
平成 23 年度 八戸市健康福祉審議会 健康・保健部会 
 

１． 日時：平成 24 年２月８日（水） 13 時 30 分～14 時 30 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、佐藤章子委員、山本義一委員、 

澁田大路委員、上野律子委員、熊谷満美子委員、 
宮川隆美委員（代理：千葉文明） 

事務局：鬼柳次長 
        健康増進課 木村課長、鈴木 GL、石藤 GL、西村 GL、日山主幹、 

野田主幹、江渡技査、平島主事、佐々木（朋）保健師 
    南郷保健センター：四戸所長 

４． 議事録 
●司会 
本日は、御多忙の中、御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、健康増進課の日山と申します。よろしくお願いします。 
開会に先立ちまして、資料を確認させていただきます。本日の配布資料は、業務概要、こ

ちらのファイル、席図の３部です。事前にお届けした資料は、本日の次第、「健康はちのへ

２１」計画進捗状況、「健康はちのへ２１」計画の市民アンケートについて、そして委員名

簿の４部になっております。資料の不足等ございませんでしょうか。 
それでは、ただいまより、平成 23 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。 
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員部

会 副会長 片岡委員に代わりまして、佐藤章子委員が、また、八戸歯科医師会 常務理事 

熊坂委員に代わりまして澁田大路委員が委嘱されました。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。宮川委員の代理として、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。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。 
それではまず、岸原部会長より御挨拶をお願いします。 

●岸原部会長 
今日ご審議いただく議案は２つあります。１つは、「健康はちのへ２１」計画の進捗状況

でございます。先月の 31 日、厚労省が 2010 年の国民健康栄養調査の結果を発表しており

ますけれども、それによりますと、喫煙率は、男女とも非常に低下したということが報道さ

れておりました。デーリー東北でも報道されておりましたけれども、青森県の健康に対する

取り組みですが、全国的にも非常に下位に低迷している状況でございました。ということで、

八戸市ではどうかということにつきまして、事務局の方から報告をいただきまして、そして、

皆様の御審議を賜りたいと思います。 
もう一つ、「健康はちのへ２１」は来年度で 10 年目を迎えるということで、八戸市民に



対するアンケートを行い、それを次期の計画策定に結び付けていきたいということで、アン

ケートをとることになっております。この点につきまして、皆さんの活発な御意見を賜れれ

ばと思います。 
ということで、開催に先立ち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項により部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、議事の一番目、「健康はちのへ２１」計画の進捗状況につきまして、事務局より説

明をお願いいたします。 
●事務局（江渡） 
「健康はちのへ２１」計画進捗状況について御説明申し上げます。健康増進課の江渡と申

します。よろしくお願いいたします。座って説明させていただきます。 
 ホチキス止めの「健康はちのへ２１計画」進捗状況の資料１、１ページをご覧いただけれ

ばと思います。１ページ目の「健康はちのへ２１」計画領域別目標の達成状況について各領

域の数値を表しております。スタート時より悪化したものには、紫色をつけております。各

領域ごとに説明させていただきます。 
 １の「栄養・食生活」についてですが、肥満の割合をスタート時と比較しますと、全体的

に減少し、目標値へ近づいております。母乳栄養の割合は増加し、全年度より目標を達成し

ております。 
 ２の「身体活動・運動」についてですが、幼児と遊ぶ親の割合は、父母ともに増加してお

ります。小学校で運動の時間を設けている割合は増加しています。運動習慣のある人の割合

は、調査対象がスタート時と変わっていますが、男女ともにやや減少しています。表の右端

の調査方法の欄に記入してありますが、健診の体制が変わったこともあり、平成 15 年度は、

３号被保険者、高齢者も含む 40 歳以上の基本健診の対象者の方、平成 20 年度からは３号

被保険者を除く 40 歳から 74 歳までの国保の特定健診の対象者になっております。運動習

慣についての問診内容は変わっておりません。 
３の「こころの健康づくり」ですが、子育てに困難を感じている人の割合を見ると、１歳

６か月児健診では減少していますが、３歳児健診ではスタート時より 5.2 ポイント増加して

います。自殺の死亡者数は、その年によって増減はありますが、スタート時よりは増加して

おります。 
 ４の「たばこ」の領域ですが、成人男性の喫煙割合は年々減少し、スタート時よりも 13.1
ポイント減少しています。しかし、成人女性の喫煙割合は横ばいです。公共施設等受動喫煙

防止対策の実施施設数は、増加しております。 
 ５の「アルコール」の領域についてですが、成人男性の３合以上の多量飲酒者の割合は、



年々減少しております。成人の女性は 0.1 ポイント増加しております。 
 では、２ページをご覧ください。 
６の「歯の健康」の領域ですが、虫歯のない幼児・児童・生徒は増加しております。小学

校では、「歯に関する健康教育」「昼食後の歯磨き」を全校で実施しています。歯周疾患検診

の受診率については、対象者へ個別にお知らせは継続しているのですが、減少しています。 
 ７の「糖尿病・循環器病・がん」の領域に関して、特定健診と特定保健指導を受けた人の

割合は増加、メタボリックシンドロームの該当者・予備軍の割合は減少しています。血圧・

脂質異常者の割合は横ばい、糖尿病検査異常者の割合は増加しています。全てのがん検診の

受診率は、スタート時と比較して高くなっております。しかし、乳がん・子宮がん検診受診

率は低く、乳がんの自己検診の実施率はやや減少しています。また、循環器病・糖尿病の精

密検査受診率は減少しております。表の下から３行目にございます脳血管疾患による年間死

亡者数は、スタート時と比較して減少していますが、がん・糖尿病による年間死亡者数は増

加しております。 
 次の資料をご覧ください。今、お話させていただいた「健康はちのへ２１」計画の指標に

なっている、がん・脳血管疾患・自殺・糖尿病の「死因別人数の推移」です。がんの死亡者

数は年々増加しております。脳血管疾患については平成 19 年度より横ばい、自殺はその年

によって増減はありますが、減少していない状況です。糖尿病についてはわずかに増加して

います。 
 次に主要死因別死亡率の推移です。がんが年々増加しております。平成 21 年度の死因の

順位を見ますと、１位ががん、２位が心疾患、３位が脳血管疾患となっており、平成 18 年

度から同様の順位となっております。また、４位は肺炎、５位は自殺となっております。 
 次に領域別の達成状況を踏まえ、課題の解決に向けて取り組んでいる内容を領域ごとに説

明させていただきます。取組は、各領域継続して取り組んでおりますが、今回は平成平成

23 年度の新規事業や重点的に取り組んだ内容を中心に、各領域の主なものを説明させてい

ただきます。スクリーンに映す内容は、事前にお配りした資料２にも入っております。よろ

しくお願いします。 
 八戸市では、市民の一人ひとりが健やかな命と心を育み、豊かな生活を目指し、市民主体

の健康づくりを進めていくため、平成 15 年に「健康はちのへ２１」計画を策定し、９つの

領域を掲げ、生活習慣病の予防を重視した健康づくり運動を展開しております。計画の策定

から５年後、生活習慣改善のための目標値や行動目標などの評価を行い、課題を整理して、

後期計画を作成いたしました。後期計画の中では、本市の健康課題を解決し、健康寿命の延

伸を図るため「脳血管疾患の予防」「がんの予防」「自殺の予防」の３つを重点戦略に掲げ、

取り組むべき具体的な目標値、生活習慣改善等について、市民のチャレンジ目標を設定し、

施策を推進しております。 
 まず、栄養・食生活の領域の取組の主なものは、「正しい知識の普及啓発」「地区組織の育

成」「食育推進体制の整備」等の６つになっており、各保健事業で取組を継続しております。 
その中で平成 23 年度新規に取り組んだものとして、高校生を対象に健康増進課管理栄養

士による食育講演会を「バランスのとれた食事で、体のなかから輝こう」というテーマで実



施いたしました。参加した生徒さんからは、「健康な心と体には食事が大切だと勉強になっ

た。」「将来の健康のために、今から食事に気をつけたい。」「食事の内容を意識したい。」「バ

ランスを考えて食事を作ってくれる親に感謝したい。」などの感想が聞かれていました。 
 次に、身体活動・運動の領域の取組の主なものは「正しい知識の普及啓発」「健康づくり

推進協議会への支援」等の４つになっております。 
 ９月 25 日、日曜日に開催された「八戸市環境・健康フェスタ２０１１～健康まつり＆環

境展」において、整形外科医師による「ロコモティブシンドロームとその意義～いつまでも

自分の足で歩くために～」という講演と、「始めよう！ロコモーショントレーニング」とい

うテーマで健康運動指導士による講演と実技を行いました。写真の中で健康運動指導士と一

緒に舞台で実技を実施しているのは、保健推進員さんです。 
また、新たに「栄養・食生活」と「身体活動・運動」の２領域合わせた取組として、もっ

と歩こう、もっと野菜を、ということで、「ゴーゴー５皿 野菜は一日５皿だよ」「ぐんぐん

１日８０００歩」を合言葉に生活習慣改善に向けたポスターを作成し、市庁舎、各支所９か

所、各公民館 28 か所、南郷区役所、南郷保健センター、健診センター、医師会等に掲示し

て普及啓発しております。この内容は平成 24 年度のわが家の健康カレンダーにも掲載する

予定です。後ろのホワイトボードにも掲示してありますが、本日、受付にポスターを準備し

ております。もし御利用、掲示していただける場合は、お持ちいただければと思います。 
 次にこころの健康づくり領域の取組の主なものは、「うつ病や自殺に対する知識、相談窓

口の普及啓発」「妊産婦のうつ予防対策」等の５つになっています。 
 こころの健康づくりの領域で、今年度新規で行ったものとしては、「自殺対策緊急強化事

業」の一環として９月 10 日の世界自殺予防デーにちなみピアドゥ前で、保健推進員さんに

よる街頭キャンペーンを実施しました。キャンペーンでは、商工労政課が協働し、当課で作

成したのぼりを掲げ、オリジナルファイルとリーフレット、ボールペンを 2,000 人に配布し

ました。その時に配布した「オリジナルファイルとパンフレット」は本日の資料と同じもの

になります。参加した保健推進員さん方は、リーフレットを渡す際、上手に声を掛け、PR
し、楽しく取り組んでおりました。受け取った方からは「もっと早く聞いていればよかった

な。」という声もありました。 
 また、11 月 13 日の日曜日には八戸市総合福祉会館にて講演会を開催し、86 名の参加が

ありました。青森県立保健大学の講師による講演では、「こころの不調に気付くためのポイ

ントと対応」について、信用生協八戸センター長による講演では「お金の悩み抱え込んでい

ませんか？」というテーマで行われました。自殺は、経済的な原因もありますので、経済的

な悩みについての内容も盛り込んでおります。また、本日お渡ししたファイルの中に入って

いますこのカードですが、相談機関を載せた当課のオリジナルカードになっております。約

6,000 枚を作成し、この講演会のほか、市役所の案内、各支所、公民館、図書館、病院、薬

局、はっち、銀行、コンビニ、スーパー、警察署などに配布いたしました。 
「こころの健康づくり事業」はこれまでの豊崎地区、是川地区に続いて、平成 23 年度か

らは、館地区を対象に実施しております。医師による健康教室やうつのスクリーニング、電

話相談などを実施しております。 



 次に、たばこの領域の取組の主なものは「喫煙による健康影響や受動喫煙防止対策の普及

啓発」「妊産婦等への喫煙に関する正しい知識の普及啓発」「禁煙希望者への支援」「受動喫

煙防止対策の推進」の４つになっております。 
新規に行った内容として、９月 25 日に開催された健康フェスタや地区公民館まつりで「た

ばこのない家庭環境を作りましょう」という内容の、禁煙と受動喫煙防止についてのチラシ

と禁煙飴を配布しました。この飴は、「禁煙太郎飴」という名前で、健康フェスタや地区の

公民館まつりに来ていた子どもたちや女性の方にもタバコは健康によくない影響があるこ

とを知らせるよい機会となりました。また、「健康フェスタ」では、「たばこで汚染された肺

の模型」を展示し、「喫煙する家族に、是非禁煙させたい。」「お母さんがたばこを吸うが、

こんなに肺が黒くなっているのか心配だ。」というような感想が聞かれていました。 
また、受動喫煙防止対策については、継続して、全庁的に全面禁煙に取り組めるよう呼び

かけております。 
 アルコールの領域の取組の主なものは「適正飲酒の普及・啓発」「妊産婦への飲酒に関す

る正しい知識の普及啓発」「相談窓口の周知」の３つになっています。 
アルコールについては、妊娠届出に来庁した妊婦さんへ、パンフレット等を活用し、アル

コールの害についてお知らせしています。 
歯の健康の領域の取組の主なものは、「歯に関する正しい知識や歯周疾患検診の普及啓発」

「妊産婦、子ども、小中学生への歯に関する正しい知識の普及啓発」「生活習慣病、介護予

防のための、歯に関する正しい知識の普及啓発」の５つになっております。 
この場面は、幼児健診での歯科衛生士による指導です。１歳６か月児健診、３歳児健診で、

歯科衛生士による指導を毎回実施しております。 
 糖尿病、循環器病、がんの領域の取組の主なものは「脳血管疾患やがん、糖尿病に対する

知識の普及啓発」「特定健康診査・特定保健指導、がん検診の受診しやすい環境づくり」「健

診についての広報の強化」「保健推進員による健診受診勧奨の強化」「健診事後指導の充実」

の５つになっております。 
平成 21 年度からの特定の年齢の女性に対する、市町村が実施する子宮がん・乳がん検診

無料クーポン券の発行に続き、今年度新規に、「大腸がん検診の無料クーポン券」を発行し

ました。がん検診受診率アップに向けて取り組んでおります。 
健診受診率向上に向けて活動している保健推進員さんの研修会では、今年度は健診をテー

マに取り上げました。244 人が寸劇や講演を通じて健康診断の大切さを学びました。「健診

の達人になろう」のテーマでの講演では、弘前大学大学院医学研究科の教授が青森県の平均

寿命が全国で も低い原因について、健康に対する意識が低いと説き、健康診断の受診率向

上について講演されました。また、下長地区の千田町保健推進員さん６人が、「達者で長生

きしたかったら、健診さいくべ」というテーマで寸劇を披露しました。南部弁のユニークな

演技の中に健康診断で病気を早期発見した体験談を交え、健診の大切さをＰＲしました。身

近に感じることができる内容で、参加した保健推進員さん方は、うなづきながら聞いており、

健診受診勧奨に対する意識を高められ、是非健診を勧めようと意気込んでいました。この研

修会は、新聞にも掲載していただきました。 



 特定保健指導ですが、受講しやすい体制づくりとして、健診当日に八戸市総合健診センタ

ーで特定保健指導が受けられるようにいたしました。また、日曜日の特定保健指導の開催も、

継続しております。 
次に、特定健診の受診率です。特定健診が開始された平成 20 年度から受診率は横ばいで

推移しております。 
次に、特定健診の精密検査の受診率ですが、やや減少傾向にあります。 
次に、各種がん検診の受診率ですが、健診制度の変わった平成 20 年度は減りましたが、

その後は増加しております。がん検診の受診率は、高い順に、肺がん、大腸がん、前立腺が

ん、胃がん、子宮がん、乳がん、となっています。 
 各種がん検診精密検査受診率についてですが、大腸がん、肺がんについては、増加傾向に

あります。胃がん、乳がんについては、やや減少傾向にあります。 
 後に、全領域に共通するものとして「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、普及啓発をしております。特に今年度は、広報は

ちのへへ「健康はちのへ２１」計画の重点戦略を踏まえ、各強化月間等に合わせ、「健康づ

くりに関する情報」を隔月掲載しております。 
また、後期計画の重点戦略や市民のチャレンジ目標が書いてあります「健康はちのへ２１

計画ダイジェスト版」等を活用し、母子保健事業・成人保健事業で保健師・栄養士が普及啓

発しております。各保健事業等での普及啓発状況ですが、年々増加しております。 
次に、各事業での普及啓発状況を領域別に集計したものです。「栄養・食生活」が一番多

く、「こころの健康づくり」「身体・運動」と続いております。 
以上です。ありがとうございました 

●岸原部会長 
ただいまの説明に対し、御意見、御質問はございませんか？ 

●澁田委員 
初めて参加するので、よくわらないこともありますので教えていただきたいのですが、歯

科医師会にも入っているので、歯の健康については非常に興味があることでございます。虫

歯に関しては、一般的にもだいぶ減っている傾向は認められて、八戸でもそのように推移し

ているようではありますが、歯周疾患検診の受診率受診者数については、だいぶ減っている

状況で、前にいただいた資料でも、平成 16 年、特に 17 年からは急激に減っている状況で

す。これは何かシステム的に変更があったのか、理由があるのでしょうか。 
●石藤 GL 
成人保健グループの石藤と申します。 
歯周疾患検診の受診者数受診率については、私たちもどうしたものかと頭を痛めていると

ころです。始まった当初は、対象となる方に個別通知で御案内を差し上げていました。個別

通知を全員にしたにも関わらず、受診率が数パーセントということと、その後、健診の体制

も変わってきたこともあり、現在は個別通知はしているのですが、歯周疾患検診と特定健診

とがん検診と３種類の健（検）診の案内を載せた文章で PR を送らせていただいています。

市で個別通知しているということろは変わらないのですけれども、歯周疾患検診だけの案内



ではなく、３つの主な健診の案内を入れているというところだけが違うところです。 
●澁田委員 
我々歯科医師会としても、多くの人たちに検診を受けていただいて、歯周病ががんや脳や

心臓血管障害、糖尿病に関しても影響があるということですので、是非いくらかでも減らせ

るように協力したいと、いろいろな計画は立てているのですが、残念ながら来ていただかな

いと、歯科医師会単独では難しいところもあります。ここの受診率をなんとか上げていきた

いと考えてはいるのですが、大腸がんは無料チケットがあるのですが、歯周疾患検診は個人

での負担が 1,000 円あるという、そのような差があるように思うのですが、これはどういう

ことなのでしょうか。 
●石藤 GL 
はい、おっしゃる通りだと思います。歯周疾患検診は 10 歳ごとですので、10 年に１回の

チャンスしかなく、それを逃すと 60 歳の方であれば次は 70 歳のときとなってしまいます

し、１回検診料金が 1,000 円かかるところです。口腔についてもがんがありますし、とても

大事なところだという認識はあるんですけれども、私たちも国からの補助がとても予算的に

は大きいところもありまして、国からの補助をいただきながら、がんのクーポン検診はして

いるのですが、歯周疾患検診も無料クーポン券のようなものがあれば、受診者増につながる

かなという考えもあると思います。それを実施するというには、私一人ではお答えできない

のですけれど、御意見を頂戴し、ありがとうございました。 
●澁田委員 
直接の口腔がんの率は、全体のがんの中の２～３％という結果があるのですが、直接では

なくて、いろいろなところに影響しているというのが今はっきりとしていますので、早期発

見というよりも、全体の予防のために、是非歯科検診を利用していただいて、病気になって

から対応するのではなく、健康な八戸市民をつくるためにも、予算もあると思いますが、是

非前向きに検討していただければありがたいなと思います。よろしくお願いいたします。 
●上野委員 
先ほどの、対象者の方への通知に関してですが、国保の方とか、特定健診の方でないと、

一般の例えば協会などの方は受けられないのですか。 
●石藤 GL 
歯周疾患検診を受ける機会がない方は、市民の方であれば受けることができます。付け加

えると、国保特定健診の対象者には、40 歳 50 歳 60 歳で個別通知をしていますが、社保の

方で、がん検診精密検査未受診の方には勧奨の通知を出しているんですけれども、その未受

診の方の勧奨通知の中にも歯周疾患検診のお知らせを入れさせていただいています。という

ことで、社保の方にも一部ですけれども、PR はさせていただいています。また、健（検）

診を地区ごとの時期に合わせて町内回覧をしているのと、わが家の健康カレンダー等で PR
はさせていただいております。 
●上野委員 
先日、１月末近くに、子どもの受診で歯科に行ったとき、こちらの話をさせてもらったら、

そこの歯科衛生士さんはそういうのがあるのを知らないとおっしゃって、そこの先生も歯科



医師会に入っていらっしゃるのですが、御存知ないということでした。受託機関のほうでも

知らない、御存知ないところもあるようで、10 年に１度しかチャンスがないのに、知らな

いからと言われ、すぐそちらでホームページを見ていただければ本当は助かったんですけれ

ども、逆にそれをプリントして持ってきてくれれば助かりますと言われ、現場サイドではや

はりわからないのが現状なのかなと感じました。そこそこで差はあるのかもしれないのです

が、そのようなところもあったので、そちらの機関にも広げて声をかけていただければいい

と思います。 
●澁田委員 
歯科医師会では、あることは伝えてはいるのですが、現実にこのものすごい率なものです

から、各医院全体で何例かなのですよね。１医院あたり何年も来ていないという現実があり

まして、そうすると、あったけどという程度のものではあります。ですから、先ほども言っ

たように歯科医師会でもこれから積極的に患者さんに伝えていくような努力はしましょう

と話は出ているのも確かです。こちら側でも頑張りたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。 
●石藤 GL 
私たちも、歯科医師会さんと協力しながら、そういうところを相談しながら進めていきた

いと思います。貴重な御意見ありがとうございました。 
●岸原部会長 
他にございませんでしょうか。 

●瀧澤副部会長 
報告、また、スライドのほう、ありがとうございました。資料１の進捗状況、非常に良好

な達成が見られ嬉しく思ったのですが、やはり気になるのは紫のところですね。こころの健

康の自殺のところですけれども、死因順位は、自殺はだいたい全国７位、不慮の事故、老衰

の下ぐらいですけれど、八戸だと５位になっていてびっくりしました。そろそろ平成 22 年

の市町村別の数字が出ていると思うのですが、どうでしょうか。国は既に昨年６月に 22 年

の数字で出していると思います。この資料 1 の 62 人というところを書き換えていただいて、

22年度の比較ですか、できるだけ数字のほうも22年を出せるようになればと思うのですが。 
また、びっくりしたのは、糖尿病も非常に高いですね。死因順位でいったら、全国的に

10 位以下なのですけど、高いですね。３枚目のこの折れ線グラフは、縦軸％ではありませ

んね。訂正してください。18.9 は下がっていると思いますので、一番新しい数字で折れ線

グラフを作っていただければと思いました。22 年の死因別の死亡者の数字のほうはお持ち

でしょうか。 
●石藤 GL 
自殺については、平成 22 年は 62 人です。 

●瀧澤副部会長 
62 人、下がってますね。 

●石藤 GL 
死因は 22 年はまだいただいていないのですが、自殺死亡者数についてはいただいていま



す。 
●瀧澤副部会長 
そうすると資料１のほうは 62 人でいいんですね。 

●石藤 GL 
22 年で 62 人です。 

●瀧澤副部会長 
わかりました。ありがとうございます。 

●石藤 GL 
21 年は 78 人です。 

●瀧澤副部会長 
では折れ線グラフもずいぶん変わるわけですね。 

●山本委員 
１ついいですか。こころの健康づくりのところで、子育てに困難を感じている人の割合で、

１歳６か月児健診時は減少しているのですが、逆に３歳児健診時増えているというのは、子

育ての環境とか、経済問題ということに、現実直面しているということなんでしょうか。ど

のようにお考えでしょうか。 
●石藤 GL 
子育て困難のところですが、この調査は３歳児健診のときに問診をとっているものです。

原因はどういうところかという原因のところまではとっていないのですけれども、来ている

お母さまからお話を聞いているところによると、子育て困難だけでなく、経済的な問題とか、

母子家庭になったとか、ご主人が今失業中なんですとか、仕事と育児の両立にちょっと不安

があるというお話は聞きますので、いろいろ要因があるかなと思います。そこで３歳児健診

の時点でいろいろお話を聞きながら、いい方法を一緒に考えるということで、健診でお話を

うかがっています。 
●岸原部会長 
やっぱり働きに出たい、子どもが３歳ぐらいになると女性も働きに出る、だけど預ける先

が少ないとか、そういうことはないのですか。仕事と子育てが両立できないので、困難の人

が増えたということでしょうか。それも一つの要因ですか。 
●石藤 GL 
預ける先を見つけるのに大変だったんですと話を聞くことはありますが、結果的には見つ

けれらていると思うのですけれども。３歳ぐらいになるとだんだん仕事に出始める方が多い

ようで、やっていけるかなという不安、先のことを考えている不安が多いように感じます。 
●瀧澤副部会長 
今のと関連するのですが、調査方法について詳しく教えていただきたいと思います。３歳

児健診にいらっしゃったお母さん方全員ではなく、市民ネットワーク調査でのものでしょう

か。 
●石藤 GL 
実績を出しているのは、３歳児健診に受診されたお子さん全員です。 



●瀧澤副部会長 
そうですか。 

●山本委員 
ということは、分母がだいたい同じということですか。 

●石藤 GL 
そうです。 

●瀧澤副部会長 
担当課が少し違うと思うのですが、子ども家庭課、そちらとの連携も必要となってきます

が、地域子育て支援センターは増えているとか、結構相談体制は整ってきているんですね、

ここ 10 年で。その中でもということですね。 
●石藤 GL 
ということです。１歳６か月健診のときのデータを見ると、少し減っているのですが、３

歳児あたりでは、保育園や幼稚園に行っているお子さんが結構多い時期になります。 
●熊谷委員 
私は孫を見ていて感じるのですが、子育てに困難を感じるという、その困難というのをど

のようにお母さんが捉えているかによって随分数字が変わってくると思います。多分すやす

や眠っている赤ちゃんの時にはそんなに悩みごとも無いと思うのですが、３歳になって、ま

た５歳になるともっと数字が高くなるのではないかなと考えるので、この数字はそんなに深

刻じゃないと思います。ただデータとして数字を出さなければいけないからこのようになる

のだと思うのです。やはりお母さん方が何を困難に感じるかということが、だんだん大きく

なると多様なものが出てくるので、お母さんは子育ては大変だと思うようになってくるのは

当たり前のような気がするのです。そういうおおまかな考え方だとこのようなデータでの話

し合いはできないと思いますが、これはとても具体的な項目ではないような気がします。お

母さんが何を困難と感じるかは年齢によって違うので、そんなに数字に神経質にならなくて

もいいような気がします。健康増進課さんはこの紫をどんどん減らしていきたいので、私た

ちが意見を言わなければならないと思いますが、私は客観的に見てそのように感じるのです。 
●山本委員 
ごもっともです。ただ 初に聞いたのは、推計人口で 50 年後には 65 歳以上の高齢者が

４割を占めて、本当の少子化にも拍車がかかって超高齢化社会になるわけで、その中で、や

はり子育てに困難を感じているという、困難というのはどういう概念かは違うのですけど、

ますます子どもを産んで育てるという数字ががくんと下がるのではないかということです。 
●熊谷委員 
それは確かにそうだと思います。お母さん方もいっぱい情報があり過ぎると、とても心配

性になるような気がします。だから情報を上手く取り入れてそれに対応できるようになれば

よいのですけど、ただ情報がいっぱいで、これだとだめ、あれだとだめ、というと、神経質

になって、苦労性になっているような気もしないでもないのです。だから数字だけの問題で

ないような気がしておりました。 
 



●岸原部会長 
他にはございませんでしょうか。 

●澁田委員 
肥満のところは、数値的にはだんだん下がっていますが、青森県の肥満度が高いような報

告があったのですが、理由はどのようにお考えですか。もしあれば聞かせてください。 
●石藤 GL 
この間のデーリー東北を見たのですが、そこには青森県の男性は不健康というタイトルで、

飲酒、喫煙、肥満全国上位ということが載っておりました。青森県は肥満については全国で

本当に肥満率が高いというところが言われています。今このデータで、八戸だけを見ると少

しずつ減ってるという評価ですが、全国で見るとまだまだ高い位置にあるかとは思います。

ですが、子どもから大人にかけて少しずつ減っている傾向が見られているので、地道にこの

まま減っていくことを期待して長い目で見ていければいいかなと思います。メタボリックシ

ンドロームの割合も少し減っているということもありますので、それも関連して見れるかな

と思います。健康づくりが地道に進んでいるのかと思っておりますがいかがでしょうか。 
●澁田委員 
早食いの人は肥満度が高いというデータが出ているというようですので、やはり噛んでい

ないのかなというように思います。食育と言われながら、その栄養やカロリーの方に目がい

くのでしょうけれども、なかなか噛むことの重要性が理解されていないところもあるので、

ちょっと関連がわかりませんけれども、いろいろ啓発広報していただければと思います。 
●石藤 GL 
ありがとうございます。広報等でそれに関したことも載せたり、健康教育の場で取り入れ

ていきたいと思います。 
●岸原部会長 
他にございませんでしょうか。 
この進捗状況を報告していただきまして、各領域についていろいろなところで努力されて

いるのだと思います。しかし、むしろ増悪している部分について、なぜ悪化しているのかと

いうところと、そのためにはどういう工夫をすればいいかというところ、例えば、その子育

てに困難を感じているという方が３歳でむしろ増えているということであれば、その原因は

何なのかというところを、皆さんの中だけではなかなか難しい部分もあるのでしょうけれど

も、他の課の方と連携して、データをよくするためにお金が必要なんだと訴えればそのよう

なことも、いろいろな問題も出てくると思います。全体としては取組は非常にいいと思いま

すが、原因を考えて、データを改善していくため、他の課との連携を取りながらやっていか

ないと、なかなか目標達成は困難じゃないかというように感じました。 
他に何か御意見ございませんでしょうか。 
それでは、続きまして、市民アンケート内容について、説明をお願いします。 

●事務局（江渡） 
それでは、八戸市民アンケートについて説明させていただきたいと思います。座って説明

させていただきます。 



資料３をご覧いただきたいと思います。「健康はちのへ２１」計画の策定後の変化を評価

するために、市民の健康に関する実態および意識の調査を行い、次期計画に反映させるため

に、評価指標の中で不足な項目についてアンケート調査を実施するものです。調査の時期で

すが、平成 24 年６月頃に予定されている食育に関するアンケートと同時に実施したいと考

えております。対象者は平成 19 年度と同様に、市内に住所を有する 20 歳以上の方から、

1,000 人を無作為に抽出し郵送した方、健康増進課窓口に来た方、そして記述式アンケート

の方法で行いたいと考えております。内容については別紙をご覧いただきたいと思います。

市民アンケートの内容の案ですが、問１は、「健康はちのへ２１」計画の周知状況の把握の

ために項目にしております。問２は、市民のこころの健康の状況把握のため、問３は、ここ

ろの健康づくり領域の評価項目の不眠を感じている人の割合の達成状況を把握するため、問

４は、こころの健康づくり領域の評価項目のストレスを感じている人の割合の達成状況の把

握のため、問５は、市民のこころの健康の現状把握のために、項目に入れております。また、

次のページの市民のチャレンジ目標につきましては、平成 19 年度と比較して、市民の方の

取組状況を評価するために項目に入れております。参考の資料の方もご覧下さい。これは平

成 19 年度のアンケートの結果の内容になっております。参考にしていただければと思いま

す。以上です。 
●岸原部会長 
ただいまの件について、何か御意見、御質問ございませんでしょうか。 
特に御意見ございませんか。 

●瀧澤副部会長 
いくつか質問があるのですが、まず、無作為抽出の方法を教えてください。住民基本台帳

を求めるというのも、前回南郷は別のアンケートだったと思いますが、地域はどのようにし

て把握、層化するかどうか。これは粗末な意見なのですが、アンケート項目と調査結果の総

覧のこころの健康というところと、良い、まあ良いのところの漢字と平仮名というのは一致

したほうがいいかなと思います。回収率はやはり３割ぐらいと前回同様で予想され、全体的

には 400 ぐらいの数字ですけれども、調査規模も同じぐらいでいいと思います。性別と 10
歳階級別ぐらいの比較検討ができればいいと思うのですが、その辺りのデザインも少しコメ

ントいただければと思います。また、自由記述の欄がもう少し工夫があってもいいかと思っ

たのですが、できるだけ簡易で見やすく、すぐにさっと答えてもらえるよう工夫があれば、

皆さんに答えていただけるような気がします。その調査のデザインに関してもう少しコメン

トもらえればと思います。 
●石藤 GL 
アンケートについて、まず、1,000 人の無作為抽出ですが、各年代ごとに均等に本当にラ

ンダムに、情報を管理しているところで抽出して、対象者を選んでいただいています。回収

率ですが、本当は５割６割ぐらいは目指したいところですけれども、前回も３割ちょっとい

うことで少なかったので、負担なく、そして答えていただけるような言葉遣いとか、もう少

し工夫が必要かなと考えています。 
●熊谷委員 



無作為の 1,000 人というのは、男女も無作為ですか。 
●石藤 GL 
男女はそれぞれ均等に抽出しています。 

●熊谷委員 
構成比はわかりますか。回答の中の構成比で、女性が多いのは、女性が回答してくれたと

いうことですか。 
●石藤 GL 
回答は女性が多かったですね。 

●瀧澤委員 
多かったということですね。 

●石藤 GL 
はい、そうです。 

●瀧澤副部会長 
窓口来庁者が多いんですね。 

●瀧澤副部会長 
予想はだいたい３割ですね、どこで頑張っても。せっかくですから、新しい項目を入れる

のもどうでしょう。一方で紙の枚数が増えたりすればまたちょっとですよね。前回と同様な

ことをしながらも、１、２問でしたら、どうしても市民から聞きたいという項目を入れても

いいと思います。そうすると今アンケート用紙は A４裏表ですが、A３裏表ぐらいにして、

もう少し読みやすくして、特に裏面少し字がたくさんありますから年配の方は答えづらいで

すからね。A３裏表ぐらいでもいいのかなと思います。 
●石藤 GL 
この他に食育の計画を作成するためのアンケート内容も入れ込んだ形でとる予定です。 

●瀧澤副部会長 
じゃあしょうがない。 

●岸原部会長 
他にございませんでしょうか。 
ないようであれば、次にその他ということで、皆さんのほうから全体的にですね、何か御

意見があれば聞きたいのですが。 
●瀧澤副部会長 
健康日本２１が確か１年延長と聞いたのですが、その後、新たなヘルスプロモーションと

いうか、健康づくりの計画を立てていくかという情報をお持ちでしたら教えてください。ま

た、それに乗じて、県も市も次の 10 年を見ていくと思うのですが、今後のこの市民健康づ

くりについて教えていただければと思います。 
●木村課長 
「健康はちのへ２１」計画の今後の状況ですが、国においては、今現在、平成 25 年度か

らの次期計画に向けて、評価を実施しているところでございます。今月中に開催される専門

委員会のほうで、数値目標など盛り込んだ次期計画の素案を示すということになっておりま



した。県においては、平成 25 年度の次期計画に向けて、平成 24 年度中に 終の評価を予

定しているとうかがっておりますので、県から平成 24 年度中には次期計画が示されるので

はないかなと考えておりました。八戸市においても、国、県の計画の整合性も必要となりま

すので、平成 24 年度中に次期計画を作成するというのはちょっと厳しい状況にありますの

で、ちょうど平成 24 年度までの計画となっておりましたので、平成 24 年度は 終評価を

して、今日委員の皆様から御意見を受けて、今回達成できていない項目に対して、達成に向

けて努力してまいりたいと思っておりました。そして、八戸市の次期計画は、平成 24 年度

に評価しますので、評価も含めて 25 年度に策定したいと考えておりました。そのような状

況でございます。 
●瀧澤副部会長 
ありがとうございました。 

●岸原部会長 
他にございませんでしょうか。 
ないようであれば、事務局の方から何かありませんでしょうか。 

●木村課長 
ただいま「健康はちのへ２１」計画のこれからのスケジュールのほうをお話いたしました

けれども、今日いただいた御意見の中で部会長さんもおっしゃいましたような、原因的なも

のを私たちの活動の中で、把握できる部分には目を向けながら、目標達成に向けて努力して

まいりたいと思います。本日は本当にいろいろな御意見をいただきましてありがとうござい

ました。 
●岸原部会長 
それでは、これをもちまして議事を終了させていただきたいと思います。 
どうも皆さんありがとうございました。 

●司会 
では、以上をもちまして、平成 23 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。 


