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令和元年度 八戸市健康福祉審議会 健康・保健専門分科会  

１．日時：令和2年1月29日（水） 14時00分～15時30分 

２．場所：八戸市庁別館2階 会議室B 

３．出席者 

 [委員7名] 小倉和也専門分科会長、壬生寿子副専門分科会長、岩沢裕子委員、 

深川公夫委員、松川充委員、伊藤恵美子委員、山本恵鶴子委員 

 

[事務局]  佐々木健康部長、石藤保健所副所長兼健康づくり推進課長、 

田端ＧＬ、類家ＧＬ、山村ＧＬ、山田Ｇ、 

奥瀬主査、森林主幹、佐々木技査、高橋主任栄養士、坂下保健師、角浜保健師、四戸 

 

●司会 

本日はご多忙の中、ご出席いただきましてありがとうございます。本日の司会を務めます、健康づく

り推進課の奥瀬と申します。どうぞよろしくお願いいたします。開会に先立ちまして、資料を確認さ

せていただきます。まず事前に送付しました資料として次第、資料１令和元年度「第２次健康はちの

へ21」進捗状況について、資料２健康づくり推進課の身体活動・運動の取り組みについて、資料３健

康増進法の一部改正（受動喫煙防止対策）について、資料４いのち支える八戸市自殺対策計画の策定

について、冊子八戸市健康増進計画第２次健康はちのへ21改訂版。また本日お配りした資料として名

簿、席図、いのち支える八戸市自殺対策の冊子となります。不足の資料等ございませんでしょうか。 

それでは只今より令和元年度八戸市健康福祉審議会健康・保健専門分科会を開会いたします。本日

は委員のみなさま７名全員のご出席をいただいております。委員の半数以上のご出席となりますの

で、八戸市健康福祉審議会規則第４条第２項により会議が成立しておりますことをご報告いたしま

す。続きまして健康部長の佐々木より職員の紹介をいたします。 

 

●事務局 

職員紹介 

 

●司会 

それでは小倉専門分科会長よりご挨拶を頂戴したいと思います。また、八戸市健康福祉審議会規則第

４条第１項の規定により、引き続き議長として議事の進行もよろしくお願いいたします。 

 

●専門分科会長 

 八戸市医師会の小倉です。本日は八戸市健康増進計画「第２次健康はちのへ21」の進捗状況等をご審

議いただきたいというふうに考えておりますけども、私も診療の中で子供から大人まで、今日議題に

もあります自殺対策も含めまして関わっておりますので、ぜひ活発な議論をしていただきまして市

民の健康づくりのほうに役立てていきたいと考えております。よろしくお願いいたします。 
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最初に、（１）の令和元年度「第2次健康はちのへ21」の進捗状況について事務局から説明をお願いし

ます。 

 

●事務局 

令和元年度「第２次健康はちのへ 21」の進捗状況について資料 1により説明 

   

●専門分科会長 

ただいまの説明に対してご質問、ご意見等はございませんか。 

  

●A委員 

参考になんですけどこのサンプルの数だったり、対象者がそれぞれ細かく分かれているんですよ

ね？どのベースと比較して毎年サンプルを？市内全域の対象の？（意図は数値の分母がわかりにく

いということ） 

 

●事務局 

出生に関するようなことですと年間の八戸市の出生数が大体 1800くらいですので低体重児の出生は  

… 

 

●A委員 

低体重児とかは自然体で分かるんですけど、がんの受診率とかがどの部分をベースにして出してい

るのか、受診率が低いとか高くなったとかはどこの数値なのか。 

 

●事務局 

例えば、特定健診は国保に加入している 40歳以上の方ががん検診でありますとそれぞれ対象年齢は

違うんですけど、胃がん健診だと 40歳以上の市民の方がとか、特定健診につきましては国保特定健

診なので国保に加入している人で 40歳以上の方とか、さらに飲酒とかたばことかの喫煙率や飲酒率

もその健診を受けた人の問診票からデータを取っているというところです。 

 

●A委員 

国保に加入した人を基礎ベースにしてみている？ 

 

●事務局 

そうです。主に特定健診とか飲酒とかたばことかは健診を受けている方が対象です。 

 

●B委員 

P.３のこころの健康のところで、認知機能低下ハイリスク高齢者の把握率の向上のところが非常に

向上しているように思われますが、特別なにか取り組みをされていたのか状況をお聞きしたい。 
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 ●事務局 

このデータにつきましては照会をまずかけますが、高齢福祉課の行っている事業や高齢者支援セン

ターにおいて、チェックリスト等含めた基準に沿ったものが改善するなど、高齢福祉課の地域包括支

援センターからデータをいただいて改善したものと伺っていました。 

 

●B委員 

地域包括支援センターの活動が充実してきているということでよろしいでしょうか。 

 

●事務局 

はい。 

 

●専門分科会長 

他にご質問等はございますか。 

 

統計的な処理、分母がどこでどういう処理をされているのかをもう少し詳しく今後は示していけば

と。メタボリックシンドロームとかコレステロールに関する年齢層の、高齢者の割合も変わってくる

んですけど、そういったことも詳しく載せていただければと思います。 

（１）について終了します。 

  

次に、（２）の健康づくり推進課の身体活動・運動の取り組みについて、事務局から説明をお願いし 

ます。 

  

 ●事務局 

健康づくり推進課の身体活動・運動の取り組みについて資料 2により説明 

 

  ●専門分科会長 

ただいまの説明に対し、ご質問、ご意見はございませんか。 

  

 4）の階段を利用しようキャンペーンというのは市役所の中だけ？他の企業だったり、こういうこ 

とやってますというのを周知したりとかという活動は？ 

   

●事務局 

HPに掲載していましたので、そちらをご覧になって刺激を受けてやっていただける企業があると 

いいなと思っております。 

 

  ●専門分科会長 

 他のところにも PRして広めていかれるといいですね。 
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●B委員 

 うみねこ体操を昨年度もお聞きしまして、今日のデータを見たら平成 26年から元年までの 5年間 

ですよね。これは変化してきているのですか。増えてきているんですか？ 

 

  ●事務局 

 広がりとしては小学校・中学校、あと保育園のでも行っているというところで、こちらとして 

は成人、高齢者だけでなく児童生徒、幼児にも広がっていると思っています。 

 

●B委員 

 16,249人が参加できているということなんですね。変化してきているのかな、どんどん増えてきて 

いるかな、どんな状況なのかなと思って聞いてみました。あとテレビで子供たちがハッピー体操て 

ご存じでしたか。朝日かな、ハッピー体操ってテレビでいろいろ放映しながら体操しているので、 

先ほども八戸テレビにもご協力いただいたってことでしたので、そのような継続できていけ 

ればもっと広がるのかなと思って聞いていました。大学の学生もなにか少し参加できればいいか 

なと思っていますが、まだ聞いたことはないんですけど。大学生が色んなところで子供たちを相手 

にサッカー教室だったり、いろんな活動をしているんですけど、スポーツを通して、その中に組み 

込めればまた広がりも出てくるかなと感じました。 

 

●専門分科会長 

他にご質問等ないようですので、（２）について終了します。 

 

次に（３）健康増進法の一部改正(受動喫煙防止対策)について、事務局から説明をお願いします。 

 

●事務局 

健康増進法の一部改正（受動喫煙防止対策）について資料 3により説明 

 

●専門分科会長 

ただいまの説明に対し、ご質問、ご意見はございませんか。 

 

●A委員 

 第二種、いわゆる食堂やレストラン、八戸にも居酒屋だったりスナックにこの原則屋内禁煙なんで 

しょ。要するに専用室、専用の部屋が作れるスペースがあればいいんだろうけど市内で一軒も見た 

ことないのに、もう 4月 1日からそういうのをね。罰則規定はないんでしょうけどね。現実的に 

どうなのか、どんな状況になっているんですか。 

 

●事務局 

  面積が 100 ㎡以下ですとか、資本金が 5000 万円以下の飲食店ですと市に届け出をすることで認め

られます。ただそれ以外のものは法に適合した専用の部屋を作った上でじゃないと室内では喫煙で
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きないというところです。原則は屋外です。これは八戸だけでなく全国です。 

 

●A委員 

法改正するときに首都圏の小さな居酒屋だったりレストランとかでどうするんだって店主がいろ

いろ何回もニュースでやってるんですけど、市内の現状が実際のところどうなっているのかなと。 

 

●事務局 

相談は結構来ております。 

 

●A委員 

衝立でこう区切るとかは出来ないんでしょ。今は喫煙テーブルとそうじゃないテーブルって分かれ

てるのは多いんだけど… 

 

●事務局 

それは法から外れてしまうので、きっちりと部屋を仕切った上で資料にもありますけど、室内に流

入する気流とかの技術的な基準をクリアしていないとダメですね。 

 

●事務局 

客席面積、いわゆるお客様が飲み食いする面積が 100 ㎡以下の小さなお店は経過措置期間という

のがあって、その期間はまだ掲示とかすれば、この店はまだ吸えますとかやれば吸えるんですね。

ただ経過措置期間がいつまでかというのが分からない。だから 4 月 1 日の時点で全てがこの網を

かぶるというわけじゃない。のんびりしている部分があるかもしれない。 

 

●A委員 

広さによっていろいろ区切りがあるんだろうけど、ある程度のスペースがあれば少しの経費をか

けて改装すればいいんでしょうけど。現実的に小さいところは要するに無理ですよ。そこまでし

て吸ってくださいということになるんですけども。なかなかたばこを吸う方にしてみれば非常に

居心地が悪い事態になりつつあるんでしょうね。市内の飲食店の動きがちょっと鈍いかなと思っ

ております。 

 

●専門分科会長 

他にご質問等ないようですので、（３）について終了します。 

 

次に（４）いのち支える八戸市自殺対策計画の策定について、事務局から説明をお願いします。 

  

 ●事務局 

いのち支える八戸市自殺対策計画の策定について資料 4より説明 
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●専門分科会長 

ただいまの説明に対して、ご質問、ご意見はございませんか。 

  

●C委員 

実は友人・知人を 2 名亡くしておりまして、そんなに間が離れているわけじゃないんですけども、

その当時に思い当たる節が全然ないんですよね。ある日突然という感じだったもので、このいろん

な 事業やられていて、何が効果的でこうすれば良くなるとかっていうのはよく分からない。あれ

ばとは思いますけど、とにかく頑張っていろんなことを、出来ることをやっていただきたいという

願いであります。よろしくお願いいたします。 

 

●専門分科会長 

いかに普及活動、ネットワークの強化ということを協力し合って、やはり結局はそういったときに

相談をして受診をするというところに結びつけることが一番大事なところかなと。医師会のほうで

も状況は認識していますけどやはりそういった時にすぐに受診ができる、あるいは緊急で入院が必

要な場合に受け入れができる体制がまだどうしても十分でないということで、医師会としても取り

組んでいますけどこういった教育・普及啓発活動、ネットワーク作りのところと含めて、そこで拾

い上げていったほうが早く受診と適切な治療に結びつけられるように医師会としても協力してい

きたいと思います。 

 

他にご質問等ないようですので、（４）について終了します。 

 

次に（５）各団体の健康づくりに係る取り組み状況についてです。それでは、各委員の所属する団 

体の取組状況についてお話ください。順に、発表をお願いします。 

最初に、岩沢委員お願いします。 

 

●D委員 

私は種差小学校に勤務しております。小学校での勤務しか経験がないんですけども、今回の身体活

動・運動の業間運動のところでは各小学校で実施している割合が増加したということで、各学校で

10-11月にマラソン大会があります。天気がいい日は外でマラソンを中心に、また走るだけではな

く鉄棒を取り入れてみたり、各校で工夫した運動をして体を動かしていると思います。寒くなると

中で縄跳び運動が増えたり、人数が多い学校では外と中とあと廊下でも活動したり、それぞれ体育

主任の先生が中心になって頑張って、子供たちに目当てを設定させて肥満傾向の子でも自分の目

当てに向かって積極的に取り組んでいるところが多いんじゃないかなと思います。それから、歯磨

き指導も力入れている学校は多いんじゃないかなと思います。種差小学校は少人数ですので学校

医の先生から年に 1 回、歯科検診の他に個別の、子に応じた歯磨きの仕方を勉強する教室を開い

たりして、毎日の子供たちの歯磨きタイムの声がけに役立てたりして、虫歯予防に努めたり、あと

は就学時健診などでも入学前のお子さんに歯科衛生士さんから歯磨きの仕方を教えてもらったり、

そういうことで歯磨き指導にも力を入れているところです。まず継続的には毎日の健康観察と今



 

7 

 

ですと特に手洗い指導は毎日のように声をかけて身につけさせたいと取り組んでいるところです。

資料 1 の P.1 の栄養と食生活についての学習の（12）栄養教諭等を利用した活動についても、本

校のことになるんですけど２年ごとに食に関する指導を実施して、今年は郷土料理について指導、

２年前はマナーについてということで参観日に設定して親子で学んで一緒に給食を食べて、保護

者からどうしても給食を食べたいという要望がとても強かったので、とても喜んでいただいて充

実した活動になったと思います。 

 

●A委員 

今回当社の取り組みだと新たな取り組みはないので報告することはないです。でもひとつだけず

っと悩んだことがありまして、なかなか会社として上手くいかない点がありまして、ひとつご報告

して知恵を拝借したいと思っていました。先ほど健康はちのへ 21でもありましたけど、いわゆる

定期健康診断の受診率はほぼ 100％に近く受診するんですけども、その後、結果が出て色んな項目

で引っ掛かります。血圧が高いとかγGTPとか、項目の再検査の受診率が極めて低い。50-60人そ

のような結果が出て、おそらく実際に行くのは 4-5人と。恥ずかしいんですけど 10人に満たない

といった感じです。すれすれのラインということもあるんでしょうけど、そういった現状です。行

かないのなら産業医の先生に来ていただいて会社で機会をとってやりましょうということで、何

年も前からやっているんですけどせっかく先生に来ていただいてもそれでも出てこないという現

状でして。なかなかせっかく定期健康診断を受けてもその結果に対して二次アタックが出来てい

ないという現状があるものですから、もちろん個人にストレートに精密検査を受けてくださいと

手紙を毎回出しますし、産業医の先生に何回も足を運んでもらってその場を設けるんですけどな

かなか向上につながってないという現状です。会社としての悩みです。健康診断は受けるんだけど

もその後のフォローアップを会社としてどうしたらいいのか、何十年もやってても上がっていか

ないという現状なものですから、なので市役所さんはどういう風にその辺をやっているのかご参

考までに個人的にでもお聞かせねがえればと思います。 

 

●C委員 

 昨年報告したか記憶がないものですけど、今回考えた結果これかということで、例年やっている事

業を報告します。春の６月の歯と口の衛生週間にはラピアの催事場にて「歯の健康フェア」を行っ

ております。健康相談、フッ素塗布、歯磨き指導等をやって、日曜日 1日で 250人ほどの来場があ

ります。そして歯と口の衛生週間の土曜日には、市内特別養護老人ホームを訪問して口腔内健診、

義歯の調整・清掃、それから名前入れ、これは技工士会、先ほどのイベントも技工士会さんと衛生

士会さんの協力を得てやっております。それがラピアと老人ホーム、そして６月中に市内児童生徒

の良い歯のコンクールを開催して表彰事業を行っております。また市内児童生徒の歯と口の図画

ポスターというのも合わせて行っております。そして秋には高齢者を対象とした良い歯の先輩コ

ンクールというのをやっておりまして、歯の大切さを市民に周知して健康増進を図るといった活

動を行っております。また本年度は来月に県歯科医師会主催なんですけど、市民を対象とした「歯

周病と糖尿病」というタイトルでフォーラム・講演会という形でやる予定でおります。また不定期

ですけど市民の皆様にも聞いてもらえるタイトルで我々の勉強会・講演会がありましたら公開し
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てそれも聞いていただけるような活動も行っております。 

 

 ●E委員 

 栄養士会のほうでは、地域で栄養・食生活を支えていこうということで、健康フェスタのほうに毎

年出させていただいてますが、減塩についてフレイル予防ということで行っております。減塩につ

いては 10 年間県の栄養士会のほうで８ｇ未満になるようにしましょうと取り組んでおりまして、

0.7％の減塩味噌汁のほうを支援していただいておりますが、ここ数年 0.7％の減塩味噌汁がお家

と、家庭の味噌汁と同じだよという方が増えてきているなと感じてきております。これも効果なの

かなと思っております。あと栄養相談も行っておりまして、どういう風な工夫で減塩できるのかと

いうことでお話させていただいております。フレイル予防については握力測定をしながらしっか

りと栄養を摂るということで、バランス良くエネルギーとたんぱく質をしっかり摂りましょうと

いうお話をさせていただいております。あと今年なんですけど、高齢者の低栄養とならないための

予防ということで、はっちで講演を行っております。こちらは 11月に行っておりまして、市の高

齢福祉課と栄養士会、私たち八戸地区会の共催という形で私たちも講演と栄養相談を行って、食の

見本市ということで高齢者が在宅で食のことで、例えばどういう風にして嚥下食であったりとか、

食材をどういう風に購入すればいいのか、どういうものがあるのか知っていただくということと、

食のアドバイスを行っております。あと一つ今年始まったことなんですけど企業に対して健診後

の、例えば栄養に問題があるメタボの方であったりとか、65 歳以上の働いている方であればフレ

イル予防のところもありますのでその辺について栄養のことをお話させていただいております。

これは出前講座という形で行っております。あと在宅の方の地域ケア会議なんですけども、これが

この頃かなり件数が増えてきておりましてそちらのほうにも栄養士会として出させていただいて

おります。 

 

●F委員 

皆さん色んなことをやっているのがピンと来ないというのが正直な感想です。身近なことでいう

と娘がこの前、孫の三歳児健診に行ってきたんですけど、すごく時間がかかるしすごく大変だった

と。私も健康診断に健診センターに行っても同じように思うんですよね。なのでそういうことをも

うちょっと土曜日日曜日にも考えていただいたりとか、みんながこれなら行ってもいいかなと思

えるようになるのが一番大事かなと思います。良い歯のコンクールとかもそうだと思うんですけ

ど行けば何かいいことがあるんじゃないかなと、話を聞くだけじゃなくて使いやすい歯ブラシが

あるとか、ちょっとしたものがもらえるとか喜びがあるとみんな積極的に行くと思うから、先ほど

の再検査にもなかなか行かないという人がうちの会社にもたくさんいるんですけど、再検査行か

ない人にはペナルティを与えるとか。そこまでいかなくてもそういうのがあれば、それだけ会社が

体を大事にしてほしいと思っているんだよと伝えられるのかなと思います。そんな一市民の考え

です。 

 

●B委員 

八戸学院大学では２点ほど取り組みました。一つ目は受動喫煙、喫煙に関してなんですが、敷地内
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全面禁煙ですと表示しながら数年経っているんですが、未だに守れない学生もいます。実際にあり

ます。定期的に巡回しているんですね。私たち教員、委員会のところで。そうすると体育館の裏の

ほうに吸い殻が落ちていたり、それから敷地内でも車の中ならいいだろうということで車の中で

吸っていたりとか、結構どうにもならない現実があります。それでも一度教員全員集まったところ

で話し合いをしたんですね。市内の他大学では分煙室を作っていると情報もありましたので、それ

をどうしましょうかと話もしたんですけども、やっぱりうちの大学であるとすれば健康をメイン

とした学科もありますので、そこを強化して意識付けを少しすることをしていこうかと話がまと

まりまして分煙室を作るのは止めました。本当に徹底した喫煙による学生の体への影響であった

りとかを折に触れ指導していくということで動いてはいます。教員の中には分煙室を作ってほし

いという教員もいるんです。吸う権利だってあるだろうと。迷ったんですが健康のことを考えたら

自粛しましょうということで納得いただきながら進めています。あと、４月からスポーツ専門の、

学長がスポーツ局というのを立ち上げまして、新聞にも掲載させていただいていたと思いますが、

４月から学長直轄のスポーツ局というのが出来上がります。そのスポーツ局というのは何をする

のかというところでは、スポーツを通して健康だったりとか、もちろんスポーツの選手ですからメ

ジャーリーガーを育てたいとかそういうアスリート、オリンピックに参加できるようなアスリー

トを育てたいとか、そこもあるんですが、やはり学部とすれば人間健康学科だったり看護学科だっ

たりとか介護福祉学科だったりとか健康との関係のところがありますので、スポーツ局の中で健

康に関するイベントなり、これからしていきたいなと。そこには市の協力だったりとか必要になっ

てきますので、そこを連携しながらやっていければいいかなと思っています。あとはＹＳアリーナ

を活動拠点、場所はありますのでそこで色んなところを活動しながら進めていければいいかなと

思っています。その２点が大学として動きがあるのかなと思っています。非常にスポーツのフェス

ティバルが好きな学長で、去年４月に赴任してすぐに桜がきれいな頃にスプリングフェスティバ

ルをやろうということでまずやったんです。夏は夏で人工芝が出来たのでバーベキューして、秋に

はオータムフェスティバル、今度２月にウィンターフェスティバルをするよということで、年 4回

企画しています。今はスケートの大会がありますので、ここに合わせてウィンターフェスティバル

を企画しながらスポーツ局を盛り上げていければいいかなと思っております。 

  

●専門分科会長 

医師会のほうは普段の会員の診療活動をはじめ、各種の研修会・公開講座ですとか、市の各課の取

り組みと協力してやらさせていただいてますけど、健診センターの活動であったりさまざまひと

つひとつあげることはあれですけど、新しい取り組みとしましては健康そのものの考え方が少し

ずつ変わりつつある状況において、従来からいわれてますけど病気や障害があっても自分らしく

生きがいを持って地域で生活出来るようにしていこうと国の中でもありますので、そういった中

で国や県の医療なんかでも絡めて重点的に取り組んでいることがあります。一つは高齢化に伴っ

ての認知症に関する、認知症予防と認知症ケア、認知症の予防のエビデンスはなかなかないんです

けど予防に取り組むということはもちろん、認知症を発症した状況でも安心して暮らせるような

サポートが出来る体制づくりということ。それからもう一つは昨年暮れから始まった、県のほうか

らおりてきた医療的ケア児についての対策委員会ですね。そういったところもあって、生まれなが
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らに障がいがあるとしても自分らしく健康に生活できるようにサポート出来るような体制作りと

いうことに、行政と一緒に取り組んでいます。また在宅医療なんかでも訪問看護が必要で、在宅で

の生活をより健康で長く継続すると。なるべく病院に入院せずに継続できるような形にしようと

いうことで、訪問看護の協議会というのも県から任用として医師会のほうで立ち上げまして、そち

らのほうの取り組みもスタートしております。従来の様々な活動に加えてよりさらに新しい健康

観に基づいた取り組みも進めております。 

 

●専門分科会長 

次に（６）「その他」についてですが、委員の皆様から何かございませんか。 

 

●A委員 

今年度八戸医師会さんや八戸学院さんと連携して「健康になろうキャンペーン」を新聞紙上で展開

していく予定です。秋口になると思うんですけど、いろんなフォーラムだったりそういうのをやり

ながら、新聞紙を読んで健康になろうというキャンペーンがあって、八戸市民に一つでも健康問題

に関心を持ってもらうことを展開したいと思って、先生方とも連携しながらやっていく準備を進

めていますので、市役所にもいろんな面でご協力いただく場面もあると思いますのでお願いしま

す。 

 

●専門分科会長 

事務局からございませんか。 

    

●事務局 

委員の皆様、ご審議ありがとうございました。皆様からいただいたご意見を元に引続き健康増進に

取り組んで参ります。 

 

●専門分科会長 

それではこれをもちまして議事を終了いたしまして、司会へ進行をお返ししたいと思います。 

活発な意見交換ありがとうございました。 

 

●事務局 

小倉専門分科会長、委員の皆さま、ご審議ありがとうございました。これをもちまして、令和元年

度八戸市健康福祉審議会健康・保健専門分科会を閉会いたします。本日は誠にありがとうございま

した。 

 

 


