあ

る感も否めませんけれども、ベースラインとして共通認識を持てるよう、検討を深めてか

ら報告を依頼するようにしていきたいと考えております。 

 最後の項目、市に作成していただきます項目について★印を付けています。各プランに

ついて所掌事項、把握方法、それらを一覧にまとめたのが資料１１でございました。 

 続きまして資料１２を御覧ください。こちらが、具体的にどのような形で把握していく

かという様式をお示ししているものです。お開きいただきまして、左側から見てまいりた

いと思っております。この取組状況シートは、市と保健所が記載するものでございます。

一番上が小平市になっておりますけれども、計画の最終年度の達成目標を簡潔に記載して

いただきます。その次が、平成３０年度から平成３５年度までの取組内容を記載していた

だく項目になっておりまして、その次につきましては、それぞれ当該年度の事業の状況を

記載していただく欄となっております。次に、保健医療の指標についてお書きいただきま

すが、この指標については、本日の段階で内容としてはお示ししているところですけれど

も、推進プランの冊子から転記していただく形になります。指標、方向や目標値を転記し

ていただきまして、それぞれ、２０１８年から２０２３年度までということで６年間とな

りますけれども、各年度の実績を落とし込んでいただくというものになっております。 

 そして、右側になりますけれども、先ほど申し上げたとおり、２０２０年度に中間評価、

最後に最終評価がございます。取組内容につきまして自己評価をしていただきまして、こ

こに記載していただくというシートの様式を御提案しております。 
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 続きまして資料１３を御覧ください。こちらが、先ほど上木委員からのお話にもありま

した、動きをつくる取組をきちんと拾っていくための先進事例等報告シートとなります。

このシートは、市、保健所はもちろん、関係機関も含めた各実施主体に記載していただく

こととしております。多くの実施主体の方から様々な動きについて御報告いただきたいと

考えております。取組目標の欄には推進プランから転記していただき、次に事例の概要を

記載していただくということになります。ここについては細かく記載することは難しいか

もしれませんので、まず、こうしたことをやっているんだという事例をたくさん出してい

ただきまして、それを一覧にまとめましてお示しするとともに、記載していただいた事例

の中から、これは特に共有したい、あるいは広めていきたい、そうした先進事例につきま

しては、保健所から取材をさせていただきたいと思います。詳細を把握いたしまして、そ

れらを協議会や部会で御紹介させていただきたいと考えております。 

 今後の推進プランの推進方法につきまして説明させていただきました。以上です。 

【手島会長】  ありがとうございました。ただ今、新しいプランの推進方法について説

明いただきましたが、この件について御意見、あるいは御質問等をいただければと思いま

す。いかがでしょうか。 

 それでは、改定作業部会長であった上木委員から、部会での議論を踏まえて新しいプラ

ンの推進方法について、何かありましたらお願いいたします。 

【上木委員】  ただ今、事務局から、先進事例等報告シートという様式も紹介されまし

た。市と保健所はもちろんですが、関係団体の皆様方、そして市民委員の皆様、要するに

この協議会の全ての委員の皆様が各市の状況を観察していただいて、これは良いなと思っ

た事例は、ぜひ報告を上げてほしいと思います。取組の主体が団体か個人かについてはど

ちらでも構いません。あまり狭く考えずに、ちょっとしたきっかけをつかんで、そしてそ

れが発展していけばとても良いのではないかという発想で、ぜひ御協力をいただきたいと

思います。 

 そういう意味では、先ほど家族会の方から、精神障害の分野というのはどうしても偏見

や差別がつきまといやすいというお話がありましたが、そのような偏見や差別を少しでも

少なくしていくことは、小さな動きから始まることが大変多いですし、そういうものを大

切にしたいと思います。 

 また、生活習慣病対策が、少しずつですが広まってきており、その中には、高齢者の体

操グループが大変多く作られてきております。このようなことは、小グループで動いてい
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く方が、かえってだんだんと市民に広がっていくのではないかと思います。 

 皆様が良いと思う事例を感じ取り、報告していただくということがとても大切だと思い

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

【手島会長】  ありがとうございました。公的な取組や団体としての正式な取組だけで

はなく、市民の側での自主的な取組等も広くここで共有したいという御趣旨ですね。どう

もありがとうございました。 

 そして、各市には、取組状況シートの作成や、今議論になっております先進事例等の報

告をお願いすることになりますが、市の立場から御質問や御意見などございますか。 

よろしいでしょうか。 

 各市でも、それぞれ様々な計画を作られていたり、新しい課題に向けて次から次へと取

組が求められておりますので、大変お忙しいとは思いますが、ぜひ御協力をいただきたい

と思います。進行管理の中では、評価というよりはむしろ新しい課題や取組の新しいアイ

デアを広くここで持ち寄って共有していくという趣旨ですので、ぜひいろいろな取組や感

じられている課題等を率直に出していただければと思います。 

 また、医師会や関係団体にも先進事例等の報告をお願いすることになりますけれども、

何か御意見、御質問はございますか。 

【奥村副会長】  小平市医師会の奥村です。各医師会では、それぞれ取り組んでいるこ

とがありまして、それは共通の取組だと思いますが、例えば在宅医療の中で、先ほど上木

委員がおっしゃられた終末期、看取りですね。今、アドバンスケアプランニングというの

が話題になっておりますけれども、患者さんとの対話をしながら早目に準備をしようとい

う取組です。各医師会で既に始まっていると思います。そういう事例等も含めまして、日々

患者さんに接する中で、患者さんからこういうこともやっているんだという話もお聞きし

ておりますので、そういった事例をこのシートに書き込んでいって、事例集ができたら良

いと思います。そして、またその中から好事例を選んでいっても良いですし、全部出して

も良いと思いますので、各医師会の先生方、御協力をよろしくお願いいたします。 

 また、歯科医師会でも、歯周病健診や在宅歯科等、本当に大変な取組を行っていると思

います。薬剤師会でも、薬の飲み忘れや残薬の問題等いろいろチェックされていると思い

ます。そのような各三師会が取り組んでいる内容を、事例集に入れていただければ良いと

思っております。よろしくお願いいたします。 

【手島会長】  ありがとうございました。 
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 現在、この度の西日本豪雨災害とその後の猛暑の中での復興作業の模様が、テレビで連

日報道されています。そこでは、行政と関係団体の役割の重要性が改めて認識されるとと

もに、全てそこに頼るだけではく、市民自身が私的なネットワークを作りお互いに助け合

う関係を日頃から作っていなければ、あのような状況に対応できないという認識が市民の

中にも広がってきています。東京でも、同じような状況に遭ったらどうするのかというこ

とを自分達で考えよう、という動きが出ているという話を聞いておりますので、ぜひ、こ

の圏域でもそのような動きを持ち寄って経験交流できればと思っております。 

この他に、御意見、御質問はございますか。 

【石橋委員】  東久留米市医師会の石橋です。東久留米市医師会では今、ＣＯＰＤ検診

に取り組んでおりまして、比較的先進的な事例かと思います。ただ、まだまだ不十分なと

ころがありますので、５年位かけると、かなりしっかりした結果が出せると思いますので、

その経過も含めて報告させていただければと思っております。 

 それから、資料１１の地域保健医療推進プラン一覧の指標について、２点ほど気になっ

たところがございます。 

一つ目は、高齢者保健福祉対策の中の認知症の指標ですが、東京都かかりつけ医認知症

研修修了者の数を増やすということですが、この研修は１回受けると修了証が発行されま

す。何回受けてもまた新しく発行されますので、研修会を受けた人数には同じ人も含まれ

ていますので指標になりにくいと思います。ですので、東京都のホームページに登録され

ているメンバーが増えているかどうか、ということは良いと思いますが、もしそれを指標

とするのであれば、認知症サポート医をぜひ入れておいていただきたいと思います。ただ、

これは地域の中で住民の方々や家族が、どの程度支援を受けられるかということですので、

どちらかというと、認知症カフェ等がどの位増えているのかという方が、良い指標になる

のではないかと思います。御検討いただければと思います。 

 二つ目は、たばこ対策の推進の指標についてです。受動喫煙防止対策が普及啓発されて

いるかどうかということですが、今回、受動喫煙防止条例が成立いたしましたので、かな

りいろいろなものの数値が出てくると思っております。例えば飲食店での喫煙です。本当

にどれだけ実効性があるのか分かりませんけれども、どれくらい飲食店でたばこを吸えな

くなっているのか。全部の飲食店で実態調査を行うのはとても大変ですので、飲食店の状

況が大まかに分かるようなものや、たばこの売上がどうなっているのかなども一つの指標

になるのではないかと思います。今回新たに条例ができましたので、こういうところで指
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標にされても良いのかと思いました。よろしくお願いします。 

【手島会長】  御意見どうもありがとうございました。この点について、事務局から何

かありますか。 

【井上企画調整課長】  大変貴重な御意見ありがとうございました。状況が変わってき

ておりますので、特に受動喫煙防止対策に関しましては、手島会長とも検討をさせていた

だき、再考するというような形でよろしいですか。 

 今のところは、具体的に詳しいことがこれから出されますので、それらを見ながら、指

標について再度協議していきたいと思います。 

【手島会長】  よろしいでしょうか。 

【石橋委員】  はい。 

【手島会長】  貴重な御意見、ありがとうございました。 

 資料１１の目標値については議論がいろいろとありまして、「充実させる」という目標値

が大変多く、本当に目標値として設定して良いのかという議論がありました。具体的にど

のように明文化するかについては、なかなか難しい点がありますが、進行管理の過程で、

各市や各団体ごとに、人数は増えてきているが内容はどうなのか。あるいは、認知症サポ

ーターのところでは、修了者数は増えたかもしれないが、その後、修了者たちは何をやっ

ているのか分からないなど、様々な課題がそれぞれの項目で見えてくると思いますので、

毎年行う進行管理の中で、そのような議論をしていただき、より具体的な目標や課題につ

いて議論していければと思っております。その一つの具体的な例を、今日の段階でまず提

案していただいたということで、本当にありがとうございました。今後も、進行管理の過

程で活発な議論ができればと思っております。 

 それでは、基本的な進行管理の進め方については、事務局から提案いただいた形で進め

るということでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【手島会長】  改めて確認しておきますが、全てこのとおりにというのではなく、目標

や進め方については、それぞれの部会で項目ごとにより具体的な議論を進め、具体化して

いっていただければと思います。各市や各団体の皆様方には、よろしく御協力をお願いい

たします。 

 それでは、次の議事（４）平成３０年度課題別地域保健医療推進プランの取組について、

事務局から説明をお願いします。 
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【福田生活環境安全課長】  資料１４を御覧ください。平成３０年度課題別地域保健医

療推進プランについて説明させていただきます。 

 課題別地域保健医療推進プランでございますけれども、１を御覧いただきまして、今ま

で御議論されていた地域保健医療推進プランに出てくる課題や、新たな問題に対応するた

めに各保健所で自主性や創意工夫を生かして計画を策定し、毎年度実施を決めるものでご

ざいます。２番目に平成３０年度の取組ということで、今年度何を実施するのかというこ

とですが、推進プランで薬物乱用防止が大きな問題の一つとなっておりまして、事業名と

しては「地域の公共交通機関を活用した薬物乱用防止の情報発信」ということで、薬物乱

用防止を取り上げさせていただきます。 

 具体的にはその下の事業内容を御覧いただきますと、薬物乱用防止を訴える「ダメ。ゼ

ッタイ。」普及運動というキャンペーンが今年の６月から７月にありまして、この時期に合

わせまして、管内を走る西武バスやコミュニティバスを利用しまして、窓上広告としてポ

スターを掲示するとともに啓発用リーフレットを配布するというものでございます。この

実施期間中は、保健所ホームページのトップページにもバス広告と同じイラストを掲載し

ており、クリックすると薬物乱用防止のページに自動的に移動するように工夫しておりま

す。 

 先ほど、キャンペーン期間は６月から７月と申し上げましたが、薬物乱用防止の関連と

しまして、麻薬・覚醒剤乱用防止運動東京大会が開催される１１月にも、同様の普及啓発

事業を実施する予定になっております。 

 １枚おめくりください。可愛い女の子のイラストが描かれたポスターです。このポスタ

ーは、「ＳＴＯＰ！薬物乱用」、特に今回は「断る勇気」ということで、はっきり断るとい

う部分を強調して作られております。 

さらにおめくりいただきますと、こちらはリーフレットです。表面は上段にポスター、

下段に中学生が作成したポスターと標語を掲載しております。これらの作品は、東京都が

中学生向けに行っている薬物乱用防止ポスター・標語コンクールの管内分の平成２９年度

入賞作品です。裏面は「一回だけでも乱用です！」の説明と薬物の種類等を案内しまして、

普及啓発を行っております。 

 バスの窓上広告掲示は、西武バスは既に終了いたしましたが、まだコミュニティバスが

走っておりますので、御乗車のときにはぜひ御覧いただければと思っております。 

 説明は以上です。 
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【手島会長】  ありがとうございました。ただ今、薬物乱用防止対策に関する報告をい

ただきましたが、何か御質問、御意見はございますか。 

よろしいでしょうか。 

 それでは続きまして議事（５）その他ですが、資料１５「ケアマネジャーからの地域連

携情報シート」について、事務局から説明をお願いします。 

【筒井地域保健推進担当課長】  それでは資料１５を御覧ください。こちらにつきまし

ては、３月の３部会合同部会でも御報告いたしまして、今後、修正等の必要が生じた場合

には、地域医療システム化推進部会にて協議させていただくこととしておりました。平成

３０年度に介護報酬改定がありまして、その中で地域包括ケアシステムの推進に当たり、

医療と介護の連携の一層の推進ということで連携加算が見直されたところでございます。

せっかく圏域でこのようなシートを作りましたので、できれば連携加算がとれるような内

容にした方が活用が進むのではないかということで、幾つかの市から御意見をいただきま

した。その後、圏域５市の介護給付担当の皆様で、加算がとれるように検討してください

まして、２項目追加いたしました。既に介護報酬改定が行われておりますので、早急な対

応が必要なため、年度末開催の部会を待たずに、本協議会において御承認いただきたく、

お願いいたしたいと思います。 

 具体的には次ページの、ケアマネジャーからの地域連携情報シートの送付票のところで、

添付した書類というところに、ケアプランを作成する際に使用する「アセスメントシート」

の項目を追加させていただいたということと、次のページの実際の情報シートのところに、

「貴院入院日」の欄を追加させていただきました。この２点、追加という形にいたしまし

た。 

 併せて、戻っていただきまして資料１０を御覧いただければと思います。こちらについ

ても３月の３部会合同部会で御了解いただいたところですが、右側の地域医療システム化

推進部会の下に、この資料では地域医療安全推進分科会と記載しておりますが、これとあ

わせて、これまで情報シートの作成に取り組んでまいりました在宅療養推進分科会という

のが設置されてございました。在宅療養に関しましては、同様の会議が他でも立ち上がっ

ている関係がありまして、重複とならないよう、会議体の整理をさせていただき、在宅療

養推進分科会は平成２９年度で終了とさせていただきました。平成３０年度からは、地域

医療安全推進分科会のみとさせていただきまして、情報シートについては、今後、地域医

療システム化推進部会の中で検討していくことにつきまして、本協議会においても御了承
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いただきたくよろしくお願いいたします。 

【手島会長】  それでは、地域連携情報シートの書式変更がまとまったということと、

在宅療養推進分科会については、他に同様の機能を持つ会議があるため平成２９年度で廃

止するということの２点について、御了解いただけますでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【手島会長】  それでは、異議なしということで、本件につきましては了承とさせてい

ただきます。 

 その他、何か事務局のほうから御報告、御連絡等ありますでしょうか。 

【筒井地域保健推進担当課長】  もう１点、会議体についてでございます。同じく資料

１０を御覧いただきたいと思います。これまで、左側の健康なまち・地域ケア部会に、下

の★印にあります地域職域連携推進会議の他に、地域別自殺総合対策協議会が付設されて

おりましたが、自殺対策につきましては、平成２８年の自殺対策基本法の改正に伴い、各

都道府県及び各市町村において自殺対策計画を策定することが求められ、平成３０年６月

に東京都自殺対策総合計画が策定されたところでございます。さらに、現在、各市におき

ましても計画策定に向けて会議体等の準備が進められているところでございます。そこで、

こちらにつきましても会議体を整理させていただき、圏域としての地域別自殺総合対策協

議会は終了とさせていただき、必要な事項につきましては、引き続き健康なまち・地域ケ

ア部会で協議をしていきたいと考えてございます。 

 また、引き続き各市の後方支援、広域調整に努めていきたいと考えておりますので、御

理解、御協力のほどよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

【手島会長】  ありがとうございました。 

 自殺対策については、各市でそれぞれ計画を策定することになり、計画策定のための会

議体の立ち上げの取組が進められているため、地域保健医療協議会における地域別自殺総

合対策協議会は廃止し、情報交換については、健康なまち・地域ケア部会で行うという提

案です。 

これについて御了解いただけますでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【手島会長】  異議なしということで、本件についても協議会として了承したというこ

とにさせていただきます。 
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 以上で議事は終了ということになりますが、全体を通してここで確認しておきたい、確

かめておきたいというようなことがおありの方はいらっしゃいますでしょうか。 

よろしいでしょうか。 

 それでは、いろいろと議論は尽きないところだと思いますが、そろそろ時間が迫ってま

いりました。本日は貴重な御意見をいただきありがとうございます。また、円滑な議事運

営に御協力いただいたことについても感謝申し上げます。 

 この協議会の開催は、今年度は本日のみということになりますが、年明けには各部会の

開催が予定されております。その場で、本日御議論いただいたような具体的な推進方策に

ついて、それぞれの推進プランを踏まえての具体的な議論を更に進めていただければと思

います。各委員の皆様には、引き続きよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、進行を事務局にお返しいたします。 

【井上企画調整課長】  手島会長、どうもありがとうございます。そして皆様、長時間

にわたり御討議いただき、貴重な御意見を賜りまして、本当にありがとうございました。

本日御承認いただきました地域保健医療推進プランの目標達成と着実な推進に向けまして、

事務局としても計画的に、また具体的に取り組んでいきたいと考えております。どうぞ御

協力よろしくお願いいたします。 

 それでは、これをもちまして、平成３０年度北多摩北部地域保健医療協議会を終了させ

ていただきます。どうもありがとうございました。 

 

閉会：午後２時４５分 

 

 


