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平成 22 年度 八戸市健康福祉審議会 健康・保健部会 

 

１．日 時：平成 23 年２月２日（水） 13 時 30 分～12 時 40 分 

２．場 所：八戸市庁別館２階 会議室Ｂ  

３．出席者： 

    委員８名：岸原千秋部会長、瀧澤透副部会長、片岡千帆子委員、 

山本義一委員、熊坂覚委員、上野律子委員、熊谷満美子委員、 

宮川委員（代理：千葉文明） 

   事務局：松浦市民健康部部長 

       健康増進課 加賀課長、木村 GL、鈴木 GL、嶋森 GL、野田主幹、 

馬渡技査、下田保健師、平島主事              

       南郷保健センター 四戸所長 

４．議事録 

●司会（下田）：それでは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。本日の司会進行を務めます健康増進課の下田と申します。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。事前に送らせていた

だいた資料のほかに、本日の資料は出席者名簿、席図、クリップ留めの資料が６枚、

それから冊子になっております「保健推進員のための健診おすすめ資料集」と「保

健業務概要」となっております。不足の資料等ございませんでしょうか。 

それではただ今より平成 22 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代がありましたのでご紹介いたします。青森県栄養

士会八戸地区福祉運営委員工藤委員に代わりまして上野律子委員が、また河野委員

に代わりまして熊谷満美子委員が依嘱されました。どうぞよろしくお願いします。 

次に本日の出席状況を報告いたします。宮川委員の代理で三八地域県民局地域健

康福祉部千葉文明次長が出席され、８名全員がご出席されております。それではま

ず、岸原部会長よりご挨拶をお願いします。 

●岸原会長：今日はお忙しいところご出席いただきましてありがとうございます。今

日は「健康はちのへ２１」計画の進捗状況につきまして、事務局からいろいろなお

話が終ったあとに、そのあとに皆さまからのご意見を伺いながら、これからの八戸

地域の健康づくりに反映していきたいと考えておりますので、どうぞ多数のご意見

をお願いいたしまして挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

●司会：ありがとうございました。それではただ今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。 

●会長：それでは早速議事の進行に入ります。次第の資料を見て進めてまいりたいと

思います。まず初めに「健康はちのへ 21」計画進捗状況につきまして事務局のほう

からご説明をお願いいたします。 
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●事務局（野田）：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。健康増進課の野田と申します、よろしくお願いします。では座って説明さ

せていただきます。 

それではお送りしていました資料に沿って説明させていただきます。 初に１ペ

ージのところですが、「健康はちのへ 21」計画領域別目標の達成状況についてです

が、各領域毎の数値を表していますが、スタート時より悪化したものは水色の色を

付けております。１の栄養と食生活つきましては肥満の割合をスタート時と比較し

ますと、１歳６カ月児では 0.1 ポイント増加しているものの、全体的には減少して

おります。１日の野菜摂取量は目標 350 グラムとは大きな開きがあります。２の身

体活動・運動に関しましては、運動習慣のある人の割合は男女共に減少傾向にあり

ます。３のこころの健康づくりですが、子育てに困難を感じる人の割合をみると３、

４カ月と１歳６カ月児では減少していますが、３歳児ではスタート時より 5.1 ポイ

ント増加しています。自殺死亡数は増加傾向にあります。４のたばこのところです

が、成人男性の喫煙割合は年々減少して、スタート時より 10.6 ポイント減少して

いますが、成人女性の喫煙割合は 1.1 ポイント増加しております。これは先に厚生

労働省が公表しました平成 21 年の国民健康・栄養調査結果、全国のデータを見ま

すと男性が 38.2％で、女性は 10.9％ということでしたので、八戸は全国より男女

共に高いということがいえるようです。次に５番のアルコールに関してですが、成

人男性の３合以上の多量飲酒者割合は年々減少していますが、女性は増加しており

ます。 

では２ページのほうをご覧ください。６の歯の健康のところですが、真中辺に空

欄のものがありました。空欄のところの内容は本日お渡しした資料でクリップ留め

しております資料の一番上に小さい紙で付けております。間食として甘味食品・飲

料を１日３回以上飲食する幼児の割合というところがこの空欄のところに入りま

すのでよろしくお願いします。むし歯のない幼児児童生徒の数は増加しております。

歯周疾患検診受診率は減少しているということです。７の糖尿病・循環器病・がん

に関して、特定検診受診率と特定保健指導を受けた人は目標に遠くて、精密検査受

診者も減少している状況です。血圧・糖尿病検査・脂質異常者の割合は増加してお

ります。また全てのがん検診受診率は高くなっているものの目標には達しておらず、

特に乳がん・子宮がん検診受診率は約 20％と低い状況です。また乳がんの自己検診

実施率は減少しております。脳血管疾患による年間死亡者数は減少していますが、

糖尿病とがんによる年間死亡者数は増加しているという状況です。 

それでは３ページのほうをご覧ください。こちらは各種がん検診の年度別の受診

率を表したものです。目標は 50％ですが 20 数％と低い状況にあります。平成 20

年度は特定健診が開始されまして、健診体制が変わったことに伴い受診率が減って

いますが、21 年度は増加しています。 

次に４ページのほうをご覧ください。こちらのほうは差し替えをお願いしたいの

ですが、クリップ留めをしてあります資料のほうになります。主要死因別死亡率の

推移ということで、クリップ留めされた資料の方をご覧いただけましたらと思いま
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す。こちらはご覧のとおり年々がんの増加が著しくなっておりまして、20 年の死因

の順位を見ますと１位ががん、２位が心疾患、平成 19 年から心疾患が２位です。

３位が脳血管疾患、４位が肺炎、ここにはございませんが５位が不慮の事故という

ことになっておりまして、６位が自殺。その次が腎不全と老衰はここには表してい

ませんが入ります。９位に糖尿病という状況でございます。 

では次に５ページのほうをご覧ください。八戸市の母子保健事業を上の方に、下

の方に成人保健事業・高齢者保健事業として表しています。それぞれ年代別は横軸

に、縦軸には健康診査、健康教育・健康相談、家庭訪問という形で表しております。 

次のページからの取り組み状況に市の保健事業を掲載しておりますので、参考に

ご覧いただければと思います。 

それでは６ページのほうをご覧ください。６ページから９ページは領域別の取り

組み状況、平成 22 年度のものになりますが新規事業を中心に各領域の主なものを

簡単に説明させていただきます。まず、栄養・食生活についてですが、全領域に共

通するものとしては広報はちのへ・わが家の健康カレンダー・市ホームページ・ポ

スター・ラジオ等で広報をしております。妊娠期や子供、成人高齢者に関しまして

は各種保健事業で普及啓発しております。地区組織の育成としまして５番目にあり

ます食生活改善推進員養成研修会を毎年開催しまして、食生活改善推進協議会の活

動を支援しております。 

２番の身体活動・運動のところも同様でございますが、新規としまして健康フェ

スタにおいて「楽しく続けよう！運動で健康ダイエット」ということで、健康運動

指導士を講師に実技を行なっております。その欄の一番下のところですが「健康ス

ポーツダイエットフォーラム」というところがございます。ここは教育委員会主催

の市民大学講座とスポーツ健康課がタイアップしまして実施しました。これも新規

事業になりますので塗りつぶしをお願いします。これは８月にウォーキングキャス

ターの、勅使川原さんを招いて実施しております。 

次に３番のこころの健康づくりに関しましては、新規として「自殺防止フォーラ

ムｉｎはちのへ」を開催しました。11 月に 1回目を行いましたが、精神科医師等に

よる講演会、これは 138 名参加しております。精神保健福祉士による「こころの健

康相談」は７名参加しております。２回目は 12 月に県と共催で自殺防止演劇を上

演しております。これとシンポジウムとで 93 名の参加がありました。次にうつ予

防ポスターを作成しております。皆さまの前の黒板に貼ってあるうつ予防ポスター

は、一番左側のこころのＳＯＳサインと書いてあるもので、うつ予防のチェックと

相談機関を載せています。これを配布した先は市関係機関というのは公民館や支所、

あと薬局が110箇所と郵便局や金融機関、スーパーのほうにも貼らせていただいて、

約 300 箇所に掲示しております。それから八戸版自殺予防パンフレットも作成して

おります。これはクリップ留めされた資料の中にあります、ハートが付いているパ

ンフレットですが「支えあおう心といのち」というパンフレットで、これは一番後

ろのところに相談窓口を掲載しております。これは健康フェスタや健康教室等で配

布したり、市庁舎の受付や関係課にも設置したりしております。続きましてメッセ
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ージ入りボールペンを作成し、自殺防止フォーラムや健康教室で配布しております。

お手元にございますボールペンになります。ここには「１人で悩まず相談してね」

ということで八戸市として載せてあります。次に５番目のところにあります「うつ

病に対する相談体制の整備」ということですが「ワンストップ・サービス・ディ」

でのこころの健康相談、ハローワーク主催のものと「生活と健康をつなぐ法律相談」

という県主催の事業がございまして、自殺の原因は借金とか仕事がないという原因

もありますので、各方面でこういう事業がありまして、当課でも保健師が従事して

おります。 

次に４番のたばこのところですが、新規に行なった事業で、５月に実施した「世

界禁煙デー2010 記念フォーラムｉｎ八戸」への参加をしております。この主催は青

森県たばこ問題懇談会でございますが、シンポジウムで当課で「八戸市における妊

産婦の禁煙支援について」ということで発表しております。禁煙に関するリーフレ

ット、受動喫煙防止に関するリーフレットも作成して健診等で配布しておりますが、

そのリーフレットにつきましてもクリップ留めされております資料のほうにつけ

ております。水色の小さな資料「たばこのない家庭環境をつくりましょう」という

資料と、「たばこは百害あって一利なし」というような資料になっております。 

では次の８ページのほうをご覧ください。受動喫煙防止対策としまして厚生労働

省の通知を受けて、全庁的に全面禁煙についての取り組みの検討を依頼しておりま

す。 

６番の歯の健康に関しては、節目年齢の方等に歯周疾患検診受診勧奨の通知をし

ております。通知はクリップ留め資料の一番後ろに付けてございます。水色の資料

ですが、骨粗しょう症検診・歯周疾患検診のお知らせという資料になっております。 

７番の糖尿病・循環器病・がんに関しましてですが、乳がん検診の日曜実施を新

規に行なっております。これは日本乳がんピンクリボン運動の呼びかけで健診セン

ターが実施したものですが、八戸市民に対しましては 10 月 17 日の日曜日、100 人

が受けられたということで伺っております。これにつきましては受診しやすい環境

づくりということになりますので、一番下の空欄の辺りにもっていっていただけれ

ばと思います。受診しやすい環境づくりということで日曜に乳がん検診を行なった

ということです。次に特定保健指導は、今までは平日のみの開催でしたが、日曜日

の開催も選択肢を増やすため開催しておりますが、思ったほど多くは集まってはい

ないという状況でございます。 

次に９ページのほうをご覧ください。ここで新規としまして健診ＰＲポスターを

作成して掲示しております。それも黒板のほうに貼らせていただいていましたが

「がん健診さ行くべ」という方言を交えまして、あと「特定健診さ行くべ」という

こういう方言を用いまして、是非健診を受けに行こうということをアピールしてお

りますが、これは市営バスの中に掲示しております。全バス約 130 台位に掲示して

おりまして、ほかには公民館や支所、役所内入口や課にも掲示しております。次に

保健推進員による健診受診勧奨を強化するという意味で、お勧め資料集を作成しま

した。これもお手元にございます資料になっております。「保健推進員のための健
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診お勧め資料集」これは昨年度保健推進員の方にアンケートをとりまして、それを

元に作成しまして順に保健推進研修会等で配布している状況です。この中の目次の

ところをご覧になっていただくと、まず健診についての基礎知識ということで記載

しておりまして、健診を勧める上での基本姿勢はどうあればいいのか、またどのよ

うな機会に勧めているのかということです。あと健診を実際お勧めして困ったとき

の対処法を、前例とかを載せております。参考資料としましては平成 20 年度の地

区別健診受診状況を、各地区毎に 16 ページのほうに健診受診率を棒グラフで表し

ていまして、うちの地区は多いかな、少ないかなというのが保健推進員さんたちの

中でも参考になっているようです。ほかには健診だよりとか、健診そのものの内容

について載せさせていただいているという状況です。 

では次に 初の資料に戻りまして、10 ページのほうをご覧いただきますと、保健

事業における「健康はちのへ 21」普及啓発状況ということで、20 年度、21 年度、

22 年度は 12 月末現在ですが、これは保健師や栄養士が実施した保健事業を領域別

に集計したものです。22 年度はまだ途中ですが、昨年度並にはなるかと思われます。

以上です。 

●会長：はい、どうもありがとうございました。では「健康はちのへ 21」計画進捗状

況について説明報告をいただきましたけれども、このことにつきまして何かわから

ないとかご質問とかございませんでしょうか。はい、どうぞ。 

●山本委員：各種がん健診の受診率がきわめて低いのですが、この低さというのをど

のように認識していらっしゃるのかお聞きしたいのですが。 

●事務局（鈴木 GL）：各種がん健診の受診率が確かに低いということで、24 年度に 50％

ということを掲げているわけですけれども、がん健診に限らず特定検診もそうです

けれども、なかなか受診率が上がっていかなくて苦労しているところであります。

市のほうとすると、やはり広報の強化をするということと未受診者の方に関する受

診勧奨を勧めているというふうなことになります。広報の強化のあたりでは広報は

ちのへ等で健診のことをＰＲしたりとか、ホームページ等でもお知らせをしている

ということが現状でございますし、特に低い婦人がんについては国の施策で無料の

クーポン券を 5歳きざみの方に郵送していますので、多少その効果もあり新規の受

診者は少し増えてきているのかというふうなところでございます。先ほど保健推進

員の健診お勧め集という説明がございましたけれども、全国の受診率のいい市町村

等の結果等を見ましても、やはり個別にお勧めするというのは効果があるといわれ

ておりますけれども、なかなか個人情報の壁でどういう人が対象なのかわからない

とか、保健推進員さんの中からも出てきたりしますので、増やしていくのは難しい

現状ではありますけれども、なるべく研修等で理解をしていただきながら勧めてい

ければと思ってはいます。 

あとは意見交換のところで皆さんのほうからもこうすればいいのではないかと

いうようなことがありましたら、ご意見いただければとても参考になると思います

のでよろしくお願いします。 

●会長：ありがとうございます。 
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●瀧澤委員：まず感想ですけれども、新規事業はたくさん立ち上がっていて非常にい

いなと思って、やはり啓発という事業のポピュレーションアプローチとしての健康

づくりが本来の健康日本 21 の趣旨だと思うので大変いいと思います。心配なのは

やはり予算、お金のことですね。特に自殺対策は非常にマーカーのついたところが

多かったのですけれども、この後期計画は平成 24 年度までですけれども、多分こ

のマーカーついているところは次年度までの予算は緊急強化基金とかで付いてい

ると思いますけれども、それ以降のお金ですね。やはり啓発は継続していただいて

こそ地域の空気は変わっていくのですけれども、今後の展望ですね、次年度以降も

含めて継続発展していくような啓発事業のためのお金を確保できそうかどうかお

話していくかだと思います。 

●事務局（加賀課長）：そうですね、自殺に関しては補助金がございまして、それに

基づき今年事業を開始いたしました。来年度これと同じというわけではないですけ

れども、本当は中心街かどこかで来年度はティッシュか何かそういう啓発の用具を

買って、それを皆さんに配って呼び掛けるような事業を実施したいと思っておりま

す。やはりそれ以降となりますと、予算の関係がございまして、なかなか今ここで

は言いづらい部分があります。以上です。 

●瀧澤委員：：ありがとうございます。 

●会長：はい、どうぞ。 

●熊谷委員：質問ですけれども、たばことかアルコールは男性が低くなっているのに

対して女性が高くなっている背景というか要因というか、そういうことに何かこち

らのほうで考えられることはありますか。 

●事務局（鈴木 GL）：要因のあたりはとても難しいのですけれども、全国のほうでは

少し女性の方も下がりつつあるようなのです。八戸のほうはたばこにしろお酒にし

ろ少し上がっていて、たばこですと少し若い世代の女性というと私の主観になって

しまうのですけれども、何か格好良さみたいなものとか、それからやはり女性の社

会進出に伴ってのストレスの多さみたいなものも関係があるのかしらというふう

に、全くの私見です。以上です。 

●熊谷委員：データとしてはないのですね。 

●事務局（鈴木 GL）：はい、データとしてはございません。 

●会長：他にはございませんでしょうか。 

●熊坂委員：一般的にこの、先ほども話がありましたけれども、全体的に低い受診率

の中で、お勧め資料集の中で健診の受診者数とそこから実際に発見された人の人数

が出ているではないですか。このパーセンテージというのは受診率の高い低いに関

わらず、この数字は皆さんに公表して、高いとか低いとかというお話はどこかです

ることあるのですか。これ客観評価として 180 度違った目から見ると、健診利用し

ましたその結果これだけの人の病気が見つかりました。その結果、例えば医療費が

これだけ抑制できるとかさまざまいろいろなところに発展してくるわけですよね。

このパーセンテージが高いのか低いのかということ自体がわからないので、どうな

のかなと思うのですけれども。この中でこれだけの人数が見つかるということは、
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この健診の効果が非常にあったというふうに判断するのか、それともそんなことは

なかったというふうに判断するのか。例えば子宮がん検診にしても他の自治体でも

止めてしまった自治体なんかもありますね。効果、判定が非常に分からない。これ

はやらなければいけないということでやっているわけではなくて、何か目標があっ

て一つの事業を立ち上げていく、健診一つとっても評価されるべきではないかなと

思うのですけれども、その辺をどういうふうに客観的に僕らは判断すればいいのか

と思いまして。 

●事務局（鈴木 GL）：はい、貴重なご意見ありがとうございます。検診のがんの発見

率ということでございますよね。それが検診をやることの効果だということになる

わけなのですけれども、今ここに発見率のデータがございませんので、後で確認を

してみたいと思います。検診の精度ということにもなるわけですので。はい、あり

がとうございます。 

●熊坂委員：すいません、もう一つなのですけれども、おおよその受診率を上げる、

上げないというときは、大体それぞれの患者さんの経済的背景だとか、そういうも

のもすごく関係していたりするわけですよね。日本の健康保険というのは基本的に

はそんなにお金がかかるほうではないので、病気になってからでもいいよというモ

ラルハザードみたいなことが起きていないわけではないわけですよね。受診率が非

常に高いよその国なんかは、非常に医療費が高いところはこの予防健診の受診率が

100％に近い位高いですね、行政サービスとして行なっている場合も。ところが日

本の場合は健康保険の負担率だとか、あるいはそのあとの助成だとか非常に恵まれ

ていますから、ですからその受診率が低くなるという現状は避けられないかもしれ

ないですけれども、そういう背景もそれぞれ各地区地区でどういうふうに認識して

いるのかというのは行政サービスの中で一応調べておくべきではないのかなとい

う気はするのです。以上です。 

●司会：ありがとうございました。他にはございませんでしょうか。 

●山本委員：すいません、確か去年でしたでしょうか、せんべい汁体操ができたとき

に実際に見せてもらったのですが、今毎朝どこかの公共放送で鉄板体操みたいなも

のをやっているのですが、それに先駆けたせんべい汁体操という、その去年いろい

ろなところで取り組み普及をなさったと思うのですが、地味な活動だと思うのであ

まり目に飛び込んでこないのですが、去年の取り組み状況みたいなものを教えてい

ただければと思います。 

●事務局（鈴木 GL）：実はせんべい汁体操開発、周知している主管課が、恐縮ですけ

れども高齢福祉課のほうでございまして、私どものほうでも地域での介護予防教室

とか健康教室等の機会にせんべい汁体操をやって普及することはあるのですけれ

ども、全体的な取りまとめの数は今ちょっと把握していませんのでご了承ください。 

●山本委員：すいません。 

●瀧澤委員：今のことですけど、せんべい汁体操を開発したのは確か八戸大学の教員

だったと思うのですけど、細々とやっている。健康まつりで学生が踊ったというこ

とは聞きました。その程度だと思います。 
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●司会：はい、上野委員どうぞ。 

●上野委員：食生活や歯の健康、あと喫煙問題に関しましては今のことだけではなく

て先々今の子供たちという若い 20 代、30 代、40 代女性の喫煙率の問題ですとか、

その辺の興味関心という部分が、次世代の子供たちのまたこういう目標値までいく

かいかないかという部分のところに辿り着くと思うのですけれども、その辺に関し

てのこういうことをしているという部分はあるのかと。幼児期の部分とかはあるの

ですけれども、例えば小、中、高あたりの部分というのはなにか市のほうでされて

いるのかなと思いまして質問します。 

●事務局（木村 GL）：小、中、高ということについては養教部会の先生が、今日おい

でになっておりますのでちょっとお話いただければと思うのですが、20 代 30 代の

女性の方ということについてですが、妊娠する機会が多い年代ということで今八戸

の場合は妊娠届を出されたときに妊婦さんが喫煙しているかどうか、あとご家族の

方が喫煙しているかどうかというのを把握しながら、県のほうで作成しています

「赤ちゃん、妊産婦家族のための禁煙支援ブック」という冊子がありますので、そ

れを説明しながら全員の妊婦さんにお話して、そのときにご家族の方がたばこを吸

っているとか、あと職場で吸っている方があるというとこであればヤニケンいう禁

煙指導用のグッズを用いて唾液でタールを調べるものなのですが、それを差し上げ

て自宅にいってから測定してみてということできっかけ作りをしておりました。産

後の赤ちゃんのところには、全戸訪問ということで今取り組みをしていますので、

産後にお母さんを訪問したときにたばこを吸っているか確認しながら、もう一度吸

いはじめないようにお話しながら注意している状況です。細々ですが妊婦さんをと

おしてやっている状況にありあます。すいませんが子供たちのところは教育委員会

が中心にやっているのですが、もしよろしければ片岡委員のほうからお話いただけ

れば幸いです。 

●委員：歯の健康ということに関してのことでよろしいですか。小学校に勤めていま

すが、小学校では毎日給食の後必ず担任の先生がついて磨くということは行なって

いますので、すごくそれは日常的に６年間継続されるものがあります。あと学校歯

科医師会からカラーテスターという錠剤が２つ渡ります。それを１つは学校で使う。

あと１つは家庭に持って帰って使ってもらって、そうするとお家の人が、本当に歯

磨きができていないということに初めて気が付くということもあります。すごくそ

れも効果が上がっています。 

もう１つ健診の先ほどのほうと関連して学校でいえることなのですが、昨年のこ

の会のときに熊坂先生からお話いただいて、喫煙率の上昇というのがこの前口腔疾

患の増加につながっているというお話を聞いて、養護教諭会のほうに持ち帰って、

会員が市内に 100 人ほどおりますが、そこでお話したところ、やはり私たちもそう

いう知識が全くなく、本当に養護教諭がみんな驚いたという状況がありました。で

すので、ここで話されたことを持ち帰って伝えることでも学校に還元されていると

ころがあります。 

●会長：１番目の計画進捗状況についてのご意見ということなのですが、実は２番の
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ほうに意見交換というのがございまして、もう今（１）番の中で（２）番のほうも

同時進行しているのではないかと思いますが、皆さまのほうからいろいろなご意見

が出ましたけれども、ここまで同じごちゃ混ぜできてしまいましたけれども、皆さ

まから一応「健康はちのへ 21」は領域別に７つの目標を掲げて個々の領域について

の具体的な項目を説明して、それに対しての達成度はどうなったかというふうな統

計をとっているわけなのですが、全体を見回してということと皆さま方の自分たち

が関連するもの、あるいはそうでない部分も含めましてご意見からご感想を伺えれ

ばと思います。先ほど熊坂委員が言ったような、そういった方々から今お話しが出

ましたけれども、全体の領域別の目標達成状況とか報告を踏まえた上で何かご意見

とか、こちらにご提案があれば伺いたいのですがいかがでしょうか。 

●片岡委員：３番のこころの健康づくりに関連してです。今まで体の健康づくりとい

うことで養護教員を中心に各学校で取り組みが行なわれていたのですが、今もう完

全にこころの健康に中心をおいた保健指導がなされています。文部科学省のほうか

らも子供の自殺予防ということで全国の小中高校に配布されている冊子がありま

して、それくらい国を挙げての事業が行なわれています。 

子供の実態としては 2007 年の調査で小学生は 1.2％うつ、中学生は５％がうつと

いうことで、これ先ほどのパンフレットはすごくいいと思いました。小さいコラム

的なところにも子供のうつとか自殺もあるのだということを大人に知らせること

が大事なのではないかということを感じています。あと１つは子供にアンケートを

とったところ、嫌なことを言われたことがあると答える子供が 100％なのかと思っ

てアンケートをとったところ、そっちのほうが 44％くらいだったのです。言いたい

ことを自分が我慢するという子供が 66％というところですごく私たちは驚いて、つ

まりその感情表現を我慢しているという子供時代にしていることが、大人になって

もそれが変われずにいるということがわかりました。今学校で取り組んでいるのは、

子供にそういう感情表現とかコミュニケーションを教えることと共に、同時に保護

者の方にもコミュニケーションはこうやって教えるとか、感情表現はこうやってさ

せるということを外部の講師の先生を呼んで教えるということを今やっています。

それが嬉しいということなのだよ、それが悔しいということなのだよと気持ちを子

供に教えるというところまで学校で今行なっている実態があります。 

●瀧澤委員：やはりこころの健康に興味があるのですけれども、おいらせ町、南部町、

六戸町、田子町あたりは緊急強化基金を使って臨床心理士が小学校でこころの健康

教室を開催したのです。臨床心理士会に講師を依頼したのですけれども、やはり中

学校になると引きこもりとか不登校とかさまざまなこころの健康問題、ストレスが

出てきます。小学校の高学年を対象にして気持ちを伝え合うところですね。あとソ

ーシャルスキルです。そういったことをしながら、今お話があったようにＰＴＡの

方にもお話をしている地域ですね。学校保健と地域保健を連携していくまちづくり、

人口１万人くらいの町ですから保健師さんと臨床心理士と学校の養護教諭が連携

して、学校保健と地域保健を連携できるのですけれども、八戸ですとモデル地区を

選定するなどしながら、教育と保健が連携していければ地域が変わっていけるよう
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な気がいたします。 

●会長：どうもありがとうございます。 

●熊谷委員：すいません関連なのですけれども、自殺死亡数の 67 人の中の年代別の

データはあるのですか。やはり自殺の原因は年代別でそれぞれだと思うので、もし

その 67 人の内訳がわかりますでしょうか。 

●事務局（鈴木 GL）：はい、自殺死亡数の年齢別の割合ということですけれども、こ

の今の 67 人の詳しいデータはないですが、「健康はちのへ 21」計画のブルーのダイ

ジェスト版があると思います。これを開いていただきますと重点施策の３が自殺の

予防になっておりまして、ちょっとデータ古いのですけれども、平成 13 年から 17

年までの年代別の自殺死亡数が男女に分けて書いてあります。５年分ですので、そ

うするとやはり男性の 40 代 50 代が八戸においては多いということと、あと女性の

方はあまり年代関係なく満遍なく自殺があるとうふうなことがおわかりいただけ

るかと思います。以上です。 

●熊谷委員：わかりました。 

●会長：他にございませんか。 

●熊坂委員：それでは歯の健康のところの歯周疾患のやはりこの受診率が極端に低い、

0.数％ですよね。これをなんとか 15％以上にしたいということで啓蒙活動の中で集

まってくる人たちの種類、種類といいますか例えばどこかの老人会だとかそういう

何かだとかそういう人が集まってきて、同じような人たちが集まって同じようなお

話を聞いているというふうに講師の先生から聞いています。つまりイベントの回数

は多いし、集まってくる人数も延べ人数で多くなっているのですけれども、聞いて

いる人たちは同じ人たちが聞いているというふうに講師は感想を持っているみた

いです。 

それからもう１つは歯周疾患の健診のその受診率の低い 大の理由は、例えば 60

歳を過ぎたら、70 歳を過ぎたら歯を失う原因の 70％から 80％が歯周病ですよとい

うふうにいくら啓蒙しても、ベースの下地のところで歳をとったら入れ歯になるだ

ろうという発想が抜けないのです。死ぬまで自分の歯でご飯が食べられますよとい

うことがどこかにいってしまって、歳をとったら入れ歯になるのだからしょうがな

いだろうということで、もうそこで線を引っ張られてしまうのです。ですからこの

歯周疾患検診のその重要な部分というのは、とにかく何でもいいのですからとにか

く検診を受けて、どういう状況なのか診てもらうのだということ。その歯周疾患と

いうところに的を絞らずに、例えば口腔内の軟組織病変があったとしたら前がん病

変かもしれないというそういうスクリーニングを含めて診てもらうのだというと

ころに幅を広げたような案内をしていったほうがいいのかという気はするのです。

そうでないと歯周疾患、歯周疾患というと歯槽膿漏は若い人、歳とったらもう関係

ないだろうと普通に老人の方そういうふうにおっしゃるのです。当然グラグラにな

って抜けて入れ歯になってという、そういう堂堂巡りの話になってしまいますから、

ですからそうではないのだ、死ぬまで自分の歯でご飯が食べられるのだという前提

の上はもちろんなのですけれども、その他さまざまな口の中の健康状態をチェック
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するためにも是非受診してみたらいかがだろうかということを含めて案内して欲

しいという気はするのです。 

●会長：行政側から、このような具体的な達成目標、具体的な取り組みをされてきて、

その結果どういう進捗状況かというとあまり芳しくはないのですが、しかしながら

統計的にグーンと良くなるということはあまり期待するのも難しいのかと思うの

ですが、この取り組みのことも含めて何かもっとこうしたらいいんじゃないかとか、

なにかそういうものはございませんでしょうか。千葉委員いかがですか。市のほう

ではいろんな具体的な取り組みをしてきているわけなのですが。 

●千葉委員：「はちのへ 21」という項目は、県もそれぞれもつくっているわけですけ

れども、初めて来たので八戸市内の市の体制がわかりませんけれども、「はちのへ

21」に関しては先ほどもでていたように小学校、中学校での取り組みが共通点です

ね。高齢の取り組みというのはあるのでしょうけれども、その庁内の中の連絡体制

というか、庁内の会とかそういのはあるのですか。 

●事務局（鈴木 GL）：はい、正式な体制というわけでありませんけれども、今年度実

施できなかったのですけれども、役所内の関係課の連絡会議という形で高齢福祉課

とか障害福祉課とか、関係課の中で話し合いをするというふうなことはございます。

特に中間評価のときとかそういうときには集まっていただいて、各課の取り組みを

紹介していただいたりというふうなことをやっております。 

●千葉委員：そうするとそれぞれその取り組みをして、なかなか全国的にもそして青

森県の他地区でもなかなかいい評価は出ていません。多分どこも数値として、資料

として良くなっているところはなかなかないのですけれども、今聞いているとそれ

は小学校のところなのでということで、その小学校の取り組みが各年代、乳幼児と

か小学校、中学校、壮年、高年という各年代層でそれぞれあったＰＲなり指導とい

うのが必要だと思うので、それをその乳幼児は母子保健のところでやりますよとか、

中学校は教育委員会でやりますといったときに、それどれが継続してつながりのも

のった指導なりＰＲっていうのをやっていかないと、何かちぐはぐな指導なりＰＲ

になってしまうような気がするので、その辺を庁内でうまく役割分担をしながら、

次代であればそれが中学校につながっていくとか、高校につながっていくとかとい

うふうな時系列的なものを見ながら指導していけば、将来的に少しは数字が上がっ

ていくというような一般論としてちょっと気が付いたことです。確かに県も 18 年

に中間評価をして、その中で同じ９項目について各指標を検討した結果、中間達成

できたのは６％。順調にまあまあというのが 17%なので、約 23％がまあまあかな、

あとはやはり伸びていないというのが現在の状況なので、なかなか大きくなるとそ

のＰＲしても住民の方に伝わらないと思うので、やはり地道に何十年も先を見据え

て、24 年こうにならなければいけないんだとすごいプレッシャーになって、やって

いるほうも毎年毎年ハァーと、人口動向調査も１年１年数字がくるたびに行政とし

てはハァー駄目だとだらんとした可能性があるので、それはそれとして、自分たち

がやっていることは将来に向けてやっているのだという気持ちでやらないとだめ

だと思うので、数字で右往左往しないほうがよろしいかというそういう気持ちでや
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ってもらえればと思います。私も行政なのでそういう気持ちで１年１年ショックを

受けて。 

●会長：他になにかご意見ございますか。 

●上野委員：まさしく先ほど私が質問して、意図も汲み取っていただけたと思って、

やはりすぐ成果というのはやはり、一次予防二次予防というのはすぐに効果を出す

というのは難しいと思うので、やはり本当に子供の時からの意識の植付けというの

がすごく大切で、やはり歳をとってから生活習慣を変えるというのは実際にやはり

無理なのですよね。そういう今から子供のときから大人へつながっていくそのもの

がぶつぶつ細切れじゃなくて、つながっていけるようなところを行政のほうでうま

く調整していただける役割というのがあると、本当に数字としてうまく変わってく

るのではないかと感じました。 

●会長：どうもありがとうございました。山本委員 

●山本委員： 近と言いますかこの１、２年、尊敬する先輩とか同僚が脳血管疾患で

倒れて、改めて何といいますか予防の大切さというのを自分なりにかみしめている

のですが、先ほど言われましたが、生活習慣を改めるのが容易ではないことをこの

歳になって、新聞には毎月のように休刊日があるのですが、私の場合は休肝、自分

で飲まない日を設けようと思っているのですが、つい人間が弱いもので毎日飲んで

いるのですが、それやこれを含めて先ほどがん検診の低さというのを、これは全て

行政の責任ではなくて、私たちというかマスメディアの責任もあります。改めて役

所の皆さんは広報とかでやっているのですが、いろんな形を変えて紙面でもそうい

う責任を果たしていきたいと思っています。 

話は全然違うのですが、今年から小学校新年度から新聞が教材として活用される

ということで一応いろいろな取り組みをしているのですが、一番子供たちが活字に

親しんで欲しいと思っているのですけれども、子供たちにとってその新聞とくれば

何ていうか初めからもうアレルギーというか、新聞というのではなくて子供たちの

興味を引く題材を載せているつもりなのでけれども、何とか私たちの責任をこれか

ら果たしていきたいなと思っております。 

●瀧澤委員：実はこの水色のところは少なくて、多くのところで数値があまり改善と

か良好な状況になっているみたいですね。これは地道な保健指導の賜物だと思いま

す。ぜひとも保健師さんはどんどん町に出て、保健指導をして保健師さんの事業が

減ればいいと思いますけれども、頑張っていただければと思います。お願いします。 

●会長：ほかに何かご意見ございませんでしょうか。どうぞ。 

●片岡委員：先ほど保健のつながりで支援をしている、取り組みをしているというお

話で、お恥ずかしい話になりますが、市民としてこれをいただいたときに、学校と

してこんなに取り組めることがあるのだということと、これが私結びつかなかった

のですね。この会に参加してお話を聞かせていただいて、こんなに学校保健が関連

しているところもあるということを知ったのと、あとうち豊崎小学校なのですが、

この地区に来るまで地区担当の保健士さんとお話をしたことがありませんでした。

豊崎の保健士さんはすごく地域密着で、学校とも密着で、本当に何かあったときに
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聞くことができます。だから私もそのことで地域の保健の状態とか、健診率の状態

を知ることができました。ですから先ほどおっしゃったとおりに学校保健と母子保

健、成人保健のつながりをこれからは意識して、表立った取り組みにはならないと

思うのですけれども、意見交換するだけでもすごく効果があると思って参加してい

ます。この件は養護教諭会に持ち帰って知らせたいと思っています。 

●熊谷委員：皆さんそれぞれのお立場でのご意見ですけれども、多分私は地域とか一

番市民に近い立場とか、位置での意見なのですが、私も実際保健推進員でしたので

そういう経験あるのですが、市民の皆さんに健診を勧めることの難しさを痛感して

いますので、行政とかいろんな立場の方たちが一生懸命やっているのですが、個人

個人の意識を上げるというのは大変なことですし、ましてや今は個人情報のことと

かあって、昔より大変なのではないかと思うのですけれども、そういう意識の高い

人はこういう健康増進課で発行しているお便りとかそういうのは見るのですが、ほ

とんどそういう意識がなく、こういうお便りすら目にしないという現状が一番のネ

ックだと思うのです。だからその見ていると大変楽しく、工夫してつくられている

のですが、それを実際に多分お忙しいっていう状況もあるのだと思うのですが、目

にしないから、忙しいからまた健診を受ける時間もとれないとか、とにかく健診を

受けると何でも早期発見で治れる病気もあるのだということをお知らせする手段

を持つところを具体的にというか、多分保健師さんたちも地区に公民館の講演とか

にきてやってくださってはいるのですが、それに出かける方も限られている。先ほ

どもおっしゃいましたけれども、延べ人数ではとても人数が多くなっているのです

が、同じ方が同じこところに出かけてそういうものを聞くという、そういう方たち

は意識が高いから当然受診。だけれどもそれでない方たちをいかいに１人でも多く

そういう意識にしてもらうかということがとても難しいのではないかと思って、そ

れで健康増進課の方も悩んでいるのではないかと実感しているのですけれども、そ

のためにはどうしたらいいかという具体案も出てこないのですが、そのためには行

政とかにばかり頼らないで、地域の保健推進員以外の例えば町内会長さんなりとか、

婦人会の皆さんとかにもお声がけをしながらいろんな機会をとらえて、私は大館地

区なのですけれども、大館地区は割合と、例えばシニア楽々運動教室でも市の社協

さんと会長さん、体育振興会さんが一緒になって毎月開催しているだとか、あと公

民館の講座でも共催でウォーキングを開催したりだとか、健康に関するそういうふ

うな意識を高めていくという地区内の取り組みが割合と一生懸命なところなので、

今後は学校もそうですけど地域密着型で地域と一緒に何かをしようということに

なってきているので、まず行政と学校地域、あと先ほどは庁内での縦も繋がりとい

うお話ありましたけど、そういう立場的に違う密着とか連携とか、そういうのをし

ていったら地域の住民の人たちを動かせるのは地域の人たちでしかないのではな

いかと思いました。 

●会長：どうもありがとうございました。時間が超過しましたが、ほかになければ。

皆さんのご意見を伺って、 後に熊谷委員がおっしゃいましたように地道な取り組

みというのがないとなかなか結果に結びつかないだろうと。しかしあまり結果にと
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らわれると、具体的に「健康はちのへ 21」を進める上での具体策とかということを

地道に継続していくということが大事で、結果としてはそれがどうなるかというこ

とは、それは重要かもしれませんけど、そこには結果を達成するために何が何でも

というようなことではなくて、やはり長いスパンで住民の健康意識レベルを高めて

いくというふうなことが正に私たちがやっていくべき道だというふうになるので

はないかというご意見だったのではないかと思います。今日は皆さま本当に貴重な

ご意見ありがとうございました。これで今日の審議を終らせていただきたいと思い

ます。どうもありがとうございました。 

●事務局（鈴木 GL）：すいません、では 後に来年度のこの会議の開催についてお知

らせをさせていただきたいと思います。来年度の会議は今年度と同様に１回という

ふうに考えておりますけれども、この「健康はちのへ 21」計画が 24 年度までの計

画となっておりまして、その 終評価のために 24 年度早々にはアンケートを出し

たい、市民の生活習慣をとるアンケート調査をしたいというふうに思っておりまし

たので、来年度の会議においてはその準備で、内容等について皆さまにご相談、審

議していただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。以上です。 

●司会：以上をもちまして平成 22 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ございました。 

●委員：どうもありがとうございました。 

 

 

 

 


