
平成２１年度 八戸市健康福祉審議会 健康・保健部会 

 

１．日 時 平成 22 年 1 月 27 日（水） 午後 1時 30 分～2時 45 分 

２．場 所 市庁別館 2 階 会議室Ｂ 

３．出席者 

委員 6名：岸原千秋部会長･瀧澤透副部会長･片岡千帆子委員・熊坂覚委員・河野秀清委員・

銭谷誠委員（代理：大鰐恭子）     （欠席 山本義一委員・工藤洋美委員） 

   事務局：池本健康福祉部次長 

       健康増進課加賀課長・木村母子保健ＧＬ・鈴木成人保健ＧＬ・西村主幹・野田主幹・

山田主幹・工藤主任栄養士・下田保健師 

       南郷区保健センター 四戸所長 

４．議事 

司会 

(山田 

  主幹) 

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。 
本日の司会進行を努めます、健康増進課、山田と申します。どうぞよろしくお願いいた

します。開会に先立ちまして、本日の資料を確認させていただきます。不足の資料等、ご

ざいませんでしょうか。 
それでは、ただいまより、平成 21 年度八戸市健康福祉審議会健康・保健部会を開会いた

します。まず、はじめに委員の交替がありましたのでご紹介いたします。八戸市学校保健

会養護教諭部会より佐藤委員に代わりまして、片岡千帆子委員が委嘱されました。どうぞ

よろしくお願いします。 
それでは、本日の出席状況を報告いたします。山本委員とが都合により出席できないと

の連絡をいただいております。また、銭谷委員の代理で、三八地域県民局地域健康福祉部

保健総室健康増進課大鰐課長が出席され、６名がご出席されております。半数以上の出席

者でありますので、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。 
はじめに、岸原部会長よりご挨拶をお願いします。 

岸原 

部会長 

今日はお忙しいなか出席していただきありがとうございます。本日は次第にもござ

いますが、健康はちのへ２１計画の進捗状況を説明していただきましたうえで、その

下にあります健診受診率向上・運動・自殺予防等につきましてみなさまからどうやっ

たらよいかという段取りで進めていきたいと思いますのでご協力をよろしくお願いし

ます。 

司会 ありがとうございました。それではただいまより、議事に入らせていただきます。 

議事の進行は、八戸市健康福祉審議会規則第４条第１項により会長にお願いいたしま

す。 

岸原 

部会長 

それではさっそく議事に入りたいと思います。まずは議事の 1 番目「健康はちのへ

２１」計画進捗状況について事務局から説明をお願いします。 



野田主幹 それでは、健康はちのへ２１計画進捗状況についてご説明申し上げます、野田とい

いますよろしくお願いします。それではお手元の「健康はちのへ２１」計画進捗状況

という資料を開いていただきまして、訂正が 1 ヶ所ありますのでよろしくお願いしま

す。1 ページの正常血圧者の男性の値を 52.4％に訂正をお願いします。さっそくです

が、1 ページの１．「後期重点戦略の目標と取り組み状況」（１）「脳血管疾患予防対策

実施目標」につきましてはご覧のとおり、市民のチャレンジ目標を掲載しております。

目標値の達成状況についてですが、色が付いたものは、中間値よりも悪化したもので

ございます。栄養・運動・肥満・喫煙・飲酒・健診・死亡状況についての項目で載せ

させていただきました。運動の項目で、「運動習慣のある人の割合」が男女ともに中間

値より悪化しておりますが、これは平成 20 年度から国保特定健診受診者の問診項目か

らデータをとっております。この対象が 40～74 歳で、その前までの基本健診は４０歳

以上が対象となっています。対象の違いがありまして、単純比較は難しい状況になっ

ております。数値的には悪化しているという状況です。 

成人の喫煙割合は、男性は年々減少傾向ですが、女性は中間値より１ポイント増加

しています。飲酒の状況は、こちらも男性のほうが年々減少しておりますが、女性に

つきましては年々増加しておりまして、1.0％で、中間値より 0.2 ポイント増加してい

る状況です。その下の特定健康診査受診率につきましては 23.9％で、この目標は平成

24 年度までに 65%を目標にしておりますのでまだまだ目標には到達していない状況で

す。特定保健指導を受けた人の割合をみていただきますと、26.8％で、これも 24 年度

までの目標 45％には到達していない状況です。 

2 ページをご覧いただきまして、死亡についてですが、脳血管疾患による年間死亡者

数は平成 19 年が 260 人で、中間値は平成 17 年に 337 人でしたので、減少しておりま

す。糖尿病によるの年間死亡者数は 41 人となっておりまして中間値である平成 17 年

は 32 人でありましたので、糖尿病のほうは増加している状況です。 

資料 2 ページ「取り組み状況」の色がついているところが新規で取り組んでいると

ころです。１．「脳血管疾患の予防のために疾患とその予防等について普及啓発」する

ということで、①「保健事業等で普及啓発」をしております。健康まつりや医師等に

よる健康教室などご覧になっている事業で、本日皆様にお渡ししている「健康はちの

へ 21 計画」という緑色のパンフレットを参加者にお渡しして必ず講話のなかに入れる

ようにして説明しているという状況です。離乳食教室や乳幼児健康教室でもやってい

るというのは子どものころからの生活習慣病予防として必要だということで、保健師

や栄養士が講話に入れております。 

②「組織等における普及活動」では、食生活改善推進員や保健推進員等が栄養教室

や健康教室を設定してくださいまして、普及していただいております。③「脳血管疾

患予防の広報」としましては、広報はちのへはお手持ちの資料にある「健康ひろば」

としまして平成21年 5月号から隔月で広報はちのへの一番後ろのページにＡ５版のも

のとして、掲載したものです。1回目が歯周病予防、2回目が脳卒中を予防しようとい

う内容で掲載しております。他にはがん、食事バランスガイド、自殺予防ということ

で今までに 5 回広報はちのへに掲載したものをプリントしました。それからわが家の



健康カレンダーにも掲載しておりますし、新規にはホームページにも掲載しておりま

す。市のトップページ→サービス手続き→健康・福祉→健康増進→健康はちのへ２１

計画と進むと、計画のダイジェスト版・健康ワンポイントコーナーとしまして、脳血

管疾患の予防やがん、自殺、歯周病予防、健診についてもリンクできるように掲載し

ております。これについては随時更新していく予定です。 

２．「特定健康診査と特定保健指導の充実」①「受診しやすい環境づくり」としまし

て、がん検診との同時実施や、65 歳以上の方は受託医療機関でも実施したり、送迎バ

スを配車したり、通年実施をしています。申し込み方法としては電話 1 本でも、ある

いは FAX でも受け付けをしているという状況でございます。 

②「国保特定健康診査と特定保健指導について広報の強化」といたしまして、未受

診者へ健診受診勧奨としまして、10 月から国保年金課で電話での勧奨をしまして、手

ごたえがあったということでした。声をかけると受ける人も増えたというふうにうか

がっております。1 月にはまだ受けていない方にハガキを 3万通余りを送付しまして、

勧奨しています。 

次に、商工ニュースも新規に実施しています。「八戸商工ニュース」という名前で、

八戸商工会議所が月 2回発行している新聞があります。中小企業向けで会員は 4000 人

ぐらいいるそうで、ここで働き盛りの年代の方にアプローチできるのではないかとい

うことで、商工労政課を通しまして、掲載をお願いしました。ただスペースがあると

きということになっておりまして、現在までに「運動」について掲載していただいて

おります。他に新規としまして、市営バス内の中に、特定健診や特定保健指導につい

てぜひ受けようというポスター掲示を来年度に計画しまして、皆さんに目につくよう

にしたいと思っています。公用車にステッカーを貼付というこれも予定でありますが、

現在公用車でお見かけするのが黄色いマグネットで「安全安心パトロール」と書いた

ものがあります。そのイメージで健診向けの何か目に付くものを課の公用車に貼付で

きたらと考えています。そのほかに新規としまして、幼稚園や保育園、小中学校を通

じて保護者に健診受診勧奨チラシを配布したいと考えております。 

③「保健推進員による健診受診勧奨の強化」としまして、健診受診率向上に向けて、

まず、保健推進員自身にアンケートを実施しまして、健診受診勧奨をこのようにやっ

たらとても受けてくれたとか、工夫した点、あるいは失敗した点等、効果的な健診受

診勧奨についての事例集を作成して、700 人近くいる保健推進員で共有したいと考えて

います。 

④「健診事後指導の充実」ということで、特定保健指導対象者への案内通知や電話

勧奨、特定保健指導の利用しやすい環境づくりということで、動機づけ支援の健診当

日実施や支援方法等の工夫ということで考えておりました。 

（２）がん予防対策に入らせていただきます。実施目標・市民のチャレンジ目標は

ご覧のとおりです。資料 4 ページの目標値の達成状況につきましては、先の脳血管疾

患予防と喫煙・栄養・運動・肥満・飲酒の項目は同様でございます。検診のところで

乳がんの自己検診実施率は新たに入った項目です。20 年度の自己検診実施率は 65.9％

で、目標値を 80％以上ということで新たに設定しました。がん検診受診率は、中間値



よりも悪化していて、前立腺がん検診だけは中間値よりも増えましたが、それ以外の

検診は 10～20％台で 50％以上という目標にはまだまだ遠い状況です。精密検査もご覧

のとおりです。乳がんの精密検査受診率は 91.8％と多くなっています。死亡に関しま

してはがんによる年間死亡者数は 661 人となっておりまして、平成 17 年には 571 人で

したので増加しているという状況です。取り組み状況につきましては、脳血管疾患予

防と似ているところがありますので割愛させていただきますが、わが家の健康カレン

ダーに関しまして現在 22 年度版を作成中ですが、がん予防ということで重点を絞りま

して、食事・運動・禁煙ということで 1ページに載せる予定になっております。 

２．「がん検診受診率、精密検査受診率の向上」②「がん検診について広報の強化」

ということで「女性特有のがん検診推進事業」がございます。これにつきましては「乳

がんと子宮頸がん検診の無料クーポン券付き女性のがんのための検診手帳の送付」と

いうことで、これは 21 年度新規に国の単年度事業として実施したものでございます。

特定の年齢の女性について、市町村が実施する乳がんと子宮頸がん検診を無料で受診

できるクーポン券を配布したものです。八戸市では 8 月末に全対象者に発送しました。

発送者数は 16,152 人です。9 月から 2 月までの 6 ヶ月間使用できるクーポン券です。

まだ 2 月まで終了しておりませんので、はっきりしたことは言えませんが、この対象

になった方々に関しましては受診申し込みが多くなっているという状況です。ただ、

全対象者からみると、大幅に増えたかどうかはデータをみないとまだわからない状況

です。続きまして、お手元の資料の「婦人がん検診を受けましょう」というパンフレ

ットをご覧ください。自己検診や料金についてもかいてあります。これを市庁舎受付

や当課、この年代の方が利用する子ども家庭課の窓口にも設置してＰＲしています。

他に 1 歳 6 か月健診や 3 歳児健診でもパンフレットを渡してＰＲしている状況です。

③「保健推進員による検診受診勧奨の強化」に関しましては脳血管疾患予防と同様の

取り組み状況になっています。④「検診事後指導の充実」としまして、精密検査未受

診者の方へは受診勧奨として 初に文書、それでも受けない人には電話勧奨を当課と

健診センターでしています。 

資料 6ページ（３）「自殺予防対策」の実施目標やチャレンジ目標はご覧のとおりで

す。目標値の達成状況ですけれども、こころの健康に関する健康教育の回数は、66 回

と、中間値の 116 回より減った印象を受けますが、この項目だけでなく領域全部の健

康教育回数は増えているので、その数も入れると、決して減っているとは言えない状

況でございます。自殺死亡数は平成 20 年 67 人という状況で、17 年の 62 人より増加し、

悪化しています。取り組み状況１．「こころの病気とその対応について普及啓発」とし

て①「保健事業で普及啓発」をしています。健康まつりや精神科医師等による健康教

室、他に「重点地区におけるこころの健康づくり事業」とありますが、重点地区を市

内 1ヶ所設けています。平成 17 年度～4年間は豊崎地区でしたが、21 年度からは是川

地区を重点地区にしまして、健康教育やうつスクリーニングや保健指導を実施してい

ます。その次に新規として自殺予防の講演会を実施予定です。国の自殺対策緊急強化

事業としまして 22 年度に計画しているもので、2 回シリーズで実施する予定です。1

回目は講演会と健康相談、2回目は県主催で演劇を上演しまして、その後アフタートー



クということで実施する予定です。その他の取り組みとして、中学生を対象に思春期

教室を保健師が行なう機会がありますが、その教室で、自殺予防には子どもの頃から

の対策が必要だといわれていますので、自尊感情を高め、自分自身の気持ちを伝え合

うことも必要ということをできるだけ講話の中に含めて実施するようにしています。 

②「こころの病気とその対応について広報」としては、ホームページや商工ニュー

ス、ラジオで広報しています。お手元の資料で「かけがえのない大切ないのち」とい

うパンフレットは、うつの疑いがないかこころの変化に気づいて防ぐという内容のも

ので相談窓口の一覧も掲載しております。多重債務の相談を受け付けている生活相談

課や生活福祉課の窓口にもこれを設置して自由にとっていただくように工夫していま

す。他にも健康教室等でこのパンフレットを使用しています。他に、八戸版自殺予防

パンフレットを作成する予定となっておりますが、これも国の自殺対策緊急対策事業

のなかで来年度作成したいと考えております。 

２．「気軽にこころの相談ができる体制の整備」につきまして、①「こころの相談事

業の実施」としてこころの電話相談を平成 19 年度から毎週水曜日保健師が実施してお

ります。ハローワークにおける対面型相談支援事業といいますのは、昨年、12 月に国

で旗あげしまして、12 月 18 日にハローワークで県が主体でしたが、当課の保健師も行

きまして相談に応じています。来所者 35 人中、こころの相談があった方は約 4割の 14

人となっております。ワンストップサービスとして年末生活相談窓口を 12 月 29 日 30

日の 2 日間実施しております。来所者 39 人中、こころの相談は 14 人いらっしゃいま

した。②「こころの健康相談窓口・相談機関等の周知」としまして、ホームページに

も相談窓口を掲載しております。市のトップページ→サービス・手続→健康・福祉→

心の相談窓口のお知らせというように載せています。③「うつスクリーニングの実施」

としまして、重点地区でのうつスクリーニング、赤ちゃん訪問で産後うつ病になって

いないかどうかを質問票を活用しまして全員にスクリーニングをいたしております。 

３．「こころの健康の保持増進を図れるようにスポーツや生きがい活動などを推進す

る」ということに関しましては、地区での運動教室・健康教室の実施や、保健推進員・

食生活改善推進員・八戸婦人ボランティアいちいの会などが活躍しています。 

４．「地域・職域・学校、関係機関等で、こころの健康教室等の自殺予防対策に取り

組んでいくことができるように連携」ということに関しましては、この後、意見交換

のなかで意見をいただければと思います。では、 後のページの参考資料を簡単に説

明させていただきます。 

がん検診の受診率をグラフで表しました。肺がん検診を受ける方が一番多く、子宮

がん検診・乳がん検診は受診率が低く、10％台という年度もある状況です。 

下のグラフは男女別のグラフになっています。胃がんの受診率は男性のほうが若干高

いようですが、肺がん・大腸がん受診率については女性のほうが若干高いという状況

になっています。 

次のページの参考資料は、死因別の死亡率をみたグラフでございます。1位はがんで

増加傾向です。平成 19 年に関しては、2 位が心疾患、3 位が脳血管疾患で、脳血管疾

患は減少傾向にあります。4位が肺炎、5位が自殺ということで増えてきている状況で



す。次のグラフはそれぞれ人数を表したものです。 

次の参考資料につきましては、健康はちのへ 21 計画の重点戦略以外の項目のデータ

も掲載しております。 

参考資料の「他の健康増進計画との比較」についてですが、昨年の会議のなかで、

他の市町村や県と比較してみてはどうかというご意見をいただきまして、他の市町村

等を調べてみたのですが、項目の取り方が違っていたり、算定の仕方がまちまちで簡

単に比較はできないということがわかりました。８．「特定健診の受診率」につきまし

ては、八戸市は 23.9％ですが、弘前は 19.0％、青森県は 26.6％、国 30.8％ですので、

八戸市は低い割合になっております。９．「特定保健指導を受けた人の割合」は八戸市

が 26.8％ で、弘前や県や国は八戸市より低くなっている状況です。算定の仕方がまち

まちで、これぐらいしか出せませんでした。以上です。 

岸原 

部会長 

ありがとうございました。ただいまの進捗状況の説明について何かご意見・ご質問

はありませんか。 

河野委員 新規の取り組みもやっておられて、何とか打破したいというのが伝わってくるんで

すけど、ＰＲ広報関係で、市営バスに広報を出すということですが、南部バスや大型

スーパーの協力は得られないのですか。人がものすごく出入りするところですので。 

加賀課長 新年度については、市営バスではある程度協力が得られるということで、そちらか

らとっかかりをつけてやっていきたいと考えています。ある程度効果的、好評であれ

ばそちらのほうに協力が得られれば広げていきたいと考えています。 

河野委員 ものすごく心配なのは、女性の喫煙と飲酒は一番大切なところだと思う。これから

どのように啓発していくかですね。 

熊坂委員 今、女性の飲酒と喫煙の問題が出ましたが、重点項目からは外れていますが、歯の

健康を、できれば口の健康に直してほしい。 近業界新聞で、女性の喫煙率の上昇に

合わせて女性の口腔がんが増えているのが問題になってきています。以前から歯周疾

患検診が数パーセントと低い数値になっているんですけども、口腔がんの検診までは

いかないのですが、歯周疾患検診として受診を促していったときに歯科医院で口腔が

んの初期状態というのがチェックできます。ほとんどの人が口内炎が半年も治らない

というのが前がん病変としてがん化する以前の状態として気がつくまで放置する。実

際に受診したときにはステージ３とか４とか重い状態になっている。口腔がんは死亡

にも関係あるが、仮に生き残ったとしても顔面半分がなくなったり、顎がなくなった

り、社会復帰が非常に難しいところがあるんですね。アメリカやイギリスでは、口腔

がん検診受診のキャンペーンを自治体のサービスとして行なっています。日本では、

口腔がんに関しての意識というか、そういうものが本当にあるんですかという状況が

あるんですね。全国に先駆けて、八戸も口腔がんに対する取り組みだとか、歯周病と

一緒に受診してチェックしてもらいましょうというあたりを健康増進計画に盛り込ん

でいければいいかなと思います。 

それともう 1 つ、歯周病と関連して今非常に問題になっているのは糖尿病です。糖

尿病と歯周病は非常に高い相関があります。歯周病の原因菌がインシュリン抵抗性を



上げているとはっきりわかっていることがあります。糖尿病と歯周病を抱き合わせて

受診、あるいは糖尿病のグループの人にもきちんと歯周病検診を受けてもらうように

すれば、せっかく予算を組んでいる歯周疾患検診の受診率も上がってくるのではない

かという気がする。口腔がんの問題については、 近クローズアップされているので、

ぜひこれから積極的に取り組んでいただきたい項目の１つだと思います。 

鈴木ＧＬ せっかく歯周疾患検診受診率のことについてありましたので、他にこういうＰＲも

いいんじゃないかというご意見等がありましたら、委員の皆様からもご意見をいただ

きたいと思います。私どもも普及啓発はやっているつもりではありますが、もう少し

知恵を絞れるところもあるかもしれませんので、ご意見を伺えたらありがたいと思い

ます。 

大鰐委員 意見ではなく質問ですが、先ほどの口腔がん検診のことですが、集団で実施するの

は難しいのでしょうか。歯科医院に行かないとダメなのでしょうか。 

熊坂委員 集団では難しいと思います。歯科に行かないとダメだと思います。1次スクリーニン

グですから、それだけでみんなを集めてもかえって費用がかかる。今、せっかく歯周

病の検診事業がありますので、そのときに 1 行加えてもらえれば、それは歯科医師会

でも各先生方に歯周病の検査だけではなく、口腔粘膜・歯肉・舌を全部細かくチェッ

クして怪しいと思ったら二次医療機関に紹介するといったシステムづくりをすれば安

上がりに検診事業をもっていけるのではないでしょうか。 

河野委員 それは年代・性別は関係ないのですか。 

熊坂委員 20 代の女性が増えてきています。10 代 20 代でがんができるというのは今までなか

ったのですが、女性の喫煙率との相関関係があるだろうといわれています。死ぬとい

うことより、顔がなくなりますから、社会復帰が難しくなるんですね。車椅子とかと

は違って、顔が亡くなるというのは、大きなショックです。命が長らえるだけでなく

て、口腔がんの危うさを公共の場所で知ってもらうことが重要ではないかと思います。

大鰐委員 来年度から、歯周病健診で唾液中の血液に反応するかどうかという検査をすると聞

いていますが、それで陽性になった人はがんの可能性があるのですか。 

熊坂委員 それは関係ないですね。ですから、来ていただいたら一次スクリーニングとして、

口のなかの異常がないかどうかをチェックして、長期間の異常を本人が訴えていない

かという問診がメインになってくる。口内炎ができたら歯科に行けばいいかどうかと

いうのを知らない人のほうが圧倒的に多いですから、歯周病検診事業に含めれば、な

にか口腔内の粘膜異常があったら、歯科医院へ行ってみようという啓蒙にもなると思

います。 

大鰐委員 市の歯周疾患検診は 20 代は対象になっていないですよね。 

鈴木ＧＬ はい。40、50、60、70 歳です。 

熊坂委員 好発年齢はもっと上です。20 代で増えてきてはいるが、稀なことではあります。 

岸原 

部会長 

広報はちのへに、載せたものの「こんな症状が危険信号」の欄に、例えば、「口腔の

異常（口腔がん）」と追加するなどパンフレットの作り方を変えればどうでしょうか。

熊坂委員 付け加えると効果があると思います。 



岸原 

部会長 

口腔がんを含める場合には、危険信号の項目を付け加えて、例えばストレスができ

るとか、ものがしみるとか、嗜好品はどうか知らないが、そういう項目を付け加える

とよいのではないでしょうか。 

熊坂委員 たぶん、大学などで行なっている１番 初の簡単な問診みたいなものがあると思う

ので、そういうものをいくつか引っ張ってくるとよいのではないでしょうか。 

岸原 

部会長 

それでは、そういうものを引っ張ってきて、危険信号のチェック項目に付け加える

と。 

大鰐委員 質問ですが、資料 2 ページの死亡のところがありますが、糖尿病による年間死亡者

が多少増えているということなんですけども、脳血管疾患の死亡者 260 人は糖尿病を

合併しているとかそういうのはデータではみているのでしょうか。 

野田主幹 あくまで主要死因からのものでしかわかりません。 

大鰐委員 糖尿病で人工透析をしているかというのはどうでしょう。 

野田主幹 データとしてはありません。 

岸原 

部会長 

目標値の達成状況の表示になくて申し訳ないのですが、現状値とパーセンテージが

ありますが、データの母数はどこからきているのですか。例えば、運動習慣がある人

が 39.4％というが、母数はどこからきているのでしょうか。 

鈴木ＧＬ 

 

参考資料の 後のページに全領域の目標値の状況が載っている表がございますが、

一番右端が出典となっています。例えば、成人の喫煙割合であれば、20 年度の基本健

診の受診者から以前は割合を出していましたが、20 年度からは特定健診の受診者から

出しています。中間値につきましても、前のページには中間値が書いていないが、参

考資料にはスタート時と中間値のデータも入れておりますので、比較していただけれ

ば、悪化した・しないが判断ができます。 

岸原 

部会長 

母数を特定健診からとるというと、年齢は４０～７４歳で、かつ特定健診を受けた

人、その中で何人いるか。ということですね。ということだと、実数ではなく傾向が

わかるということですね。 

鈴木ＧＬ 市民からのアンケートをとったとかではありません。 

瀧澤 

副部会長 

 

自殺対策の話をさせていただきます。年間 70 人前後の 50 歳ぐらいの方が亡くなる

と、身近な方々やご子息を合わせると、1年間に 1名の自殺者がいれば、6名の長期間

悲しみにくれる方々がいるんですね。何年たっても私のせいでこうなったんではない

か、あの時一言いったことが悪かったんじゃないかとか。もしかすると、後追い自殺

があったりする。1 年間に自殺死亡者が 50 人～70 人いる八戸の場合は、1 年間で 300

人の長期間悲しみにくれる方がいらっしゃる。人口 25 万の町で年間 300 人そういった

方々が増えてくるという実情を考えると、心のケアという観点から考えても遺族ケア

をしなければならない。県は緊急強化モデル事業として遺族対策をしようということ

になっている。青森県は全国でも自殺対策は先進的であるといわれているが、これは

一次予防に限ってのことです。三次予防は出遅れている。三次予防は 46 市町村のうち、

6 市町村しか実施していないのです。私が知っている範囲で遺族会をもっているのは、

つがる市のすずらんの会しかない。ぜひとも、八戸市で、遺族のわかちあいの会とい

うが、長期間悲しみにくれる方々を市が広報し、場所を設け、集まっていただいて半



年に 1 回でも結構ですので、遺族のこころを分かち合うような会を作っていただきた

い。みなさん同じ気持ちであったんだということを共有することこそが生きる希望で

すとか、心の支えですとか、自殺予防にも繋がっていくんですね。自殺予防と自殺対

策という言葉がこの資料のなかでは混在していますが、通常「自殺予防対策」という

言葉は使わない。「自殺予防」という言葉を使っていますが、自殺対策基本法からもわ

かるように、遺族は予防という言葉に敏感です。市が正式に「自殺予防」と大きく掲

げると、遺族はじゃあ、私は自分の旦那を自分の子どもを予防することができなかっ

たんだという気持ちが高まってしまうんですね。「自殺対策」という言葉を行政は使い

始めておりますから、「自殺対策」という言葉と「自殺予防」という言葉を使い分けて

いくことが大切です。大山先生のされているスクリーニングも啓発でも予防でも結構

ですけども、ちょっと敏感になったほうが良いときもあります。遺族会ですが、八戸

市も緊急強化事業に上がっていると思いますが、23 年度も仮に間に合うようなら、何

といっても 2 億のお金がついているので、県にあげていただいて、ぜひ、八戸でも遺

族会を立ち上げる方法を模索していただいてはどうでしょうか。例えば、神奈川県に

あるカメリアという病院に勤務されている自死遺族会で有名な山口さんライフリンク

でアンケートをとられていた方ですが、その方を呼んで講演をしてもらって、立ち上

げのノウハウを教えてもらうだけでも立ち上がっていくと思う。実際つがる市はその

ようにして立ち上げていった。遺族ケアという観点をもって遺族対策をしてもらいた

い。 

もう 1つは普及啓発のパンフレットです。人口 25 万ぐらいの工業都市で普及啓発す

ると、窓口にパンフレットを置くことはもちろん大切なことだと思うが、できれば、

普及啓発と一次予防で成功している静岡県富士市精神保健福祉センターの市川さんと

いう臨床心理士の方とか、松本さんというドクターが所長をやっております、ぜひと

も問い合わせをしていただいて、工業都市での普及啓発のノウハウを盗んで、横断歩

道など、先ほど市営バスという件もありましたが、そのへんのラッピングを含めて、

もちろん市の持ち出しの予算が必要になってくると思いますが、キャンペーンが功を

奏している地域、富士市はノウハウを地域にどうぞ活かしてくださいといっておりま

すし、滋賀県・島根県・兵庫県のあたりの地域も富士市のノウハウをそのまま活かし

て同じく啓発している地域がありますから、県は予算をもっているので、もう一歩踏

み込んだ啓発をしていただければと思います。 

大鰐委員 今の、三次予防のところですが、さきほどのつがる市のことと精神保健福祉センタ

ーが事務局になっている「りりーふの会」というのがあります。3年目になります。12

月 18 日に八戸市でも開催して、13 人中 7人が八戸市だった。精神保健福祉センターが

中心となって八戸で開催するのはたった1回しかなくて、そこに集まった方たちが、「ぜ

ひまた八戸市でも開いてほしい。」という声がありまして、また 3月にも開催すること

になりました。できれば、お話がありましたように、地域で自主的に活動できるよう

に保健所も市も一緒に精神保健福祉センターと支えていければという話がありまし

た。非常に歩みは遅いかもしれないと思うが、少しずつ動きが出てきました。 

瀧澤 保健師の仕事は会場を作ったり、パンフレットを渡したりするだけで良いと思いま



副部会長 す。あとは、遺族の会とかそのグループが推進していただけるような環境づくりをす

ると思うので、まずは、きっかけ作りは行政がしていただけると良いと思います。遺

族の方に声をかけていくことこそ難しいんですね。南部町では四十九日が終わると有

無を言わさず保健師が家庭訪問するという話もあります。警察が検視をしたときに、

こういった会がありますとパンフレットを渡してもらうようなことをしながら、まず、

遺族会があることの啓発、つがる市では広報誌の裏に掲載するやり方をしています。3

月の集まりがあることも上手に伝える方法を知っていただくことが大切です。 

岸原 

部会長 

テレビで青森の遺族会をやっていましたよね。 

大鰐委員 「りりーふの会」という名前をつけたそうです。できれば自主組織に育てていきた

いということでした。地元では参加したくないという人もなかにはいらっしゃるそう

で、津軽から八戸へまたは逆に行っている方もいらっしゃると思います。私たちも出

来てくれば呼びかけはしていけるかなと思っていました。 

岸原 

部会長 

認知症の方の家族会はあるんですよね。周りの家族も大変で精神的ストレスもある

わけで、そういう人たちのための会、自殺した人も大変だけれども周りの人たちも大

変であると。そういう人たちを支える会があればと思う。自殺予防というのはなかな

か難しくて、すぐ隣にいても気づかないことが多い。パンフレットでは相談窓口があ

りますけども、実際に相談の電話がきたことはあるのでしょうか？ 

鈴木ＧＬ 保健師のこころの電話相談は、毎週水曜日に実施していますが、12 月末で 32 名ほど

の電話相談がきています。全部が自殺という言葉が出てきたかは手持ちの資料にはな

いのですが、相談票をみれば、1～2 人は自殺という言葉を述べていると思います。そ

れ以外は、うつ病の病気の相談や育児不安の相談、ひきこもりの相談がきています。

通常も毎日こころの電話相談というわけではなく電話相談や庁内での面接の相談をし

ておりますけども、こころの相談の件数が多くなっています。必要に応じて、青森の

精神保健福祉センターを紹介させていただいたり、病的に診断等が必要で病院にも行

けないという方は保健所を紹介させていただいたり、いのちの電話を紹介させていた

だいたりという対応をしています。 

瀧澤 

副部会長 

なかなか行政に電話するのは敷居が高いので、かけずらいということがあったり、

また、まさかこころの相談ものってもらえるとはみたいなことを考えている方がまだ

まだいるんですね。小さな町村ですと、先行する事例はいわゆる傾聴ボランティアで

すね。身近な方々が身近な方々の相談を聞いてあげるというもので、岩手県が力を入

れていて、国の「笑顔傾聴ボランティアこころの会」が成功して、ショッピングセン

ターや市の福祉会館に相談コーナーを設けるというもので、民間団体の傾聴ボランテ

ィアの会が設けています。そこに行政もバックアップしているんですが、地域の方々

の話を聴いている。保健所が養成しています。八戸保健所での傾聴ボランティア養成

は予算がついた平成 19 年度に行なったが 1 回ぐらいの講演で終わってしまった。5 回

7 回といった連続したシリーズで養成講座を開催して講座を終了した受講者には、修了

証を提示して自覚をもって地域に取り組んでいただけるように傾聴ボランティアを本

当の意味で養成していくことが保健所と県に求められています。岩手県がかなりうま



くやっているように見えます。岩手や秋田と比べ、青森は民間団体がまだまだ育って

いない。今回の緊急強化基金は民間団体のためにお金をつかうと内閣府はいっている。

NPO でなく民間団体でもお金がつきます。なかなか大きな都市部では難しいが地域の方

同士で健康を支えあうという環境づくりをしてほしい。保健所も協力していただいて

傾聴ボランティアの養成の見直しもしていただいて、身近な相談口を増やしていくと

いうことも求められるかもしれません。 

大鰐委員 実は昨日保健所で傾聴ボランティアのフォローアップ研修を開催しました。おっし

ゃるように 19 年度に研修を受けた方たちが、ずっと受けていない状態でフォローアッ

プ研修をした。１回だけの研修だったので、フォローアップをきちんとしなければな

らないなと感じたところです。 

瀧澤 

副部会長 

仁平前保健所長は、まず傾聴ボランティアの皆さんに活躍の場を提供していくこと

も大切だと言っている。 初は施設を紹介して、施設で傾聴の練習をするんですけど

も、岩手では、緩和ケア病棟で傾聴ボランティアの一般の方が活躍する場があり、力

をつけています。団体を立ち上げるときに大切かもしれません。 

河野委員 事後対応のことを聞いていて、自殺予防というのは事前対応とか危機管理とか自己

対応とかあるんですけども、少し古い話になるが、同僚が自殺した事例がある。その

ときに、パンフレットにも書いてありますが「気づき」というのが難しい。うつにな

った人は今までの状態とうつになったという状態がはっきりわかる。しかし、私が体

験した自殺された方というのは、ほんとに気づくというのが難しかった。いつもと同

じような状態での生活、もっと細かくみたらわかったかもしれないけども、そういう

状態のとき、そういうときにどういう風な対応ができるかということです。私は何も

できなかったんですね。気づくような事象と気づかないような事象があるんじゃない

かなと思います。気づくときの事象は、何か問題点があったら傾聴して繰り返し聴く

とか手法がありますけど、気づかない事象があったときどういうふうにその人を救い

上げるかということ。今振り返ってみても、家族のものすごい状態を見るんですね、

まだ今でも耳元に残っているんですけども、そういう面からいくと、事後対応は大切

だなというのは瀧澤先生の話を聞いてより強く感じました。気づかないときにどのよ

うにしたらよいかということがなかなか整理できない。問題は、気づかない事象をど

う気づくかということをやっていかなければと思います。 

岸原 

部会長 

今までいろいろなお話がでましたけれども、意見交換という形で、計画を推進する

ために、どうしたら健診受診率を上げる、あるいは、運動習慣を身につけるためにど

うしたら良いかということなど計画に役立たせるために意見をいただきたい。 

河野委員 これだという方法はありませんね。 

岸原 

部会長 

逆に上がらない理由でも構いませんが。 

河野委員 私も必ず健診は年に 1 回受けるのですが、健診に行くのがどうもおっくうですね。

例えば、何時までに食事を終えるとか、水を飲んだらダメとかいうような制限が緩和

されればなと思う。そういう緩和はありませんか。 

岸原 事業所や医療機関では必ず職員全員の健康診断の結果を提出しなければならないと



部会長 いう強制力があるので良いと思うが、問題は、どこにも勤務されていない主婦の方等

ではないでしょうか。会社に勤めている方は良いのでしょうが。 

河野委員 企業のなかでもやらない人はいますけどね。夕方、休日の健診実施体制を作ること

はできないのでしょうか。通年実施しているということですが、時間帯を延ばすこと

などは無理なのでしょうか。 

岸原 

部会長 

さきほどの進捗状況の資料 3 ページで未受診者への電話勧奨とありましたが、実際

これが一番効いているのではないですか。ポスターとかをみて健診があるんだなとい

うのはわかっていても、面倒くさいとか時間がとれないとかで、なかなか実質的な効

果が出ない。一番効果があるのは電話なんでしょうけども大変でしょうね。 

河野委員 共稼ぎの方が多いので電話に出られない方が多いのでは。 

瀧澤 

副部会長 

私の妻は、無料で受けられるというチラシをみて行っているが、非常に効果があっ

たように思う。国の事業ということですが、単年度ですか。それとも今後も継続され

るのですか。 

加賀課長 国は22年度の予算にもっています。ただ今年度は全額国で補助ということでしたが、

22 年度については半額を地方自冶体が負担するという形になっており、財政負担が関

わってくるので、新年度どうなるかはまだ決定しているわけではありません。ただ、

国はそういうふうな形で 22 年度予算にもっています。 

瀧澤 

副部会長 

ぜひとも中年男性も前立腺等、受けたらためになるとか、がんのことも知ってもら

いつつ、こういったおまけが付いてくるというのが良いのではないかと思いました。 

大鰐委員 八戸市が重点地区を決めて活動しているのが効果的だと感じています。例えばチラ

シとかをたくさん誰にでも配布するという方法もあると思いますが、地区に入ってい

ったときに、どんな内容の媒体をつかって受診勧奨していくかということも１つだと

思っている。例えば、60 代で脳卒中になった方が実際に何歳くらいから健診をうけて

いたのかとか、受けていないのかとか、そういう経年で見れるようなデータを本人か

ら聞き取って、何人かの経過をみて、なぜ健診を受けたほうがよいのかというデータ

を用いて地区で説明することで効果があったところが他県にあります。他県のデータ

ではなく、八戸市の例えば重点地区にしているところの、まったくその地区の方だと

プライバシーがあるかもしれませんが、隣の地区の方でも、60 代で早く脳卒中になっ

た方が、どういった生活をずっと送ってきたのかなということを表してみたらどうか

なと感じています。たくさんの数で表すのともう１つ質的な個人のデータをあらわす

ことでより説得力が増すこともあるので、地元のそういう人の事例を表してみたらど

うかと思います。あと、医療費がどれくらいかかっているのかということで国保の人

は興味をもたれるのではないかと思います。国保税に跳ね返るわけですので。糖尿病

で透析を受けている方がものすごい数で増えています。私は、保健師になって 30 年経

つのですが、私が保健師になった頃は、人口 8,000 人で 2～3人しか透析の方がいなか

ったです。今は 3～5 倍もいる。この八戸管内の人口 6,000 人の町で 22 人の透析の方

がいる。私も驚いたんですが、うなぎのぼりに上昇していて、医療費はものすごいと

思います。そういうことを見ていただくことで、住民の方がではどうしたらいいんだ

ろうと考えると思います。大勢に呼びかけるより、地域に行って話し合いしながらど



うしていくかということを地道にやっていって、その地区が少しでも変わってきたら、

そのやり方ができるのかなと思いますが、いかがでしょうか。 

鈴木ＧＬ ありがとうございます。確かに身をもってこれで受診するとこんなに医療費がかか

るんだとか、それを自分たちが負担しているんだというふうに健康を害することが他

人事ではなくて自分のこととして実感できるためにはそのような資料を作って訴えて

いくことは大切だと思うので、担当者と検討していきたいと思います。 

岸原 

部会長 

チラシについてはご意見が出ましたので、具体策については６～７ページに書いて

ありますが、他にもっとこうしたほうがよいのではないかという具体策はありますか。

運動習慣をもっと上げるにはどうしたらよいかというのはどうでしょうか。 

河野委員 トレーニング室を利用している人はグラフが増えてましたよね。ですから運動して

いる人は多いと思うんだけど、これはデータの取り方が変わったでしょ。八戸のトレ

ーニングセンターに行くと、高齢者の方もだいぶトレーニングしておられますよ。で

すから、グラフが伸びているのも実感としてうなづけます。 

岸原 

部会長 

では、受診率をあげるためには重点地区をもうけてやったらどうかということと、

自殺予防対策としては遺族会を立ち上げてはどうかという方向でのお話でした。よろ

しいでしょうか。 

加賀課長 貴重なご意見をどうもありがとうございました。 

岸原 

部会長 

それでは次第のその他にいきたいと思います。 

加賀課長 会議録及び会議資料の公開についてご説明したいと思います。配布しておりますの

「付属機関等の会議の公開等に関する取扱い」と書いた資料をご覧いただきたいと思

います。今年度から、広報部会を含む付属機関との会議も公開等に関する取扱いが開

始されまして、資料の裏面の第６の(２)「公開した会議に係る会議録及び会議資料は

会議において公開しないこととした情報を除き、市ホームページへの掲載及び情報公

開コーナーでの閲覧の方法により、一般の利用に供するものとし、非公開の会議に係

るものについては、可能な限り公開に努めるものとする。」とこのようにされておりま

す。このため、当部会の会議録についても特に非公開の指定がなければ原則として公

開することとしたいと思いますので委員の皆様のご承認をいただきたいと思います。 

岸原 

部会長 

ただいまのことについてご質問、ご意見はないでしょうか。それでは公開について

はご異議がないということでよろしいでしょうか。 

他にはないようですので、議事を終了させていただきます。ありがとうございました。

司会 それでは、これをもちまして、平成２１年度八戸市健康福祉審議会健康・保健部会

を閉会いたします。本日は誠にありがとうございました。 

 


