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令和２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２年８月７日（金） 午後１時から 

場所：八戸市庁別館２階 会議室Ｃ 

出席者：16名 

熊谷俊一会長、田口豊實副会長、奥寺良之委員、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、齋藤稔委員、原寿委員、 

大久保典佳委員、西村美八委員、安田潤委員、鈴木宏俊委員 

事務局： 

工藤保健所長、小笠原保健所副所長兼保健総務課長、石井保健所副理事兼衛生課長、 

山田健康づくり推進課長、野田保健予防課長 

司会 定刻となりましたので、ただいまより、「令和２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。 

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。 

はじめに、各団体から推薦をいただいている委員のうちで、御異動のありまし

た３名の方々に健康部 保健所長より委嘱状を交付いたします。 

順次御名前をお呼びしますので、御名前を呼ばれましたら、その場でお立ちい

ただき、委嘱状を受け取られましたら、御着席ください。 

それでは保健所長、お願いいたします。 

 （委嘱状交付） 

司会 ここで、健康部 保健所長から御挨拶を申し上げます。           

所長 ただいま、委嘱状を交付させていただきました３名の皆様には、委員就任にあ

たりまして、御快諾を賜り、ありがとうございます。 

どうか、当市の保健医療の推進のため、それぞれの御専門のお立場から、忌憚の

ない御意見を賜りますようお願い申し上げ、簡単ではございますが、挨拶とさせ

ていただきます。 

司会 続きまして、保健所長より事務局職員を紹介いたします。 

所長 （事務局職員の紹介） 

司会 本日の出席状況を御報告いたします。本日は委員18名中、16名の方が出席して

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、

会議が成立いたしますことを御報告いたします。 

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「次第」、「保健所業務概要 令和２年度版」のほか、本日追加の資

料として、「委員名簿」、「席図」、「資料１ 新型コロナウイルス感染症への対応につ

いて」、「資料２ 事前質問等について」、「資料３ 事前質問No.１について」をお席

に御用意しております。 



2 

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。 

ここで、事務局から報告と説明がございます。 

事務局 

 

先般、高木前会長から辞任届が提出され、現在、会長職が不在となっておりま

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が、現在、会長が不在となっておりますことから、規則第３

条第４項の規定によりまして、副会長に議長をお願いし、会長を選出いただきま

すようお願いいたします。 

副会長 それでは、暫時、議長を務めます。 

会長の選出を議題とします。 

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。どなたか推薦願います。 

委員 会長に八戸市医師会会長の熊谷 俊一委員を推薦いたします。 

副会長 ただいま、◯◯委員から熊谷 俊一委員を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） 

副会長 異議なしとの声がありましたので、熊谷 俊一委員に会長をお願いいたします。 

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 ただいま会長席を御用意いたしますので、お待ちください。 

熊谷委員は会長席へお願いします。 

熊谷新会長から御挨拶をお願いいたします。 

会長 先月７月より高木会長の後を受けまして、八戸市医師会会長になりました熊谷

と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

また本日は、この対策協議会の会長に推薦いただきまして、ありがとうござい

ました。 

この協議会を通しまして、地域保健医療を一層展開していきたいと思いますの

で、委員の皆様には御協力のほどよろしくお願いいたします。 

ありがとうございました。 

司会 ありがとうございました。それでは、熊谷会長に議長をお願いいたします。 

会長 それでは、議長を務めさせていただきます。 

さっそくですが、議事に入ります。 

議事の１番「令和元年度保健所事業の実績について」事務局から説明願います。 

なお、御質問、御意見等につきましては、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。 



3 

事務局 

 

令和元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２年度

版」により御説明いたします。なお、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、私からは保健所の組織の変更及び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２ページをお開きください。一番下の令和２年４月

１日のところを御覧ください。令和２年４月１日の機構改革によりまして、昨年

度まで、健康部内で市総合保健センターの整備や地域医療を所管していました総

合保健センター推進室が保健総務課の課内室として設置されました。 

また、令和２年６月１日から、市総合保健センターでの一部業務開始に伴い、総

合保健センター推進室は施設管理グループと名称が変更になりました。 

これによりまして、市保健所は、４課11グループ体制の組織となっております。 

３ページには、各課・グループの組織図、次の４ページには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。 

令和元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。 

助産所の実施数が０件ですが、立入検査の実施については、助産所は５年に１

回としているため、令和元年度は実施しなかったものでございます。 

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。 

24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。 

令和元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。 

なお、本年３月31日現在の薬務関係施設数は、御覧のとおりでございます。 

25ページを御覧ください。 

「医療安全支援センターの運営」の「(１) 八戸市医療安全支援センター」でご

ざいますが、患者等からの医療相談等への対応や、患者等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。 

令和元年度の医療相談等の実績は、御覧のとおりでございますが、受付件数は、

延べ件数でございます。 

26ページを御覧ください。 

「統計報告・調査」でございますが、令和元年度は、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、下段には、平成30年12月
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31日を調査日として実施しました医師・歯科医師・薬剤師調査等による、医療従事

者数を載せております。 

27ページを御覧ください。 

「地域医療の推進」の「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。

令和元年度は８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、八戸市歯科医師会に運営を委託しております。 

28ページを御覧ください。 

「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)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。 

29ページにまいりまして、「(３)三次救急医療体制」として、市民病院内に24時

間体制の救急救命センターを設置し、その運営費を負担しているものです。 

30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。なお、

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。 

31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、その運営費の一部を負担しているものです。 

「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しま

して、市内での献血バスの運行や、各事業所、学校、各種団体などでの献血を実施

するほか、各事業所へのチラシ・ポスターの配布など、献血思想の普及に努めてお

ります。 

32ページにまいりまして、「５.医療従事者の確保」につきましては、（１)医師確

保対策事業は、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。 
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最後に、事前にいただきました質問についてお答えいたします。資料２を御覧

ください。事前質問のNo.１◯◯委員から、一次急病患者の休日夜間急病診療所と

市民病院救命救急センターの利用者数について、今年６月、できれば７月までの

実績について御質問がございました。これについては、資料３にまとめてござい

ますので御覧ください。なお、７月の実績については、集計が間に合いませんでし

たので、御了承くださいますようお願いいたします。 

続きまして、事前質問のNo.２◯◯委員から、献血推進事業について、新型コロ

ナウイルス感染症対策として、「密」な状態を避けるため、献血業務を月に１回で

も増やすことが可能かどうかの御質問でした。 

血液センターでは、献血バス内での「密」を回避するため、車内に入場する人数

を制限するため、受付の時点で調整をしております。通常は、受付付近で、間隔を

空けて待っていただいておりますが、多数の方にお越しいただいた場合には、駐

車場の自家用車の中でお待ちいただき、時間になりましたらスタッフが声がけす

るなどの対応をしております。それでも一部の方が、その場でお待ちいただくよ

うな形になってしまい、これが、商業施設などで一般客と交じり合い、「密」とな

る状況が一時的にあったのかと思われます。     

今月からは、「密」を回避するため、新たに、受付の場所に予約表を設置し、順

番が来ましたら本人に連絡をする対応をとっていると伺っております。こうした

対応を見ながら、引き続き、「密」を回避するための工夫をしていただくよう要望

をしてまいります。 

続きまして、事前質問のNo.３◯◯委員から、３月以降コロナウイルス感染症が

出た後の、健康・医療情報ネットワークシステムの活用についての御質問でした。 

健康・医療情報ネットワークシステムとは、医師会の臨床検査センターの検査

結果を会員へインターネットを通じて配信する機能のほか、メール機能、医療機

関案内機能などを持ったシステムでございます。通常からも、掲示板機能を使用

して、会員同士の情報発信、情報共有としての場として利用されておりますが、昨

今のコロナ禍においても、様々な情報の発信・共有のため有効に活用されており

ます。 

続きまして、事前質問No.６◯◯委員からいただきました、動物愛護センターの

進捗状況と獣医師確保についての御質問のうち、動物愛護センターの進捗状況に

ついて御説明いたします。獣医師確保については、後ほど、衛生課より御説明いた

します。 

当市では、動物愛護施設の整備に向けて、意見交換会での御意見や、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

った候補地案などについて引き続き検討しているところであります。 

現在は新型コロナウイルス感染症への対応を優先させていただいている状況で

ございます。新型コロナへの対応が落ち着きましたら、候補地案等に係る検討を

進めてまいります。 

保健総務課分の説明は以上でございます。 
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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

各種保健事業を実施しておりますが、その中から、一昨年に設置いたしました子

育て世代包括支援センター事業と昨年度から３歳児健康診査の中に新たに導入し

ました検査について、御説明いたします。 

34 ページをお開き願います。 

「１．子育て世代包括支援センター」は、平成 30 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、令和元年度新たに助産師も配置し、利用可能な事業や留意事

項を盛り込んだ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 2,627 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 2,905 件、合わせて 5,532 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 204 件、電話による健康相談は 264 件で、合わせて 468 件で

ございました。センター開設により、出産後、医療機関から退院してすぐの授乳相

談や産後の体調の相談が増えております。 

35 ページをお開き願います。 

「（２）産前・産後サポート事業」は、妊娠・出産・子育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、①の妊婦への電話支援は、妊娠８～９か月頃に、助産師・保

健師等が全妊婦に、電話による相談支援を行っており支援件数は 1,195 件でござ

いました。 

令和元年 10 月から実施した、②の妊産婦交流会、愛称「はちまむサロン」は、

妊産婦の心身の安定や育児不安、孤立感の解消を図れるよう相談支援を行い、安

心して子育てできるようにサポートする事業で、10 月から２月までで 34 組、70 人

の参加がございました。 

また、45 ページにある３歳児健康診査には、令和元年６月から、弱視の危険因

子となる屈折異常や斜視などをスクリーニングする機器であるスポットビジョン

スクリーナーを導入し、従来から実施している視力検査や問診だけではわからな

かった目の異常の早期発見及び治療につながっております。 

記載はございませんが、スポットビジョンスクリーナーを導入した令和元年６

月から年度末までの眼科健診の実績を昨年度と比較しますと、屈折異常などによ

り治療が必要となった児は、３歳児健康診査受診者全体の 1.36％から 3.90％へと

増加したほか、精密検査受診率もアップいたしました。スポットビジョンスクリ

ーナー機器の導入に際しまして御力添えをいただきました眼科医会の先生方に対
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しまして、感謝申し上げます。 

また、新型コロナの影響により令和２年３月から５月まで中止していた幼児健

診を６月から再開するにあたり、医師会及び歯科医師会の先生方には従事いただ

く回数が増えるなど体制の変更にも快く御承諾いただきまして、本当にありがと

うございました。お陰様で、現在は、３密を避け、１回 30 人を対象に週 1 回から

２回に回数を増やし実施することができております。 

最後に、◯◯委員より御質問のありました健康相談についてお答え申し上げま

す。 

53 ページにございます２の電話による健康相談について、「年度末の３月に、新

型コロナウイルス感染者が出たことについて、健康相談も増加したと予想するが、

どのような状況だったのか。」という内容でございました。 

新型コロナウイルス感染症に関する健康相談については、「帰国者・接触者相談

センター」で受け付ける相談以外の一般的な健康相談を、当課において、令和２年

２月７日から開始し、当初は 1 日当たり数件から 10 数件の電話相談がございまし

た。 

当市で最初の新型コロナウイルス感染症患者が確認された３月 23 日以降、相談

件数は急激に増加し、1 日当たり 40 件から 80 件、４月に入って感染者が判明した

翌日には 1 日に 175 件の電話相談が寄せられました。その後相談件数は徐々に減

少し、ひと月当たりの相談件数は、４月が 799 件、５月 116 件、６月 84 件、７月

82 件でありました。 

相談内容としましては、症状や予防についての一般健康相談が全体の約４割、

医療機関での検査・受診についてが３割を占めておりましたが、中には、マスクが

購入できないことによる苦情や、感染者の行動内容など情報開示に関するものな

どもあり、対応に苦慮した場面もございました。 

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、精神保健に

ついて御報告いたします。 

78 ページからの、予防接種事業ですが、予防接種法に基づく定期の予防接種は

14 種類で、82 ページの成人男性の風しん予防ワクチンが平成 31 年２月に定期接

種に追加されたことにより、これまで風疹の予防接種を受ける機会のなかった 40

歳から 57 歳の男性を対象に、抗体検査を行い、十分な量の抗体がない方がワクチ

ンを接種するものです。実施期間は、令和 3 年度までとなっております。 

当市では令和元年７月に対象年齢の 40歳から 47歳の方約 11,000人に無料クー

ポン券を送付しました。2,104 人が抗体検査を受け、367 人がワクチンを接種しま

した。 

乳幼児の予防接種については、麻しん・風しんと二種混合は 90％以上の接種率

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。 
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子宮頸がんワクチンについては、正誤表がございます。平成 25 年 6 月に積極的

勧奨が差し控えとなりましたが、定期接種のままの状態でしたので、令和元年度

から定期接種の対象者であることを知らせる通知を開始したところ、接種率は平

成 30 年度 0.3％でしたが、令和元年度は 4.9％になりました。 

国では、平成 30 年にこのワクチン接種についての説明リーフレットを作成して

いますが、現在ワクチンの対象者・目的を明確化し、分かりやすさを重視する方向

で、リーフレットの改訂を検討しているところです。 

ここでお知らせですが、今年の 10 月から新たに乳幼児に行うロタウイルスワク

チンの定期接種が開始となります。 

次に 85 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、６月の HIV 検査普及週間には平日受けられない方のために、休日特設検

査を実施しました。また、12 月１日の世界エイズデーにちなみ、市庁本館ロビー

やはっちにポスター展示やレッドリボンツリーを設置しました。さらに新規に八

戸学院大学の学祭において、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。 

次に 89 ページから、結核予防事業ですが、当市の結核登録者は 44 人と前年と

同数で、結核罹患率を見ても、全国や県よりも低い状況ですが、「年齢別の表」に

ありますように、結核患者 44 名中、24 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６回開催しました。結核患者は服薬が長

期に渡るため、確実な服薬指導をするため、家庭訪問したり、関係機関と連携をし

たりしております。元年度には薬局とも連携を図らせていただきました。また、近

年、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等や翻訳ツールを活用す

る等してまん延防止のため対応しております。 

次に、95 ぺージの小児慢性特定疾病でございますが、平成 30 年度から、小児慢

性特定疾病の児童等を対象に講演会と交流会を開催しておりますが、令和元年度

は講演会に加え、気管切開している当事者から体験談を発表していただいたとこ

ろ、同じ医療処置が必要な保護者の方々が相談し合いとても好評でした。 

最後に 101 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。 

「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、相談を実施しており、本人や家族に親身になり丁寧に助言指導をいただいて

います。 

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ると相談件

数は年間 1,116 件で、年々増加して、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、症状が気になったりして「本

人を受診させたい、入院させたい」というものや、アルコール問題や、福祉サービ

スの利用、社会復帰について等でした。 
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次に事前質問 No５◯◯委員の御質問の「年度末の３月に、新型コロナウイルス

感染者が出たことについて、PCR 検査の実績と状況」についてお答え申し上げま

す。 

 検査は２月から実施していますが３月下旬に陽性患者が出まして、３月末で PCR

検査数は 51 件、８月４日現在で 359 件となっております。 

次の御質問の「保健所本来の日常的な業務と危機管理（第２波といわれている

ような）への対応が長期に及ぶ現状について」でございますが、保健予防課では、

感染症対策、予防接種、精神保健福祉相談等の業務を所管しており、中断・中止で

きる業務が少なく、通常業務を進めながら新型コロナ感染症への対応を行ってお

ります。 

新型コロナウイルス感染症に関する業務としては、発熱などがある方からの相

談対応、新型コロナ感染が疑わしい場合の受診調整、検体採取に至った際の検体

搬送、積極的疫学調査等の業務があります。 

そして、陽性者が確認された場合、入院調整・入院勧告手続きに始まり、接触者

調査、濃厚接触者への PCR 検査の実施、健康観察、電話相談対応、県庁等関係機関

との連絡調整、報道機関対応等、多岐にわたる業務を同時並行で実施する必要が

出てまいります。 

 この場合、当課配属の職員のみでは対応が困難となることから、保健所の他課

からの応援の他、青森県環境保健センターへの検体搬送は、市庁全部局からの応

援をもらい対応したところです。 

 今後、第２波・第３波の拡大が懸念されるところでありますが、保健所のみなら

ず、人事担当課と協議をし、感染拡大時においても、全庁からの応援体制を組むこ

ととしております。 

保健予防課は以上です。 

事務局 

 

衛生課の業務について、103 ページから御説明するとともに、事前質問について

も併せてお答えいたします。 

まず、「【19】衛生関係事業」「１.食品衛生関係」でございます。食品衛生法に基

づき毎年度定める「八戸市食品衛生監視指導計画」により、立入検査及び指導等を

実施しました。市内には、飲食店等 27 業種 5,645 件の許可施設があり、令和元年

度は延べ 2,396 件の監視・指導を実施しました。また、学校給食施設等許可を要

しない業種については、1,723 施設あり、延 788 件の監視・指導を行いました。 

106 ページをお開きください。不良食品等は 24 件発見され、製造者等に対し改

善指導を行いましたが、法違反に該当するなどの行政処分等はありませんでした。

また、カキシメジによるキノコ食中毒が１件、家庭で発生しました。 

令和元年度から、改正食品衛生法が順次施行されています。特に HACCP につい

ては、営業者に対する少人数の実践型講習会を開催し、食品衛生責任者講習会等

を含め延 60 回開催しました。 

続いて「２．化製場等関係」です。獣畜の肉皮等を原料として皮革、油脂等を製

造するための化製場、魚介類又は鳥類を原料とする施設及び死亡獣畜取扱場の設
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置状況については、大きな変更等はありませんでした。 

続いて 108 ページをお開きください。「３.生活衛生関係」でございます。理容

所、美容所、クリーニング所、旅館・ホテル、簡易宿所、下宿の旅館業、公衆浴場、

興行場の生活衛生関係営業施設について、検査確認、許可等に関する事務を行い、

定期的な監視・指導を実施しました。 

また、「４.専用水道、簡易専用水道関係」では、専用水道７件、簡易専用水道 224

件について、設置、変更、廃止届を受け付けるとともに、計画的に専用水道の監視

指導を行いました。 

「５.特定建築物」の他、「６.その他の生活衛生関係施設」としてコインオペレ

ーションクリーニング、遊泳用プール、温泉利用に係る施設について、必要な許

可、届出受理及び監視・指導を行いました。「８.家庭用品関係」については、家庭

用品による健康被害を防止するため、16 件の乳児用肌着など繊維製品を購入し、

ホルムアルデヒドについて検査を実施したところ、基準値を超えるものはありま

せんでした。 

次に 110 ページをお開きください。「【20】動物愛護関係事業」について御説明

いたします。 

「１.飼い犬の登録、狂犬病予防関係」でございますが、令和元年度末の登録頭

数は、前年度より 81 頭減少し 8,853 頭であり、狂犬病予防注射頭数は前年比 199

頭減で 8,110 頭でした。接種率は前年度より 1.4 ポイント減少し、91.6％でした。

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。 

続いて 111 ページ「２.動物愛護管理関係」でございます。令和元年度も引き続

き、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ています。 

令和元年度の犬の捕獲頭数は 36 頭、引き取りは 29 頭、負傷収容は 2 頭で、返

還、譲渡等の処分は 68 頭になり、過去３年間で大きな変化はありませんでした。

一方、猫の引き取りは成猫、子猫合わせて 135 頭、負傷収容は 44 頭で、処分は 180

頭となり、過去３年間で最大となりました。これは、引き取り、負傷収容ともに子

猫が主な要因となっているものです。この傾向は県下全域におけるものと聞いて

おり、今後、青森県が設置する動物愛護推進協議会等において「青森県動物愛護管

理推進計画」の改正に係る検討に参画し、猫の処分頭数減少を含む動物愛護管理

に係る各課題について検討して参ります。 

最後に、事前にいただいた御質問についてお答え申し上げます。資料２を御参

照ください。◯◯委員からのＮｏ６の２点目の御質問です。 

獣医師確保対策は各都道府県だけでなく、2019 年度から JRA 日本中央競馬会も

開始したほどである。青森県出身の獣医学専攻の学生も少ないと聞いているが、

八戸市は他都市、他団体と比較して、どのような対応をとっているのかとのご質

問です。 

動物愛護管理及び食品衛生関係を業務内容とする獣医師の採用については、市

ホームページに掲載するほか、他自治体と同様、北海道、東北地方の獣医学科を有

する大学における就職説明会に出向き、八戸市における業務内容、特徴、地域の魅
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力等を獣医学専攻の学生に直接説明を行ってきたところです。 

今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、各大学の就職説明会

が中止となりましたが、引き続き、獣医師を含む専門職の確保に取り組んで参り

ます。 

以上で説明を終わります。 

会長 ただいまの説明について、御質問、御意見等ございましたらお願いします。 

委員 

 

２点ほどお伺いします。 

動物愛護センターですけれども、新型コロナウイルス対策を優先してというの

は当然のことだと思います。ただ、これがいつ収束するか分からない、どの程度に

なった時に収束と判断するのか、それが今の時点ではまったく分からない。しか

も今「ウィズ コロナ」といって新型コロナウイルスと共生していくしかない話ま

で出ている中で考えると、動物愛護センターはかなり長期間先送りなのではない

かな、という気がしてならないのですが、そのあたりの状況についてお聞きした

い。 

獣医師確保ですけども、今、全国 16 大学で獣医師を輩出しているわけですけれ

ども、都道府県みな危機感を持って、確保が難しいということで大学を回ったり、

高校や中学に行ったりしているようですが、それでもなかなか難しいと聞いてお

ります。現実に、県の家畜保健衛生所あるいは食肉衛生検査所どちらも定員割れ

している、かなり厳しい状況で運用を余儀なくされている状況は御存じのことと

思いますが、このような中で確保していかなくてはならないというのはかなりハ

ードルが高いものと思われ、お答えいただいたものだけでは、そう簡単には見つ

からないだろうなという感じを持ちましたので、今後もう少し踏み込んだ形でや

っていくべきではないかと感じますが、どのようにお考えでしょうか。 

事務局 

 

保健総務課の方から、動物愛護センターについてお答えします。新型コロナの

関係につきましては、私どもも正直この先どうなっていくのか全く予想がつかな

い状況でございます。とは言いつつ、委員御指摘のとおり、動物愛護業務は、施設

の設置をはじめ、やっていなければならない事業でございますので、新型コロナ

の方の様子をみながら、進捗させていきたいと考えてございます。 

事務局 

 

獣医師確保対策についてでございますけれども、もう少し踏み込んだ形でとい

うことでございますが、各自治体ともインターンシップということで、学生に職

業を体験していただく取組みも行っています。また、当地域にある大学の学生と

ざっくばらんな集まりなど積極的な検討も始まっております。他自治体を参考に

しながら、踏み込んだ形での取組みも検討して参ります。 

委員 

 

北里大学の獣医学部生 150 人くらいに、大学の方から是非にということで、装

蹄師会の方にお話して、爪切りつまり装蹄の実習をしてきました。今は実技的な

ものはなかなか大学でも教えるのに難儀しているとのことでした。今回の場合は

産業動物臨床獣医師ですが、どういうことをしているのかということを見てもら

い、やってもらわないと結びつかないと思います。 

それから、奨学金制度を作っても、利用した方は返還免除の年数は働くが、それ
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を過ぎれば辞め、小動物病院を開業する。こういったことが目立つ。公務員獣医師

も産業動物臨床獣医師も足りず、犬・猫のほうだけがあふれてくるという現状。獣

医師が足りないのではなく、偏在している。そこを是正していかなければ、確保は

難しいのではないかと思う。 

どの都道府県も、確保のために処遇改善をしてみたり、いろいろと試行錯誤し

ているようだが、各自治体とも競争になっていますので、何らかの対応を考えて

いただきたいと思います。 

会長 他に御意見等ございませんでしょうか。 

委員 

 

先程は、私の質問に丁寧に答えていただきまして、ありがとうございます。 

２、３お願いしたいと思います。1 番目については、急病診療所があの位置に新

築移転したことは医師会でも大きな議論がありました。その中でも、高木前会長

はじめ医師会の役員の先生方、救急医療小委員会でも大変御苦労なさいました。

同じ場所に一次救急は２つも要らない、一次救急は急病診療所で、市民病院は二

次、三次とすみ分けをしましょうということでまとまったと記憶しております。

今回、４、５、６月分の実績を出していただきましたが、新型コロナの影響を被っ

ているデータでございます。現在、急病診療所に関しましては◯◯診療所長が毎

月医師会の広報誌にデータを送って実績を出してくださっている。それと救命救

急センターの分をこの協議会でデータを入手し次回出していただければと思いま

すので、ご検討お願いします。 

２番目ですが、質問状を FAX で送って一週間くらい経ち、またピアドゥに行き

ましたが、物凄く改善しており驚きました。平成９年から市民病院に輸血療法委

員会を立ち上げてから 20 年間委員長をしている中で、私が退職する３、４年前か

ら八戸の吹上の献血ルームを無くするという動きが出てきました。私なりに抵抗

しましたが、青森県に３か所は要らない、２か所にする、どこを閉めるかという議

論になりました。私は、青森県に２か所なら、津軽に１つ、南部に１つが当たり前

だろうと思っていましたが残念ながら通らず。ただ、廃止ではなく休止に留まっ

たのはまだ脈があると信じております。昨年、この協議会に出るまで分かりませ

んでしたが、保健所の業務の中に献血推進事業があることが分かりました。私が

八戸の献血ルームを存続して欲しいと言っている時に、保健所はなぜ応援してく

れなかったのかと思っていましたが、その議論をしていた時はまだ八戸市に保健

所はなくて、県の保健所だった。私が最も恐れていることは、吹上の献血ルームが

廃止になった時に、血液のストック基地が無くなって、これから八戸で使う血液

も全て青森から届くことになると大変なことになるということです。１月、２月

に青森基地経由で頼むと４、５時間掛かる。間に合うものも間に合わなくなる。吹

上の献血ルームはなんとか基地として残して、廃止ではなく休止、あわよくば、献

血ルームが再興できるように当協議会でも皆さんの応援をお願いしたい。 

会長 

 

ありがとうございました。 

他に質問はないですか。 

委員 昨日、県医師会の常任理事会に行ってきましたが、新型コロナウイルスの PCR 検
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 査ですが、県の医師会としては、今後、当然ながら増えると予想しています。1 日

350 人を検査出来るような体制を作る、秋頃にそういう体制にしたいということ

で、確定事項ではないが、青森県では 1 日 350 人できればなんとか間に合うので

はないかという見解でした。 

HPV（子宮頸がん）ワクチンのことですが、八戸市は非常に協力的で最初 6.0％、

今は 4.9％でした。7 月 30 日に県知事との懇談会がありましたが、県知事はやっ

てほしいが、国から通知を受けている立場上積極的勧奨はしないという、有賀健

康福祉部長も同じ見解でした。ただ八戸市は医師会あるいは、三戸地方保健所も

頑張り、非常に高い数値です。我々医師会も、これをもう少し高くしていきたい。 

会長 他に御意見はございますか。 

 (特に発言なし) 

会長 ないようですので、次に議事の２番新型コロナウイルス感染症への対応につい

て、事務局から御説明をお願いします。 

事務局 

 

それでは、資料１に沿って御説明させていただきます。感染者発生の経過でご

ざいますが、資料に記載のとおり、３月 23 日に第一例目の感染者が発生しまして、

以降４月３日までに計９例の感染が発生しましたが、９例目以降の症例は発生し

ておりません。 

次に、保健所におけるこれまでの対応状況と今後の予定でございますが、「(１)

八戸市新型インフルエンザ等新型コロナウイルス感染症対策本部」につきまして

は、令和２年３月 16 日に新型インフルエンザ等対策特別措置法第 34 条第 1 項を

根拠に市長を本部長として設置しまして、これまで８回の本部会議を開催してお

ります。「(２)電話相談の実施と医療機関との受診調整」につきましては、発熱等

の症状のある方からの相談を帰国者・接触者相談センターで受付しまして感染の

疑われる方について、帰国者・接触者外来を設置している医療機関と受診調整を

行っております。電話相談件数ですが、８月４日現在八戸市分では帰国者・接触者

相談センターに寄せられた受診に関する相談は 3,027 件、受診以外の相談は 2,605

件で、計 4,632 件。一般健康相談等 1,666 件と合わせて合計 6,298 件の相談があ

りました。 

次に、PCR 検査等実施件数ですが、８月５日午前 10 時現在の青森県全県分です

が、県の機関で実施した検査 989 件のうち陰性が 959 件、陽性が 30 件、医療機関

等で実施した検査 514 件のうち陰性が 513 件、陽性が 1 件。計 1,503 件の検査で

陰性が 1,472 件、陽性が 31 件で、行政検査以外の検査結果を含みますと 32 件と

いう結果でございます。このうち八戸市分につきましては次のページ上段に記載

してございます。 

８月４日現在ですが青森県環境保健センターでの検査 163 件のうち陰性が 154

件、陽性が９件。医療機関等で実施した検査 170 件は全て陰性。医師会検査セン

ターで実施した検査 26 件も全て陰性。合計しますと 359 件の検査で陰性が 350

件、陽性が９件という結果でございます。「（３）積極的疫学調査等の実施」です

が、積極的疫学調査の実施により濃厚接触者の把握を行い PCR 検査・健康観察等
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を実施しております。「（４）病床数の確保」ですが、現在、市内の感染者指定医療

機関等に協力を得て、計 29 床を確保しております。上記で不足する場合、県によ

り八戸地域の二次医療圏内において病床の調整が行われております。また、無症

状及び軽症の感染者の療養先として、当地域におきまして県が宿泊施設等の確保

を進めていただいていると伺っております。「（５）保健所等の移転延期」でござい

ますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止への円滑な対応を図るため、

令和２年６月１日に予定していた保健所の八戸市総合保健センターへの移転を一

時延期いたしました。なお、ここ数か月間の当市の感染状況を踏まえ、明日からの

３連休で移転引越し作業を行い、市保健所等は８月 11 日月曜日から田向の八戸市

総合保健センターで業務を開始いたします。「（６）新型コロナウイルス検査セン

ターの開設」ですが、当市が八戸市医師会に運用を委託して運営をしておりまし

て、PCR 検査が必要と医師が認めたものを対象に、完全予約制でドライブスルー方

式での PCR 検査、検体採取及び民間検査機関への検査依頼を行っているものでご

ざいます。開設日は令和２年６月１日で原則として月曜日・水曜日・金曜日の週３

日の開設としております。最後にトピックス的なものとして御紹介いたしますが、

「（７）JR 八戸駅構内での『検温コーナー設置』」ですが、帰省客等の利用が見込

まれる JR 八戸駅にサーマルカメラを設置し、駅利用者の体温チェックの場を設け

るとともに、リーフレットの配布により感染拡大防止の意識啓発を図ることを目

的に実施するものであります。設置場所は、JR 八戸駅新幹線改札口付近及び自由

通路で設置期間は本日、８月 7 日から８月 13 日木曜日の朝９時から夜９時 30 分

を予定しておりまして、実施内容はサーマルカメラによる、あくまでもセルフチ

ェックで、利用客の方に検温に御協力くださいという形で応じていただいた方に

検温していただくというものでございます。それに加えまして、体調が悪くなっ

た方には帰国者・接触者相談センターの連絡先等をお知らせする等の情報提供を

する。感染予防の注意喚起のリーフレットには基本的な感染を防ぐ事項がいろい

ろと記載されており、感染予防の注意喚起を行うものでございます。説明は以上

です。 

会長 ありがとうございます。 

それでは、ただ今の説明につきまして御質問、御意見等ございましたらお願い

いたします。 

委員 

 

JR に設置しているようですが、フェリー埠頭というのは考えてないのでしょう

か。 

事務局 

 

フェリー埠頭についても一時検討させていただきましたが、検討する過程で、

北海道狙い撃ちのような、イメージが良くないことと、カメラの台数の問題もあ

りまして、対象から除外させていただいた経緯がございます。 

会長 他にございませんか。 

委員 

 

一つお伺いしたいのですけれども、医師会 PCR センターで 30 例くらい検査して

陰性なのですが、明日からお盆の連休が始まるような状況で、もし無症状・軽症の

陽性者が出た場合に、その宿泊先が確保されていない。そういう人が出た場合に
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我々はどうすれば良いか、その辺がハッキリしないので少し戸惑っている面があ

るのですが、その辺の目途はいかがでしょうか。 

事務局 

 

無症状・軽症の宿泊療養ということでよろしいでしょうか。 

現状では、基本的に医療機関に入院というのが今の県域での方向になっている

ということで、まだ具体的に無症状・軽症だからといって宿泊療養するという段

階にはなっておりません。仮に病床数が逼迫してきて、宿泊施設で療養されると

いう段階になった場合には、今青森県で青森市に宿泊施設を確保してございまし

て、県内の宿泊施設を利用する段階になった場合には青森市へ行っていただき療

養していただくというところまで決まっております。 

委員 

 

そうしますと、陽性者が出た場合は無症状でも今はまず医療機関に入院する、

病床数が逼迫してきた場合には青森市のホテルに宿泊という段階までなのです

ね。三八地区で確保というのは進んでいないということで良いのですね。 

事務局 

 

まだ、具体的には決まっていないのですが、県では近場で探していただいてい

るという状況でございます。 

委員 

 

三戸地方保健所の鈴木です。 

県の代表で出席しておりますので、少しだけお話しさせていただくと、検査セ

ンターで陽性が出た場合のことなのですが、いきなり宿泊施設ということではな

く、軽症であった場合でも一旦は入院していただく。それは、先生方御存じのとお

り、検査センターに依頼して検査だけしかやっていないですよね。そうすると軽

症であっても肺炎があったり、感染者の色んな健康状態が報告されていますので、

今の青森県の体制としては一旦入院していただくというのが基本になっていま

す。宿泊施設に関しては決まっていないのですが、ここでお話しできることは、県

内青森市だけに一か所というのは、無症状者・軽症者が増えてきた時に対応がで

きないだろうと、県内で県南地域をイメージしていますが、宿泊施設を確保でき

るように、県で作業を進めているところと聞いております。正確な回答ではなく

て申し訳ございません。よろしくお願いいたします。 

会長 ありがとうございました。他に御質問等ございませんでしょうか。 

 (特に発言なし) 

会長 ないようですので、議事の最後のその他ですが、委員の皆様から何かございま

したら、お願いいたします。 

委員 

 

この場でお話しすることではないのですが、この前まで久慈と二戸の保健所長

を務めていました。そのことから今日ここにお集まりの皆さんには保健医療や

様々な分野でお世話になりました。感謝申し上げます。 

お話ししたいのは市の保健所業務の中ですと、地域医療推進医療従事者の確保

というところに繋がると思うのですが、二次医療圏、八戸地域保健医療圏全体で

見ますと、郡部の方、近隣の県またいでの二次医療圏の方々、八戸市の医療に依存

している部分がございます。頼っているといいますか、本人たちが八戸市の病院

に通っているということで、二次医療圏全体で見たときに、ここには書いてない

ですが、今、将来の医療提供体制のためにやっていることというのは、地域医療構
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想というのがございましたよね、必要減少数が出て病院が集約されるのではない

かとか、いろんな話がございましたが、地域医療構想を八戸圏域に合った形で進

めていくというのが１つ。 

二番目には、先程獣医師会からも出たのですが、医師の地域医療の偏在が明ら

かに医師確保など困難になっているということを国が言っていますので、この地

域でも医師偏在対策を何とかいい方に向けていくために、国がいろんな制度を作

っていますが、国の制度を地域に合った形で地域偏在対策を進めていきたい。 

三つ目には、医師の働き方改革。市だけではなく医療従事者の働き方改革とな

っておりますが、今、新型コロナの状況で国も中々動きが前に行っていないよう

ですが、今言った３つをこれから八戸圏域の地域医療体制でしっかり維持しなが

ら従事するために、保健所と市の方とも一緒になって、皆さんと一緒になって取

組んでいきますので、よろしくお願いします。 

会長 他に委員からございませんでしょうか。 

ないようですので、事務局から何かありましたらどうぞ。 

事務局 

 

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。 

定例会は年２回、８月と３月に開催することを参考に、次回は３月下旬を予定

してございます。後日、会長と日程を調整させていただき改めてお知らせいたし

ます。なお、会場につきましては、田向の八戸市総合保健センターとなります。初

めてお越しになる方もいらっしゃると思いますが、よろしくお願いいたします。

以上でございます。 

会長 ただ今の説明につきまして、御質問、御意見等ございましたらお願いいたしま

す。 

 (特に発言なし) 

会長 ないようですので、これをもちまして議事を終了し、司会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 熊谷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２年度第１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、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。 

 


