平成 29 年第 3 回定例会	
  厚生常任委員会	
 
	
 
平成 29 年 10 月 2 日	
 
鈴木委員	
 
	
  今日は一般質問で質問させていただいた内容を踏まえて、本会議でもお話し
させていただきましたが、行政ぐらいです、お金を一生懸命使ってもなかなか
結果というものが検証できないというようなお話をさせていただいた。一般質
問をさせていただこうとしたきっかけが、ネットで調べていたら、平成 26 年の
予算のときに、未病を治す取組みを支える仕組みづくりの新規事業で健康寿
命・健康格差等調査分析事業費と書いてある。この中に、県内の健康格差(地域
格差)について、特定健診データ等により分析・検討を行うとある。その結果、
県内における地域ごとの健康格差について調査し、マップ等を使って分かりや
すい形で公表するというのは平成 26 年の予算に入っているのだが、これどうな
っているのか伺います。	
 
健康増進課長	
 
	
  今御指摘いただいた健康格差のことですが、私ども健康格差というものをど
のようなものではかるかということを検討いたしました。その結果、介護度、
要介護度１とか２とかございますが、要介護度２未満の方とか、基本的にはそ
の方々の介助をしなくても生活できるということはございまして、要介護度２
未満の方々の数字を整理しまして、それに基づきまして、各市町村の健康寿命
という形で算定いたしました。	
 
	
  それを各市町村の方にマッピングを落としまして御提供させていただきまし
た。ただ、これは市町村ごとに様々な健康寿命の取組をしてございます。そう
した中で、各首長の方から、それを一般の方に公表することにとまどいがござ
いました。その関係で、一般の方には公表していないものです。	
 
	
  ただ、私どもで推進している、かながわ健康プラン２１の評価の中で、県内
の健康格差について指標としてございますので、それについては、各市町村と
相談をした上で、二次医療圏でまとめまして、それぞれの地域ごとに格差とい
うものを出させていただきました。	
 
鈴木委員	
 
	
 
	
  今あなたの答弁を聞いていると、首長さんがこれは反対だという話が出た。
そんなの当初からこんな予算を使うのだったら、聞いてからやるのが当たり前
だと思います。常識なことだ。あなた方はこういうところに書いてあるとみん
な市町村とだけ書いてある。だからたたき台とか何とか私質問するが、これ見
たっていいことが書いてあるが、市町村との連携は一つもとれていないではな
いか。お金だけ 300 万円か 400 万円だって使うのだったら、毎回私言うのだが、
教育委員会とみんなも、もっと困っているよ。これは平成 26 年だろうが、28 年
度は予算はついているのか。	
 
健康増進課長	
 
	
  その期間の予算については、ついてございます。	
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鈴木委員	
 
	
  幾ら。ざっくりでいいよ。	
 
健康増進課長	
 
	
  今、詳細な数字はございませんので、また改めて御回答させていただきます。	
 
鈴木委員	
 
	
  平成 26 年度には 378 万円ついているのだよ。	
 
健康増進課長	
 
	
  当初、そのシステム格差を算定する際のシステムを作成しましたので、その
後の予算については、それを検査の、私どもの職員がここにデータを入力しま
して、それから算出方法ございましたので、基本的にはそれほど大きな金額で
はないというふうに承知しております。	
 
鈴木委員	
 
	
  ざっくりと言ったのに、分からないのならいいよ。こういうのを一つ一つ見
ても、作りました、でも首長に結構ですというふうに言われた。私はそういう
答弁が返ってくると思いました。何もやっていないとは私は言わない。これだ
けのものをやって、静岡県では、これを大々的に出していて、片や神奈川県は
未病だと、多額のお金を使ってこういう形でやっているという県から、何も発
信されないというのはいかがなものかと思った。実は私の一般質問のデータを
使ったらどうかというところが最初の質問だったのだよ。そのときは、国民健
康保険もひっくるめた形であなた方がやると言うから、それは知事から御答弁
があったので、そうですかと言ったが、この一つ一つの施策に対して、金を使
っておいて、あとは何だか分からないみたいな、今、この質問しなければ、き
っとこの問題だって、あなたが答えてくださったからいいよ、一応マップに落
としましたとなった。ただ、それも何らかの形で加工して、お金をこれだけ使
ったのだから、きちんとやるというのは本来の社会の常識だと私は思うが、こ
れはどうですか。	
 
健康増進課長	
 
	
  今の結果のマップに落としたデータですが、確かに一般に公開はしてござい
ませんが、私もこの取組、健康づくりについては、県の広域的な、総合的な取
組とそれから市町村における住民に直接密着した健康づくりの取組というもの
が、サンドイッチになって取組をしているものだというふうに認識してござい
ます。	
 
	
  そうした中で、こちらのマップに関しましては、各市町村の方々にはアクセ
スのパスワードを付しまして、それぞれの市町村が見られるという形で公開は
しているところです。	
 
鈴木委員	
 
	
  このたたき台なり何なりに、あなたの言っていることが入っているのか。デ
ータなり何なりで。どこに入っているのか、まず教えてほしい。今、あなたが
言ったのは、どこに入っているのか、今日配られた資料なのか、どれでもいい
が教えてほしい。市町村等にあなた方はデータ提供をしました、パスワードを
付しました、データが使えますということに対する結果というのは市町村と検
討しますとしか書いていない。私もこれを読んだが、この中にあなた方が今言
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った、データを活用して、更新するというのがあったら、今日の私の質問は変
わっていたよ。何にもないから言っているのだ。だから、答弁もきちんとして
いただきたい。	
 
	
  この問題をなぜ一般質問をしたのかというのは、保健福祉局の方に分かって
いただきたかったのです。やることはやる、だがその後が尻つぼみだと何をし
ているか分からない。こんな社会はないぞ、言っておくけど。繰り返すが、毎
回、毎回一般質問でも言ったが、それをきちんとやりなさいと、最初は。これ
を一つお願いしたいと思います。	
 
	
  二つ目は、平成 28 年の監査で、看護師等の就学資金の貸付金の債権管理に関
する意見が出ていて、要は、看護師就学資金を貸し付けたのだが、回収がなか
なかされないという監査の指摘が出ているわけ。ところが、これ、単純に見て
みても、すごい額ではないのかなと私は思って、少しこれは黒岩知事いわく大
変な財政だと言っている割には、悠長な神奈川県庁様に向かって、一言言って
おかなければいけないなと思って取り上げます。	
 
	
  看護師等の就学資金の貸付金の債権管理に関して、借受者がいまだに返還を
していないと、このことについて、分かりやすく教えていただけますか。	
 
保健人材課長	
 
	
  御指摘のあった貸付金ですが、県内の医療機関等の看護職員の確保を図るた
めに、看護師等を目指す者に対して就学するための資金を貸し付けているもの
です。貸付金ですので返還が原則となってございますが、卒業後３年あるいは
５年間、指定された施設で就業した場合には返還を免除するという規定が設け
られてございます。したがいまして、養成施設を卒業して、３年ないしは５年
働いたところで、働いたであろうというところで、私どもの方から手続をして
くださいという御案内をお送りしてございます。	
 
	
  ただ、御案内を送って、大多数の人はきちんと手続をしてくださるのですが、
そこの手続をしてくれない、あるいは住所変更等が行われておって、その書類
が届かないという人が少なからずいて、そうした借受人に対して、本来であれ
ば転居先を探す、あるいは手続をしてくださいと促さなければならないところ
でしたが、ここ数年間、そうした対応することなく保留していたことが要改善
事項として指摘されたものです。	
 
鈴木委員	
 
	
  実際、金としてどれくらいなのか、件数と金は。	
 
保健人材課長	
 
	
  平成８年に卒業した借受人から処理が滞ってございまして、件数といたしま
しては 1,665 件、貸付金額は 10 億 5,039 万 2,000 円です。	
 
鈴木委員	
 
	
  何かあきれて物が言えないね。すごい金じゃない、これ。利息だって大変な
ことだと思う。大変な金だよ。これで天下国家を語っているあなた方が、これ
で財政がひっぱくしているなんて言えるかね、これ。大変な問題だ、こんな話。
共同会でも監査でいろいろやったのだが、すごいことなのではないかなと思っ
て見ていた。	
 
	
  これ、監査の内容は読んだから、これ以上私は言わないが、この 10 億円とい
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う金は半端ではないぞ、これ言っておくが。申し訳ないが、あなた方に財政ひ
っぱくして危ないなんていうようなことを言われたくない。こういう問題を放
っておいて、だから、１番目、２番目、これから、もっと３番目私やりますよ。
みんなお金がないないと言いながら、それこそざるで水すくうみたいなことを
やっているのだよ。これ皆さん、大変な思いして税金を出しているのですよ、
泣きながら。そういう緊張感があなた方はないのだよ、人の金だと思っている
から。	
 
	
  私は、何もあなた方を追及して、どうのこうの言うつもりではないです。こ
こにいらっしゃる議員の方たちは、毎日、毎日そういう相談事で一生懸命動い
ている。お金がなくて、今日ひょっとした命がなくなるかもしれないとか相談
受けている。それが、10 億円なんていうお金、常識では考えられない。普通の
企業だったら首飛ぶぞ、すぐに。	
 
	
  私は、そういう緊張感をあなた方に持ってもらいたい。こういうお金、もう
これ以上私言わないが、そういうしっかりとした管理意識を持った形で人様の
金を預かっているのだと、そういう流れをどうかお願いしたいというふうに思
います。	
 
保健福祉局長	
 
	
  今、委員から非常に厳しい御指摘いただきました。そのとおりだと思います。
監査で指摘されて以降、これについては局の中でしっかりと対応を図ってきた
つもりですが、一昨年、債権管理条例を制定したところですが、しっかりと肝
に銘じて対応してまいりたいと考えております。	
 
鈴木委員	
 
	
  次は、実践教育センターの方に行きたいと思います。	
 
	
 
	
  前回、６月の常任委員会で県立保健福祉大学の実践教育センターの中で、受
講率が余りに低いのではないのとか、これかなり少な過ぎるという話をさせて
いただきました。その後、どうですか。	
 
公立大学法人化担当課長	
 
	
  前回、委員から実践教育センターについて御指摘をいただきました。その御
指摘を踏まえまして、教育課程、教育研修について、過去３年間の定員割れ、
そして定員充足率の平均がどうであったかという確認、実績の確認を行いまし
た。そして、過去３年間平均いたしまして、受講者数が定員の一定割合以下と
なっていると委員から御指摘ありました栄養ケアマネジメント課程ほか教育研
修、三つの教育研修、そして過去３年間平均いたしまして、県内受講者数が全
受講者数に比べ非常に少ない、感染管理認定看護師教育課程などを検討の対象
といたしました。そして、検討対象といたしました、この教育課程、教育研修
については、受講者数が、あるいは県内受講者数が少ない原因を確認し、そし
て、これからの取組状況を検証した後、事業継続の可否として継続が必要な場
合は、その実施方法の見直し等について検討をしたところです。	
 
鈴木委員	
 
	
  前置きはいいから結論ちょうだいよ。頑張っているのは分かったから。	
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公立大学法人化担当課長	
 
	
  その検討した結果なのですが、栄養ケアマネジメント課程については、実際
の受講対象者が少ないということが分かりました。ただ、毎年対象者は栄養管
理士なのですが、一定の新たな対象者も出てくるということで、大体 300 名ぐ
らいで横ばいということが分かりましたので、実態を踏まえまして、定員を 40
名から 25 名という形で削減いたしまして、より学習効果を高めて継続してまい
りたいというふうに考えております。	
 
	
  そして、もう一つ、委員から御指摘いただいた感染管理認定看護師教育課程
については、県内受講者数が非常に少なくて、県外の方が６割以上だというの
が 10 年ぐらい続いていたという状況がありまして、こちらについては、やはり
必要性というものを検討したところ、感染管理、あるいは感染のまん延防止に、
こういった課程が非常に必要であるというところがございまして、ただ、県立
保健福祉大学の実践教育センター附置機関ですので、県内者を入りやすくする
ような形で検討したいということと、また、受講料は委員から御指摘がありま
したとおり、ほかの機関よりも著しく廉価であるという実態がありましたので、
他の公立養成機関並みの金額へ見直しを検討したいというふうに考えておりま
す。	
 
鈴木委員	
 
	
  ありがとうございました。ただ、２点ほどお聞きしたいのだが、栄養ケアマ
ネジメント課程の定員を 40 名から 25 名に下げるというが、これ受講の内容と
かは、しっかり審査したのか。これそんなに必要なものであるならば、もう少
し、例えば他のカリキュラムと、まぜるとか何とかということも考えるべきだ
と思っているのです。ただ私は専門家ではないからカリキュラムは分からない
が、これ一つあります。	
 
	
  もう一つは、実際にこの感染管理認定看護師教育課程、これ実際にあなた方
がとっていたのは 13 万 6,000 円で、あとの二十七、八万どこに行ってしまった
のだという話で、平均では 50 万円近いお金を各県で取っている。だから、私か
ら言わせれば、あなた方の方が安いから、県外から人がいっぱい来ていたとい
う単純な理由なのだと私は思うが、この二つについては、どのような手を打つ
のか。	
 
公立大学法人化担当課長	
 
	
  まず、御指摘の栄養ケアマネジメント課程ですが、県立保健福祉大学の栄養
学科と連携している課程でございまして、現場で働く管理栄養士さんのスキル
アップの研修となっております。今後のこの事業の中身を検証したところ、や
はり超高齢化が進む中で、例えば高齢者施設の栄養管理というものは非常に重
要な問題であるということで、実際受講者の多くが、高齢者の施設の職員の方
が多いという現状がありますので、これについては、ただ少人数という形で学
習効果を高めるという形で継続をしたいというふうに考えております。	
 
	
  第２点の感染管理の方ですが、県に比べまして他県の授業料が公立系でも 50
万円を超えるというところがございました。県の 13 万円幾らというほかに比べ
て安い金額は、県立保健福祉大学を設置したときに、この実践教育センターと
いうのは、前身の看護教育大学校と保健教育センターをあわせた形で、新たに
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実践教育センターという形で設置したのですが、そのときの授業料の積算の仕
方が、大学の学部の授業料を標準的な授業時間で割って出た時間単価を基に、
その前身の看護教育大学校の授業料、それを勘案して設定し、条例に、12 階層
に分かれて設置しているという状況がございました。それに比べまして、他県
の 50 万を超えるところについては、公立系について少し確認しましたところ、
これ宮崎の方の看護系の大学の研修だったのですが、国立大学の授業料と同じ、
要は学部の授業料と同じ設定をしていたというお話がありました。なぜ同じ設
定をしていたかという話を確認しましたところ、大学の実際の勉強する期間と
いうのは、夏休みとか冬休みを除くと、大体、この感染看護管理、この研修と
期間が同じということで、同じ金額にしていたというお話がありました。県に
ついても、こういった実態を踏まえるのと、あとは全国で４カ所しか、この研
修をやっていないという状況がありましたので、そうは言いましても、県内の
一応試験がございまして、申込者はそれなりにおりますので、何とか県内、県
立の附置機関ということですから、県内の方を優先にできるような形で少し検
討したいなと、あとはその授業料についても、ほかの公立系並みに少し検討し
てまいりたいというふうに考えているところです。	
 
鈴木委員	
 
	
  今、御答弁いただいて、栄養ケアマネジメントの方については、それはそれ
でもって仕方がないでしょう。ただ、もう一つの感染管理認定看護の件ですが、
全国に四つしかないのだから、その積算根拠というようなこと、歴代の方なの
だろうな、そういうようなもので、少なくたって三、四十万円のお金を一人に
したらば、先ほどの 10 億円とは言わないが、多額な金になります。私は、そう
いうところに、甘さがあるのだと思う。私は逆に、それで安いのであるならば、
当然県内の中でもって、そういう一つの認定基準を持っている方が多くなって
くるとかという、そういうしっかりとしたコンテンツがあってしかるべきだと
思う。今後、法人化に向けて動くでしょうから、このカリキュラム等々、また
内容も精査していただいて、しっかりと対応をお願いします。	
 
	
  次は、ちょうど私一般質問で、県立保健福祉大学に新たに設置する研究科、
通称ヘルスイノベーションスクールにシンクタンク機能を担わせ、データサイ
エンスに精通した人材を育成するとともに、保健医療、福祉に関するビックデ
ータを分析し、市町村に提供するという答弁があった。	
 
	
  ところが、ヘルスイノベーション研究科とは一体何しているところなのだろ
うという、これは皆さんもお互いにしっかり情報を共有しておいた方がいいか
なということを考えました。	
 
	
  ヘルスイノベーション研究科の入学定員と年間の運営費って幾らぐらい見込
んでいるのですか。	
 
公立大学法人化担当課長	
 
	
  ヘルスイノベーション研究科については、現在、県庁の中に設置検討委員会
というものを立ち上げまして、そこで来年の３月に申請すべく教育の内容だと
か、入学定員だとか、それから、いろいろなことについて議論をしているとこ
ろです。入学定員ですが、現在のところ、まだコンプリートにはなっておりま
せんが、１学年 15 名程度というような形で考えているところです。当然養成す
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る人材像とか、そうしたものに照らし合わせながら入学定員というものもまだ
まだ増えたり減ったりとかというのを検討いたしますが、今のところ 15 名を１
学年という形で検討しているところです。	
 
	
  それと、もう一つ、運営費、授業料とか、そういったものですが、これにつ
いても、まだまだ未成熟で、まだお答えが余りできないような内容です。	
 
鈴木委員	
 
	
  課長、そうではないですが、悪いが、運営費、あなた方が見込んでいること
ではなくて、研究科の運営費のこと、授業料は、それは分かる。運営費がどれ
くらいかかるのですかということなのです。	
 
公立大学法人化担当課長	
 
	
  運営費は、平成 31 年については、当然これからまだ試算をしていきますので、
詳細のことは言えないのですが、このヘルスイノベーションスクールについて
は、横須賀の大学本体のところではなく、川崎の殿町地区というところに設置
をする予定としております。そこの設置を賃貸で建物を借りるにしております
ので、そこの賃貸料だとか、あとは大学設置基準に基づきまして、新しい大学
院を立ち上げる場合に専任教員、専属の教員が必要人数いなければならないと
いうようなことは決まっております。当然、その専任教員だけではなく、それ
をサポートする、例えば非常勤の講師だとか、そういった教員の人件費、それ
から教員に付随する管理運営費、そういうものか、あとは図書の関係だとか、
備品だとか、そういったいろいろな運営費というものが計算されまして、まだ
まだ、試算の段階なのですが、６億 5,000 万円とか７億円ぐらいになるのでは
ないかというような形で現在試算をしているところです。	
 
鈴木委員	
 
	
  今、課長さん、それでは、これ年間の運営費というと、学生１人当たり、単
純に割って幾らになるのか。だって、６億円だよ。少しかかるね、１人頭、15
人で割ると幾ら。	
 
公立大学法人化担当課長	
 
	
  今の試算で、例えば６億 5,000 万円ぐらいと、入学定員 15 名ですので、この
大学院は修士課程、２年間の大学院を考えておりますので、トータルといたし
ましては学生 30 名になります。なので、６億円を例えば単純で割り算いたしま
すと 2,000 万円です。	
 
鈴木委員	
 
	
  びっくりして言葉が出ないのですが、普通これ、私も先ほど保健福祉大学で
幾らぐらいなのですかと聞いたら、やはり公立大学なので文科省で出ているの
だと、医学系で、大学ぐらいですと 383 万円ぐらいです。この 2,000 万円とい
う、すみません、それは分かりました。結局、この方たちというのは、今、課
長さん考えていらっしゃるのは、そういう方たちというのは当然県民の税金を
使うのだから、県民に限定するとか、県民何というのでしょうか、県内に限定
するとか何とかというあれではないのですか。どんな選考を今のところは考え
ていらっしゃいますか。	
 
公立大学法人化担当課長	
 
	
  選考の内容については、当然、これから設置検討委員会の中で、まだ議論し
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ているところですが、一般の大学院の状況、例で申し上げましたら、学部教育
ではございませんので、センター試験だとか、そういったものではなく、例え
ば、そこに、ヘルスイノベーション研究科に張りつく専任教員が、論文とか指
導する教員が、自分の学生を引っ張ってきたりとか、あとは現在考えておりま
す神奈川県が、例えば海外の大学だとか、そういったところとＭＯＵを結んだ
りしておりますので、そういったところから優秀な学生をこちらの方に入学さ
せていただくとか、そういうふうな形で考えているところです。当然、神奈川
県内も考えているところです。	
 
鈴木委員	
 
	
  まだ、これ聞くのは酷かもしれないですが、そもそも、これ県民にとってど
んな効果があるのか。15 人の方たちが、ノーベル賞の 15 人が全部集まりました
と言ったら分かるが、ＭＯＵを結んだ方たちもひっくるめて、そういう大学か
ら来るというと、ⅰＰＳの京都のような方たちと何が違うのですか。この一人
頭、単純に 2,000 万円とは言わないが、それだけのお金を出せて人を集めるの
だったら、15 人、どんなものがあるのか。	
 
公立大学法人化担当課長	
 
	
  所掌がこちらの方の厚生常任委員会でないのかもしれませんが、ヘルスイノ
ベーションスクールについては、圧倒的なスピードで進展をいたします超高齢
社会を乗り越えるため、社会システムだとか技術の革新を起こすという、いわ
ゆるヘルスケア・ニューフロンティア構想というものに見合う人材を養成した
いというふうに考えているところです。したがいまして、そういった社会シス
テムだとか技術を進展させるようなことをしながら、超高齢化社会に対応でき
るような人材を目指していきたいと考えております。	
 
鈴木委員	
 
	
  これで止めますが、私は、2,000 万円だなんてすごいお金だと思いました。１
人頭、今のは計算だから、そうなりませんと言ったら、それだけですが、15 人
のために６億円のお金を払って、このイノベーションスクールとかってつくら
れるというのは、すごく心配している。こういうふうにすごい金を使って、例
えばＷＨＯに派遣なんかについても、基本的に神奈川県民に何のメリットがあ
るのだろうと思う。だから、これ以上言えないから意見として聞いておいてく
ださい。上の方に伝えていただきたい。	
 
	
  要するに何が県民の方にメリットがあるのだろうと思います。これでまた、
未病とかで切り離しているから、ヘルスケア何とかというところに行ってしま
うから、これで聞けないわけだよ。おもしろいマジックを使っているなと最近
思っているのだが、これ見て、ＷＨＯには、やれ人を派遣する、今度はまた何
とかスクールって 15 人に多額のお金がかかる。いい加減にしてほしいという思
いがしております。現場では１円のお金を払う税金のために、本当に頑張って
いらっしゃる方が一杯いらっしゃる中で、こういうような形でお金がかかって
いる。私はもう一つ言っておきたいのは、横文字を使うのは結構。でも、議員
の中にも分からない言語が、今飛び交っています。私も別に横文字が嫌だとは
言っているのではなくて、果たして県民がどれだけこのことを理解しているの
かと思っています。	
 
8

	
  そこのところをお考えいただきながら、６億円というお金について、どうい
うふうな使い道になるのか、また、15 人のイノベーションスクールというもの
のために、これだけの多額なお金を使われている。それが、全体が余り分から
ない中でどんどん進んでいるということに、私はすごい危機を感じております
ので、その旨お伝えいただきたいと思います。	
 
保健福祉局副局長	
 
	
  このヘルスイノベーションスクールについては、今申し上げたようなことが
構想されているということなのですが、もちろん、そうした将来に向けたデー
タサイエンスに精通した人材育成ということは一つあるわけですが、そうした
ものを使って、保健医療福祉のピックデータを解析しながら、それを踏まえて
国への提言や、市町村、先ほどありましたように、市町村に、そうした資料を
フィードバックしていくというようなシンクタンク的な機能もそこに持たせて
いきたいと考えておりますので、そういうところと相まって、このイノベーシ
ョンスクールという仕組みで、そうしたことも含めた機能ということかという
ふうに考えております。	
 
鈴木委員	
 
	
  そうは答弁してくれたが、聞き捨てならないことが一つある。ビックデータ、
ビックデータと言っているが、プラットフォーマーが今いないのだよ。ビッグ
データと簡単に皆さん言っているが、帝国興信所だって、みずからビッグデー
タが解析できなくて、それを他社に委ねて、ビックデータを解析している。プ
ラットフォーマーそのもの自体もどうなっているかと、文字も何も書いていな
いで、ビッグデータの解析だとか何とか、私は言ってもらいたくないのです。
それをこの前も、ある大学で同じ苦しみをしていました。大学の縁があるとこ
ろにお邪魔したときでさえ、本当にこれビッグデータの解析のためのプラット
フォーマーが集まらなくて困っているのです。それを簡単に、15 名がこうやっ
てやりますからみたいな、そういう、あなた方の考え方とか態度がこういう税
金の使い方になる、私から言わせれば。ではプラットフォーマーはどうするの
だよ、これ具体的に。このビッグデータを解析するためのプラットフォーマー
をどういうような形で集めるのか。ビッグデータって、申し訳ないですが、た
だ、ありました、それをこのように分析しますではない。もっともっと前の段
階でそれを分析して、それを上げて、上げてと何段も、４段か５段して、この
ビッグデータの解析って行われるのです。何かあなた方簡単にビッグデータな
んて言っているが、そのもともとのビッグデータの解析すらプラットフォーマ
ーが今足りなくて困っているの。その状況下で私はこういう質問をした。だか
ら、あなたが、今そういう言い方したから、分かったような言い方をして言っ
ていらっしゃるから、とっても腹が立つ。	
 
保健福祉局副局長	
 
	
  ありがとうございました。御意見があったことを踏まえて、本局の方に伝え
まして、しっかりとしたスクールになるように御意見があったことを伝えたい
と思います。	
 
鈴木委員	
 
	
  私は、今何をここで言いたかったのかというと、これから、私これ入ってい
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くが、たたき台の方に、場当たり的な一貫性のない態度に見えたものだから、
イノベーションスクールもお話をさせていただいた。ところが、イノベーショ
ンスクールなんて知らない、実際にこんなお金がかかって建てられるのかなん
て誰も、誰もということない、今ホームページで見た限りでは、出ているのは
電話番号しか出ていないのだよ。結局は、アンダーグラウンドでこういうこと
をやっていて、いざ開いたらぱーんと出てくるという、こういうやり方がいい
のかという思いがあって私は言った。そうしたら今度、副局長から、お金がこ
うやって、ビッグデータの解析をと、そんな問題ではないだろうと、この問題
はもっと深い問題である。これから順番に入っていくが、このたたき台をつく
るなんて、こんな稚拙なものをつくっていていいのかなと、怒られるかもしれ
ないが、それに入っていきたいですね。	
 
	
  まず、これ私読ませていただきました。まず、びっくりしたというか聞きた
いのは、かながわ健康プラン２１と神奈川県保健医療計画は何がどういうふう
に関係しているのか。かながわ健康プラン２１でつくったのだろう、あなた方。
平成 25 年から 34 年の。今回のたたき台というのとの関係性って何。	
 
健康増進課長	
 
	
  かながわ健康プラン２１は、神奈川県民として健康づくりを推進することに
よって、取組としては、心の健康や生活習慣病予防、高齢者の健康ですとか非
常に多岐にわたってございますが、この取組を県としてまとめることによって、
健康寿命の延伸を至急取り組んでおります。	
 
鈴木委員	
 
	
  違うのだよ。このたたき台と、これの関係を教えてと言っているの、私は。
それはあなたがつくった２１のことを言っているのだね、そうではなくて、神
奈川県保健医療計画とかながわ健康プラン２１との関係性を教えてくださいと
言っているのだ。	
 
健康増進課長	
 
	
  神奈川県保健医療計画の方については、県の保健医療の全般をまとめている
ものでございまして、それで、この中から私ども、このかながわ健康プラン２
１の中身も入ってございますが、それ以外に医療体制や、そういったものも含
めて、全般をまとめたものです。私どものかながわ健康プラン２１の方は、そ
の中の健康づくりに関しまして、県民の健康づくり運動につながるような取組
をまとめたという関係性です。	
 
鈴木委員	
 
	
  関係性というのは、そんな形であるならば、そもそも何でこの健康プラン２
１というものの中で、健康寿命の日本一を目指したという理念なり、また目標
が書かれていて、こちらの方にはいきなり未病対策の推進って書かれてしまっ
て、何言っているのと、課長、分かるよな、私言っていること。いいですか、
私は１期生の頃からそうなのです。理念というのは同時でなければいけないの
だよ。理念のところって言われてしまうのだが、これとタイアップしたものが
これでなければいけない、そうだよね。ところが、書いてあるのはむちゃくち
ゃだもの。何もしないのだってあなたたち、一体これ。ビッグデータの解析の
点で、滑った転んだみたいな、冗談ではないよ、こんなのは。申し訳ないと言
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ったら、これも申し訳ないが、中身がない、魂が全然ないのだよ、この中に、
目標など何も入っていない。目標が出ているのは、申し訳ないですが、誰だっ
て出来る目標だよ。たばこは吸わない、こんなのあなた方に、申し訳ない、私
が 90 分も時間もらわなくたって、分かる人いっぱいいるよ。そういうことを書
いてあるのだ。こっちの方はもっとすごい。まず、一つは、たたき台の１ペー
ジの丸の四つ目、いいですか、あなた方がヘルスケア・ニューフロンティアと
いうのは、あなた方の管轄ではないと言っている。これつくるときに、４番目
のところに、健康寿命の延伸と新たな市場産業の創出を目指すヘルスケア・ニ
ューフロンティアの推進ということで、その中で、高齢になっても元気に暮ら
せるように健康寿命の延伸を目指したかながわ未病改善宣言をと書いてあって
ライフステージに応じた未病を改善する取組を進めているのだと書いてあるの
です。	
 
	
  ところが、これをあなた方から聞くと、ヘルスケア・ニューフロンティア推
進本部とこの中に一緒に整合性を持たせたものを書かせたのかい、これ実際に。
ヘルスケア・ニューフロンティアというところの部局と、これを全部整合性持
たせて、この中身は書かれているのですか。	
 
医療課長	
 
	
  今、御質問のところですが、保健医療計画は、平成 25 年に改定して、今回が
５年目の改定です。	
 
	
  一方、ヘルスケア・ニューフロンティア、これは大体平成 26 年とか、その以
前から、後から出てきましたので、これは今、ヘルスケア・ニューフロンティ
ア推進本部室と調整して、今はまだ、たたき台ではございますが、入れさせて
いただいていると思っております。	
 
鈴木委員	
 
	
  これは、この第２節のところに、いろいろなサービスが受けられると基本目
標が書かれている。ここで書かれているものと、１ページの丸の四つ目の整合
性がない。要するに基本的な計画の目標と、あなたがここのところに書いてあ
る未病を改善するという目的との整合性というのはどのように捉えればいいの
か。	
 
医療課長	
 
	
  保健医療計画は、基本的には病気になった後の医療提供体制をつくるものだ
ということで、今第２節のような基本目標を掲げておりますが、おっしゃると
おり、ここにも本来であれば、神奈川県の特色というのは、その前の段階から
未病の考え方を入れ込むべきなのかと思います。	
 
鈴木委員	
 
	
  あと、課長、その後の２ページの最初の段だが、県の医療システムの目指す
べき目標と基本的方向を明らかにするものなのだと、だが、逆に後のことと、
これから、前も私は先ほどからうるさく言っている健康プランとの兼ね合いと
いうのも、ここで本来なら触れておくべきだ。それで、私がもう一つ指摘した
のは、３ページ、この課題の中で、いきなり各論で、何でかながわ未病改善宣
言なんていうのが突然出てくるのか、とても不自然ではないか。あなた方がよ
っぽど何か入れたくてうずうずしている、どうしても入れなければならないの
11

だというふうにして、入れたとしか思えないよ。何でこんなところに入れ込ん
だのか。その下のかながわ健康プラン２１だろう、その上で言っている部分と
プランと、歯科保健対策とでぐっちゃぐちゃだ。それでこれが聞きたいのだが、
(１)の健康寿命の延伸を目指す上でと書いた割合が約８割となるなんて、県民
の８割がみんなこれそう思っているって読めばいいの、これ。すごい文書だよ、
これ。主語ないんだもの、だって。	
 
健康・未病担当局長	
 
	
  ただいまの鈴木委員の御指摘ですが、これは県民ニーズ調査による結果が約
８割ということです。	
 
鈴木委員	
 
	
  ８割の人が未病の改善の取組を重要だと思うというふうに答えたの、これ。	
 
健康・未病担当局長	
 
	
  今、県民ニーズ調査は手元にございませんが、昨年の県民ニーズ調査の個別
の項目の中にこういった質問がございまして、その数字が８割ということだっ
たと理解しております。	
 
鈴木委員	
 
	
  未病を改善するって悪いことではないから、それはそうでしょうねと言うだ
ろうよ。ところが、養命酒だって前から未病と言って、まだなかなかテレビで
やってくださって、８割がその上で未病の改善っていきなり言っているという
のはいかがなものかと思うのですが、いかがですか。	
 
健康・未病担当局長	
 
	
  こちらの文書について、今、鈴木委員から御指摘いただいたような、ニーズ
調査の結果をばっと出しましたが、そもそもこれは一定の方にアンケート方式
で出して、回答という中では、まだまだ全県的に広がっていないだろうという
御指摘もいただいておりますので、少しこの書きぶりについては、きちんとさ
せていただければと思います。	
 
鈴木委員	
 
	
  未病改善に取り組めない県民等に対するアプローチは十分とは言えない。十
分とは言えなくて、８割はそんなこと思うかというのだよ。とっても申し訳な
いのだが、イントロからあなた方は未病って何かつけなければいけないみたい
なことだが、医療計画はそうではないだろう。それでいきなりこうだとか、か
ながわ未病改善宣言みたいな形だが、違和感を持っているが、一言言っておか
なければいけないなと思う。未病が悪いとは言っていない。そうではなくて、
未病をするためにどうするのだとあなた方が活動していくのだから、ここから
いきなりヒントはないだろうというのが、私のまず一つの意見です。	
 
	
  具体的に次のところで聞きたいのですが、このところを見ていると、全部に
わたって目標がないのです。何がしたいのだと、これで。私はこれで先ほど引
っ張り出したこの資料を見たら、ここに目標はないが、突然データだけある。
糖尿病の患者が増えたと書いてあるのです。対策は何とかしなければなりませ
んと書いてある。何とかしなければと書いてあるだけよ。ところが、15 ページ
に神奈川県の糖尿病の総患者数と書いてあるのだよ。ところが、ここからは、
どこに行っても、これをどうするというのは書かれていない。要するに、糖尿
12

病は、こっちもそうなのだが、課題はあっても、全部書かれていることは、そ
うですね、ではそれを何とか目指しましょうってことしかここに書いていない。
私が読んだ限りでは、こっちはそう書いてある。ではこっちは具体的に、こん
なに患者がいるのだったら減らせよ。例えば平成 20 年で 150 人いたら、これを
130 人にするのがあなた方が未病で話し合っているのではないのか。そういうこ
とがどこにも書いてないだろう。46 ページを開けてごらん、適正体重なんて書
いてある。要らんことだよ。食塩だとか、野菜とか、こんなことあなた方が書
いてなくたって、健康なんてみんな気を付けている。これはあなた方が、大変
なお金をかけてつくって、労力もかけてつくっているのだろう。だけど本当に
これが計画になっているのか。整合性が一つもとられていない中で、次から次
へとこうやって紙が来る。私、それが腹が立って、どうしてもこれ言わなけれ
ばいけないと思っていた。	
 
健康増進課長	
 
	
  今、鈴木委員から御指摘があった健康プラン２１ですが、今の 15 ページのと
ころについては、現状のデータを掲げさせていただいているものでございまし
て、その後に、具体的な目標を示す章がございます。それは、25 ページ以降に
なってございまして、お開きをいただきたいのですが、28 ページ、29 ページ、
こちらに主な生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底ということで、それぞ
れ目標を掲げさせていただいてございます。	
 
鈴木委員	
 
	
  僕の言っているのは、これも言いたいが、それは血糖コントロールだけでは
ないのだろう。糖尿病ということに対してあなた方が取り組むのだろう。具体
的な目標をこんなところに書かれたって、例えば糖尿病の有病者とこれに書か
れている。ところが、これに対してのステップがないのだよ。ところが、ここ
になるために、保健医療計画があり、あなたもこんなものをつくっている、だ
けど、実際の具体的なここでは見えないです。では、どうやってやろうとか、
できましたよと言うのだったら、そもそもでは 22 万人にするという根拠は何で
すか。目標の 22 万人に平成 34 年のところにする根拠って何。22 万人にできる
という根拠は。平成 22 年のときに 21 万人だが、平成 34 年に 22 万人にできる
根拠は何。それをここには書いていないのです。だから、私は先ほどから言っ
ているのだよ。分かっているよ、こんな目標書いていなくても。	
 
健康増進課長	
 
	
  今の 22 万人とした根拠、その算定した考え方ですが、基準値について、21 万
人と言いましたのは、平成 22 年、市町村がやられている特定健診の中で糖尿病
の患者数が出た数が 21 万人だということです。目標値は、現状のまま続くと仮
定した場合、高齢化を加味して目標値を算定したものです。その中で現状値が
平成 22 年に 21 万人だったものを 22 万人にするということです。	
 
鈴木委員	
 
	
  そんな答弁しなくていいよ。そうだったら、単に載っけただけだとか、そう
いうデータに載っけなかったとかというのを聞いたって、これ見た人って、い
ちいち課長が答えられないだろう。21 万人から 22 万人にする根拠はと聞けない
じゃん、そのためにこういうのがあるのではないの、これつくってくれて。そ
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うしたら、そういうことを書かれていないからおかしいだろうと言っているの
だよ。	
 
	
  だから、そのプロジェクトという目標があって、それに向かってどこまで来
ていて、それは何によってなされたのか。そして、今の目標は何であって、そ
れが達成できないものは何なのかというのをもっとほかに細かくこっちの方に
入れてくだいよ。それがなかったならば、この保健医療計画だって目標がまず
はない、何をしているのでしょうか。	
 
	
  もう一つは、この中のどこを見ても、１ページに未病と書いてあるっきりで、
そこ以外書いていないのだよ。どこか書いてあったらごめん、だから一つもと
言ってはいけないのだ。これが、１ページ以外は未病、では未病というものも、
１ページも大前提で書かれている未病というものが、この中のどこにそれを全
部はめて、未病というものがベーシックなものになって、その上にどう組み立
てていくのかというのは本来のプロジェクトとしても、それがどこにもないで、
未病、未病って、１ページ、３ページ目に書いてあって、どこにも見えない。	
 
医療課長	
 
	
  御意見ありがとうございます。おっしゃるとおり、今回、保健医療計画をつ
くるに当たって、冒頭にある未病のパート、もともと健康づくりというパート
が前の計画であったのです、後ろの方に。ただ、その医療提供だけれども健康
づくりは大事だというところでありましたが、これはやはり考えたら未病の取
組を広く知らせることが一番頭に持っていきたいというのがまず一つあります。
	
 
	
  実は、今編集段階で、そこに考えをまとめたつもりでございましたが、委員
おっしゃるとおり、逆に言うと、余りまとまっていません。そこは逆に御意見
を踏まえて、実は保健医療計画、５事業・５疾病というより、疾病別、例えば
５疾病、こういう疾病があったらこういう対策するというのが基本ベースであ
るのですよね。ただ、未病というのは、疾病対策でなくて、全般的な話なので、
冒頭に持っていきましょうというのは考え方でした。ですが、確かに、この書
きぶりから少し分かりづらいと思いますので、そこは是非工夫をさせていただ
きたいと思っております。	
 
	
  また、数値目標の関係ですが、もともと保健医療計画数値目標はございます。
今の計画だと 37 ぐらいあるのですが、今回の計画には、まだ載せておりません。	
 
鈴木委員	
 
	
  これからだというために、わざわざたたき台と書いてあったのにたたいてし
まいましたよ。それで、私の要望ですが、このままで体系づけてください。未
病って分からない。申し訳ないが、私、これだったら、怒るかもしれない。こ
れフレイルか何かを大々的にやった方がもっと分かりやすいと思う。要するに、
社会との関わり合いを持つとか、こういうみんなフレイル、そういう形である
のですよ。そこは明確に、病気とまた、例えば健康の真ん中とかと言っていて
も、人には分からないよ。これが、ここの中にきちんと書かれてほしいわけだ。
だから、今たたき台だからたたいたが、たたいて出てきたのは未病だったと、
そういうのをここに対してやっていただきたいのです。それが、ここのところ
に書いてあるものだということは一つ要望しておきたい。	
 
	
  二つ目、課題が分かっていたら解決しろよって、課題に対しての、だから、
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対策、施策というのはむちゃくちゃですよ、これ見たら唖然としてしまう。何々
にするように頑張りますというが頑張ることは誰でもできるわけで、あなた方
の総括はどうなっているのと、医療課長が頑張ってここまで持っていきました
という、その結果はどうなるのというのを入れてほしい。そうしないと、申し
訳ないですが、進まないよ、未病も、ヘルスケアも。知事は本当にずっとやる
と言ったのなら、そういうようなところをきちんと対応するべきだと思います
ので、その２点を要望しておきたいと思います。	
 
	
  次に、精神医療について質問させてください。	
 
	
  とても大ざっぱなところで３点質問したい。	
 
	
  一つは、先ほどからがんのことについても御質問があったが、私もがん対策
というのを伝えていました。最近になって、がんもつらいことかもしれないが、
今現場では、精神疾患の方々に対する対応というのをどのようにしたらいいの
かということで、実は困っています。法的な網がないがゆえに、その隙間を縫
って、行政が動けないということを私も理解しています。	
 
	
  しかし、共生社会とか言って、共生憲章までつくった神奈川県から、何とし
てもこの精神疾患の方たちとの理解の輪と、そういう方たちを受け入れる土壌
というのをつくっていかなければいけないだろうということで、三つほど質疑
させていただこうと思います。	
 
	
  一つは、やはり精神疾患と言っても、とても難しいです。いまだに私正直言
って分からないです。医者が分かっていても周囲には、なかなか分からないが
ゆえに、精神疾患は一括した形でもって対応をしているようなところがある。
ところが、現実に、先ほどから津久井やまゆり園の問題があって、私は津久井
やまゆり園のことは今日やりませんが、それは何なのかと言うと、私はもっと
精神疾患の方々もひっくるめた、それはもう、今、被疑者と言われる方もひっ
くるめて、どのような形で社会がこういう人たちを支えていくのかというもの
を、もう一度神奈川県として私は考えなければいけないのではないかと思って
いるところです。	
 
	
  その中で、一つは、大衆運動として、また県民の運動として、この精神疾患
の方たちの共生する社会というものをどのように広めていったらいいのかとい
うのを、とてもやはり言葉も選ばなければいけませんし、すごく難しい問題だ
と思います。これについて、担当の課長で結構ですから、今、精神疾患の方た
ちを、例えばどのような形で県民運動としてされていくのか、サポートしてい
くのかという観点から、今何かお考えとか、方向性があったら聞かせてくださ
い。	
 
障害福祉課長	
 
	
  誰しも知らない人や、知らない物事に対しては、不安や、おそれというもの
を抱いてしまうものだと思います。精神障害者に対する、怖いとか、危ないと
いうような意識を持っていらっしゃる方がいらっしゃいますが、やはり精神障
害のことをよく知らない、そういうことからやはり生じているというところは
あると思います。	
 
	
  そういう意味で、精神障害者の方々の社会参加も推進して、地域で、その人
らしく暮らせることができる社会、これを実現していくためには、精神障害者
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について正しく理解をしていくということがまず必要だろうと思います。	
 
	
  そのためには二つあると思います。	
 
	
  一つは、普及啓発の取組を進めることです。医療福祉の専門職だけではなく、
一般の方々にも精神障害者について知っていただく、さらに、もう一つは、一
般の方々にも実際に精神障害者を地域で支える活動にかかわっていただくこと
だろうと考えます。	
 
	
  まず、１点目の普及啓発の取組として、現在の取組を申し上げますと、保健
福祉事務所や、精神保健福祉センターでは、県民の方を対象にうつ病や、統合
失調症など精神疾患をテーマにした講演会などを開催して、精神疾患に対する
知識の理解促進に努めているところです。	
 
	
  ２点目の一般の方々にも精神障害者を地域で支える活動に関わっていただく
こと。これについては、少し古いのですが、本県では県の社会福祉協議会が昭
和 59 年から数年にわたって開催しました精神保健ボランティア講座を受講され
た方々により結成されました神奈川県精神保健ボランティア連絡協議会という
ものが現在もございます。この精神保健ボランティアの方は、それぞれの地域
で精神障害者とのレクリエーション活動に参加されたり、あるいはみずから地
域作業所の設立、運営に当たられるなど、初期の時代からいろいろな役割を担
われ、現在においても、精神障害者の中で自宅に閉じこもりがちな方々が集う
ことのできるサロンを経営するなど、地域で根強い活動を続けていらっしゃる
というふうに承知しております。	
 
	
  また、近年ではピアサポーターと言っておりますが、精神障害者の当事者が
ピアサポーターとして精神障害者の支援の上で重要な役割を担うようになって
おり、本県においても、ピアサポーターを養成して、病院を訪問して活動して
いただくこと、あるいは講演会、研修の場で講師を務めていただいたりしてお
ります。	
 
	
  本県では、こうしたボランティア、サポーターの方の活動が行われている状
況もございますので、県民運動については、こうした取組も大切にしながら具
体的にどんなことが考えられるのか、関係者の方々から意見を伺ってまいりた
いと考えているところです。	
 
鈴木委員	
 
	
  既存のものをやっていますという範ちゅうなのだろうなという、それ以上の
意見を聞いてもしようがないのかもしれないが、社協が昭和 59 年からやってい
らっしゃった、私もこれ拝見をさせていただきましたが有り難いことだと思い
ます。	
 
	
  ただ、このピアサポーターだのを利用してとかいうけれど、とてもそういう
ものではいかないと思うのです。県としてどのような形でもって方向性は持っ
ていったらいいのか、共生社会というようなものを、やはりうちが打ち出して、
全国にもやはり先んじてこういう障害の方たちの事件に出くわしたわけですか
ら、一つの県民運動となるようなものを是非ともできるようにしていただきた
いと思いますが、いかがですか。	
 
障害福祉課長	
 
	
  委員御指摘のとおり、県民が精神障害者を支えるということは非常に大切な
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ことだと認識しております。関係者の方々からも御意見を伺って、どういった
ものができるか考えていきたいと思います。	
 
鈴木委員	
 
	
  どういったものができるか考えて出して。考えるだけではだめだ。出して。	
 
障害福祉課長	
 
	
  成果が出るように検討を進めていきたいと考えております。	
 
鈴木委員	
 
	
  二つ目ですが、先ほどからグループホームの話が出ています。私もグループ
ホームを何カ所か回らせていただきました。その中から出てきた、なるほどな
という意見の中に、グループホームはグループホームで一生懸命やっていらし
て、先ほど私どもお伺いしたところは、満坂にある事業所でございまして、重
度の方がお二人入院されていました。重度の方でもグループホームできちんと
見ていますよという、グループホームという名がつく前から対応してくださっ
た協会の会長さんのグループホームでございました。	
 
	
  その中で、私は別れ際に言われたことが忘れられないのです。それは何なの
かと言うと、グループホームはグループホームで一生懸命頑張っています。だ
が、ほかとの交流とキャリアアップということについて、もっと県として対応
したらどうですか。例えば自閉症の方たちとの成果を上げている事業所、例え
ば、茅ヶ崎にあった。だが、横浜にある事業所には、そういう要素で情報がな
かなか来ないと。そういうところから月に一度でもいいから、そういうグルー
プホームの方たちの経営者の方々や、関係の方々が集まって、自主的にそうい
う成功しているところの体験を聞くというようなことを県として大いに進めて
いくことが大事ではないでしょうかないうふうにアドバイスをいただきました。
これ専門家としていかがですか。	
 
障害サービス担当課長	
 
	
  本県においては、毎年、障害福祉関係団体が主催する神奈川県障害福祉職員
実践報告会というものを開催してございます。これは障害の種別を問わず、障
害のサービス事業所の日々の実践報告、成功例も含めて報告、新技術の向上を
図るというものもお聞きの一つになってございまして、毎年度 300 名近い従業
者の方が御参加されてございます。こうした実践報告会などにおいて、先ほど
委員御指摘のような成功事例を共有し深めるという取組は、個々の従業者のス
キルアップになり、また経営者のスキルアップにもつながりますし、また、例
えば知的障害のグループホームをしている運営法人が精神障害を対象としたグ
ループホームの成功事例を知ることで、そういったグループホームの運営に事
業を拡大することなども期待できるのかなと思ってございますので、そういっ
た取組、成功事例を共有できる機会の拡大については、グループホームを運営
しておるような関係団体の意見も伺いながら調整してまいりたいと思います。	
 
鈴木委員	
 
	
  やはり行政の答弁だ。だから、結局そういうようなところにも出られないで、
一生懸命３交代、４交代でもってやっていらっしゃる方がいっぱいいるのだよ、
グループホームでは。申し訳ないが、そういう中、とってつけたみたいな冠で
もって、そんなところに出てくると言ったから、現場ではそういうところに来
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られないほど忙しい中でやっていらっしゃるのです。だから、御答弁は御答弁
で結構、分かりました。だが、そういう何か、ただ木で鼻をくくったみたいな、
こういうところでやっていますから、こういうところでやっていますではなく
て、今言っているように、そういうところでもって、一つ一つまた予告支援の
あるような施策というようなものを行政がこの機会だから出していかないと、
そういう方たちのグループホームって今やっとやまゆり園の中でも出てきた中
であったならば、神奈川県の中でもレベルアップというようなものをどうして
いくのかという、民間レベルでの持ち上げというようなものを、私は神奈川県
が提示しなければいけないというふうに思います。私はそういう質問をしまし
た。考えていただきたいと思いますが、いかがですか。	
 
障害サービス担当課長	
 
	
  今回の津久井やまゆり園の事件を踏まえて、重度の方であっても、地域に暮
らすということを神奈川県としては推し進めていきたいと考えてございます。	
 
	
  その中においては、地域生活を支えるグループホームというのは、非常に大
きな事業を支えるポイントになりますので、そこで働かれる従業者の方々、経
営者の方々を側面から支える仕組みについては、今後、県として検討してまい
りたいと思ってございます。	
 
鈴木委員	
 
	
  検討して出して。	
 
障害サービス担当課長	
 
	
  実際に、事業を組み立てるとなりますと、お金もかかるところでありますの
で、この段階で言うことができなくて恐縮ですが、側面からそういう仕組みを
来年度に向けてしっかりと検討してまいりたいと思います。	
 
鈴木委員	
 
	
  お金がかかることばっかり考えなくていいよ。お金がかからないで持ってい
くこともあなた方の仕事だ。あくまで予算の前だから、金のことは言えません
というかもしれないが、そうは言わないで、なるべくお金というのはないのは
分かりましたから、どこかにお金はあったが、そういうような言い方ではなく
て、しっかりと、そういう取組を一つよろしくお願いしたいと思います。	
 
	
  ３点目は、実際に障害を、特に精神疾患でも重度の方が一度入院等をされて
地域で生活される。地域でされた中で、例えば日常飲まなければならないお薬
を飲まない。また、中途で病気が再発した。こういうときの、早い話が駆け込
みの体制というようなものは、先ほどのたたき台の中にも載っていたが、結論
は出ていないので、私もつらい思いしているのですが、この中で、特に今言っ
た、そういう方たち、例えば措置入院までいかないが、地域ではどうしていい
か分からない。こういう方たちの対処の仕方、また、地域でどのように、こう
いう方たちに対して対応していくのかということって、もう私既に問われてい
ると思うのです。このことについて、最後に御意見を聞かせてください。	
 
がん・疾患対策課長	
 
	
  今、精神科の医療機関を退院した方が病状を悪化させることがないよう予防
するためには、関係機関が連携して必要な医療等を適切に提供できる支援体制
を確保することが必要であると考えます。	
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  現在も保健福祉事務所等では、ケースワーカーや保健師が精神疾患のある方
の自宅を訪問し、本人や家族が支える治療や生活上の相談に乗っておりますが、
今後、保健福祉事務所が中心となり、医師、市町村関係機関のスタッフ等の連
携を更に強化して、訪問支援の取組を充実させていくことが精神科の医療機関
を退院した方については、病状を悪化させずに生活することができる対策の一
つと考えております。	
 
	
  さらに、駆け込み寺的な相談ということですが、県では３政令市と協調して、
精神科の救急医療を 24 時間体制で実施しております。自宅等で病状が急に悪化
し、外来や入院が必要な方に対して受け入れ可能な精神科医療機関の紹介を行
っております。	
 
	
  しかし、受診や入院には本人、それから家族の意思が最大限に尊重されるべ
きであることや、経済的な課題を抱えている方などもいるため、支援の仕組み
がありながら医療につながらない方があるのも現状です。そうした現状も踏ま
えて、今後県では精神科の医療分野だけではなく、市町村や相談支援事業所等、
様々な機関との連携を強化して、より適切な医療の提供が可能な仕組みとなる
よう検討を進めていきたいと考えております。	
 
	
  昨年の津久井やまゆり事件がございました後、措置入院者の支援ということ
について注目を浴びているところです。法改正に先立ちまして、県としては３
政令市と連携する仕組みも考えて進めているところです。それが今、委員のお
っしゃったようなことへの対応につながっていけばと考えているところです。	
 
鈴木委員	
 
	
  私からすれば、措置入院の話も出たが、措置入院まで持っていけない、どう
してもやはり法律も前のところでもって先ほどからセンターであれ、福祉事務
所だって、それは機能できないから私質問したのです。要するに、そこまで一
人一人に機能することができない。だが、地域の方ではどうしていいか分から
ないという方がいらっしゃる。そのことについてのやはり寄り添いを県として
やっていく以外にないのかと思います。それ例えば、今お話あったように、市
町村の事業だ、やれ実際にやるのは市町村なのだというような気持ちはわかる
が、それに対して、もう一度やはり県として大きな指針として、このようなも
のがして上げられるということを提案していくことというのは、とても大事な
仕事だと思いますが、是非ともそういうところで入れていただきながら、私の
質問を終わります。	
 
健康増進課長	
 
	
  先ほど鈴木委員からの健康寿命健康格差調査査分析事業の予算ということで
質問がございました。その中で、実際に使った額というものでお答えさせてい
ただきます。平成 26 年度が 267 万 8,400 円、27 年度が 212 万 260 円、28 年度
が 286 万 1,300 円という形になってございます。合計で 765 万 9,960 円という
ことですが、現段階で、平成 29 年度以降、このシステムを使いまして、職員が
算定をしてございますので、それ以降の予算はかかってございません。こちら
のデータについては、現在ですと、未病改善のホームページ、プラットホーム
をつくりまして、各市町村の方で活用いただけるという形でございます。	
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鈴木委員	
 
	
  先ほど、もっと、それだけかかっていないと言うから 20 万円とか 30 万円ぐ
らいとかと思ったのだ。別に変わらないじゃん 300 万円と 200 万円と変わるが、
何百万円という単位で使っていらっしゃるでしょうというようなことは変わら
ないので、それは、私逆におかしいと思うのですよね。	
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