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令和元年度第１回八戸市地域保健医療対策協議会（会議録） 

 

日時：令和元年７月31日（水） 午後１時から 

場所：八戸市庁別館８階 研修室 

出席者：15名 

高木伸也会長、田口豊實副会長、於本章委員、岡本道孝委員、松尾芳明委員、山内正孝委員、 

山田文義委員、馬場優子委員、伊藤恵美子委員、工藤恵美子委員、道尻浩助委員、横町俊明委員、

大久保典佳委員、西村美八委員、安田潤委員 

事務局： 

澤保健所長、山道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、野田保健予防課長、石井保健所副理事兼衛生課長、 

小笠原総合保健センター推進室長 

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

対策協議会」を開催いたします。 

私、本日の司会を務めます、保健総務課山本と申します。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、始めに本日の出席状況を御報告いたします。本日は委員18名中15名

の方が出席されております。委員の半数以上が出席されておりますので、八戸市

地域保健医療対策協議会規則第４条第２項の規定によりまして、会議が成立いた

しますので御報告いたします。 

また、本日の議事は、お手元の次第に沿って進めさせていただきますので、よ

ろしくお願いいたします。 

それでは、本日御出席いただいております委員の皆様に、委嘱状の交付をいた

します。 

市長が皆様のお席にまいりますので、御名前を呼ばれた方は、その場で御起立

いただきまして、委嘱状を受け取られましたら御着席くださるようお願いいたし

ます。 

それでは市長、お願いいたします。 

 （委嘱状交付） 

司会 引き続きまして、市長から御挨拶を申し上げます。           

市長 それでは、一言御挨拶を申し上げます。 

皆様には、八戸市地域保健医療対策協議会委員への就任をお願い申し上げまし

たところ、御快諾を賜り、誠にありがとうございます。 

また、常日頃から、当市の保健衛生分野の推進のために、御理解と御協力を賜

り、深く感謝申し上げます。 

さて、当市は、中核市となる要件が人口20万人以上に改正されて以降、保健所

を持たない市としては最初に中核市に移行しており、平成29年１月１日の保健所

設置から３年目を迎えました。 

市保健所では、県から移譲された医事薬事、感染症対策、精神保健福祉、生活
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衛生、食品衛生、動物愛護など多数の事務を担っておりますが、保健衛生分野を

取り巻く環境の変化や法改正などを踏まえ、適切かつ効率的に保健所業務の推進

を図る必要があると考えております。 

そのため、当市の地域保健及び保健所の運営に関し御審議いただく附属機関と

して、平成29年４月に当協議会を設置したものであります。 

当市といたしましては、保健所が地域保健の中核的役割を担い、保健衛生分野

における市民サービスの一層の向上を図り、健康危機管理体制の強化をするため、

今後とも、積極的に各種施策に取り組んで参りたいと考えております。 

どうか委員の皆様におかれましては、それぞれ専門のお立場から、忌憚のない

御意見を賜りますようお願いを申し上げまして、挨拶といたします。 

司会 引き続きまして、当協議会の会長及び副会長を選任したいと存じます。規則第

４条第１項ただし書の規定により、新たに委員の委嘱が行われた最初の協議会の

議長の職は、市長が行うことになっております。それでは、市長よろしくお願い

します。 

議長（市長） それでは、しばらくの間、議長職を務めさせていただきますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

会長及び副会長につきましては、規則第３条第２項の規定により、委員の互選

により選出することになっております。どなたか御推薦願います。 

委員 

 

会長に高木委員を、副会長に田口委員のお二方に引き続きお願いしたいと思い

ます。 

議長（市長） はい、ありがとうございます。 

ただいま、○○委員から高木伸也委員を会長に、田口豊實委員を副会長に推薦

するとの御発言がございましたが、いかがでしょうか。 

 （異議なしの声あり） 

議長（市長） 異議なしとの声がございましたので、高木伸也委員を会長に、田口豊實委員を

副会長に決定をいたします。 

以上をもちまして、私の職務が終了しました。 

御協力ありがとうございました。 

司会 以上で、会長及び副会長の選任を終わらせていただきます。 

大変申し訳ございませんが、ここで市長は公務のため退席させていただきます。 

ただいま会長席及び副会長席を用意いたしますので、尐しの時間お待ちくださ

いますようにお願いいたします。 

それでは、会長に決まりました高木委員は会長席へ、副会長に決まりました田

口委員は副会長席へ御移動をお願いいたします。 

それでは、高木会長より御挨拶をお願い申し上げます。 

会長 医師会の高木でございます。 

この会の名前のとおり八戸市の保健医療を総合的に、総括的に審議する会でご

ざいますので、皆様方の活発な御意見をよろしくお願いしたいと思います。    

以上です。 
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司会 続きまして、田口副会長より御挨拶をお願い申し上げます。 

副会長 引き続き、副会長をやります田口でございます。よろしくお願いします。 

司会 ありがとうございました。 

ここで、議事に入ります前に、健康部保健所長より事務局職員を紹介させてい

ただきます。よろしくお願いします。 

 （事務局職員の紹介） 

司会 それでは、議事に入ります前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、「次第」、「委員名簿」、「保健所業務

概要 令和元年度版（平成30年度実績）」、「資料１ 受動喫煙防止対策について」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議事録を作成し、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、高木会長どうぞよろしくお願いいたします。 

会長 それでは、早速議事に入ります。 

皆様の御協力を頂きまして、遅くても14時半頃を目途に会議が終了できるよう、

円滑に議事を進めていきたいと思いますので、よろしく御協力をお願いいたしま

す。 

初めに議事の１番「平成30年度保健所事業の実績について」事務局から説明を

お願いいたします。 

なお、御質問、御意見は、案件ごとに事務局の説明が終了した後に受けること

といたします。 

事務局 平成30年度保健所事業の実績について、お手元の「保健所業務概要 令和元年度

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、議題の説明を含めまして、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４ページをお開きください。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、23ページをお開きください。まず、１の「(１)医療監視の状況」でござ

いますが、医療監視は、医療法等に基づき、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。立入検査の実績は、御覧のとおりで、

実施数は延べ回数でございます。 
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なお、平成28年度の実施数が尐ないのは、市の保健所ができましたのは、平成

29年１月であったことから、平成28年度は３か月分の実績しかないためでござい

ます。 

「(２)医療施設等数」は、各年度の３月31日現在の施設数等でございます。 

24ページをお開きください。２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。立入検査の実績は、御覧のとおりでございます。 

「（２)薬務関係施設数」は、各年度の３月31日現在の施設数でございます。 

25ページを御覧ください。「(１)八戸市医療安全支援センター」でございますが、

同センターは平成30年４月に保健総務課内に設置しており、患者からの医療相談

等への対応や、患者又は医療提供施設に対する助言及び情報提供等を行っており

ます。 

「(２)医療相談等」は、受付件数とその内訳でございます。 

26ページをお開きください。「統計報告・調査」でございますが、30年度は、毎

月または毎年度実施される人口動態調査や国民生活基礎調査等を行うとともに、

２年に一度実施される医師・歯科医師・薬剤師調査等を行っております。 

保健総務課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。 

健康づくり推進課では、母子保健事業、成人保健事業、健康づくり推進事業な

ど各種事業を実施しておりますが、その中から、今回は 30 年度、新規に実施した

子育て世代包括支援センター事業について、御説明いたします。 

業務概要の 27 ページを御覧ください。 

１.子育て世代包括支援センターは、昨年 10 月に妊娠期から子育て期にわたる

切れ目のない支援体制の構築を図るため健康づくり推進課内に設置いたしまし

た。 

センターでは、妊産婦及び乳幼児その保護者を対象に、従来からの母子保健事

業に加え、新たに助産師を配置し、支援プランの策定や妊娠・出産・育児に関す

る相談、情報提供、助言及び保健指導等を行っております。 

１）支援プランは、妊産婦が、妊娠・出産・子育てに向けて母子保健や子育て

支援サービスを適正に利用できるよう、母子健康手帳交付時、妊婦さん全員に策

定しており、妊産婦自身が作成する利用計画（セルフプラン）は 1,405 件、さら

に継続した支援が必要な方への養育支援プランは 984 件、合わせて 2,389 件を作

成いたしました。 

また、２）母子健康相談、愛称をはちまむ相談としておりますが、庁舎内にお

ける健康相談は 79 件、電話健康相談は 157 件で、合わせて 236 件でございました。 

 センター開設により、出産して、医療機関から退院後すぐの産婦さんからの授

乳相談や産後の体調不良等の相談が増えております。 

28 ページを御覧ください。(２)産前・産後サポート事業は、妊娠・出産・子育
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ての不安や悩み等について相談支援を行い、妊婦さんが安心して妊娠期を過ごし、

子育てできるようにサポートする事業で、妊娠８～９か月頃の全妊婦さんに、電

話による相談を行っており相談件数は 574 件でございました。 

また、(３)産後ケア事業は、産後４か月以内の産婦及び乳児のうち、支援者や

身近に相談できる方がいらっしゃらない産婦さんで、心身の体調不良により支援

が必要と認められた方で、市内の助産院に委託して日帰りによる支援を行ってお

ります。10 月から３月までで、１組の母子の利用がございました。 

健康づくり推進課の説明は以上でございます。 

事務局  保健予防課です。 

当課からは、予防接種、エイズ予防、結核予防、小児慢性特定疾病、難病、精

神保健について御報告いたします。 

68 ページの、予防接種事業でございます。予防接種法に基づく定期の予防接種

は 13 種類で、平成 30 年度に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・風しんの流行の影響もありまして、接

種率は、ほぼ 100％に近い接種率でしたが、それ以外は目標の 95％に届かないも

のが多く見られ、課題となっています。 

74 ページの任意の予防接種は、先天性風しん症候群の出生を予防するため妊娠

を希望する女性等への風しん抗体検査・ワクチン接種についてで、28 年度までは

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ワ

クチン接種共に全額助成で無料としました。その影響もあってか、28 年度のワク

チン接種者は 375 人でしたが、29 年度より増加し、30 年度は 619 人がワクチン接

種を受けました。 

さらに、風しん対策に関しましては、平成 31 年２月に予防接種法施行令改正に

より成人男性の風しん予防ワクチンが定期接種に追加されました。対象者は、市

から発行されるクーポン券を使い、抗体検査と予防接種を全国どこでも自己負担

なしで受けることができることとなりました。当市では対象年齢の方に今月、ク

ーポン券を発送したところでございます。 

次に 75 ページのエイズ予防関係では、毎月２回匿名で無料の検査を実施してい

るほか、平日受けられない方のために、６月の HIV 検査普及週間と 12 月の世界エ

イズデーの一環として日曜日に臨時の検査日を設けたところ、30 年度は前年度よ

り増え、92 人が検査しました。また、12 月には、市庁本館ロビーにポスター展示

やレッドリボンツリーを設置し、エイズの正しい知識の普及や偏見の解消を図る

ためのキャンペーンを実施しました。 

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の実施でし

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、夜間の検査に変更し、

日中の希望者は市保健所で、夜間の希望者は県保健所で受けられるよう、２つの

保健所が協力して、検査を受けやすい体制を維持しております。 

次に 78 ページから、結核予防事業ですが、当市の結核登録者は 44 人と前年を
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下回っており、結核罹患率を見ても、全国や県よりも低い状況ですが、「ア．の年

齢階級別の表」にありますように、結核患者 44 名中、25 名が 70 歳以上の高齢者

となっています。高齢者は結核を発病するリスクが高い年代であるとともに、自

覚症状の訴えが乏しいことから発見が遅れやすいとも言われております。そのた

め、昨年度は介護施設職員等へ結核予防のための講演会を７回開催しました。今

後も引き続き、関係機関と連携し高齢者等の結核の早期発見・早期治療やまん延

防止に努めていきたいと思います。 

また、近年グローバル化により外国人の長期滞在者も増えており、結核の高ま

ん延国出身者の結核患者が見られ、言葉の壁もあり、対応に苦慮することもあり

ますが、結核研究所の多言語パンフレットなどのツールを活用するなどしてまん

延防止のため対応しております。 

次に、83、84 ページの小児慢性特定疾病でございますが、30 年度新規に、小児

慢性特定疾病の児童等を対象に歯科医師や歯科衛生士を講師に口腔ケアの講演会

や実技を行い、合わせて交流会も実施したところ、参加者の疾患はさまざまでし

たが、そのお子さんに合った具体的なアドバイスを聞けてよかった、保護者同士

も交流できて楽しかったと好評でした。 

86 ページからは、難病関係事業ですが、難病医療講演会は前年度より 1 回回数

を増やし、テーマに合わせて医師や栄養士等の講演や相談、患者会から活動内容

の紹介を行い、必要時、家庭訪問等へつなげております。 

最後に 89 ページの精神保健福祉関係ですが、精神保健福祉法に基づき、通報や

精神科入院届出等の受理・進達の他、精神保健福祉相談を実施しております。 

「３.の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１～２時間掛かり、丁寧に本

人や家族に助言指導をいただいております。医師の相談に、精神保健福祉士や保

健師による随時の相談も合わせますと相談件数は年間 841 件で、前年度より約 300

件の増加です。相談内容は、家族が本人の問題行動に対応できなくなったり、症

状が気になり「本人を受診させたい、入院させたい」というものや、日常生活の

送り方、福祉サービスの利用、通院や服薬について等でした。その他の事業につ

いての実績は資料のとおりでございます。 

保健予防課からは以上でございます。 

事務局 衛生課の所管する業務について御説明をいたします。 

91 ページをお開きください。まず、食品衛生関係について、御説明をいたしま

す。食品衛生法に基づく営業許可につきましては、公衆衛生の被害が多い順に法

定で 34 業種指定されてございますが、その内八戸市内には 27 業種 5,683 件の許

可施設がございます。これについては、平成 30 年度は延べ 1,515 件の監視を行っ

たところでございます。 

続いて、92 ページをお開きください。営業許可を要しない施設につきましても、

給食施設等につきましては、管内には 1,714 件ございまして、監視件数は延べ 494

件でございました。これらの食品衛生法に基づく許可施設、許可を要しない施設
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につきましては、昨年６月に法律の改正がございまして、今後見直しが行われる

予定となっております。 

続きまして、93 ページの食品の収去検査の実施状況を御説明いたします。不良

食品の排除、適正な表示を徹底させるために、製造所及び販売所の監視指導を行

ったほか、食品を収去し、理化学、細菌学及び放射性物質の検査を実施していま

す。昨年度収去した 79 検体は、すべて規格基準に適合しているものでございまし

た。 

続いて、94 ページをお開きください。不良食品等の発見と措置状況でございま

す。保健所による監視、消費者の皆様からの通報などにより発見された不良食品

については、製造者に対し改善指導を行うとともに、必要な行政措置を講じるな

ど再発の防止に努めております。昨年度の不良食品の発生件数は、29 件でござい

まして、表に記載されております 31 件は延べ件数となっております。 

 行政処分等の状況です。平成 30 年度の行政処分等については、食品表示法の違

反で、アレルゲンの表示がなされていなかったというもので、改善勧告１件でご

ざいました。 

続いて、「(６)食中毒の発生状況」平成 30 年度は、食中毒事件はございません

でした。 

続いて、95 ページでございます。魚介類行商等の登録、これは青森県条例に基

づき登録を行っておりますが、平成 30 年度は、アイスクリーム類行商の１件のみ

でございました。 

「(８)講習会の実施状況」でございます。延べ 26 回、受講者数 1,378 人でござ

いました、これは主として食品等の関係業者の皆様を対象としたものでございま

す。 

 続いて、95 ページの化製場等の関係でございます。市内には獣蓄の肉、皮、骨、

臓器等を原料として皮革・油脂・にかわ・肥料・飼料・その他の物を製造するた

めに設けられた施設、３施設が許可を受けております。 

続いて、96 ページをお開きください。「(２)化製場法第８条で規定される施設」、

これは獣蓄以外、魚介類又は鳥類の肉、皮、臓器等を原料として製品を作る施設

でございます。それらを貯蔵する施設がございまして、９施設が許可を受けてい

ます。 

続いて、(３)の死亡獣蓄取扱場の設置状況でございます。これは、死亡獣蓄の

解体、焼却、滅却のために設けられた施設でございまして、２施設が許可を受け

ています。 

続いて、96 ページの「３.生活衛生関係」について御説明します。生活衛生関係

営業施設につきましては、理容所・美容所・クリーニング所・旅館業の旅館・ホ

テル等含めまして 1,201 件の許可を所管しています。それらの監視状況につきま

しては、97 ページの方に詳細をお示ししております。 

97 ページの８.家庭用品の関係でございますが、これは「有害物質を含有する家

庭用品の規制に関する法律」に基づく業務でございまして、市内に流通する布製

品、例えば赤ちゃんのよだれ掛け等を購入しまして、繊維製品 16 検体中のホルム
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アルデヒドを検査したところ、昨年度は基準値を超えるものはございませんでし

た。 

続いて、98 ページをお開きください。動物愛護関係事業につきましては、まず

狂犬病予防法に基づく、犬の登録・狂犬病予防注射について、昨年度の八戸市内

での登録頭数は、8,934 頭、これは過去５年間の傾向で漸減しているものでござい

ます。 

続いて、「(２)の狂犬病予防注射」でございますが、昨年度も引き続き、春と秋

の集合注射を実施しております。予防注射につきましては、各動物病院での接種

も受けられるということでございまして、昨年度の注射頭数は、8,309 頭で接種率

は 93.0％で、これは、県内の他の市町村と比べても、高くなっています。 

続いて、99 ページの「(３)接種率向上の取り組み」としまして、未注射の犬の

飼い主の方に、まずはがきを送付して勧奨し、さらに接種されていない飼い主の

方については、「飼い犬飼育指導員」である嘱託の職員が訪問し、注射の接種と適

正飼育について指導を行っております。 

その次 99 ページ、保健所設置により狂犬病予防法、動物の愛護及び管理に関す

る法律、青森県の動物の愛護及び管理に関する条例に基づき、放浪犬の捕獲・抑

留・返還、犬猫の引取り、負傷動物の収容・治療、犬による咬傷事故の対応、ペ

ットの苦情相談等の業務を行っております。 

 「(１)捕獲・引取り・収容状況」です。犬につきましては、昨年度、返還、譲渡、

殺処分を合わせて 70 頭を扱っております。 

続いて、100 ページでございます。猫につきましては、返還、譲渡、殺処分を合

わせて 128 頭を扱っております。 

「（２)苦情・相談等処理状況」でございますが、犬につきましては、106 件の相

談・苦情をお受けし、適正飼育のための指導を、現地に出向いたり、あるいは電

話で行っております。 

猫でございますが、135 件の指導等を行っております。 

続いて、101 ページでございます。「(３)咬傷事故」につきましては、昨年度、

咬傷事故は、６件発生いたしまして、加害犬の飼い主及び被害者の方にそれぞれ

お伺いして面談し、再発防止指導を行っております。 

以上でございます。 

事務局 それでは、資料の 102 ページをお開き願います。 

 「20 地域医療の推進」につきましては、総合保健センター推進室で所管してご

ざいます。 

 「１.医療体制の確保」についてですが、「(１)の一次救急医療体制」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。30 年度は９医療機

関の御協力をいただきました。 

「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。 
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103 ページに参りまして、「③八戸市休日夜間急病診療所」は、休日又は夜間に

おける急病患者へ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)の二次救急医療体制」として、土曜日、休日又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、市民病院を初めとして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。104 ページに実績を掲

載しております。 

続きまして、「(３)の三次救急医療体制」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

制の救急救命センターを設置し、運営費を負担しているものです。 

105 ページに参りまして、「(４)連携中枢都市圏事業」として、「①医師派遣事業」

は、連携協約の規定に基づき、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医師を派遣しているものです。田子診

療所への派遣については現在休止中でございます。 

「②ドクターカー運行事業」は、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す。 

 106 ページに参りまして、「(５)の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、その運営費の一部を負担しているものです。 

県民向けシステムでは、医療機関の基本情報やアクセス方法などを検索するこ

とができ、休日、夜間の救急医療を担う休日夜間急患センターや休日夜間当番医

等の情報も見ることができるものです。 

また、医療機関や消防機関向けシステムでは、救急患者や転送を必要とする重

症救急患者に対して適切な医療を確保するため、市内や近隣市町村の医療機関の

応需状況や空きベッド数を管理しており、消防機関等の搬送業務の効率化が図ら

れております。 

「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、一般の方向けにも在

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おります。 

「３.献血推進事業」につきましては、青森県の赤十字血液センターに協力を受

けているといった形ではございますが、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等の

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、献血思想の普及に努めております。 

 107 ページに参りまして、「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。 
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「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ことで、市内の医

療施設等における看護師、准看護師の確保を図るものでございます。 

説明は以上でございます。 

会長 ありがとうございました。それでは、ただいまの説明について、御質問、御意

見等お願いしたいと思います。 

委員 動物愛護関係のことで何点かお伺いします。 

１つは、春の犬の登録、予防注射は終わったわけですが、秋は、消費税が 10％

に上がるわけですけども、料金等についてはどのようになっているのでしょうか。 

事務局 本年秋の集合注射における注射代金及び注射済票交付手数料については、徴収

事務を委託している（公社）青森県獣医師会と調整の結果、消費税 10％に伴う変

更を行わないこととしております。 

委員 それともう１つですね、動物愛護センターについてです。動物愛護関係にすべ

て関連するわけですけども、今の進捗率、進捗状況はどうなっているのでしょう

か。だいたい目途が立っているのかどうか、わかっている範囲でお知らせいただ

けませんでしょうか。 

事務局 動物愛護施設に関しては、保健総務課が所管しておりますので、私から回答い

たします。 

動物愛護施設の整備に関しましては、中核市移行計画の中に保健所設置方針と

いうものがありまして、中核市移行後の早い時期の整備に向け準備を進めていき

たいと載せてございまして、平成 29 年の１月に中核市に移行して保健所を設置し

たわけですけども、翌年度、要は平成 29 年度に三八支部獣医師会、北里大学獣医

学部の教授、動物愛護団体、行政機関を交えて市の動物愛護施設に関しての意見

をいただきました。 

それを受けまして、市の施設の規模であるとか、費用であるとかを検討してお

りまして、それに似合った候補地を、現在は検討している最中でございまして、

はっきりとはここでは中々申し上げにくいところではございますが、そういった

状況でございます。 

委員 県の動物愛護センター整備の時も、動物の愛護の部分とそれ以外の部分となり

ますと摩擦が起きるんですよね。一緒にするとなると中々理解が得られなかった

り、抵抗があったりしている経過があるわけですが、八戸の場合もやはりそうい

ったことを十分考慮しながら進めないと行けないのかなと思いますので、今後も

十分検討して進めていただきたいと思います。 

もう１つすみません、動物愛護法の改正でマイクロチップの装着・挿入が義務

化されました。これについて今後の啓蒙というのでしょうか、やはり周知を徹底

していかないと中々スムーズに行かないと思うのですが、それについてはどのよ

うな考え方でこれから進めていくつもりなのか、お聞きしたいです。 
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事務局 法改正により、マイクロチップの犬猫等販売業者に対する義務化が明示された

わけですけども、その詳細、どのように具体的に進めて行くかにつきましては、

政令、省令に基づいて進めていくことになろうと思います。環境省の説明会等を

踏まえ、青森県内の状況も考慮しながら、また獣医師会の方にも御相談をしつつ、

進めさせていただきたいと考えております。 

委員 わかりました。ありがとうございます。 

会長 その他ございますか。特にございませんか。 

 (特に発言なし) 

会長 私から１つよろしいでしょうか。 

最近の報道を見ると、食中毒の話なのですが、いわゆるアニサキスですね。ア

ニサキスによる食中毒という言葉を使うのですが、まあ、昔からあるわけですけ

ど、あまり食中毒という捉え方を医療関係者はしてこなかったのですが、保健所

としてはどのようにお考えでしょうか。 

事務局 アニサキスを原因とする食中毒といいますか、症例につきましては、先般厚生

労働省からＱ＆Ａの更新が公表されており、尐なくともアニサキスが検出される

魚種というのは明確でございますので、それを飲食店で供する場合には、付着し

ていないかどうかを確かめるというのは可能でございます。そういった知識等を

持って十分な対応を取らなかったということで、飲食店を食中毒の原因施設とす

ることについては、特段問題がないということになっております。 

ただ、今御指摘のように、サバやアジについては、アニサキスが付着している

可能性がありますので、食中毒に係る行政処分については、必要な期間・範囲で

合理的な内容とするようにといった通知が出ております。 

ただ、先ほど申し上げたとおり、飲食店でできることはあるのではないかとい

うことで、食中毒事例として取り扱っているということでございます。 

会長 中々難しいですよね。例えば、八戸市ではしめ鯖が有名ですけでも、あれにも

いるんですよね。あれも全部言われると大変な話になるわけですが。どうでしょ

うか、その辺もやはり業者に指導ですか。 

事務局 営業として、飲食店等でお出しになるものについては、きちんと目視で確認を

した上で提供していただくということが重要であると思います。 

副会長 私も、昔なったことがあるんですよ、タコで。ボイルしたタコの真ん中に柔ら

かいところありますね、そこにいたみたいです。七転八倒しました痛くて、胃カ

メラを入れてたぶんそれだろう、アニサキスだろうと言われたのですが、タコも

危ないね、私好きなもんですから。ボイルしている真ん中のトロトロしたところ

にいたっていう話です。ちゃんとボイルしなかったんだろうね。 

事務局 御意見ありがとうございます。 

私どもの方も、原因を限定することなく、きちんと調査をさせていただこうと

思います。 

会長 その他何かございますか。よろしいですか。 

 (特に発言なし) 
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会長 それでは次に、議事の２番「受動喫煙防止対策について」事務局から説明願い

ます。 

事務局 それでは、受動喫煙防止対策について御説明いたします。資料１を御覧くださ

い。 

まず、「１.背景」でございますが、平成 14 年に制定された健康増進法では、多

数の者が利用する施設を管理する者に受動喫煙防止のため、必要な措置を講ずる

よう努めることとされてきましたが、国民の一層の健康増進を図るため、平成 30

年 7 月に健康増進法の一部が改正されました。改正健康増進法では、望まない受

動喫煙を防止するため、多数の者が利用する施設等の区分に応じて、一定の場所

を除き喫煙を禁止するとともに、施設等の管理について権原を有する者が、講ず

べき措置等が定められました。令和２年４月の全面施行にむけて、段階的に施設

等の区分に応じた対策が施行されています。 

次に、「２.健康増進法の改正」について御説明いたします。 

「(１)基本的な考え方」は、「望まない受動喫煙をなくす」など３つ、掲げられ

ております。 

「(２)国及び地方公共団体の責務」として、受動喫煙に関する知識の普及や必要

な環境整備など受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよ

うに努めるとされております。 

「(３)施設の類型ごとの禁煙措置」でございますが、まず、第一種施設は、多数

の者が利用する施設のうち、学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎等など

が対象で、対策は、『敷地内禁煙』ですが、施設の屋外で、受動喫煙を防止するた

めに必要な措置がとられた場所に「特定屋外喫煙場所」を設置することはできま

す。今年 7 月 1 日に施行されております。 

第二種施設は、多数の者が利用する施設のうち、第一種施設及び喫煙目的施設 

以外の施設、例えば、事務所、工場、ホテル・旅館、飲食店等でございます。対

策は、『原則屋内禁煙』で、屋内の一部に「喫煙専用室」や「指定たばこ専用喫煙

室」を設置することができ、令和２年４月１日から施行されます。 

なお、表の下の※印２でございますが、飲食店のうち既存特定飲食提供施設―

―いわゆる小規模飲食店――は、別に法律で定める日までの間、屋内の全部又は

一部を喫煙可能室として設置することができますが、この場合、市に届出が必要

となります。届出の様式等は、今後ホームページ等でお知らせいたします。 

次に資料裏面の「(４)義務内容及び義務違反時の対応」については、義務とし

て、全ての者は、喫煙禁止場所における喫煙の禁止など、また、施設等の管理権

限者等は、喫煙禁止場所での喫煙器具・設備等の設置禁止等がございます。 

②に義務違反時のことが書かれていますが、まず、義務違反時には、｢指導｣を

行い、指導に従わない場合等には、義務違反の内容に応じて勧告・命令等を行い、

改善が見られない場合に限って、罰則(過料)が適用されます。 

「３.市の取り組み」でございますが、「(１)八戸市市有施設等における受動喫

煙防止対策ガイドライン」を本年６月に策定いたしました。策定の目的とします
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と、市民をはじめとする施設等の利用者及び職員の健康の保持増進を図り、快適

で良好な施設環境の形成を促進することでございます。 

「③受動喫煙防止対策」でございますが、第一種施設及び第一種施設に準ずる

施設は、小中学校、病院、市庁舎、地区公民館等で、資料には記載されておりま

せんが、158 施設ございます。本年７月１日から、特定屋外喫煙場所の設置を認め

ない、敷地内完全禁煙といたしました。 

また、第二種施設や公園などの屋外空間も令和２年４月１日から敷地内完全禁

煙を目標に検討しているところでございます。 

「(２)第一種施設への周知」をいたしました。対象と思われる施設へ健康増進

法改正にともなう受動喫煙防止対策についての文書を６月に送付させていただき

ました。資料に記載されていませんが、845 通、市内の第一種施設及び第二種施設

へ送付させていただきました。 

「(３)市民への周知」としましては、広報はちのへ６月号及び市ホームページ

に、健康増進法改正についての記事を掲載しており、今後は、令和２年４月の全

面施行にむけた記事も掲載する予定としております。 

以上で説明を終わります。 

会長 この件について、何か御質問、御意見等ございますでしょうか。 

 (特に発言なし) 

会長 それでは議事の最後「その他」ですけども、事前の質問はありませんでした 

が、委員の皆様から何かございませんか。 

 (特に発言なし) 

会長 事務局の方から何かありますか。 

事務局 事務局からは２点報告がございます。 

１点目でございますけども、初めての委員もおられますので、当協議会の開催

に関することを簡単に御説明したいと思います。当協議会には、定例会と臨時会

の２つがございます。臨時会は文字通り、臨時で開催するものでございますけど

も、定例会は年２回開催することとしております。 

１回目の定例会は、前年度の実績を御報告し協議する場として７月もしくは８

月に開催しておりまして、２回目の定例会は、新年度の事業計画を御報告し協議

する場として、３月末に開催することとしております。 

次回、２回目の定例会ということになるんですけども、その開催は来年の３月

末ということになりますが、開催日程につきましては、近くなりましたら調整さ

せていただきたいと思っております。 

２点目でございますが、公募委員に関するものでございます。本年４月に本協

議会の委員の公募を行いました。２名の募集に対して１名の応募があったわけで

すが、選考の結果、不採用となったものでございます。 

公募委員が２名欠員となっておりますので、来年度の会議に向けて、再公募の

実施を検討して参りたいと考えているところでございます。 

報告は以上でございます。 
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会長 その他ございますか。よろしいですか。 

委員 こうゆうところで聞くのはどうかと思ったんですけども、実は１週間ほど前に

東京の知り合いのところ、居酒屋なんですがそこに行った時にそこに勤めている、

八戸の高校を卒業して、大学で資格を取って、看護師の仕事をされている子がい

ました。その子が、アルバイトでいるんですが、非常に八戸の救急医療に興味が

あるということで、現在は東京の下町の方にある病院で勤めているんですが、本

人は帰ってくる気はあるんだけどもということなので、看護師の中途の採用とか

そういうものはあるのでしょうか。私全くわからないんですけども、市民病院で

はですね。 

事務局 ３年ほど前の話になるのですが、市民病院では、毎年だいたい 40 名ぐらい定期

で募集していまして、その時の応募者が、市民病院は比較的多くて、定員以上に

応募がありました。だいたい 40 名とそれに補欠 10 名とか 20 名とか採用するんで

すけども、そこから、合格者がぽつぽつ抜けるんです。一時、補欠の方を入れて

も定員に満たなかったことがありました。そういう時には、管理会議等の場で、

随時募集のような形をとっても良いのではないかという話になりました。弘前大

学は、常時随時募集としていることも聞いていましたので、市民病院でもやって

もいいんじゃないかという話も出たのですが、最終的には、随時募集までは実施

しなかったと思います。ただ、欠員が出ている場合は、そうゆう応募があれば検

討になる可能性はあるかと思います。 

委員 問い合わせをさせていただければということですかね。 

事務局 それは、構わないと思います。 

委員 今、私は八戸地区雇用対策協議会の会長もやっているのですが、昨今、県もそ

うですが、Ｉターン、Ｕターン、Ｊターンというものが、行政を始め、労働局、

ハローワークでも積極的に行っています。八戸でもそうですが。 

全体を見ていますと、有資格者の方の人員が確保されていないということは、

非常に医療としてどうなのかなと思ったわけです。 

八戸市は全国的に救急医療が注目されている。そこに、非常に興味があって、

それを職業としてやっている優秀なお子さんがいるということで、聞いた次第で

ございます。 

本人の方にも、もし可能性があったら問い合わせしてみなさいということは伝

えたいと思います。 

事務局 あくまでも、市民病院に関してということですけども。 

委員 ありがとうございます。 

委員 １つ補足させていただきます。 

たぶん、救急医療に興味があるなら方ならお分かりだとは思うのですけど、年

齢制限がありましてそれを段々上げてきていて、40 代前半まで上がってきていま

す。 

委員 全然若い方です。 

委員 問題ございません。 
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会長 その他ございませんか。よろしいですか。 

 (特に発言なし) 

会長 それでは、これをもちまして議事を終了しまして、司会の方へ進行をお返しし

たいと思います。御協力ありがとうございました。 

司会 高木会長、ありがとうございました。 

それでは、これをもちまして令和元年度第１回八戸市地域保健医療対策協議会

を閉会させていただきます。 

なお、会議の報酬等につきましては、後日御指定の口座に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。 

 


