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地域ケ
ア

水を
治めよう

プライマリヘルスケア（PHC）
と千葉県保健医療施策
～県立佐原病院の課題とPHC～

二和川・大柏川第二調節池
早い対応を！� 《一般質問》

40年 前「 ア ル マ・
ア タ 宣 言 」 が 出 さ
れ、“すべての人々に
健康を” の目標の為
の世界戦略として、
プライマリーヘルス
ケア（PHC）の理念が
打ち出されました。

“健康は基本的人権
の一つであり、身体
的・精神的・社会的
に完全に良好な状態
であり、単に疾病の

ない状態や病弱でないことではない。……その実現に
は、保健分野のみでなく、他の多くの社会的・経済的
分野からの行動が必要である” と。

PHCの理念の一つである “住民の完全参加” と “自立
と自決” を実践しつづけている長野県の佐久総合病院
の例を出しながら、千葉県の保健医療計画・施策の方
向性を伺いました。

県は「アルマ・アタ宣言、PHC、SDGsなどの理念と
基本は、国が導入しているのだから、その国の法令に
従っている県はその理念に齟齬はない」と語り、具体
的事例として “循環型地域医療連携システム” を示しま
した。

PHCの中で重要な “健康の社会的要因（SDH）” の改善
によって長野県が長寿で老人医療費が低い結果を生み
出したことを示しながら、県立佐原病院の課題を質問
しました。

  県立佐原病院 は、香取海匝医療圏の中核的病院。
241床ですが、医師が少なく常勤12名、H29年度の収支
は△10億5800万円の赤字と厳しい状況下で再建作業が
行われています。

耐震工事と老朽化対策の工事がこれから行われます
が、“地域包括ケア病棟” を開設し、“訪問看護ステー
ションさわら” “居宅介護支援事業所さわら” を開設し、

住民に密着した “地域ケア” に
重点を置いた活動が展開され
ています。

山本院長と永井事務局長か
ら佐原病院の説明を受けまし
た。（11/20）

鎌ヶ谷市は二和川洪水対策として二和川の拡幅（対
象となる方が40戸）とバイパス工事（480ｍ）をし現状
を改善しようと事業を展開し始めています。バイパス
工事から先行し、87ｍは終わり、H30年度中に更に120
ｍを事業化。

千葉県の事業である大柏川
第二調節池（事業費100億円、
17h、～H38年度）の県事業も
本格的に始まろうとしていま
す。大柏川第二調節池が出来な
いと、現在鎌ヶ谷市の二和川から大柏川に接続してい
る部分での放流制限（9 tを3t分に）の解除が出来ませ
ん。一日も早い大柏川第二調節池の完成が望まれます。

用地買収率89％、事業費進捗率は52％とのこと。大
柏川第二調節池の現在の最大の課題は①掘削すると周
辺の地下水位が下がり、家屋の地盤沈下の可能性の問
題がある。まだ掘削方法が定まっていないこと。②用
地買収と。県は本年度中に掘削方法を確定したいとの
ことです。森田知事から事業推進への力強い答弁があ
りました。

第二調節池予定地は、湿地としての生物多様性の豊
かさがあります。十二分に保全しながら治水対策をし
てほしいと思います。

「急性期医療」「在宅医療」「予防医療」の三本の柱で
病院経営をし、来年からは、“訪問診療” にも力を入れ
たいとのこと。

山本院長は、三本の柱の一つである “訪問看護ステー
ション　在宅医療” について『高齢者は地域密着型患
者ですから、生活と医療、介護と……福祉との連携
ネットワークの街づくりなのです』と地域ケアの内実
を語ってくれました。又、佐原病院の病院付の訪問看
護ステーションの質の高さ、スキルの高さは、千葉県
下でトップの活動がなされているとのことです。

県立佐原病院を、PHCのモデル病院とし、訪問看護
ステーション、ターミナルケア、訪問診療を更に充実
させる為に病院局は、財政的にも人的にも支援すべき
と質問しましたら、県は「地域包括ケアシステムにお
いて佐原病院が求められる役割を十分果たせるよう必
要な予算や人員配置に努めます」と回答しました。

医療の施策をつくっていく県は、今最も重要な “地域
ケア” の街づくりのモデルを佐原からつくっていって
ほしいです。

ふじしろ 政 夫 県 議 会 で 質 疑

一般質問をするふじしろ政夫

県立佐原病院にて

調節池予定地



安倍政権の諸施策は、規制緩和、新自由主義を追い
求める施策。「世界中で最も企業が活動しやすい（金儲
けが出来る）社会」を目的としています。

その規制緩和によって国民・県民の生命・生活が壊
されています。

“種子法” が廃止され、2018
年4/1から国の種子行政は、「種
苗法」と「農業競争力強化支
援法」に基づいて実施されて
いますが、1952年以降「種子
法」によって日本国民の米・

麦・大豆の主要農作物の“種”が守られてきたことは、
食の安全・食の安全保障の観点からも、正しく評価さ
れるべきです。それなのに、多国籍グローバル企業に
日本の種子市場を全面的に開放する為に、種子法が廃
止されてしまったのです。

全国では、埼玉県・新潟県・兵庫県・山形県・富山
県などで “主要農作物種子条例” がつくられ、これまで
の種子行政を継続しています。北海道は今策定中との
こと。

千葉県は「主要農作物種子対策要綱」で実施してい
ますが、4/1以降の状況を問えば、
答：種子計画、ほ場の指定、生産物審査、奨励品種の

指定、国からの財源は、ほぼこれまでと同じ様に
行われている、と。

Ｑ：千葉県でつくっている「こしひかり」や「ふさこ
がね」の種子の価格と、民間の種子である「ミツ
ヒカリ」の価格との違いは？

答：ふさこがね約550円/kgですが、三井化学アグロの
“みつひかり” は3800円/kgです。

※ このことからも、戦後60年以上種子法によって安価
で多様な種類の米の種子が安定供給されてきたこと
が分かります。
又、千葉県の要綱では、“農業競争力強化支援法の趣

旨を踏まえ” と規定されているので、強化支援法８条
４項の “都道府県が有する種苗の生産に関する知見の
民間事業者への提供を促進” の意味を問いました。

県の回答は：国からのH30年1/10の通知にあるよう
に “民間事業者と千葉県とが共同研究契約等の契約を
結び” の意味とのこと。

共同研究した新品種の育成者権などは、契約で決め
るとのこと。それでは、民間の利益確保の為、種子の
価格は値上がりしてしまうのでは？と問題を指摘しま
した。

これまで条例をつくった県では、“原種及び原原種を
知事が生産する” という種子法７条と同じ規定をして
いますが、千葉県の要綱には明確な規定がありません。

要綱でこれまでと同じ様に行えているうちに、条例
としてきちんと制定すべきです。「種苗法」は品種を開
発した者の権利を守る法律なのですから、“種子は人類
共通の財産” の考え＝種子法の趣旨の条例化が必要で
す。

遺伝子組換と違って、容易にDNAを操作できる技術
として“クリスパーキャス９”が開発されてから、ゲノ
ム編集による研究が急速に進んでいます。2018年7/25、
EUの欧州司法裁判所は“ゲノム編集による新しいバイ
オテクノロジーで開発した作物についてGM（遺伝子組
換え）生物と同じに規制する”との判断を下しました。
米国・英国などは、基本的に規制しない方向が打ち出
されました。米国ではすでにゲノム編集による大豆が
収穫されているとのこと。「日本の方向性について、今、
環境省、厚労省の内で検討されているが、千葉県はど
のように対応していくのか」質問しました。

県は、“環境省専門家会合は、外部から遺伝子を導入
せず、遺伝子を切断するなどして機能を失わせただけ
のケース（SDN-1）は規制しない（自然界の突然変異
と同じ）” 。

“厚労省遺伝子組み換え食品等調査委員の会では、
SDN-1と１から数塩基を導入するだけのケース（SDN-
2）も規制の対象から外す方向で議論されている” と
いった状況すら説明できず、「国の動向注視」です。

ゲノム編集は、実際には、オフターゲットやモザイ
クと呼ばれる意図しない標的以外の遺伝子の変化が起
きる危険性があるのです。

県のかずさDNA研究所では、遺伝子組換えの研究
で有用物の（イソプレノイド）生産方法を技術研究は
行っているし、ゲノム編集については薬の研究で疾病
モデルマウスをつくる為のDNAを傷つけたものをつく
るのに使っているとのことです。しかし “ゲノム編集”
についての指針はないとのこと。

多くの農作物は、GM（遺伝子組換え）になってしまっ
ている世界の状況。

ゲノム編集による農水産物についてどう対応してい
くか？と問うても、県は「環境省や厚労省の方針が出
てから農水産省が判断するでしょうから、それから
……」と。まったく国の判断待ちで、自らどうしよう
か考えないようです。

ゲノム編集の人の受精胚への適用は、世界中から生
命倫理の観点から、又医療の有り様の観点からも問題
視され批判されています。どこまで医療に応用してい
くのか？県の見解を問うたが、答えは「国において検
討され統一的に取扱われるべき」でした。

政府に対して、徹底的な情報公開を求め、市民レベ
ルでも、地方自治体レベルでも今すぐ議論をすべきで
す。

規制
緩和は？

規制
緩和は？

切断部位

自然に修復

変異が発生
【SDN-1】

＊

切断部位

1～数塩基の変異を組み込む

細胞外で
加工した
DNA断片
を移入

【SDN-2】

＊

＊

切断部位

遺伝子を組み込む

【SDN-3】

『主要農作物種子条例』を
制定すべき� 《一般質問》 ゲノム編集は安全だって？？

成東の育成地

“規制緩和” で生命が、生活が危うい……

《ゲノム編集技術》



～60％をリサイクルへ、レジ袋の有料義務化、35～40
年までに全てのプラ100％回収などの目標がたてられま
した。

エレンマッカーサー財団の報告によれば、このまま
では2050年には海洋中のプラスチックの量が魚の量以
上になってしまうとのこと。

又、海洋プラの
マ イ ク ロ プ ラ ス
チックが有害物質
を吸着・含有し、
食物連鎖が進んで
しまうとのこと。
これらの事柄に対
して県はどう対応
していきますか？
と問えば、その答
えは「国の調査を注視する」と他人事。

三方を海に囲まれ、魚貝類の水産物を多く水揚げ
している千葉県です。３Ｒといった段階から５Ｒの
Refuse（拒絶）で製造・販売・利用の禁止も検討して
いくべきです。

“使い捨てプラスチック”に対してフランスは原則禁
止、イギリスでもストロー、マドラーの販売禁止の方
向に。イタリア、フランスではレジ袋に対して製造禁
止を。

マイクロプラスチックの海洋汚染を地球環境の危機
ととらえているのが、世界の流れです。

千葉県からも具体的に対策を始めましょう。

平和と

独立

環境と

プラスチック

官製談合

防止！

オスプレイ・日米地位協定
の問題を問う� 《一般質問》

マイクロプラスチック
海洋汚染! ! !

 木更津駐屯地  は、米軍基地。日米地位協定 “2－4
－（A）” で日本が借りている形です。沖縄配備の24機、
佐賀に配備予定陸上自衛隊の17機のオスプレイの整備
拠点です。今オスプレイ２機を整備中、又、駐機場を
CH47用といって４ｈ以上拡大中。“房総低空域飛行訓
練場（富津～いすみ市～南房総市に囲まれた地区）” が
あり夜間訓練も行われています。「オスプレイが使うの
か？」と問うても県は「決まっていない」と言うだけ。
自衛隊のオスプレイの暫定配備についても「決まって
いない」と言うだけの千葉県当局。決まってからでは
遅いので、今から『木更津への暫定配備は反対』と国
へ言うべきと森田知事に要求しても、知事は答弁すら
しない。

 日米地位協定  につ
いても質問しました。
横田基地にCV22オス
プレイ５機が配備さ
れ（最終的に10機）ま
した。オスプレイの訓
練飛行は低空あり、夜
間あり、米軍のやり放
題。日本国内法の適用

はありません。これが属国・従属性の日米地位協定の
本質です。渉外知事会、全国知事会も日米地位協定の
改定を要求しているのですから、森田知事も声を出し
て、県民620万人の生命と生活を守ってほしいと要望し
ても、知事は答弁せず。

“横田ラプコーン（空域）” があるから羽田空港の民
間航空機が東京を横切れない。それ故に羽田の増便に
よる千葉市上空の騒音があると指摘しても、県当局は

「都上空の新ルートで減るのでは」とトンチンカンな答
弁。

沖縄県が現地調査をして明らかになったように、イ
タリアでは米軍基地をイタリア軍が管理。ドイツでも
米軍に対して全面的にドイツ国内法を適用しているの
です。

日本全土、米軍がどこでもいつでも基地として使用
できる協定、しかも日本国の法律の適用がないのが日
米地位協定。植民地以下の属国性・従属性に異を唱え
ないのは、なぜなのでしょう？？？

クジラの胃からプラごみが5.9kg。海鳥の胃の中にも
年々プラスチックが増えてきてます。東京湾のカタク
チイワシ64尾中49尾からマイクロプラスチック（直径
5mm以下）が検出され、そのマイクロプラスチックの
10％は洗顔などに使うスクラブ（マイクロビーズ）で
90％は破片とのこと。2018年にG7で「海洋プラスチッ
ク憲章」が出され、我が国においても2018年10月に

「プラスチック資源循環戦略案」が出されました。その
内容は2030年あるいは2025年までに、プラ包装の55％

「千葉県職員倫理条例」
効果あるのかなぁ？
� 《議案第７号》

昨年の県土木事務所長による入札情報漏洩といった
官製談合事件を受け、千葉県は「県職員倫理条例」を
提案しました。対象者は、一般職の職員と教育長、公
営企業管理者であり、知事、副知事、県警本部長は対
象外です。

条例・規則の枠組みは、“利害関係者”との間で行っ
ていけない禁止行為を示し、又、贈与等の報告書を義
務化することで、県民の疑惑や不信を招くことがない
ようにしようとすると説明されました。違反者への懲
戒処分もあります。

禁止行為とは、利害関係者との間の①金銭・物品の
贈与　②貸付を受ける　③無償での物品貸付　④無償
でサービス提供を受ける　⑤未公開株を受ける　⑥供
応接待を受ける　⑦遊技・ゴルフ・旅行をする　など
……。

だが、例外規定があります。利害関係者であっても、
親族関係や学生時代の友人などは不信を招くおそれが
ない場合は、禁止行為を行うことができることになっ
ています。条文・規則の作り方がヘンです。

官製談合を防いだりするには、本来、口利き条例を
つくって、職員への口利き（良いものも、悪いものも、
グレーのものも）の内容をすべて文書で残し、公文書
として公開請求があればすべて公開するようにするこ
とが必須条件なのでは……と思われます。

この倫理条例で本当に官製談合をなくせるか、大い
に疑問です。

オスプレイ

海岸の漂着ごみ

マイクロビーズ



クーラー

設置

12月補正予算で、未だ普通教室にエアコンが設置
されていない県立学校19校のエアコン設置の債務負
担行為13億8400万円（13年間リース代）が計上され
ました。2019年の夏までに設置されます。対象は 

“普 通 教 室”。 維 持 費
（電気代など運営費）
は、県が設置する物
なので県費になるだ
ろうとのことです。

98校は、保護者の費
用で設置され、維持

されています。この部分に対しても、19校と同じよ
うに県負担にする方向で2019年度予算に計上される
ことになりました。

※皆様のご意見お待ちしております。☎047-445-9144

エアコン未設置校（県立学校）
に設置予算化！� 《補正予算》

“住民のニーズ”の
医療と介護を……

厚労省から、そして鎌ヶ谷市からも “地域包括ケ
アシステムをつくりましょう” と一枚の絵が提示さ
れます。日々の生活をする “住まい” を中心に、病
気になったときの “医療”、介護が必要になった時
の “介護サービス”、いつでも元気に暮らす “生活支
援＆介護予防” が周辺に描かれています。

これらの医療も介護もすでに今ある制度。この制
度をどう有機的に連携させ一人一人に寄り添う “地
域ケア” をつくっていくのか？「よく分からない」

「どんな社会になるのだろうか？」といった声が聞
こえてきます。

鎌ヶ谷市では、地区社協を中心に住民の話し合い
を、医師・歯科医師・薬剤師による研修が始まって
います。

一人暮らしでも安心して暮らせる街づくり＝地
域ケアをどのように創っていくのか、佐久総合病
院の色平医師と、あやめ診療所の伊藤医師からお
話を聞きました（11/18 まなびぃプラザにて）。

色平医師は、NHKの映像を使って、又、一人芝
居をしながら、佐久病院を説明しました。

佐久病院では「生活を知って、その人の医療が出
来る」「医療はその人がどういう生活かを知ってか
ら、人を見ることから始まる」といった医療が行わ
れているとのこと。佐久病院は “農協” の病院で農
民の為の医師、医療です。そして “医療をつくる住
民” と医療の主体が住民であることを指摘しました。

又、 “A（あてにしていない）K（期待していない）
A（あきらめている）” と一見住民の願望と反対の
ような言い方をしながら、人の死亡率は100％とい
う厳然たる事実の上での医療の有り様を語り、その
上で国民皆保険制の大切さと、医療の対象は、患者
さんのWants（欲求）ではなくNeeds（必要）に対
応することであると、地域ケアの内実を語りました。

住民のニーズに対しては、医療だけでなく、福祉
も介護も必要であり、このすべてのニーズに応えよ
うとする地域包括ケアシステムは、“最後の看取り
まで安心して暮らせる社会の街づくり” だと語りま
した。

地域ケアの街づく
りをするのは各自
治体の首長であり、
当然住民も一緒に
参画する地方自治
によって、国の仕
事 で あ る 憲 法25条
の “健康で文化的生活” を実現していけるのです、
と地域包括ケアシステムの方向性も示しました。

更に税金の使い方についても語りました。ス
ウェーデンでは税の80％が市民のサービスに使われ
ているが、日本では45％が住民サービスに。税金の
80％を住民のニーズの為に使う社会にしていく必要
があると、“住民自治、団体自治” の方向性につい
ても指摘しました。

山谷のあやめ診療所で働いている伊藤医師は、国
際医療保健で貢献したいと思っていたが、国内の山
谷でも同じ課題があり、今あやめ診療所で頑張って
いるとのこと。山谷は “高齢化社会の高齢化” 社会
であり、日本の20～30年先の姿であると。

その山谷の中で“自分の力で、主体的に健康をつ
くる”そんな仕組みをつくっていきたいと。

“在宅医療” を実現していくには、患者さんの病
気だけでなく、心も、家族も、家の経済も、社会保
障も考えていく必要があり、人間への関心をもって
対応していくことの大切さを語りました。それ故、
住民はお互い信頼し合える（好意をもてるような）
ホームドクター（かかりつけ医）をみつけることが
必要と……。

最後の色平医師が示した “醫” の文字の解説の中
に、これからの地域包括ケアのヒントがあるように
思われました。
「醫の “医” は医師、“殳” は手当・ケア、“酉” は願
い。でも今は “医” だけの文字が使われています」

★上原公子と語る
　「循環型が減災の街と地域エネルギーをつくる」
　　3月3日　13：30～
　　場所（未定）
★千葉県議会議員選挙（予定）　3/29～4/7（投票日）

お 知 ら せ

色平医師・伊藤医師と

かまがや街かど情報

地域包括

ケアシステ
ム

って？

かまたん


