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令和元年度 第２回八戸市地域保健医療対策協議会（会議録） 

 

日時：令和２年３月19日（木） 午後１時から 

場所：八戸市庁別館２階 会議室Ⅽ 

出席者：13名 

高木伸也会長、田口豊實副会長、岡本道孝委員、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、工藤恵美子委員、道尻浩助委員、齋藤稔委員、大久保典佳委員、西村美八委員、

安田潤委員 

事務局： 

佐々木健康部長、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 それでは定刻より少し早いですけども、皆さんお揃いになりましたので、ただ

いまより、令和元年度第２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

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17名中、13名

の方が出席されております。委員の半数以上が出席しておられますので、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、お手元の本日お配りした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  みなさんこんにちは。年度末の大変お忙しい中、またコロナウイルスが流行し

ている中、御出席いただきありがとうございます。本来であればこういった中、10

人以上の会議を開催するのはどうかと思うのですが、できるだけ早い時間に終わ

らせるのが鉄則ですので、特に事務方は説明を的確に簡潔にして、円滑に進める

ようにしてください。よろしくお願いします。 

司会 ありがとうございます。それでは、議事に入る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、「資料１ 令和２年

度保健所業務進行管理表」、「資料３ 新型インフルエンザ等対策に係る住民接種の

実施計画の策定について」、「資料４ 委員の再公募の実施について」、「資料５ 令

和２年度健康部の組織体制(案)について」、そして、冊子となっております、「いの

ち支える八戸市自殺対策計画」、こちらのほか、本日追加資料といたしまして、あ

らかじめお送りしておりました資料の差替えとなります、会議の「次第」、「資料２ 

いのち支える八戸市自殺対策計画の策定について」となります。その他に、「委員

名簿」、「席図」、「資料６ 新型コロナウイルス感染症対策について」、「資料７ 事前

質問等について」、こちらの方をお配りしております。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。 
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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、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、議事に入ります。先ほども言いましたけども、できるだけ円滑に進行

するように御協力をお願いいたします。 

初めに１番「令和２年度保健所事業計画について」事務局から説明をお願いし

ます。 

なお、御質問、御意見等は、案件ごとに事務局の説明が終了した後に受けること

といたしますので、よろしくお願いいたします。 

事務局 令和２年度保健所事業計画につきまして、お手元の「資料１ 令和２年度保健 

所業務進行管理表」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、本日の説明は、全員着座にての説明とさせていただきます。失礼いた 

します。 

 それでは、私からは保健総務課の所管業務について御説明いたします。１ペー 

ジ目をお開きください。資料１では本年度の計画と比べて追加や変更となった業 

務を、灰色塗りとしております。 

まず、総務企画グループの事業計画ですが、「地域保健対策の推進」と次の

「保健所長会」は例年どおりでございますが、地域保健対策の推進中、健康危機

管理体制には新型コロナウイルス感染症対策が含まれております。 

「動物愛護施設の整備」につきましては、A 委員から、事前質問をいただいて

おりますので、私の説明の最後で説明をしたいと思います。 

「保健衛生統計業務」につきましては、来年度は６年に１度全ての調査が行わ

れる年度となっております。毎年度実施する人口動態調査等を行うほか、２年に

１度行われる、医師・歯科医師・薬剤師調査、３年に１度行われる、医療施設静

態調査等を行います。 

「大規模災害に備えた体制の強化」につきましては、昨年の台風第 19 号によ

る被災地への保健師チームの派遣を踏まえて、被災した他の自治体への保健師等

の応援派遣に備えた体制を強化するとともに、当市が被災地となった際の支援の

受入れ体制を整備するため、広域的な保健医療活動の調整に係る市災害対策本部

関係各班と、青森県との連携強化に取り組んで参ります。 

 「保健所移転」につきましては、今年６月の総合保健センターへの移転に向 

け、必要な準備や引越し作業を行います。 

 ２ページを御覧ください。医事薬事グループの事業計画について御説明いたし 

ます。「医療機関等に対する監視指導業務」、「薬局等の薬事関係施設に対する監 

視指導業務」、「医療安全支援センターの運営」は、例年どおりでございます。
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「業務に従事する歯科技工士、歯科衛生士、保健師等の把握」として、２年に 

１度行われる、歯科技工士等の届出の受理を行います。 

最後に、動物愛護施設の整備についての事前質問にお答えいたします。資料７

を御覧ください。事前質問の No.１A 委員から、当市の動物愛護施設の整備の進捗

状況及び獣医師採用状況について御質問がございました。以下回答になります。

当市では、抑留した犬猫の収容、所有者への返還、譲渡に必要となる動物愛護施設

の整備に向けて、平成 29 年度に、地域の専門家からなる動物愛護施設に関する意

見交換会を開催して、施設の機能や関連施策について御意見をいただきました。

平成 30 年度からは、意見交換会での意見や、他自治体における事例等を参考とし

ながら、施設に必要となる機能や規模、その規模に見合った候補地案とともに施設

の具体的な運営方法についても検討しているところであります。候補地案につきま

しては、施設を訪れる方々のアクセスのしやすさへの配慮や犬・猫を保護収容す

る施設であることから津波による浸水などの災害リスクの極力少ない場所への立

地など、様々な要素を総合的に勘案しながら現在検討を進めております。時期は

未定でございますが、今後候補地案の検討が終了した場合は、候補地周辺の住民

への説明会を経て、基本構想を策定したいと考えております。次に、獣医師の採用

状況ですが、市ではこれまでも計画的な採用に努めており、今年度は３名を採用

し、来年度の採用は３名を予定しております。なお、動物愛護施設に係る人員につ

いては、基本構想策定後に採用を開始したいと考えております。 

保健総務課の事業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計画について御説明申し上げます。当課

からは、新年度に新規で実施する事業を２つ御説明いたします。 

まず、１つ目は、３ページの一番下の段に記載しております、７番「ピロリ菌対 

策事業」でございます。ピロリ菌は、胃の表層粘膜に生息する細菌で、感染が長期

間続くと、胃がんのリスクが高くなります。早期にピロリ菌感染を発見し、将来の

胃がん発生を予防することを目的に中学２年生を対象にピロリ菌検査を実施いた

します。主に親から子への家庭内感染が疑われておりますので、中学生の親世代

への啓発や将来の家庭内感染の予防にもつながると期待しております。実施方法

につきましては、現在、すでに実施しております中学２年生の貧血検査と同時に、

血液検査で実施し、さらに詳しい検査が必要な場合は、二次検査として尿素呼気

検査、検査用の薬剤を服用し、一定時間おいて、呼気検査を実施するという検査を

実施いたします。 

次に、２つ目でございますが、４ページの一番下の段を御覧ください。11 番 

「産婦健康診査」について御説明いたします。産婦健康診査は、産後うつの予防や

新生児への虐待予防等を図る観点から、産後２週間、産後１か月などの出産後間

もない時期の産婦さんへの健康診査を２回まで助成する事業で、10 月からの実施

を予定しております。 

以上で健康づくり推進課の説明を終わります。 

事務局 保健予防課から説明させていただきます。資料の７ページを御覧ください。「予
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 防接種事業に関する業務」の取組方針のところで、乳幼児等と書かれております、

①から予防接種の名前が書かれておりますが、⑫のロタウイルスに関して御説明

させていただきます。ロタウイルスは、乳幼児における急性胃腸炎の主な原因で

ございまして、発熱や嘔吐、激しい下痢などの症状を引き起こします。このロタウ

イルスワクチンにつきまして、国では定期接種としまして、今年度実施は令和２

年 10 月１日から実施となります。対象者は令和２年８月１日以降に生まれたお子

さんで、ワクチンは２種類ありますが、生後６週間後から 27 日間隔で２回、ある

いは３回接種するもので、ワクチンは注射ではなく経口摂取ということでござい

ます。 

次に、風しんの追加的対策について御説明申し上げます。これは、今年度から実

施しております、風しんの感染拡大を防止するため、成人男性を対象としまして、

風しんワクチンの定期接種化となったものでございます。今年度の対象者は、40

歳から 57 歳の男性ですが、今年度は 40 歳から 47 歳の方に７月にクーポン券を送

付しました。クーポン券の有効期間が今年度末まででございましたが、令和３年

度末まで、延長となりました。その対象の方や未接種の方には、２月に再勧奨のハ

ガキを通知しております。さらに、47 歳から 57 歳の方には３月末にクーポン券を

送付する予定です。来年度の春４月以降の健診の機会に、このクーポン券を使っ

てぜひ抗体検査を受けてほしいと思っております。接種率につきまして、全国的

にも低い状況でございます。当市でも、２月末現在で約 16％という状況ございま

すので、該当になる方は是非受けていただきたいと思います。周知につきまして、

広報やホームページで行っておりますが、先般八戸商工会議所の商工ニュースの

方にも掲載させていただきまして、事業所健診の機会にも、是非受けてほしいと

いうことをお願いしております。 

続きまして下の方になります、「感染症の予防及びまん延防止に関する業務」、

感染症ネットワーク構築事業について御説明させていただきます。これにつきま

して、昨年 VRE アウトブレイクを経験しまして、地域における感染症の蔓延防止

対策に一体的に取り組む必要があると感じました。そのため、関係機関との地域

ネットワークを顔の見える関係の下で構築しまして、情報共有、連携、相互支援を

行いたい、そこでまず来年度は、入院施設のある医療機関の方々と情報交換や研

修の場を設けたいと考えております。 

続きまして８ページの方に、「小児慢性特定疾病事業に関する業務」で、日常生

活用具給付について御説明させていただきます。この事業は、これまでは障がい

福祉課の所管でございましたが、来年度から当課所管になり新規事業となります。

小児慢性特定疾病の医療費助成や、自立支援事業も当課が担当しておりましたの

で、あわせて実施することになりました。この事業は、小児慢性特定疾病児童等に

対し、日常生活の便宜を図ることを目的に日常生活用具である、特殊ベットや特

殊マット、痰吸引器等を給付するものでございます。 

保健予防課の事業説明は以上でございます。 

事務局 それでは、衛生課の業務につきまして、９ページから 10 ページにわたり御説明
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 するとともに、資料７の事前質問に対してもあわせてお答えいたします。 

まず、「食品衛生業務」でございますが、飲食店等の食品衛生営業施設の調査及

び許可業務並びに食品衛生法に規定する八戸市食品衛生監視指導計画に基づく立

入検査及び指導等を例年どおり実施いたします。 

灰色塗りの部分でございますが、HACCP に沿った衛生管理の周知・普及について

は、平成 30 年６月に改正された食品衛生法の一部施行を迎えることから、令和２

年度は周知活動や説明会、講習会を開催いたします。 

 次に、「犬の登録及び狂犬病予防注射業務」でございますが、引き続き狂犬病予

防法に基づく業務を適切に推進して参ります。 

 次に、10 ページに参りまして「動物の愛護と適正な飼養に関する業務」でござ

います。咬傷事故、苦情に迅速かつ適切に対応するほか、捕獲、収容、返還、譲渡、

負傷動物の治療等により動物の愛護及び適正管理の推進を図って参ります。 

次の、「専用水道等に係る業務」でございますが、上水道等圏域水道企業団の行

う事業などを除く、専用水道等の飲料水の衛生確保を図って参ります。 

最後に、「生活衛生関係施設に係る業務」でございますが、理容所、美容所、ク

リーニング所などの生活衛生営業六法施設の衛生水準の維持向上のため、申請に

よる確認等の手続き、立入検査による監視指導を行うとともに、レジオネラ症対

策要領に基づき、発生防止のための適正管理指導を行って参ります。 

資料７を御覧ください。事前に頂戴しておりました御意見等に対してお答えを

させていただきます。No.２B 委員から頂戴した御意見でございますが、従前より

講師派遣依頼に対しては、内容や日程等により可能な限り対応してきたところで

ございます。引き続き、食品衛生思想の普及啓発や HACCP に沿った衛生管理の推

進のため、相互に連携して取り組んで参りたいと考えておりますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

続いて No.３生活衛生関係施設に係る業務に関する御意見でございます。当市で

は、定期的にクリーニング所の立入検査を実施し、クリーニング師及び営業者に

対して、研修及び講習参加を指導しております。また、クリーニング師の異動など

営業者の届出事項に変更が生じた場合には速やかに届出を行うよう、引き続き周

知・指導を行って参ります。 

同じく No.４受動喫煙防止対策について、送付いただいたパンフレットを衛生課

入口付近の廊下及びカウンター窓口に備え付け、生活衛生関係営業者に対して周

知を行っております。問合わせがあった場合には、適切に御紹介いたしますので、

よろしくお願いいたします。 

以上で説明を終わります。 

会長 ありがとうございました。それでは、御質問、御意見等ございませんでしょう

か。A 委員よろしいでしょうか。 

A 委員 はい。 

会長 B 委員はよろしいでしょうか。 

B 委員 結構でございます。 
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会長 その他御意見、御質問ございませんか。 

 (特に発言なし) 

会長 よろしいようなので、次に２番「いのち支える八戸市自殺対策計画の策定につ

いて」事務局から説明お願いします。 

事務局 それでは、「いのち支える八戸市自殺対策計画」の策定について御説明申し上げ 

ます。本日、お配りした資料２を御覧ください。 

まず、「１の計画策定」の趣旨でございますが、全国の自殺者数は、平成 10 年に 

３万人を超えて以後、高止まりの状態が続いておりましたが、平成 18 年に自殺対

策基本法が制定され、近年は減少傾向に転じております。当市においても、ピーク

時より減少しておりますが、いまだ、年間 40 人以上の方が、自殺により亡くなっ

ており、人口 10 万人当たりの自殺者数を示す自殺死亡率は、全国の数値より高い

状況でございます。こうした中、自殺対策基本法が改正され、全ての自治体に自殺

対策についての計画策定が義務付けられ、当市においても、昨年 11 月に計画を策

定いたしました。 

次に、「２の計画概要」でございますが、（１）自殺の現状の表は、上の段が自殺 

者数、下の段が自殺死亡率で、当市の過去５年の自殺者数は 40 人から 48 人で推

移しており、自殺死亡率は、県よりは低いですが、国よりは高い状況になっており

ます。（２）の数値目標でございますが、国では、令和８年までに、自殺死亡率を

平成 27 年と比べて 30％以上減少という目標を設定しておりますので、これに準

じまして、市でも、同様に令和８年までに、平成 27 年の 19.9 の 30％減で、13.9

以下とする最終目標を達成するため、計画期間の令和６年度までには 15.0 以下と

することを目指しております。（３）の計画期間は令和６年度まででございます。

資料の裏のページを御覧ください。（４）の計画の構成でございますが、全ての自

治体で実施することが望ましい「基本施策」、当市の自殺者の特徴を踏まえた取組

である「重点施策」、さらには、その他「生きる支援関連施策」の３つの施策で、

再掲事業を除いて 115 事業、13 評価指標で構成されております。115 の事業のう

ち、多くは既存事業の継続・拡充での対応でございますが、新たな事業としまし

て、基本施策の(２)自殺対策を支える人材の育成として、「ゲートキーパー」養成

研修などを実施する予定としております。ゲートキーパーとは、自殺のサインに

気づき、声を掛け、話を聞き、必要に応じて専門の相談機関につなぐ役割を担う方

のことで、今後、保健推進員や民生委員等を対象に研修会を開催して参ります。

「３の計画策定経過」でございますが、本年度５月に、事業を所管する 19 課の課

長級職員で構成する「自殺対策庁内検討会議」さらには、保健、医療等の各分野の

方で構成する「自殺対策ネットワーク会議」、この２つの会議を設置し、計画を検

討していただきました。「４の進捗管理、推進体制」でございますが、来年度は、

市長又は副市長をトップに構成する「自殺対策推進本部」を設置し、全庁的な取組

としていくとともに、「自殺対策ネットワーク会議」とも連携をとりながら、地域

全体で自殺対策の取組を推進して参ります。 

資料２の説明は以上で終わりますが、これに関して事前質問をいただいており
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ましたので、続けて、お答え申し上げます。資料７の５番と６番でございます。A

委員から御質問をいただきました。まず、５番の御質問でございますが、平成 23

年までと平成 24 年の自殺者数をみると、20 名ほど急激な減少がみられるが、この

理由は何が考えられるか。また、平成 26 年、平成 27 年が増加した理由について

も何が考えられるかという御質問でございました。平成 23 年と比べますと平成 24

年は、20 名減少しておりましたが、これは全国的にも同じ傾向でございまして、

平成 10 年に３万人を超えた全国の自殺者数は、平成 22 年ころから減少に転じま

した。平成 23 年と平成 24 年を比較すると、全国では 2,441 人、県でも 29 人減少

しておりました。これは、自殺対策基本法が制定され、国を挙げて自殺対策を総合

的に推進した結果ではないかと考えております。八戸市は平成 24 年の減り幅は、

全国・県よりも大きいものとなっておりますが、対策は継続して進めており、これ

までも年によっては数人から 20 人の増減は、過去にもありましたので、見る際は

５年間程度の平均で増減の推移・傾向を見ながら、対策を講じていくことが必要

であると考えております。また、平成 26 年、平成 27 年に増加した自殺者数につ

きましても、その後 29 年には再び減少していることから、変動の範囲内で引き続

き傾向を見ていきたいと思います。 

次に６番の御質問ですが、うつ状態から自殺という経過だが、当市のメンタル 

ヘルス対策について教えてほしい。専門家に相談や受診していた場合、救えた生

命もあると思うが、どのような方法で周知されているのか。また、無職等では受診

もためらうかと思うが、との御質問をいただきました。メンタルヘルス対策とし

まして、当市の自殺対策を含めたこころの健康づくりにつきましては、事前予防

である一次予防、危機対応である二次予防、事後対応である三次予防と区分けを

して対策を進めております。一次予防としましては、普及啓発を中心とした取組

で、自殺予防のためのキャンペーンの実施や講演会、相談窓口の周知等を行って

おります。二次予防としましては、産後うつのスクリーニング及び相談、保健師に

よる随時の健康相談等を実施しておりますが、保健予防課では、無料で専門医師

による月１回の精神保健相談を実施しております。三次予防としましては、自死

遺族支援として、青森県立精神保健福祉センターが、年３回市内の会場で自死遺

族の集い等を実施しておりますので、その周知をしております。周知についてで

ございますが、自殺はその多くが追い込まれた末の死と言われておりますので、

精神保健上の問題だけではなく、色々な社会的要因があると言われておりますの

で、様々な方面から相談に乗り、早めに専門機関につながるようなネットワーク

を作り、相談機関につきましては、広報やホームページ、毎戸配付されているわが

家の健康カレンダーに相談窓口を掲載する等周知を図っております。 

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、今の説明について御質問、御意見等ござい

ますか。 

A 委員 はい。 

会長 A 委員。 
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A 委員 座ったままで失礼します。自殺の減少これは先ほどの説明にもありましたよう

に全国的に段々減ってきていると。また、青森県の自殺者数減少率は全国でトッ

プということでありますけども、ただ気がかりなのは全国を見ても、10 代の自殺

が３年連続で増加していると、原因を見ますと、学校問題、健康問題、家庭問題と

いうのが多いようでありますが、これは動物愛護センターにも関わってくるんで

す。これは県でも時々県の動物愛護センターでもやっていると聞いておりますけ

ども、アニマルセラピー、動物と接することで随分救われているものも多いとい

うことも全国的にもありますし、また、この間の獣医師会の学会でも発表があり

まして、長野県の動物愛護センター、ここが積極的にアニマルセラピーに取り組

んで効果を上げているということでありますので、八戸市の動物愛護センターは

まだこれからでありますけども、そうゆう分野も取り入れて、１つ御検討いただ

ければと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。 

事務局 A 委員のおっしゃるとおりで、壮年期の自殺者数は減っておりますが、若い年代

の自殺者数はあまり減っていないというところは課題でございます。御意見を踏

まえるとともに、計画でも学校、教育委員会等とも協力しながら、生徒さんへの

SOS の出し方に関する教育等、そのあたりも相談しながら推進していきたいと思い

ます。 

A 委員 よろしくお願いいたします。 

会長 その他、ございませんでしょうか。 

事務局 今の A 委員の御質問に対して、お答えいたします。動物愛護施設に関しては、

先ほども説明しましたけども、地域の専門家から意見をいただきました。その際

に、アニマルセラピーの話も出たんですけども、まず、アニマルセラピーに関して

は、効果も非常に高いとは思いますけれども、動物を育成するのに非常に難しい

ところがあります、という意見をいただきました。今考えているのは、ふれあい動

物ということで、動物と触れ合っていただくことを考えております。アニマルセ

ラピーはどちらかというと、施設から外に出て、病気の方であるとか色々な方と

触れ合ってというふうなことになるかと思いますけれども、今はそこまでは考え

ておりませんので、必要に応じまして獣医師会等々と御相談させていただければ

と思っております。よろしくお願いいたします。 

A 委員 あのですね、動物といっても色々な種類があるわけでして、よほど種類を選ん

でその症状なりにあったものでないと、たとえばウサギが良い場合もありますし、

あるいはもっと大きな動物として馬の方が良い場合もありますし、これはそれぞ

れあるものですから、だから動物愛護センターという大きな括りの中でなければ

中々できないと考えたものですから、その辺を含めて検討していただければとい

うふうに思います。 

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) 

会長 それでは次に行きます。３番「新型インフルエンザ等対策に係る住民接種の実

施計画の策定について」事務局から説明をお願いします。 
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事務局 それでは、資料３に沿って御説明させていただきます。 

先般、新型インフルエンザ等対策特別措置法が改正されまして、その措置法の

中に新型コロナウイルス感染症も措置法の対象になったということでございます

が、今回御説明しますのは、新型インフルエンザ等の住民接種に関してのことで

ございます。 

「１番目の市行動計画」につきましては、平成 25 年４月に施行されました特別

措置法の施行に基づきまして、市では平成 27 年２月に新型インフルエンザ等対策

八戸市行動計画を策定し、平成 29 年１月には、中核市移行により新たにサーベイ

ランスや情報収集等、保健所設置市としての役割等を追加した行動計画に改定し

ております。 

「２番目の住民接種」につきましては、市町村を実施主体としまして、国、都道

府県の協力を得ながら、インフルエンザ等の未発生期から接種体制を構築するも

のでございます。接種順位としましては、国が①から④の４群に分類しておりま

す。その中で、基本的対処方針等諮問会議に諮った上で、政府対策本部で接種順位

を決めるということでございます。（３）の接種体制につきましては、原則として

集団的接種により接種を実施することとなっておりまして、接種会場は、保健所

や保健センター、体育館などの公的施設の活用等により確保することとなってお

りまして、概ね人口１万人に１か所程度ということですので、23,24 か所作るとい

うことになるかと思います。地域医師会等の協力を得まして、医師や看護師等の

医療従事者を確保していく必要があります。 

「３番目の住民接種の実施計画」につきまして、実施計画の内容は、①から④を

考えております。（２）の実施計画の策定の進め方の予定でございますが、市保健

所においてまず実施計画案を策定した後、関係団体と協議して策定をして参りた

いと思います。（３）策定期日ですが、国の方で示しております令和３年３月 31 日

までに策定する予定でございます。 

以上でございます。 

会長 ありがとうございました。これは要するに、新型コロナウイルスのワクチンが

出来たらという話ですよね。 

事務局 はい、そうですね。新型コロナウイルスの方もそうですが、まず新型インフルエ

ンザの方の体制とあわせて、新型コロナウイルスの方もということになるかと思

います。 

会長 そうでしょ、すぐに新型のインフルエンザが流行するとは限らないですけども、

１番の最初念頭に置いているのは新型コロナウイルスじゃないですか。 

事務局 はい、その通りでございます。 

会長 何か御質問、御意見等ございますか。よろしいですか。 

 (特に発言なし) 

会長 それでは次に、４番「新型コロナウイルス感染症対策について」説明をお願いし

ます。 

事務局 それでは、資料６に沿って御説明させていただきます。「１．新型コロナウイル
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ス感染症の発生状況について」は、表のとおりでございます。日々増加している状

況でございます。(２)都道府県別の患者報告数も、全国では、昨日３月 18 日 12 時

現在で 758 名、チャーター便やクルーズ船の患者を除くとこの数となっている状

況で、東北は青森県、岩手県、山形県がまだ発生していないという状況ですが、迫

って来ているなということを感じております。 

「２．国の対応について」、説明させていただきます。まず、感染症予防法に基

づく指定感染症に指定されまして、医師の届出が義務付けられ、入院勧告や就業

制限を行うことができることになりました。（２）厚労省の電話相談窓口が開設さ

れて、（３）健康フォローアップセンターを設置しております。（４）政府対策本部

の設置、（５）新型コロナウイルス感染症対策の基本方針が決定され、（６）PCR 検

査の保険適用、（７）改正された新型インフルエンザ等対策特別措置法が令和２年

３月 14 日に施行されました。 

２ページ目に参りまして、当市の状況でございます。「３．市保健所の対応につ

いて」は、相談窓口を令和２年２月６日に設置しております。感染の拡大防止のた

めに、直接一般の医療機関を受診せず事前に帰国者・接触者相談センターに連絡

いただき、市保健所が受診を調整することを目的としております。①の一般健康

相談は、市民からの一般的な健康相談に応じております、②の帰国者・接触者相談

センターは、一定の症状がある方の相談窓口となっております。平日、日中のみな

らず、休日、夜間も電話に対応しております。この一定の症状のある方の流れでご

ざいますが、図を御覧になっていただきますと、まず症状のある方は、帰国者・接

触者相談センターに相談していただいて、もし感染の疑いが強い場合は、②帰国

者・接触者外来と受診調整いたしまして、③帰国者・接触者外来を受診するという

流れになっております。そして、受診して検査をする必要があると判断した場合、

検体を市保健所の方で、青森県環境保健センターの方に依頼して検査するという

ことになります。また、その都度、国や県に報告、連絡等を行うことになります。

それから、(２)に参りますが、八戸市健康危機管理対策会議はこれまでに２回、市

保健所長を座長に開催しております。(３)八戸市医師会主催の新型コロナウイル

ス感染症対策会議には２回参加しております。 

次に３ページに参りまして、「４．これまでの相談実績等」でございます。表が

３つございますが、その日時をいつ取るかによって数が変わってきておりますが、

(１)の表につきましては、３月 14 日までの厚労省公表のものです。青森県内の集

計でございますが、帰国者・接触者相談センターへの相談件数は 887 件、帰国者・

接触者外来への受診者数は 50 件、PCR 検査は 48 件となっております。参考とし

て、県内の各保健所への相談件数、３月 15 日現在でございますが、当市につきま

しては 540 件、括弧内がその内で帰国者・接触者相談センターの方に症状があっ

て、受診したいんだけれどもどのようにしたら良いかというような相談が 199 件

となっております。一般的な相談とすると、マスクが無いんだけれどもというよ

うな相談も多かったのですが、標準的な感染予防対策はどのようにすれば良いの

かとか、イベントや町内会があるんだけれどもどうすれば良いか等、一般的な相

談も様々あってございますが、検査もしたいと言った希望も多くなっております。
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(２)県内における抗体検査実施状況につきましては、３月 15 日現在で 75 件の検

査をして、全て陰性という結果でございます。情報発信や周知活動としまして、関

係機関等に関するものですが、医療機関等に対して、様々な通知等が国から来た

場合に、情報提供、院内感染対策の徹底等を通知して依頼しております。②旅館業

営業者に対して、旅館等の宿泊施設における感染対策・対応について情報提供し

ております。③関係団体や施設等への情報提供と普及啓発をしております。(２)

市民に対しては、市ホームページを通じた注意喚起や情報提供をしております。

また、ほっとスルメールや町内会でのチラシ回覧も、２月 14 日に相談窓口等と予

防策について記載したものを提供しております。④報道機関等への情報提供を随

時行うほか、⑤テレビ広報やラジオ広報を活用した情報発信をしております。 

以上でございます。 

会長 ありがとうございました。何か、御質問、御意見等ございませんでしょうか。 

 (特に発言なし) 

会長 ２ページの真ん中に、帰国者・接触者相談センターに相談いただく目安という

ことが書いてあるんですけども、この程度のものでは全然検査していただけませ

ん。実際検査しているのは、明らかな渡航歴があるとか、あるいは実際に陽性の人

と濃厚な接触歴があるとか、あるいは、明らかな非細菌性の肺炎であるとかとい

うことでなければ、検査してもらえません。非常に鉄壁の守りでございます。要す

るに、これは国・厚労省の指示に従っているものでありまして、全国の発症者ある

いは感染者数を少なく見せようという意図が働いています。数が少ないだけで、

青森県に患者がいますが、検査していないだけです。それに対して、医師会は常に

会議でも言っているんですけども、全く言うことを聞いてくれません。鉄壁の守

りです。何かおっしゃりたいことはありますか。 

事務局 検査する機関の方で、受け入れ数がかなり多くありますと難しいようです。検

査する必要がある人がどんどん検査できるような体制になれば良いなと思ってお

りますが、今のところ県内には１か所だけで、１日 40 件という枠組みがあるとい

うことで、それも１回検査を開始すると、結果が出るまで数時間掛かるという状

況であります。こちらとしても国の基準、県の基準に合わせているところでござ

いますが、段々体制が広がって来ることをこちらも願っております。 

会長 国と厚労省はそのために保険適用にしたわけです。それで、民間の検査機関を

使ってくれと言っているんですが、使えません。国と厚労省は、この辺では民間の

検査機関を使うことを止めています。検査できるんですが止めているんです。 

A委員 会長良いですか。 

会長 はい。 

A委員 今のは PCR 検査の話ですよね。簡便な検査キット、早く検査できる物ができた

とか、できないとかそれはどうゆうものなのか。会長にお伺いしたいと思うので

すが。 

会長 それは今週の初めにクラボウの物が発売されています。それは、IgG と IgM の抗

体を測るものです。それも、使えないわけではないんですけども、まだ厚労省の認
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可も通ってないし、保険適用もないので、現実問題として全く使えません。おそら

く、厚労省はまだ研究中とか何とか言って使わせないつもりだと思います。非常

に役に立つんですよ。中国でもガンガン使っているんですから。中国からの輸入

品です。要するに、感染者数を少なく見せようというのが見え見えなんです。です

から、死亡率が高くなっているわけですけども、重傷な人しか診ないということ

ですが、本当は中等症あるいはそういう人が重症化することを防ぐべきなんです、

それを全く試みようとしません。その他に何かありますか。 

C委員 はい。 

会長 C 委員。 

C委員 今の会長のお話だと、感染している人がまだ大勢いるのではないか。また、その

内そうゆう人たちの中から、重症化する人がどんどん出てくる恐れがあるという

ことなのでしょうか。 

会長 あります。 

C委員 そのことを市の方ではどう受けとめているのですか。会長が話したことに関し

て、何か情報等あるのでしょうか。そういう話は無いというような、はっきりした

答えが聞ければありがたいですけども。 

事務局 今はこの基準に則った方については検査しておりまして、これまでも、市の方

から検査を依頼した検体がありますが、結果陽性は出ていないということです。

検査で陽性が出ればもちろん県の方でも公表しますし、市でも公表はする予定で

す。 

C委員 検査を行う絶対的な数が少ないというのはどうなんでしょうかね。もっと、広

くやらなければないということなのでしょうか。 

会長 やるなと言っているわけではなくて絞っているわけです。 

C委員 よく分かりませんけども、私は掛からないように気をつけておきます。 

B委員 はい。 

会長 B 委員。 

B委員 新型コロナウイルス感染症について、数が多いとか少ないとかということより

も、死亡者を減らすとか、重篤になる人を減らすとか、ということが目的であれ

ば、今、会長がおっしゃたいろんな政府の批判に対しては、異論があります。 

会長 それも２通りの意見があるんです。私が言ったような意見と、何でもかんでも

検査してしまうと、今の状況だと症状の軽い人も入院させることになるので、そ

れを早く変えればいいんです。症状の軽い人やまたは無症状の人に関しては、自

宅で診るとかですね。 

その他何か御意見、御質問等ありますでしょうか。よろしいですか。 

 (特に発言なし) 

会長 それでは、「その他」ですけども事務局から何か。 

事務局 それでは、事務局から先に説明をさせていただきます。２点御報告がございま

す。 
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１点目は「委員の再公募の実施について」でございます。資料４を御覧いただき

たいと思います。再公募の理由でございますが、当協議会の委員につきましては、

八戸市保健所条例の規定により公募に応じた者の中からも委嘱することとされて

おりますが、現在公募による委員を確保できていないことから、再度委員の公募

を実施するものでございます。募集人員は２名でございまして、任期は委嘱の日

から令和３年７月 30 日までとするものでございます。今後の予定でございます

が、４月中旬に委員の公募の周知を行います。周知は４月 20 日発行の広報はちの

へ５月号に記事を掲載するほか、各公民館等へのチラシの設置や市のホームペー

ジにより行う予定としております。公募期間は４月 20 日から５月 19 日までの１

か月間として、５月下旬に応募者の選考を行い、来年度第１回目の当協議会の会

議において委嘱状の交付を行う予定でございます。なお、来年度第１回目の当協

議会の定例会議は８月上旬に開催させていただきたいと考えております。時期に

なりましたら、会長と日程調整の上日時を決定して委員の皆様に御案内をいたし

ますので、その際は、よろしくお願いいたします。 

次に２点目の、令和２年度健康部の組織体制(案)について御説明申し上げます。 

資料５を御覧いただきたいと思います。本年６月の(仮称)八戸市総合保健センタ

ーの供用開始に向けて、令和２年度より健康部の組織体制が変更となります。国

保年金課及び介護保険課が市民防災部に移管され、総合保健センター推進室は廃

止となります。なお、総合保健センター推進室の事務は、保健総務課で引継ぐ予定

でございます。また、こどもや家庭に関する相談を担うこども家庭相談室が新設

され、新たな健康部は、保健所の４課、こども家庭相談室、高等看護学院で組織さ

れる予定でございます。保健所の健康づくり推進課、それからこども家庭相談室、

資料には記載はございませんけれども、教育委員会のこども支援センターが総合

保健センターに配置され、この３部署で、「八戸版ネウボラ」としての役割を担う

予定でございます。 

報告は以上でございます。 

会長 はい、ありがとうございます。その他何かございませんでしょうか。ございませ

んか。 

 (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、司会の方に進行をお返しし

たいと思います。 

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２回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、後日御指定の口座に振込とさせていただ

きます。 

本日はありがとうございました。 

 


