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小野共です。いつもお世話になっております。 6月9日(月)に始
まった 6月定例会は 6月20日(金)に終わり、 11件の議案を可決し 2
件の報告を了承しました。 9日の本会議の冒頭で野田市長から、唐丹
町林野火災に係る被害状況と今後の対応について、微量採血のための
器具の不適切な使用について、の 2件の報告がありました。

平成20年4月4日午後 3時過ぎに発生した唐丹町林野火災は、焼損
区域面積が160ヘクタールに達し 4月15日に鎮火させ、被害額は 3億

2千80万円となり、被災者の人数は企業を含む23者であったことなど
が市長から報告されました。
採血器具の不適切な使用については、針は l回ごとに交換していた

が、皮膚と接するキャップ部分は 1回ごとにアルコール消毒し使用していたこと、使用対
象者の氏名、住所は釜石市が全員把握していること、肝炎などの被害報告はないこと、釜

石市が相談を受け付けること、が市長から報告されました。
6月17日(火)には私が一般質問しましたのでその一部を掲載致します。

釜石市民の命について
平成14年にWHO(世界保健機構)より発表された世界の人口100万人以上の国149カ

国の平均寿命のランキングによると、世界の最長寿国第 1位は日本、 2位スイス、 3位オ
ーストラリア、そしてスウェーデン、カナダ、フランス、イタリア、シンガポール、スペ
イン、オーストリアと続きます。これに世界の人口一人あたりの GDP、つまり人口一人
あたりの所得のランキングを合わせて比べてみると、先ほどの長寿国トップ10カ回全てが、
所得の高い国トップ20カ国の中に入っております。この結果を見る限り、世界において人
口一人あたりの所得の高い国ほど寿命が長く、所得の低い国ほど寿命が短いという傾向を
指摘することが出来ます。つまり寿命と所得の聞に相関関係があることが分ります。

長寿とは逆に世界で最も短命の国は、 1992年(平成 4年)から16年間、断続的に内戦を
続けているアフリカのシオラレオネであり、平均寿命は34才であります。

このように、十分な栄養と充実した医療により 80年の生涯を楽しむことが出来る国があ
る一方で、世界のまだ約 4割の国は平均寿命が60才に満たない国であります。
我が固においては、昭和20年、第 2次大戦終戦時の平均寿命は、現在世界一短命の園、

アフリカのシオラレオネより更に更に短く男性23.9歳、女性37.5歳でありました。御存知
のようにこれが過去15年にわたる我が国の戦争の結果であり、所得や衛生環境だけでなく、
戦争や災害が当然にその国の平均寿命を劇的に左右します。

我が国における人口の推移を見てみると、平安時代末期、西暦1150年に700万人だった
人口は、 1600年安土桃山の時代、徳川と豊臣の「関ヶ原の戦いjの年に1，200万人となり、
江戸時代は3，000万人で推移し、我が国は明治維新以降、平成までの140年間でこれまで経
験したことのない人口の増加を経験し、この140年間で我が国の人口は9，700万人ほど増加
し総人口はl億2，700万人となっております。
平成12年(今から 8年前)、厚生労働省発表の市区町村別生命表によると、釜石の男性

平均寿命77.5歳で岩手県58市町村中12位でありましたが、先日発表された平成17年の生命
表によると釜石の男性平均寿命76才で岩手県35市町村中35位最下位、つまり岩手県内で我
が釜石が最も短命な市となっておりました。
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釜石の女性は平成12年(今から8年前)の統計では平均寿命83.1歳で県内58市町村中、最
下位で最も短命な市でありました。先日発表された平成17年の統計では平均寿命84.6歳で
35市町村中33位で、釜石の女性も釜石の男性と同じく短命と言わざるをえません。

質問致します。市では我が釜石の男性の平均寿命県内35市町村中最下位そして女性35市
町村中33位であるという事実をどう考え、そして原因をどう分析しているのか聞かせて下
さい。この寿命の分析の結果は、当然、我が釜石の医療、福祉、保健の 3つの行政に反映
されているはずであり、この寿命の分析なくして先ほどの 3つの行政は現在の釜石の現状
に沿った的確な政策を立てることは不可能なはずです。真撃な答弁を御願いします。
厚生労働省の統計によると、岩手県の男性は約58%が3大成人病と呼ばれるガン、心筋

梗塞、脳梗塞のいずれかでなくなっており、つまり岩手県で亡くなる男性の二人に一人以
上はこの 3大成人病のいづれかで亡くなっております。

岩手における男性の死因の順番は、 l位ガン、 2位脳梗塞、 3位心筋梗塞、 4位肺炎で
あります。岩手の男性が脳梗塞で死亡する確率は全国47都道府県中第 2位でありました。
自殺による死亡率は全国 3位、心筋梗塞による死亡率は全国 7位でありました。岩手の男
性の寿命を延ばす為に、この脳梗塞、自殺、そして心筋梗塞による死亡率を下げる取り組
みをしなくてはいけないということが言えると思います。

岩手の女性、死因の順番は 1位がガン、 2位心筋梗塞、 3位脳梗塞、 4位肺炎でありま
す。岩手の女性が脳梗塞で死亡する確率は全国 2位であり、自殺による死亡率も全国 2位
でありました。岩手の女性の寿命を伸ばす為にこの脳梗塞、自殺を何とかしなくてはいけ
ないということが言えると思います。
平成12年、介護保険制度が始まった年に、要介護高齢者の所得を 4つに分けて、その 4

つのグループごとの介護保険利用の割合を調べた統計があります。男性も女性も所得が少
なくなるほど要介護の比率が増加しております。

イギリスにおいては、行政職、管理職、事務職、その他と 4つのグループを25年間追跡
した死亡率を見ると、社会的地位の高い行政職グループは死亡率が低く、社会的地位の低
いグループの死亡率が高いという研究結果が出ております。
更に研究を続けていくと、所得、職業、学歴などの社会的経済的条件が健康状態に影響

していることが分っております。例えば所得について言えば、低所得の人の方が、喫煙量
が多いことが分っており、低所得の人の方が医療費の窓口負担など病気の時に利用出来る
医療サービスが限られているということも言えます。所得とうつ病の関係を見れば、所得
が低い人ほどうつ病の人が多いという結果があらわれております。更にうつ病と自殺の関
係について言えば、我が国、北東北3県の自殺の多さを考えなくてはいけません。

教育年数に関して言えば、 65才以上の高齢者3万人を対象にした調査では、教育年数6年
未満の高齢者は、教育年数13年以上の高齢者よりも健康診断を受けている割合が少ないそ
うです。
最近のイギリスの調査によれば職業的ストレスが多い人はストレスがない人に比べ2.5倍

もメタボリツクシンドロームが多いという結果が出ております。
このように考えてみると、肥満、飲酒、喫煙、運動不足などで我が国の成人病の原因を

全て説明しようとしてきたものがそもそも無理があったのではないかということが言える
と思います。所得や学歴などの社会的経済的条件、そしてストレスなどの心理的条件が密
接にからみあって健康状態を左右しているからです。我が県の死亡原因の約6割にあたる
ガン、心筋梗塞、脳梗塞を解消するために肥満、飲酒、喫煙などを注意することが短期的
な命の取り組みとしては合理的で、あるとしても、長期的な取り組みとしては政治と行政が、
所得の向上、教育年数を伸ばすことをこれから経済の問題としてだけでなく命の問題とし
て考えていかなくてはいけないということが言えると思います。
厚生労働省の調査によると岩手県の平均寿命、男性が77.8才で全国47都道府県中45位、

女性は85.5才で全国37位でありました。
全国の平均寿命は男性78.8才、女性85.8歳で、岩手の男女どちらも全国平均の寿命より

短命であります。
平均寿命全国男性第 l位は長野79.8才で女性 l位は沖縄86.9才でありました。

岩手県の男性は全国 l位の長野県の男性より約 2年早く亡くなり、岩手県の女性は l位の
沖縄県の女性より約 1年4ヶ月早く亡くなります。

平成12年から17年の 5年間の平均寿命の推移を見ると、すべての都道府県において順調



な伸びを示しており、大きな伸びを示した都道府県は、男性は滋賀県、岡山県、東京で、
女性は大分県、鳥取県、東京でありました。この統計を見る限り、理論上は我が岩手県に
おいても寿命の高い伸びを示した滋賀県と同じ、男性は1.4年、女性は大分県と同じ1.3年
平均寿命を伸ばすことは可能で、あると考えられます。

釜石において平成17年に亡くなった人は全部で592人おり、その死因のトップはガンで
平成17年 1年間に166人亡くなっており、 2位は心筋梗塞で 1年間に117人亡くなっており、
3位は脳梗塞で平成17年 1年間に60人亡くなっております。
釜石の男性の寿命が滋賀県と同じ1.4年伸びれば釜石は県内最下位から抜け出し一関市と

ならんで県内14位となり、釜石の女性の寿命が大分県と同じ1.3年のびれば、平泉と並んで
県内 6位となることができます。

岩手県の男性の平均寿命下位 5位までは、下から釜石市、岩泉町、川井村、田野畑村、
一戸町とすべて沿岸、県北の市町村であり、女性寿命下位 5位は下から川井村、岩泉町、
釜石市、田野畑村、大槌町で女性下位 5位もすべて沿岸県北の市町村であります。

質問致します。まず、政治が国民の命を守ることについて市長はどう考えているのか聞

かせて下さい。
2点目、県内平均寿命最下位 5位までがすべて沿岸と県北の市町村であることの理由を

どう分析しているのか聞かせて下さい。

自席からの質問
政治の仕事の中で最も重要な仕事は何だろうと考えました。政治の最大の仕事は人聞に

とって最も大切で、ある命を守ることだと思います。人聞が持つ正当でそして言わば最大の
不平不満、つまり長く生きたいという願いを最大限尊重すること、このことこそが政治の

最大の仕事であると考えました。
全国的に益々中央から地方へと権利と責任が移譲されていく中で、それぞれの自治体が

自治体自身で、その自治体における問題は何であるのかを認識し、その問題の原因を分析
し、解決する能力というものは益々必要となって来ます。その自治体にとって何が重要で
何が重要で、ないかをその自治体が判断し、つまり今の達増県政で言えば選択と集中をし、
その自治体がどういう自治体になるべきなのかをその自治体が考え、選ばなくてはいけな
いのです。地方分権とは、その自治体のことをその自治体自身に考えさせるのです。

この流れの中で自治体における行政が果たすシンクタンクとしての役割、つまり問題を
発見し分析する能力が、その自治体が他の自治体との差別化を図る上で、釜石について言
えば沿岸の拠点都市になる為には絶対に不可欠です。釜石の寿命に関して言えば、私は行
政が、釜石の寿命が短い原因、そして改善の手だて、この 2つをきっちりと分析しておい
てほしいと思います。先ほども申しましたが釜石の寿命の的確な分析なしに釜石の医療、
福祉、保健、少なくともこの 3つの行政は現状に沿った適切な政策を作り上げることは出

来ないはずです。
釜石の寿命の短さについて考えられる要因ですが、岩手県内の 9つの医療圏、盛岡、岩

手南部、胆江、両磐、気仙、宮古、久慈、二戸、そして釜石の医療圏の中でガンに対する
放射線療法を受けられないのは釜石だけなんですが。我が釜石においては平成17年に166
人がガンで亡くなっており、去年の12月に県がまとめたガン対策推進計画の基本方針の l
つにも圏内 9医療圏すべてにおいて放射線療法と科学療法を受けられる体制を作るという
ことになっております。県の医療対策においても釜石のガン対策の未整備を重くみており
ます。 2つ質問致します。なぜ県内の医療圏で釜石だけが放射線療法をうけられないのか、
この状態は一時的なものなのか。 2点目、これらの治療を受けることが出来ない釜石のガ
ンの患者さんは今、ガンの治療を受けるために具体的にどうしているのかこの現状をまず
明かにしていただきたいと思います。

ガンの治療は、放射線療法に関しては県内の 2次医療が出来る他の地域に頼っているわ
けですが、これからもガン治療に関する限り他の医療圏に依存していくこともしょうがな
いと考えているのか、それとも県内 9つの 2次医療圏の中で釜石だけが放射線療法出来な
い今の状態を解消すべきだと考えるのか。他の地域の 2次医療圏にガン治療を依存するの
ではなく我が釜石においても放射線療法が出来る状態を作りたいと考えるのであればそれ
はいつ頃釜石で出来るのか。時期は全く未定なのか。その辺の現状とお考えを聞かせて下

さい。
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5月の新聞報道によれば、日本ガン治療認定医機構により、県内に34人のガン治療認定
医が誕生したそうですが、この34人の認定医の内訳は32人が県央と県南の医者で 2人が県
北の病院の医者で、沿岸の病院にはガン治療認定医はおりませんでした。岩手県の人口が
現在138万5千人で沿岸の人口が23万4千人ですので人口の割合で認定医が存在するとする
と34人のガン認定医のうち少なくとも 5人は沿岸にガン認定医が必要なはずです。つまり
釜石では放射根治療も受けられず、そしてガン認定医もいない。ガン治療の方法は大きく
3つあり 、手術か放射線治療か科学療法であり ます。これらの治療を釜石でうけられない
とは本当に大変なことです。
沿岸の拠点都市を目指す以上、ある程度の病気に関して、釜石市内で治療を完結出来る

医療体制を作ることを目指すことを考える ことが沿岸の拠点都市を目指す町として当然で
あると思います。釜石が拠点都市になる ことが出来るとすれば、それは何となくがんばっ
ていれば結果として拠点都市になっていた、というようなプロセスではないはずです。 ま
ず、釜石が目指すべき具体的な目標があり 、つまり明確な将来展望があり 、そしてそこに
到達する為の最も効率的な方法があり 、つまり釜石の発展計画があり 、そしてそれに市民
と行政の努力、それに、正確には予測出来ない時代の流れとも呼ばれる社会的条件、これ
らの 4つの条件がそろった時に初めて釜石は拠点都市になるべくして拠点都市になる こと
が出来るはずです。

出来るか出来ないかは別として、市長の考える拠点都市における医療体制とはどんなも
のであるのか今度は市長の見解を聞かせて下さい。
私は拠点都市における医療体制の条件は少なくとも 3つあると思います。 まず第 1は市

内医療完結体制を持っていることであり 、つまりある程度の病気に関して、予防、そして
発見から治療まで釜石市内で完結出来る体制を持っている ことであり 、2つ目はウィ ーク
デイ完全診療体制のことであり 、つまり月曜日から金曜日までのウィークデイにおいては
総合病院においては午前中すべての診療課が診療している医療体制のことであり 、3つ自
は複数診察体制であり 、つまりある程度の病気に関して市内において lつではなく複数の
診察体制があり 、患者さんが複数の医師の診断を比較対照できる医療体制を持つことです。
言いかえれば患者さんがセカンドオピニオンを聞くことが出来る医療体制です。

そもそも拠点都市とは、その拠点都市を含む近隣市町村において、人口、所得、雇用、
教育、医療、交通網、文化施設、これら、 町を構成する 7つ全ての分野において、近隣市
町村の中で相対的に最も強い影響力を持っ た市のことを指すと思います。相対的に最も強
い影響力を持つとは、近隣市町村の中で、それぞれの自治体がそれぞれお互い影響し合い
生活する中で、先ほどの 7つ全ての分野において釜石の影響力が最も大きい状態のことで
あります。

そうであるならば、拠点都市における医療体制とは、当然我が釜石市民だけでなく周辺
市町村の住民に対しでも柔軟に充実した医療を供給できる体制のことであると考えられま
す。その為には、少なくとも今私が申し上げた 3つの条件は不可欠であると思います。
拠点都市とはどのようなものかという具体的な将来展望なしに、そこに最も効率的に到

達する為の釜石の発展計画など考えることは出来ないはずです。市長の考える拠点都市に
おける医療体制、よく理解出来ませんでしたのでもう l度お伺い致します。市長が考える
拠点都市の具体像を市民全員で共有する必要があります。私が考える拠点都市における医
療体制とはこうこうこういうものであると、簡潔に御願いします。

あ とがき
早いもので、去年の8月に選挙を戦ってから 1年が過ぎようとしてい

ます。この市議会通信も年4回の毎議会ごとに発行しておりますので舎

固が第4号となりました。いよいよ議員2年目となりますが益々がんば

りますので宜しく御願い致します。
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