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平成25年度 第1回八戸市健康福祉審議会 健康・保健部会  

１．日時：平成25年4月24日（水） 13時30分～15時00分 

２．場所：八戸市庁別館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、 

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 

 

【事務局】 

市民健康部：梅内市民健康部長 

木村次長兼健康増進課長、西村GL、鈴木GL、石藤GL、 

日山副参事、坂上主幹、江渡技査、阿部保健師、平島主事 

南郷区役所：四戸南郷保健センター所長 

 

【関係行政機関】 

三八地域県民局地域健康福祉部 健康増進課 川村主幹 

 

 

●司会（坂上主幹） 

それでは本日はお忙しい中ご出席いただきましてありがとうございます。私は本日の進

行を務めます坂上と申します。よろしくお願いします。 

 それでは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。資料はあらかじめ

お送りしておりました「次第」、「八戸市健康増進計画第 2次健康八戸 21素案」でございま

す。また本日の配付の資料として、「健康保健部会委員出席者名簿」、「健康保健部会席図」、

差替え資料が 3 部、資料 1「都道府県別生命表」、資料 2「都道府県別肥満及び生活習慣の

状況」、「がんから守るのはあなた自身です」の冊子になっております。なお、資料 1 と 2

につきましては、議事の（2）のその他のところで、宮川委員の方から説明があります。不

足の資料等はございませんでしょうか。 

それではただいまより平成 25年度第 1回八戸市健康福祉審議会 健康・保健部会を開催

いたします。はじめに、本日の出席状況をお知らせいたします。佐藤章子委員、山本義一

議員は、所用のため欠席でございます。半数以上の出席ですので、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。 

 それでは岸原部会長よりご挨拶をお願いします。 

●岸原部会長 

 本日はお忙しい中ご出席いただきましてありがとうございます。本日は次第にございま
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すように、健康はちのへ 21の計画につきましてご審議をいただくものでございます。どう

ぞ皆様には活発なご意見を賜りますようお願い申し上げまして、簡単ではございますが挨

拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。 

 

●司会（坂上主幹） 

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（１）八戸市健康増進計画第 2

次健康はちのへ 21の素案につきまして、事務局よりご説明お願いいたします。 

 

●事務局（阿部保健師） 

第 1章・第 2章 説明 

 

●事務局（江渡技査） 

第 3章～参考資料まで説明 

 

●岸原部会長 

 どうもありがとうございました。今ご説明ありましたように、健康はちのへ 21は 5つの

章からなっております。目次に書いてあるとおりですが。それではまず第 1 章本計画の背

景と趣旨についての説明がございました。この第 1 章の部分につきまして何か追加とかご

意見、質問ございましたらお願いします。 

 

●岸原部会長 

 特になければ、第 2 章では、八戸市の現状と課題についてかかれております。この部分

につきまして、何か質問ご意見ございますでしょうか 

 

●宮川委員 

 31 ページです。後で私もお話しようと思っていますが、たばこ対策が、がんが一番の大

きな死因になっているわけでありますので、たばこ対策が大きなウエイトを占めると思い

ます。31 ページの上から 1 行目 2 行目 3 行目という「公共施設では、少なくとも建物内は

全面禁煙とすべきであり」ということになってますが、八戸市内ではこれが大体どの程度

進んでいるのでしょうか。例えば公民館だとか、それから体育館、学校、図書館、こうい

う施設での全面禁煙というのはもう完全にできているのでしょうか。どうなんでしょうか。 
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●事務局（石藤ＧＬ） 

 はい、たばこ対策ということで、公共施設の取り組みについてお答えいたします。資料

の 59 ページをご覧ください。資料の 59 ページには、公共施設等の受動喫煙防止対策実施

数ということで、施設数は設けています。これが市の所管する施設の取り組みについてで

すが、243 施設が 23 年度取り組んでいて、市の所管する施設の中で受動喫煙防止対策が未

対策は 7 施設ぐらいある状況です。100%にはいたっていないんですけれども、建物内禁煙

の取り組みはなされてきています。 

 

●宮川委員 

そのなされていないところはどういう理由なのか、どういう所なのか、そこのところを

ちょっと知りたいですね。 

 

●事務局（石藤ＧＬ） 

建物内禁煙がなされていない施設は、市内の町内で管理している集会所等などがほとん

どです。これについても働きかけて、無くなっては来ているんですが、一番多いのは南郷

区の施設で、そちらについても是非施設内の禁煙を進めて欲しいと思い、南郷区の関係の

方とかに働きかけてはいるんですけれども、やはりたばこを作っているっていうふうなと

ころもあり、ちょっと足踏み状態です。でもなんとかそこらへんはたばこを作るのと喫煙

は別物だっていう認識を持ってもらいたいということで、役場の関係の方とか、周りの方、

関係者の方に相談をしていきたいと思います。 

 

●宮川委員 

 はい、わかりました。それからですね、あと 1 つは喫煙対策を進めるにあたっては一番

手っ取り早いと言いましょうか。受動喫煙の防止というのをこれはやろうと思えばできる

ことだと思うんで、この徹底をまず進めていただくことですね。他人の煙を吸わない、他

人の煙は吸わせないということなんですが、これは県も取り組まなきゃいけないことなん

ですが、歩行中の喫煙、これに対して県も今取り組もうと考えているんですが、八戸市さ

んの方では、何か歩行中の喫煙について、お考えありますでしょうか。 

 

●事務局（石藤ＧＬ） 

 はい、歩行中の喫煙については、こちらの健康増進課だけではなく、事故とか火傷とか

の関係もありますし、たばこの吸殻を捨てるって言う環境上の問題も考えられます。健康

上のものについては、歩行中の喫煙は、ちょうどたばこを持ちながら歩くと、それが子ど

もさんの顔のあたりとか近辺に煙がかかるということで、受動喫煙の危険もありますし、

火傷とか怪我の危険もあるということで、広報とかわが家の健康カレンダーに載せていま

す。さらに健康教室の機会とかイベントがある機会とかに伝えられればいいなとは考えて
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います。 

 

●宮川委員 

 はい、是非進めていただきたいと思います。県でもやってないんでね、まだ八戸市さん

にそれをお願いするのはちょっと難しいとは思っていますが。県でもようやく重い腰を上

げて県庁内全面禁煙になって、外に喫煙室を作ってと、まぁ本当はなくして欲しいんです

けど。ただ、県職員の移動にあたってですね、見てれば、中に入ればたばこ吸えないんで、

青森駅から県庁までゾロゾロ歩いてくる間に煙ふかしながら。それから、八戸駅から合同

庁舎までの間、たばこの煙を吐きながら SLのように歩いてると。というような方が何人か

いらっしゃいます。こういう方を何とかしようということで、今取り組もうとしてますの

で、八戸市さんも是非取り組んでいただければと。よろしくお願いします。以上です。 

 

●岸原部会長 

はい。ほかにございませんでしょうか。第 2章に関して。 

 

●瀧澤副部会長 

データの集計本当に分かりやすくて、大変だったと思います。ご苦労様でした。ちょっ

とあの瑣末になってしまうんですけれども、計画の作成の構成上の問題ですね、例えば 9

ページ 10 ページにあるようなこの表はですね、表 1・表 2 っていうのは上のところに書い

てありますね、表 1「平均寿命と健康寿命」。以前申し上げたことがあってまた重なってし

まうんですけれども、図はですね、図表の下にですね、図の題名というか例えば 3 ページ

図 1「人口の推移」とありましたらこのグラフの下にですね、あるとなお良いかなと思いま

したので、全部図が 70～80あると思いますけど、表は上でいいんですけど図に関してはで

すね、下のほうが見やすいかと思いました。 

 2 点目なんですけれども 7 ページのですね、図 11 の「がんの部位別死亡数」ですね、が

んの対策がですね、非常に重点目標としてなっている中での数字としては性別の数字があ

ってもいいかなと思ったんですけどこれは男女込みの数字ですかね。 

 

●事務局（石藤ＧＬ） 

はいそうです。 

 

 

●瀧澤副部会長 

もしかしたら性別があった方がいいと思ったんですけどいかがでしょうか。 

 

●事務局（石藤ＧＬ） 
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はい出したいと思います。 

 

●滝澤副部会長 

性差がずいぶんあるのがこのがんですからね。お願いいたします。以上です。 

 

●岸原部会長 

ほかに、よろしいでしょうか。 

 

●宮川委員 

今がんの話出たんで 7 ページですが、この資料に関してではなくてですね、県もようや

くがん登録事業が軌道に乗ってまいりました。がん・生活習慣病対策室でしっかりしたが

ん登録事業を始めましたのでもう少し正確な数値が分かってくると思います。具体的に申

し上げれば、今はがんで亡くなった方の数は分かります。しかしがんに掛かって治った人

の数は分からないんです。ですから実際がんに罹患した人がどれくらいいるのかという数

字が分からないので、対策が非常に難しいというところがあります。がんの罹患者数が分

かって、そしてなおかつ死亡者数が分かれば、これは医療のサイドに問題があるのか保健

サイドの方に問題があるのか分かってくる。で対策ができてくると思います。県の方でも

取り組んでいきますのでもうちょっとお待ちください。 

 

●岸原部会長 

よろしいでしょうか。それでは第 3章で計画の基本方針について、何かありますか。 

 

●澁田委員 

41 ページ。歯・口腔の健康に関してこの目標値が今までう歯・う蝕については年々向上

しててですね、う蝕率については下がってきている現状はあるんですが、歯周疾患につい

て、なかなか減ってきていない現状もありますし、今までも、歯周疾患検診に関して、努

力していただいたとは思うんですが、現状ではですね、1%にもならない数字が出ておりま

す。今までの目標値が 15%ってことではあったんですが、これから歯科口腔保健の推進に関

する条例を制定していただきまして、その中で今後 10年間の目標値として 15%から 5%に下

がっているのはちょっとどうなのかなと思ってたんですが。その条例に関しても制定する

だけではなくて、今後に生かした施策をお願いしたいというのがここの部会の何人からも、

数名の委員から出てたんですが、でもそれに関する具体的な施策が出されるのかと思った

んですが、この目標値と具体的な施策について、お聞きしたいところであります。 

 

●事務局（石藤ＧＬ） 

はい、40 ページ 41 ページの歯・口腔の健康に関するご質問ですが、健康はちのへ 21 計
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画については、全般的にどちらかというと推進するための大きな柱を述べているような計

画になります。歯については、歯科口腔保健条例もできまして、そこに条例に基づいて、

施策とするとこの 40ページの真ん中らへんに書いてあるんですけども、主なポイントとす

ると「歯・口腔保健に関する正しい知識の普及」「各年代の特性に応じた歯科疾患の予防や

口腔機能の維持・向上に向けた取組の推進」「定期的な歯科検診の受診勧奨」ということを

主な柱と考えています。目標については、国で出された歯科口腔保健の推進に関する基本

的な事項という去年出された指標を、活用して計画を立てましたが、具体的な事業とかど

ういうふうに 10年間進めるかって言うことについては、これから詰めていくような形に考

えていますが、その中でも歯周疾患検診の受診率向上は、大事なところだなと思っていま

す。先生の方からご助言ありましたが、歯周疾患検診の受診率向上についての目標値を 5%

に、達成可能な、他都市との状況も見てということで設定しましたけれども、でも一次計

画では 15%と確かに載せていて、それよりもちょっと後退するように見えますので、また先

生と相談したいと思いますので、よろしくお願いします。それと今年度から歯科医師会さ

んからのご配慮がありまして、歯周疾患検診自己負担費 1,000 円、住民の方からいただい

ていたところを無料ということで実施させていただいてますので、これをきっかけにもっ

ともっと伸びるように努力していきたいと思いますし、このことを含めて見直したいと思

います。 

 

●澁田委員 

我々もなんとか受診率向上に貢献したいということで今お話あったように無料化に対し

て我々が「いただかない」っていう形で負担をするということで協力することにしたんで

すね。5%っていうのもとりあえず今年度、早期の目標値としてそれだけの自己負担がなく

なるものですから、きっとたくさんの方が受診してくれるだろうと。ただ、その 10年の目

標としてはですね、今までより後退するのはおかしいのではないかっていうことで、是非

さらなる向上を目指して、行政の方でもその具体的な方法を検討していただければと思い

ます。よろしくお願いいたします。もちろん我々も協力していきたいと思いますので。 

 

●事務局（木村次長兼課長） 

石藤リーダーの補足になりますけども、今回歯周疾患検診について歯科医師会の協力を

いただいて無料で検診が受けられるということに合わせて、40歳 50歳 60歳 70歳がちょう

ど歯周疾患検診なんですけれども、この 40歳、スタートの時点の方全員に歯周疾患検診の

お知らせと同時に、歯周疾患検診の必要性など入れた啓発用のパンフレットを作って個別

に郵送して歯周疾患検診をお勧めする、またはっちを会場として歯科医師による講演会を

するなど具体的な計画があります。本計画には、具体的な計画や細かい事業名とかが入っ

てないもので見えないところがありますが、なんとか歯周疾患検診向上させるために、取

り組んでいます。以上です。 
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●澁田委員 

 いろいろやっていただくことになるかとは思いますけれども、せっかく作っていただい

たその条例に関しても、なかなか一般市民の方が理解できないところ、認識できないとこ

ろがあるかとは思いますので、是非、その歯科口腔の健康を向上することによって身体全

体の健康に寄与するんだと。長生きのためには歯科口腔が大事なんだというところを、行

政のほうからもアピールしていただいて。そういう認識がないとですね、今もその口腔機

能向上のプログラム 65 歳以上の方々がやられてますけれども、1 人とか 2 人とかっていう

実績しかないわけですから、やはりその辺の計画の中にもあるようですけれども、啓発活

動っていうことを強化していただいて、是非結果として元気で長生きな八戸市民ができる

ようにお願いしたいと思います。あと、その歯科口腔の健康において、糖尿病だとか、脳

血管疾患障害だとか、がんも、その特に歯周病っていうのは関係しているっていうデータ

がはっきり出ておりますので、是非そのへんはよろしくお願いしたいと思います。あとも

う一つ、節目検診の対象が、以前のお話ですと 7,000 人ちょっと超えるような話だったん

ですが、この間のデーリーの中では 14,000とかって数字が出てたように思うんですけれど

も、具体的に対象者は何名なのか分かりますでしょうか。 

 

●事務局（木村次長兼課長） 

13,000 人くらいです。情報システム課から名簿を出してもらって、人数を確認して出す

という形になります。 

 

●澁田委員 

我々も具体的にとりあえずまず今年度 5%っていうことを目指して歯科医師会としても協

力したいと思ってますので、じゃあその 10,000人の 5%なのか、それ以上でってことか、実

数が、やはり目標をもって取り組みたいと思いますので。それから是非市の職員の方々、

たくさんいらっしゃると思いますので、その対象となった人たちに、強くですね、検診を

お勧めいただいて、少しでも受診率が上がるように、たくさんその市関係の方々はいらっ

しゃると思いますので、特にせっかく無料にしたわけですから、数字としても上がってい

ただくよう身内の方々から協力していただければなと思います。よろしくお願いします。 

 

●熊谷委員 

今先生おっしゃったように歯の条例を策定したこととか、歯周病疾患の検診が無料にな

ることとか、多分一般の方ご存知ない人の方がすごく多いと思います。私も周りの人も誰

も知らないし、実際歯医者に行って来た方も知らないみたいなんですが、歯医者の先生は

そういうことを患者さんに教えていらっしゃるんでしょうか。 

 



8 

 

●澁田委員 

 去年ポスターも作っていただきまして、開業医ではポスター貼ったり、チラシを置いて

たりするんですが、ただその対象者がですね、本来歯科医院に来てない方々なんですよ。

ですから例えば町内の回覧だって回していただくとかですね、そういう歯科医院、我々も

もちろんやってはいるんですが、中には教えてくださっている活動もしているんですけれ

ども、どちらかというと歯科医院に来ない人たちが対象なものですから、是非行政の方で、

市民の方々にお知らせを強化していただければありがたいと。よろしくお願いします。 

 

●熊谷委員 

 是非みなさんにお知らせした方がいいと思います。 

 

●岸原部会長 

 よろしいでしょうか。それでは第 5 章ですか、健康づくり推進体制のところで何かござ

いますでしょうか。 

 

●瀧澤副部会長 

第 5 章の前の 4 章よろしいですか。37 ページですけども。心の健康のところですけれど

も、37 ページですね。この学齢期スクールカウンセラー等に相談できる体制のある中学校

の割合が現状値 100 目標値 100、これあの 10 年後の評価の時には変わらないの C になるの

かそれとも目標を達成した A になるのか分からないところですけれども、10 年掛かって取

り組もうとしているのにですね、100を現状値に出すのはいかがなものかと。県や国はすで

に 100％のものを現状値として示しているものがあるでしょうかですね。後ろの方の確か障

がい者のが 100 とか載ってましたけど、そこの 100 の扱いは、現状値 100 でいいのかどう

か。で、配置は 57.5％。配置とかに関しては文科省の施策であって県の教育委員会でやん

なきゃいけないことなのでなかなか保健行政上に載らないことなんですね。すでにもう神

奈川県や兵庫県は 90%以上なんですね配置はですね。東北は遅れてるのは臨床心理士の養成

が遅れてるから、こうやって配置が遅れてるんですけれども。高校も遅れてますけどね。

この 100ってところはですね、勇気を出して現在の配置は 57.5にしてみてですね、目標値

は 100 ないしははそれに近い数字をですね、示すのがいいかなと思ったんですけれども。

ここのところの追加の説明はもう少ししていただければと思います。あと一番最後の自殺

死亡率のところですね、第一期の方は死亡者数で載ってましたからね、がんなんかもね、

死亡者数も載ってますけども率になって良かったと思うんですね、これからますます人口

減少しますからですね、率のほうが 10年後も比較しやすいかなと思いました。以上です。 

 

●事務局（鈴木ＧＬ） 

 こちらのスクールカウンセラー等に関する相談できる体勢のある中学校の割合というと
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ころの率のことですか。100 パーセントじゃなくて思い切って 57.5％にというところです

か。 

 

●瀧澤副部会長 

 そうですね、たまに来る方も含めてはいますけどね。それは分かるんですけどもいつも

配置されているのは 57.5％なんですね。100を現状値として 10年後の取り組んだ成果とし

ての目標値が 100 とするとかなり消極的ですよね。このへんの取組みとしてはですね、達

成してるものを目標値に掲げるのはですね、評価のところは C の変わらないになっちゃう

かもしれないし Aの目標に達したになっちゃうかもしれない、これは難しいところですね。

ですから 100 っていうのを現状値として示すことは、本当に意味のあるのか。いのちをは

ぐくむアドバイザー事業の割合もそうですけども 100%っていうのをですね、現状値として

掲げて、目標値も 100 とするのはですね、県や国もこのような掲げ方をしているものがあ

れば、それに従えばいいんですけれども。100、100 っていうのはちょっとね、目を引いち

ゃいますね。 

  

●事務局（鈴木ＧＬ） 

 ありがとうございます。ここについては庁内の関係課の会議の中でも少しこの 100%、ア

ドバイザー事業の 100%で、目標も 100 でどうなのかっていう話が出たんです。そこで、教

育委員会の方としますと、下がることのないように、100%を維持できるようにそういう意

味合いもこめて載せて欲しいというふうな意向もありましたので、このようにさせていた

だいてますけども、今の先生のご意見を受けて、またここは相談をさせていただきたいと

思います。 

 

●瀧澤副部会長 

そうですね、57.5の数字は出てますからね。使ってみたらと思いました。 

 

●岸原部会長 

 ほかに第 4章につきましてほかにご意見ありますでしょうか。5章も合わせてご意見あり

ますでしょうか。 

 

●瀧澤副部会長 

 51 ページの 5 章ですけれども、8 月 21 日は健康はちのへ 21 の日。これは広く市民の方

にも知ってもらいたいと思うんですね。ここのところをもう少し補足した文章を入れても

いいと思ったんですけども。一点質問は何年に制定されたのか教えて下さい。 

 

●事務局（石藤ＧＬ） 
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 はい、お答えいたします。平成 18年に制定しております。 

 

●瀧澤副部会長 

お盆明けでなにかと忙しい時だと思いますけれども、市ないし健康増進課で何か小さな

キャンペーンかなんかやったりとか。何か今までのご見識があれば。 

 

●事務局（石藤ＧＬ） 

 はい、18 年から 8 月 21 日を健康はちのへ 21 と定めて、この日には市民健康づくり講座

という講座を私たちの方で企画しているんですが、この日から講座を始めて、21 日に合わ

せて講座を開始しています。で必ず 21日は入れるということで。生活習慣病予防のための

講演もありますし、あとは町内に回覧するいろんな文書にも 8 月 21 日は健康はちのへ 21

の日って入れたりはしているんですけれども、まだ浸透されていないかもしれないんです

が、引き続き実施してまいりたいと思います。 

 

●瀧澤副部会長 

 そうですね、広報とかね。よろしくお願いします。 

 

●岸原部会長 

ほかにございますでしょうか。それではないようですので、議事の（１）はこれで終了

させていただきます。次は議事の（２）につきましては、宮川委員から資料の説明がござ

います。よろしくお願いします。 

 

●宮川委員 

 皆様には資料 1,2 それから「あなたをがんから守るのはあなた自身です」という冊子あ

るとおもいますが、まずこの小冊子から見ていただきたいと思います。先ほどの説明の中

にもあったように、全国的に見ても死因の一番はがんです。それから八戸市民の中でも、

亡くなられてる方の死因の一番はがんです。ですから、健康寿命、平均寿命を上げていく

対策は、がん対策に一番力を入れてなきゃならないというのは明確だと思います。そこで、

このようにがん研究振興財団というところでがんから守るための冊子を作っております。

そこで、じゃあ何をやらなきゃならないのかというのは、16ページご覧ください。16ペー

ジ見ていただいて、がんを防ぐための新 12か条と書いていて、ウエイトの高いものから順

番に書かれています。これ見て分かるように、1と 2がたばこなんです。まずたばこは吸わ

ない、他人のたばこの煙をできるだけ避ける、この分煙対策の 2 つに力をいれていかなけ

ればならないと思います。それから、たばこを吸わないということでありますけども、実

は、たばこを吸っている人にも 2種類あります。データを見てみれば、3割～4割の方はや

めようと思っているけどやめられないという方が、少なからずいらっしゃいます。まずは、
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俺は死んでも絶対やめないぞ、という方はちょっとさておいて、やめようと思っている方

に、どうやってサポートしてやめてもらえるのか、ということに力を入れていかなきゃな

らないと思います。これは県でも取り組んでいて、そのつもりの方にいろいろ禁煙サポー

トというような事業をやって、そして医療機関ではですね、禁煙治療というのを紹介する

ようなシステムは作っているんですが、なかなかそういう方とコンタクト取れなくてです

ね、事業がうまく進んでいないのが実態です。県でもそのような、やめようと思っている

人たちに協力してやめられるような事業を進めてまいりたいと思ってますので、八戸市さ

んでも是非禁煙サポートに力を入れていただければと思います。 

 こういうですね、がんを防ぐための新 12か条の 1番と 2番がたばこである、たばこ対策

であるということを頭に入れて、資料を見ていただきたいと思います。まず資料 1 ご覧に

なってください。資料 1はこれは厚生労働省が 2月 28日に出しました、都道府県別生命表

の概況でございます。ご存知のとおり青森県は男女とも最下位でございます。めくってみ

て、ページ 2ご覧ください。2ページ目であります。見てください、男女とも、青森県最下

位でございます。そして、特に男性の場合は、下から 2 番目の秋田県との差を見ていただ

きたいんですが、どこも順位が 0.1 刻みで小さくなっております。ところが、青森秋田間

は約 1 歳です。うんと大きく溝を開けられているということが分かると思います。そして

次の 3ページ見ていただければ、表 2「平均寿命の男女差」これ見ていただければ、青森県

が、なんと男女差が 1 番です。男と女の平均寿命の差。いかに青森県の男性が、平均寿命

が低いかということがこれ見て分かると思います。それから、ずっとページめくっていた

だきたいんですが、6ページと 7ページご覧になってください。6ページは、これは 5年ご

とにデータかけてるんですが、最初は 10 年ごとです。昭和 40 年以降データ取り始めてか

ら、青森県はただの一度もビリの座を譲っていない。昭和 40 年が 46 位であるのは、これ

は沖縄県がまだ復帰していなかったからという理由であります。7ページ見ていただければ、

女性は一時期ビリでない時期もありましたが、平成 12年以降はビリでございます。こうい

う状況、いかに青森県が平均寿命低いかということですね。これは保健担当の人間だけで

なく、県民・市民それからいろんな業種に立つ人たちがみんな、青森県はこれだけ良くな

いんだぞという認識をする必要があるんじゃないかなと思います。健康づくりは、保健分

野だけでは絶対できません。他の分野でもやってもらわなきゃならないということで、私

は各市町村に出向いた時にですね、農協の組合長さんだとか、それから漁協の組合長さん、

商工会の会長さん、こういう方々にお話をずっとしてそれぞれ取り組んでもらえるように

お願いしております。それからあとずっとめくっていただきたいんですが、一番見ていた

だきたいのが、18ページご覧になってください。「特定死因を除去した場合の平均寿命の延

び（男）」と書いてます。これ見て、横軸の一番上、悪性新生物・心疾患・脳血管疾患、こ

れは三大死因でありますけれどもこの 3 つを合わせたものを取り除けば、青森県は 2 位で

あります。この 2 位っていうのが、この 3 つによる死因がなくなれば、青森県の寿命の延

びは全国 2 位だと。岩手県が 1 番、青森県が 2 番、北海道が 3 番。ですから我が県がいか



12 

 

にこの 3 つの疾患に取り組んでいかなきゃならないのか。これに取り組めば平均寿命がぐ

っとあがるということになります。これは女性も同じであります。20 ページご覧になって

ください。20 ページも同じく悪性新生物・心疾患・脳血管疾患、ここのところをみれば北

海道が 1番で青森県は 3位です。このように男女とも 2位、3位ということが私たちが、悪

性新生物心疾患脳血管疾患この 3 つしっかり対策を取り組んでいかなければならないとい

う方向性は、これで見えるんでないでしょうか。 

 今度は資料 2ご覧になってください。これは、表紙に書いてありますように平成 18年度

～22 年度の国民健康・栄養調査のデータであります。すなわち、ライフスタイルのデータ

であります。ライフスタイルとして、健康的に何がよくて何が良くないのかということが

大体分かっております。これを見ていただければ青森県は良いものはずっと下の方、悪い

ものはトップクラスという結果が出ています。34 ページ見てください。下にページ書いて

ありますので、枚数とは異なっています。肥満者の割合、さきほど全国の平均寿命が長野

県一番で青森県がビリでした。ですから長野県と青森県と比較してみると分かりやすいと

思います。同じリンゴ食べてなんでこんなに違うのか、青森県の方がリンゴいいのにと私

は思っているんですが、肥満者の割合は青森県が 9位で長野県が 40位。トップではないん

ですけれども青森県は肥満が多く長野県は少ない、と言ってもいいでしょう。で野菜の摂

取量を見てください。長野県が男女とも 1 番なんです。35 ページ。これに対して我が青森

県はビリではありませんが、30 位くらいと。長野県から見ればあまり多くない。次のペー

ジご覧になってください、36 ページです。食塩の摂取量。これは長野県も結構多いです。

青森の方が多いですけれども、長野県もベスト 10 に入っていますので、おそらく、野菜、

野沢菜なんか漬物いっぱい食べて野菜多く摂ってるんじゃないかなと思いますけれども。

したがって塩分に関してはこれはちょっとなんとも言えないというところだと思います。

37 ページご覧ください。歩数、これでも差がついております。男性、上がいい方ですね、

長野県は 19 位です。あまりいいとは言えませんけれども 19 位。青森県がなんと下から 2

番目、46 番目です。女性は長野県が 11 位で青森県が 41 位。これ見てみれば長野県は野菜

を多く食べて歩いている。青森県は野菜あまり摂らないで歩かない。そして肥満が多いと。

が見えると思います。そして決定的なのが次のページ。38 ページ。現在習慣的に喫煙して

いる者の割合、青森県堂々1位です。で長野県が下から 4番目。飲酒者も青森県トップです。

次の 39ページ。そして長野県は、これに関しては少なくありません、19位です。これ見て

みれば、酒たばこ青森県が全国堂々の 1 位なんです両方とも。そして野菜は少なく歩行も

少なくそして肥満者が多いということになれば、全国ビリである理由も不思議ではないん

でしょうか。このデータを県民に広く知っていただかなければならないと思うんですね、

私は県民に広く周知させ、健康づくりにあまり関心を持たない、一生懸命商売やることば

かり考えている人たちにですね、このデータを是非見せて、いろいろ行動を起こしていか

なければならないかなと思ってます。八戸市さんも是非ともですね、健康増進課だけで取

り組むのではなくて、市の主だった方々にこのデータをお見せして、野菜を十分とる、そ
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して、たばこ酒対策に力を入れていかなければならないということを、進めていかなけれ

ばならないんじゃないかなと思ってます。そして喫煙に関しては残念ながら「長」と付く

人、上に付く人ほど喫煙率が高い。これ見てみればそうです。例えば青森県の自民党の国

会議員全員ヘビースモーカー。これをなんとかしなきゃなりませんし、それから、県会議

員も自民党の会館のところは煙だらけで私たちは入れないという状況です。これを私たち

は是非県会議員の方にもですね、データを見せて、喫煙対策を取り組んで行こうかなとい

うふうに考えてます。それから県庁でも、副知事はじめ、部長クラスがヘビースモーカー

です。この人たちもなんとかするということから始めていかないと、我々末端の職員まで

及ばないということになりますんで、これは是非とも、八戸市さんもこういう認識を持っ

てですね、各地域で取り組んでいただければと。私はこのデータ見た時点でしめしめと思

いました。これをみなさんにお見せして、偉い方々に「うーん」といっていただかないと、

進まないと思っています。皆様是非、このデータを各地に利用していただいてですね、生

命表も都道府県別の肥満及び主な生活習慣病もインターネットで出せると思います。それ

とこれも出せます（がんから守るのはあなた自身です）。これを使って県民の健康に対する

意識を高めてですね、アルコール・喫煙といったものに取り組んでいただかなければなら

ないんじゃないかなと思ってます。八戸市さんもおそらく庁舎内は全面禁煙ということに

なっていると思いますが、歓迎会送別会の懇親会の席はたばこ吸い放題のところが多いん

じゃないでしょうか。私はこれは、歓迎会も送別会も禁煙にしてやって欲しいというふう

に申し入れた。やってるのは健康福祉部だけで、県民局の中では局長から「No」と言われ

ました、前年度は。今年度はたぶん「うん」といってくれるんじゃないかと思いますけど。

と言ったことでございますので、ぜひともこの資料活用していただいて、なんとか健康づ

くりを進めていただければと思います。 

 

●岸原部会長 

 どうも貴重な資料とご丁寧な説明ありがとうございました。それでは議事の（２）その

他で皆様何かございますでしょうか。よろしいでしょうか、事務局の方から何かございま

すでしょうか。 

 

●事務局（木村次長兼課長） 

はい、本日はご審議ありがとうございました。また県民のデータ等情報提供いただきあ

りがとうございます。活用させていただきたいと思います。今後の予定についてご連絡申

し上げます。本日ご審議いただきましたご意見をもとに素案を修正いたしまして、5月の中

旬頃に 2 週間程度パブリックコメントを実施する予定でございます。また、次回の健康保

健部会についてでございますけれども、6 月 19 日。第 2 回の会議を開催したいと思ってお

りました。6 月 19 日水曜日、ここの同じ会場で、開催したいと思っております。後日文書

でご案内申し上げますのでどうぞよろしくお願いします。以上です。 
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●岸原部会長 

 それではこれを持ちまして議事を終了したいと思います。本日は皆様活発なご意見あり

がとうございました。 

 

●司会（坂上主幹） 

以上を持ちまして、平成 25年第 1回八戸市健康福祉審議会 健康・保健部会を閉会いた

します。本日はどうもありがとうございました。 


