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平成30年度 第１回八戸市地域保健医療対策協議会（会議録） 

 

日時：平成30年８月８日（水） 午後１時から 

場所：八戸市庁別館２階 会議室Ｃ 

出席者：17名 

高木伸也会長、田口豊實副会長、於本章委員、河津俊太郎委員、松尾芳明委員、山内正孝委員、 

山田文義委員、伊藤恵美子委員、道尻浩助委員、齋藤稔委員、小泉孝一委員、大久保典佳委員、 

西村美八委員、安田潤委員、石山明委員、杉山靖子委員、橋本敏子委員 

事務局： 

佐々木健康部長、澤保健所長、保坂次長兼国保年金課長、西村保健所副所長兼保健総務課長、 

石藤保健所副所長兼健康づくり推進課長、小笠原総合保健センター推進室長、金田保健予防課長、 

長嶺衛生課長 

司会 定刻となりましたので、ただいまより、平成30年度第１回八戸市地域保健医療対

策協議会を開会いたします。 

私、本日の司会を務めます、保健総務課の山本と申します。どうぞよろしくお願

いします。 

はじめに、各団体から推薦をいただいている委員の方のうちで、御異動のありま

した三名の方々と、公募委員として今回より加わっていただく二名の方々に、健康

部長より委嘱状を交付いたします。 

順次お名前をお呼びしますので、その場でお立ちいただきまして委嘱状をお受け

取りください。 

委嘱状を受け取りましたら、御着席くださるようお願いいたします。 

それでは佐々木部長、お願いいたします。 

 （委嘱状交付） 

司会 皆様、よろしくお願いいたします。 

続きまして、健康部長より事務局職員を紹介させていただきます。 

 （事務局職員紹介） 

司会 それでは次に、本日の出席状況を御報告いたします。本日は委員20名中、17名の

方が出席しております。そのため、八戸市地域保健医療対策協議会規則第４条第２

項の規定により、会議が成立いたしますことを御報告いたします。 

それでは開会にあたりまして、高木会長より御挨拶をお願いいたします。 

会長 皆様こんにちは。しばらくの間、議長を務めさせていただきます医師会の高木で

ございます。この会は、この名のとおり八戸市の保健医療全般に関して御審議いた

だく会議でございます。皆様それぞれのお立場から活発な御意見をいただけるかと

思っております。よろしくお願いいたします。 

司会 ありがとうございました。 

次に、本日の会議の資料を確認させていただきます。 

資料は、あらかじめお送りしておりました会議の「次第」、「委員名簿」、冊子「保

健所業務概要 平成30年度版」、「資料１ 八戸市子育て世代包括支援センターの設置
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について」のほか、本日追加の資料として、「席図」をお席に御用意しております。 

資料に不足等ございましたら、お知らせくださるようお願いいたします。よろし

いでしょうか。 

また、あらかじめお伝えしておきますが、この会議の議事につきましては、発言

者の氏名を伏せて会議録を作成し、八戸市附属機関の設置及び運営に関する要綱第

６条により公開いたします。 

それでは、議事に入らせていただきます。 

規則第４条第１項の規定によりまして、協議会の会議は、会長が議長を務めるこ

とになっておりますので、高木会長よろしくお願いします。 

会長 それでは、さっそく議事に入ります。 

初めに１番「平成29年度保健所事業の実績について」事務局からの説明をお願い

します。 

事務局 平成29年度の保健所事業実績について、お手元の「保健所業務概要 平成30年度版」

により御説明いたします。説明の方法でございますが、担当課ごとに説明者が変わ

ります。また誠に恐縮ですが、説明は全員着座にての説明とさせていただきます。 

それでは、私からは保健総務課の所管業務の実績について御説明申し上げます。 

まず、はじめに業務概要の３ページをお開き願います。このページには、保健所

４課及び総合保健センター推進室の分掌事務を記載しておりますので、参考にして

いただければと思います。 

次に、19ページをお開き願います。まず、「１．医事関係」の「（１）医療監視の

状況」でございますが、医療監視は、医療法などに基づき、市内の病院、診療所、

助産所、施術所等に対して立入検査を行い、市民への良質かつ適切な医療の提供に

資することを目的として実施するものでございます。29年度の立入検査の実績は、

御覧のとおりでございますが、実施数は延べ回数でございます。そのため、病院は

対象施設数が21に対し、実施数は22になっております。また、助産所は、対象施設

数が１に対し、実施数は２となっておりますが、これは、助産所の２施設に立入検

査を実施しましたが、１施設は未届けながら既に廃止していたため、このような数

字になったものでございます。 

28年度と29年度を比較しますと、実施数とそれに伴う実施率が29年度のほうが多

くなっておりますが、これは、29年１月に保健所が設置されましたので、28年度は3

ヶ月間の実績、29年度は12ヶ月の実績、と期間が違うために生じているものでござ

います。なお本年３月31日現在の医療施設等数は、御覧のとおりでございます。 

20ページを御覧ください。「２．薬事関係」の「（１）薬事監視等の状況」でござ

いますが、薬事監視等は、関係法令に基づき、薬局、医薬品販売業者等に対して立

入検査を行い、市民の保健衛生の向上に資することを目的として実施するものでご

ざいます。29年度の立入検査の実績は、御覧のとおりでございますが、実施数は、

医事と同様に延べ回数でございます。 

21ページを御覧ください。「統計報告・調査」でございますが、29年度は、毎月ま

たは毎年実施される人口動態調査や国民生活基礎調査などを行うとともに、３年に
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一度実施される医療施設静態調査や受療行動調査などを行っております。 

このほか、業務概要には掲載しておりませんが、昨年度は、中核市移行に伴って

必要になった、犬猫の収容や譲渡業務を行う動物愛護施設に求められる機能などに

ついて、専門家から意見をいただくため、意見交換会を５回開催しております。 

保健総務課分の説明は以上でございます。 

事務局 続きまして、健康づくり推進課の事業実績について御説明申し上げます。 

保健所業務概要の22ページを御覧ください。22ページから、母子保健事業につい

てまとめております。母子保健事業では、安心して子どもを生み育てられるよう、

妊産婦、乳幼児の各種健康教育、健康相談、健康診査、家庭訪問等を実施しており

ます。事業の中で、29年度の新規事業の実績をお知らせいたします。 

34ページを御覧ください。八戸市ハイリスク妊産婦アクセス支援事業は、切迫早

産等のハイリスク妊産婦が、周産期母子医療センターである青森県立中央病院や、

弘前大学医学部附属病院へ通院、分娩、ＮＩＣＵ入院児の面会をするために要する

交通費及び宿泊費について、一回の妊娠・分娩につき５万円を上限に助成する事業

で、29年度の助成件数は、５件でございました。 

次に36ページを御覧ください。36ページからは成人保健事業をまとめております。

成人保健事業は、生活習慣病の予防や健康づくりのための健康教育、健康相談、健

康診査、また食生活改善推進員や地域の健康づくりのリーダーである保健推進員の

育成等を行っております。 

42ページを御覧ください。がん検診でございますが、検診受診率は、各がん検診

とも30パーセント前後で推移しております。検診受診率向上のため、各町内に設置

している保健推進員による受診勧奨をしているほか、29年度は、日曜日の婦人がん

検診を一日増やし、三日間設けて実施いたしました。また、がん検診の精密検査を

受けていただく必要のある方には、文書や電話、訪問等で勧奨しております。 

48ページ、「⑪歯周病検診」は、40歳、50歳、60歳、70歳を対象に実施しておりま

す。28年度から無料受診券を同封し個別通知をしておりますが、29年度は、さらに

40歳の方を対象に再勧奨を実施し、受診者が増加しております。 

最後に、55ページを御覧ください。第２次健康はちのへ21は、八戸市健康増進計

画「第２次健康はちのへ21」に基づく事業でございます。計画の期間を10年間とし

ておりますが、昨年度は、計画策定から５年目であったことから、中間評価を行い、

改訂版を策定いたしました。この計画を基に事業を進めているところでございます。 

健康づくり推進課の説明は以上でございます。 

事務局 続きまして、保健予防課の説明をさせていただきます。 

当課では、各種事業を行っておりますが、本日はその中で鳥インフルエンザ対策、

予防接種、エイズ予防、結核予防、精神保健の５点について御報告いたします。 

それでは、60ページを御覧ください。「３．高病原性鳥インフルエンザ等対策」で

すが、平成28年の年末に青森県で初めて鳥インフルエンザが発生しまして、その青

森市の事例を踏まえまして、青森県と、中核市である青森市、八戸市とで連携協力

体制等を見直しいたしました。その結果、県内、どこで鳥インフルエンザが発生し
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ましても、全部の保健所が協力して、24時間以内の殺処分、72時間以内の埋却処分

の完了をめざし、農場関係者や防疫作業員の健康調査がスムーズに実施されるよう、

新たなマニュアルを策定いたしました。昨年11月、県では、田子町での発生を想定

しての防疫実動演習を行いました。当市からは医師である保健所長を中心に、保健

師、薬剤師等の保健所チームが初動の健康調査を実施し、発生に備えました。 

次に、62ページの予防接種事業についてですが、平成29年度は、新たに追加され

たワクチンはありませんでした。接種率につきましては、他県の麻しんの大流行の

影響がありまして、麻しん風しんワクチンがほぼ100パーセントに近い接種率でした

が、それ以外は目標の95パーセントに届かないものが多く見られ、課題となってお

ります。 

続いて、68ページの任意接種につきましては、これは、先天性風しん症候群の発

生を予防するため、大人の風しん抗体検査とワクチン接種についてでございますが、

これまでワクチン接種は、半額助成で自己負担がありましたが、29年度からは、抗

体検査と同様に、ワクチン接種も全額助成で無料といたしました。その影響もあり

まして、28年度のワクチン接種者は375人だったのに対して、29年度は、100人以上

を大きく上回って、536人が接種を受けました。 

次に、69ページのエイズ予防関係ですが、エイズ検査は、当市では毎月第２第４

木曜日の午前中に予約制で実施しておりますが、平日受けられない方のために、６

月のＨＩＶ検査普及週間にあわせて、日曜日に臨時の検査日を設けました。また、

12月には、世界エイズデーのキャンペーンの一環として、市庁本館ロビーとはっち

にエイズについてのポスター展示を行うとともに、世界エイズデー当日に臨時の検

査日を設け、心配な方が一人でも多く検査が受けられるようにしました。平成29年

度の検査を受けたのは、74人でした。中核市になる前は、三八圏域のエイズ検査は、

旧八戸保健所のみで実施しておりました。青森県の保健所全体のエイズ検査利用者

数は減少しておりましたが、八戸市保健所が設置され、検査を受ける機会が増え、

利便性が増しました。また、日中受けられない方のために、三戸地方保健所では、

それまで日中に実施していた検査を夜間の検査に変更し、日中の希望者は市保健所

で、夜間の希望者は三戸地方保健所で受けられるよう、ふたつの保健所が協力して

検査を受けやすい体制をつくり、平成29年度は、ふたつの保健所をあわせて、100

人以上の方が検査を受けております。 

次に72ページ、結核予防事業でございますが、八戸市の平成29年の新規の結核患

者は、51人と前年を下回っておりますが、結核は、感染してから発病するまで数年

かかる場合もあり、一年だけでは評価できませんので、今後も引続き早期発見、早

期治療、蔓延防止に努めてまいりたいと思います。また、同じページの年齢別の表

にありますように、新規の結核患者51名中、21名が70歳以上の高齢者となっており

ますので、関係部署と連携し、高齢者の結核の早期発見に努めてまいりたいと思い

ます。 

最後に、80ページの精神保健福祉関係でございますが、「２．精神科入院届出等受

理・進達状況」です。三八圏域には、精神科病院が八戸市内にしかありませんので、

精神保健福祉法による措置入院患者の入退院届出書は、所在地の保健所である当市
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を経由して県に報告しております。したがいまして、平成29年度は、1,270件進達し

ておりますので、月平均100件以上の患者の入退院届が出ている状況です。また、「３．

精神保健福祉相談状況」ですが、医師会より精神科医を派遣していただき、月１回、

医師の相談を実施しており、相談には一時間から二時間程度をかけ、丁寧に本人や

家族に助言指導をいただいております。また、医師の相談のほか、精神保健福祉士

や保健師による随時相談も実施しておりまして、あわせると相談件数は年間558件

で、そのほとんどが、問題行動に対応できなくなった家族が、本人を受診させたい、

入院させたいという相談内容でございました。 

その他の事業につきましては資料のとおりでございます。以上です。 

事務局 続いて、衛生課の平成29年度の主な事業の実績について御説明いたします。 

資料の82ページからになります。最初に、食品衛生の業務でございますが、食品

衛生法に基づき作成した平成29年度八戸市食品衛生監視指導計画に基づき業務を行

っております。82ページと83ページですが、（１）の許可を要する施設、（２）の許

可を要しない施設の監視状況について、表にしております。許可施設、許可不要施

設の監視業務は、施設設備の管理及び食品の衛生的取扱いについて監視指導を行っ

ており、通常監視のほか、夏期・冬期の一斉取締り、朝市等の重点的な監視に取り

組み、許可施設と許可不要施設、あわせて指導目標3,000件に対して、あわせて4,052

件、目標達成率は134.5パーセントでございます。 

84ページを御覧ください。（３）の食品の収去検査の実施状況でございますが、こ

の検査は、流通食品の安全性、適正確認のための検査でございます。計画に基づき

94検体、規格基準等について検査を実施したところ、違反食品はありませんでした。 

85ページを御覧ください。（５）の行政処分と、（６）の食中毒発生状況でござい

ますが、昨年度、飲食店を原因施設とするカンピロバクター食中毒事件が２件、５

月と８月に発生いたしまして、これらの施設に対して、営業停止処分の措置を講じ、

再発防止の指導を行いました。 

87ページを御覧ください。生活衛生関係の業務でございます。生活衛生関係営業

施設の許認可とその施設の監視指導が主な業務となっております。監視業務につい

ては、３年で全施設を監視という計画を立てて行っております。88ページにかけて、

生活衛生関係営業施設の監視状況でございますが、生活衛生営業六法の施設、特に

理容所とクリーニング所取次店の廃止が多い傾向にありまして、昨年度は全体で20

施設減少して、全体で1,201施設となっております。監視指導については、全施設の

約29パーセントにあたる349施設について、施設の管理等について、衛生指導と営業

の有無の確認、あるいは有資格者の従業者の確認を行って届出の指導を行いました。

なお、昨年６月に公布されました住宅宿泊事業法、いわゆる民泊新法でございます

が、この業務については青森県の事業となっておりまして、当市では所管しており

ません。 

続いて89ページを御覧ください。動物愛護関係事業について御説明いたします。

飼い犬の登録及び狂犬病予防注射業務でございますが、狂犬病予防法に基づく業務

であります。登録については保健所衛生課窓口、分室、及び集合注射会場で受付を
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し、予防注射については、春と秋の二回の集合注射を実施するとともに、90ページ

の未接種犬の飼い主に対する集合注射後の催告通知、それから３月の飼い主飼育指

導員による戸別訪問の実施等を行って、予防注射の接種率向上に取り組みました。 

犬の登録数は、減少傾向にありますが、昨年度の予防注射の接種率は92パーセン

トと、平成28年度の青森市の83.5パーセント、弘前市の85.6パーセントと比較して、

かなり高い接種率となっております。 

続いて、動物愛護管理関係の業務でございますが、動物の愛護及び管理に関する

法律、県条例に基づき、放浪犬の捕獲、犬猫の引取り、収容、返還の業務、ペット

の苦情相談、犬による咬傷事故等に対応しております。当市は、動物愛護施設を持

たないため、譲渡等の処分については青森県動物愛護センターに、負傷動物の治療

については一般社団法人青森県三八支部獣医師会に業務を委託しながら、負傷動物

の収容、咬傷事故等については、土日対応として関係機関と連絡して対応しており

ます。昨年度は、土佐犬の逸走事案があったため、対策として戸別訪問を実施し、

飼育頭数、登録や予防注射の有無、管理状況等を確認し、適正飼養の指導を継続し

て実施しております。今後も、土佐犬にかかる事故発生防止に努めてまいります。 

以上で衛生課の業務についての説明を終わります。 

事務局 総合保健センター推進室でございます。地域医療に関しましては、当室で所管し

ております。 

それでは冊子の92ページをお開き願います。「１．医療体制の確保」についてです

が、「（１）一次救急医療体制」として、「①在宅当番医制運営事業」は、休日又は夜

間における一次救急医療体制を確保するためのものであり、八戸市医師会に運営を

委託しております。 

「②休日在宅歯科当番医制運営事業」は、休日における歯科救急医療体制を確保

するためのものであり、八戸歯科医師会に運営を委託しております。 

それぞれ当番回数、利用患者数の実績をお示ししておりますので御覧ください。 

93ページにまいりまして、「③八戸市休日夜間急病診療所」は、休日または夜間に

おける急病患者の医療の確保を図るため、市が診療所を開設しているもので、八戸

市医師会を指定管理者として運営しております。 

「（２）二次救急医療体制」として、土曜休日、または平日夜間における入院治療

を必要とする重症救急患者の医療を確保するため、５つの医療機関の参加により、

病院群輪番制を実施しております。 

94ページに当番回数、患者数の実績を掲載してございます。 

続きまして、「（３）三次救急医療体制」としては、八戸地域医療圏における緊急

を要する重篤・重症な救急患者の医療を確保するため、市民病院内に24時間体制の

救命救急センターを設置し、その運営費を負担しているものです。 

95ページにまいりまして、「（４）連携中枢都市圏事業」として、「①医師派遣事業」

は、連携協約に基づき、五戸総合病院、三戸中央病院、南部町医療センター、おい

らせ病院に、八戸市立市民病院から定期的に医師を派遣しているものです。なお、

田子診療所への派遣については、現在休止中となっております。 
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「②ドクターカー運行事業」でございます。連携中枢都市圏の圏域内を運行区間

とするドクターカーの運行経費を負担しているものでございます。 

96ページにまいりまして、「（５）青森県救急医療情報システム」につきましては、

県内の医療機関や薬局、消防機関などをインターネットで結び、関係機関の情報を

共有するシステムで、運営費の一部を負担しているものです。 

続きまして、「２．健康・医療情報ネットワークシステム事業」につきましては、

八戸市と医師会、歯科医師会、薬剤師会とで運用しているもので、検査データ配信

システムや会員サービスシステムなどの会員向けサービスのほか、一般向けにも在

宅当番医や医療機関案内、健康一口メモなどの情報を提供しているものです。 

続きまして「３．献血推進事業」でございます。市内での献血バスの運行や、各

事業所、学校、各種団体などの献血の実施、ライオンズクラブなどボランティア団

体との協力による街頭献血の実施のほか、各事業所などにチラシ・ポスター等を配

布し、献血の協力を依頼したり、青森県献血推進員による全血及び成分献血の推進

を通じて、献血の普及に努めております。 

97ページにまいりまして、「４．ＡＥＤ普及啓発事業」につきましては、市ホーム

ページへの市内のＡＥＤマップの掲載や、ＡＥＤ本体及び講習用機器の貸出などに

よるＡＥＤの普及啓発に努めるとともに、市民ボランティアサークル「いのちの輪」

と連携し、救命講習会を開催しております。 

続きまして、「５．医療従事者の確保」でありますが、「（１）医師確保対策事業」

につきましては、青森県国民健康保険団体連合会が実施している弘前大学医学生に

対する修学資金貸与事業への負担金を支出しているものです。 

「（２）看護師等修学資金貸与事業」につきましては、市内の養成施設の在学者に

修学資金を貸与するもので、市内の医療施設等における看護師、準看護師の確保を

図るものです。 

最後、98ページに新規貸与者数の実績を載せてございます。ちなみに、今年度は

13名の新規貸与を行う予定となっております。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

会長 どうもありがとうございました。非常に多岐にわたる説明ですが、御質問、御意

見等をお願いします。 

委員 90ページの接種率の向上の取り組みというところで、接種率が92パーセントとの

御説明がありました。県内では最高の接種率であり、皆様の御努力に感謝申し上げ

たいと思っておりますが、その後の催告通知後の接種率は、20パーセントに達して

おらず、19.4パーセントということです。ということは、８割以上が接種に来ない

ということです。接種に来ない犬は、既に死亡しているとか、どういう実態のもの

が来ないのか、そのへんを把握していますでしょうか。 

事務局 詳しくは把握していないのですけれども、一部ですが、死亡しているとか、引越

ししているとか、そういう犬が見られるという報告は聞いております。 

委員 1,500 頭以上の毎年未接種の犬がいて、８割がまだ接種を受けていないというの

が続いているわけです。ここを何とか改善する方法について、獣医師会としてもい
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ろいろな検討をしてみますけれども、保健所でもひとつ、飼い犬飼育指導員の方々

にお手伝いいただくとか、何らかの方法で解消していかないと、ずっとこのまま８

割くらいの犬が未接種のままでいるということになるような気がしますので、もう

一歩突っ込んだ協議をこれからお願いしたいと思います。 

会長 よろしいでしょうか。 

事務局 今のアドバイスを参考に、善処できるようにこれから検討していきたいと思いま

す。 

委員 予防接種の集合注射の場所がけっこうな数になっていますが、今後も場所の確保

は大丈夫でしょうか。いろいろ聞いておりますと、だんだん厳しくなってきている

という話も聞きますし、青森市では個別注射のほうが増えてきて、そちらのほうが

多いとのことで、６割４割くらいになっているんでしょうか。八戸市の場合はまだ

そこまで行っていませんけれども、いずれにしても個別注射が増えてきていて、集

合注射がその分減少しつつあるとのことです。また場所によってはいろいろな事情

で確保できなくなりつつあるという話も聞きますけども、そのへんについてはどの

ようになっているか教えてください。 

事務局 お答えします。昨年度の集合注射については、場所など、前年度と同じように集

合注射を行っておりますが、今年度は、日程とその場所における注射の時間を短縮

するという取り組みをしております。また今後、場所についても改めるところは改

めていきたいと考えております。 

会長 そのほか、何かございますでしょうか。 

委員 ただいま御説明をいただきました 87 ページの生活衛生関係でございます。（１）

に施設の状況がございまして、88 ページの（３）に監視・指導の状況が載っており

まして、先ほどの御説明では３年で全施設をまわるということで、御努力に敬意を

表します。私たち指導センターは、クリーニング所に勤務しているクリーニング師

の研修をしてございまして、法令に基づき３年に一度研修を受けていただくことに

なっております。当指導センターのデータベースでは、県内のクリーニング師さん

は 700 名弱おられまして、そのうち 100 名の方が一度も研修を受けていないという

実態でございます。八戸市の会場は３年に一回開催しますが、今年の７月に開催し

たところでございまして、他市に比べても受講率が高いので、保健所の御指導が行

き届いているのかなと思います。９月からは、座学ではなく通信での研修を実施す

ることになっておりますので、立入検査等でのタイミングで御指導をよろしくお願

いしたいと思います。 

事務局 わかりました。立入検査等のときにこれからも継続して指導してまいります。 

会長 そのほか何かございますか。 

委員 同じ 88 ページの「５．特定建築物衛生関係」とありますが、特定建築物というの

は、どういうことですか。 

事務局 旅館とか興行場など決められた用途の建物で、3,000 ㎡以上の広さを有する施設

のことを特定建築物といいます。市内でいえば、まず公会堂があたりますし、大き

なホテルなども該当します。 
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委員 ありがとうございます。 

会長 よろしいですか。では、そのほかにはございませんか。 

委員 すみません。ＨＩＶについて。現在は、中学校や高校で、講習といいますか、性

教育といいますか、定期的にやっていらっしゃいますか。 

事務局 ＨＩＶの研修というよりも、各小中学校では、性教育の中で、性感染症のひとつ

として、ＨＩＶに関する学びが入っておりますが、なかなか詳しいところまでは。

血液で感染する病気であるということと、現在も世界各国に広がっているという概

要的なものが教科書に載っていると教育委員会から伺ったことがございます。 

委員 そうすると全校で実施しているということですね。 

事務局 性教育の時間帯の持ち方は、各学校のほうで組み立てておりますが、基本的には

保健体育の中で性感染症を取り扱うことになっております。全学校で確実に実施さ

れているかというところは当課では把握してございませんので、後ほど教育委員会

に確認して、委員にお知らせしたいと思います。 

委員 あと、高校になりますとまた違いますか。 

事務局 高校になりますとカリキュラムもまた違っていますので。ただ、青森県のエイズ

対策の一環として、ここ数年間で、県内の高校生に対して、性感染症、ＨＩＶに関

するアンケート調査をして、高校生がどのような知識をどこまで持っているかを調

査しております。それが去年は指定校だけだったんですが、今年度は全部の高校に

実施したいと県教委のほうで申しておりましたので、その結果もまた、機会があり

ましたらお知らせしたいと思います。 

会長 よろしいですか。 

それでは次に、議事の２番「八戸市子育て世代包括支援センターの設置について」

説明をお願いいたします。 

事務局 それでは、八戸市子育て世代包括支援センターの設置について、資料１に基づき

御説明いたします。 

まず、「１．背景」でございますが、妊産婦及び乳幼児の健康の保持及び増進に関

する包括的な支援を行うことにより、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支

援体制を構築することを目的に、八戸市子育て世代包括支援センターを設置いたし

ます。 

「２．概要」でございますが、「（１）設置根拠」は、母子健康法の母子健康包括

支援センターに規定する事業と、子ども・子育て支援法に規定する利用者支援事業

でございます。 

「（２）設置場所」でございますが、市庁別館２階健康づくり推進課内に設置いた

します。 

「（３）設置時期」は、30 年 10 月１日でございます。 

「３．対象者」ですが、市内に住所を有する妊産婦並びに乳幼児及び保護者、そ

の他支援が適当と認めた方でございます。 

「４．事業内容」といたしまして、５つの内容を記載しております。まず「（１）

妊産婦及び乳幼児の実情の把握」ですが、保健師、非常勤助産師等の専門職により、
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すべての妊婦、乳幼児の保護者の面接を実施し、支援に必要となる実情を継続的に

把握していきます。 

「（２）妊娠・出産・育児に関する相談並びに情報の提供、助言及び保健指導」で

は、相談にあたりましては、保健師、非常勤助産師等の専門職が、対象者の気持ち

に寄り添いながら、個別の相談に応じ情報提供するとともに、必要な助言・保健指

導を行います。 

「（３）支援プランを策定し、包括的な支援の実施」では、①母子健康手帳交付時

に全妊婦に面接し、支援プランを作成し、さらに、妊娠・出産・子育てサポートブ

ックの配布をいたします。 

②妊娠８ヶ月から９ヶ月時に、全妊婦に電話による支援を実施し、支援プランを

修正するとともに、出産・育児への助言を行います。 

①・②につきましては、新規事業となります。 

次に、「（４）妊娠出産包括支援事業の実施」といたしましては、新規に、①産後

ケア事業と、②産前産後サポート事業を実施することとしております。 

産後ケア事業は、心身の不調や支援者不在の産婦さんを対象に、委託事業所にお

いて助産師等の専門職によるデイサービス型での決め細やかな支援を実施するもの

でございます。 

また、産前産後サポート事業は、妊産婦の悩みや孤立感の解消を図るため、助産

師等の専門職が随時相談に応じるものでございます。 

「（５）保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整」ですが、特別な包括的支援が

必要な対象者につきましては、関係機関と連携しながら進めてまいります。 

「５．センターの体制と役割」でございますが、健康づくり推進課は、今年度機

構改革によりまして、子育て世代包括支援グループを新設し、既存の母子保健グル

ープ、成人保健グループ、健康推進グループとあわせ、４グループ体制として進め

ております。子育て世代包括支援グループでは、センターの設置・運営・管理に関

する業務を担当し、センター業務は、健康づくり推進課全体で実施してまいります。 

「６．周知」でございますが、まず（１）として、広報はちのへ 10 月号に特集記

事を掲載しますとともに、ホームページにも掲載します。 

（２）として、産科医療機関等、関係機関へのポスター掲示を行います。 

また、（３）として、健康づくり推進課窓口において、妊娠届出時に妊婦さんに個

別に周知してまいります。 

このように、八戸市内の妊産婦さんが安心して妊娠・出産を迎え、子育てができ

るよう、体制の整備に努めてまいります。以上で説明を終わります。 

会長 ありがとうございます。ただいまの説明について、何か御意見、御質問等ありま

すか。特にございませんか。 

これは、今までもやっていたことに、さらに新規事業を加えて、包括的にセンタ

ーなるものを立ち上げるということですか。 

事務局 そうです。今まで以上に、妊産婦さんに切れ目なく支援をするということで、例

えば、今まででありますと、特に病院や関係機関から連絡のあった妊婦さんや、ハ
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イリスクの妊婦さんとの関わりが中心的でしたが、すべての妊産婦さんに決め細や

かに支援するということとか、あとは専門職、助産師の専門職の方も配置して、妊

婦さんのニーズに合わせた対応をしていきたいと思います。 

さらに、産後ケア事業ということで、事業所に委託をして、産後４ヶ月くらいま

での産婦さんを対象にしたデイサービス型でのサービスをするということで、今ま

で以上にさらにサービスを加えて包括的な支援をしてまいりたいと思っておりま

す。 

会長 ありがとうございます。何か御質問ございますか。 

委員 質問ではないのですが、もし可能であればお願いしたいことが一点あります。こ

の事業の中で、妊娠された方にヘルプマークの御案内をするというのをどこかで設

けてもらえればと思います。どうしてもヘルプマークの啓発というか周知というか、

市民に理解してもらうという働きかけが少なく、ポスターの掲示だけという感じに

なっていて、市民もあまり知らない方が多いと思います。そういう中で、ヘルプマ

ークは妊娠初期の方も対象としているはずですので、どこかでそういう案内をして、

希望のあるときにはヘルプマークを配付できるような体制をとってもらえるといい

かなと思います。 

事務局 ありがとうございます。現在は、すべての妊婦さんにマタニティマークのキーホル

ダーを母子手帳交付時に差し上げておりますが、妊婦さんによっては、ヘルプマーク

も必要な方もおられると思いますので、その際には周知していきたいと思います。 

会長 そのほかありますか。 

ないようですので、議事の最後「その他」ですが、委員の皆様から何かございま

すか。よろしいでしょうか。 

では、事務局から何かありますか。 

事務局 それでは、当協議会の今年度第２回目の日程案について御説明申し上げます。 

定例会の２回目は、新年度の事業計画を案件として御説明することとしておりま

すけれども、新年度の事業計画は、予算との関係もございまして、市議会での了承

を得ないと決まらないことになっております。 

このため、後日、会長と日程調整をさせていただきますが、今のところ、来年３

月 20 日の水曜日を第一候補としたいと考えております。 

以上でございます。 

会長 ありがとうございます。特に質問はございませんね。 

それでは、これをもちまして議事を終了し、司会へ進行をお返ししたいと思いま

す。御協力ありがとうございました。 

司会 会長、ありがとうございました。 

それでは、これをもちまして八戸市地域保健医療対策協議会を閉会いたします。 

なお、会議の報酬等につきましては、御指定の口座に後日振込とさせていただき

ます。 

本日はどうもありがとうございました。どうぞお気をつけてお帰りくださるよう

お願いいたします。 

 


