
平成25年度 第2回八戸市健康福祉審議会 健康・保健部会  

１．日時：平成25年6月19日（水） 15時00分～15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、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、東山惠子（宮川隆美委員代理） 

 

【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 

 

●司会（日山副参事） 

 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、健康増進課の日山と申します。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。 

資料は、あらかじめお送りしておりました「次第」「第 2次健康はちのへ 21 最終案」「資

料 1『第 1回健康福祉審議会健康保健部会 委員からのご意見ご提案』」「資料 2『第 2次健

康はちのへ 21（案）への意見募集結果について』でございます。 

また、本日配布の資料として、「健康保健部会委員出席者名簿」「健康保健部会席図」が

ございます。不足の資料等、ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

それでは、ただいまより、「平成 25 年度第 2 回八戸健康福祉審議会 健康・保健部会」

を開会いたします。 

はじめに、本日の出席状況をお知らせいたします。 

宮川委員を除く 7 人の出席となっております。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。 

なお、宮川委員の代理で、三八地域県民局地域健康福祉部健康増進課東山惠子課長がご

出席されています。 

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 

 本日はお忙しいところご出席いただきましてありがとうございます。本日は第 2 次健康
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はちのへ 21 の最終案についてみなさまにご審議いただきたいと思います。どうぞ活発なご

意見お願い申し上げまして、簡単ではございますが、挨拶と代えさせていただきます。よ

ろしくお願いします。 

 

●司会（日山副参事） 

 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 

 それではただいまより議事に入ります。まず、議事の(1)「第 2 次健康はちのへ 21 最終

案」について事務局より説明をお願いします。 

 

●事務局（江渡技査） 

資料 1平成 25 年度第 1回健康福祉審議会健康保健部会 委員からのご意見ご提案」を元

に修正箇所などについて、最終案を説明。 

 

●岸原部会長 

 ではただいまの説明につきまして、何かご意見ございますでしょうか。 

 

●澁田委員 

 あの、45 ページですが、「80 歳で 20 歯以上の自分を歯を有する者の割合」の目標値が 50%

になっていて、これは国が掲げる目標値と一緒ではあるんですか。 

 

●事務局（石藤ＧＬ） 

 はい、そうです。国や県の目標と合わせて設定しています。 

 

●澁田委員 

 現状値が国の方では、38%と 4 割近い現状の下で、50%という数値になるんですよ。これ

を見ますと、60 歳で 24 歯以上の自分を歯を有する者の割合が 40.6％の現状で、要するに

10 年間の目標ですから、今の 70 歳の人たちがですね、20 歯以上の割合は、おそらく、80

歳の場合は 12.6%しかないものですから、70 歳の時点で 50%を割ってることが考えられるん

ですが、この 50%の目標値が、現実的ではないのではないかと。国は確かにそうなっている

んですけれども、八戸の現状に合わせますとですね、10 年間でこの目標は、もうすでに無

理なのかなということが考えられるんですけれどもいかがでしょうか。 
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●事務局（石藤ＧＬ） 

 はい、目標が高かったような気もしてきました。国や県の目標値と合わせた形にはして

いたんですけれども、先生のご意見をいただいたものを検討し、「60 歳で 24 歯以上」と「80

歳で 20 歯以上」の目標項目についてはこのままで、目標値については、国の 38%くらいか

ら 50%の割合を考慮して、そこを市独自のものに計算することとして、割合を計算した上で

決定するのがいいかなと考えていたんですけれども、これについてですね、こちらのほう

にも目標値の出し方をさまざまイロハニって付けていまして、目標項目は国と県と同じで、

増減率は計算してという形がありますので、それに合わせて検討したいと思います。それ

で、これをまた先生や部会長さんと相談しながら、決めたいと思います。 

 

●澁田委員 

 国の数値なんですけれども、6年ごとに統計出ているんですが、17 年度では 24｡1%が、23

年度では 38.3%と、これはかなり急激に伸びては来ていて、結果 10 年後には 50%の数値目

標を掲げて、取り組んでいきましょうということにはなっているんですが、やはり伸びる

まで結構な期間があったものですから。昭和 62 年、当時は 7%の現状からスタートして、20

年かけてこの 38.3%になったんですけれど、ですから現状が 12.6%であればですね、少しそ

のへんを踏まえて、目標値を決めていただければなと。 

 

●事務局（石藤ＧＬ） 

 何％くらいがいいと思われますか。 

 

●澁田委員 

 20 とかですね、25 くらいというのが現実的な、今までの数値の変化を見てもですね、あ

る程度かかって国がパーセント伸びていってますので、それくらいがいい数値ではないか

なと思います。 

 

●岸原部会長 

 ではこの件に関しましては、事務局の方で再検討した後、澁田先生からご意見をいただ

いて、協議したいと思います。ほかにはありますでしょうか。 

 

●岸原部会長 

 それでは議事の(1)の最終案については先ほど澁田先生からご意見をいただきましたけ

ども事務局のほうで検討したいと思います。 

 それではその他に入ります。何かご意見ございますでしょうか。 
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●瀧澤副部会長 

 大変立派な計画だなと思うんですけれども、ただ残念なのは、パブリックコメントが 0

だったんでしょうかね。課題だったんですけれども、やはりこう広く周知をしていくとか

皆様に知っていただくということですね、既にもうパブリックコメント 0ってところから 

すでに辛いですけれども。今後どのようにですね、していけばいいかというところですけ

れども。 

 一度出来ましたと、結果発表とかしてですね、それで簡単な 4 ページくらいですか 2 ペ

ージくらいのカラー刷りのパンフレットも作ると思いますけれども、いろんなところで広

報活動も始めると思うんですけれども、今年度に限ってはどのようなタイムテーブルなる

のかコメントいただければと思います。 

 

●事務局（木村次長兼課長） 

 今日皆様からいただいたご意見をもとに八戸市健康増進計画第 2 次健康はちのへ 21 を 7

月に策定する予定でございます。その策定が終わり次第、委員の皆様には製本されたもの

を送付させていただきます。策定後はホームページ、広報はちのへへの掲載、また計画の

概要版を作成して、各種保健事業で周知をしていく予定でございます。また保健・医療・

福祉・教育関係機関と連携を図りながら、健康づくりを推進していくという形で、今年度

は進めていく予定でございます。 

 

●岸原部会長 

 ほかに何かございませんでしょうか。 

 

●山本委員 

 私は前回欠席したので、最終案にはあれこれ口を出すつもりは毛頭ないんですけれども、

非常に、課長がおっしゃった医療統制よくできているなとは思うんですが、逆に実践の方

ですよね。単に絵に描いた餅に終わらせないで、目指す姿は支えあうっていうことですか

ら、それぞれひとりひとりが自覚を持って、連帯と言いますかこういう支えあうという目

標の姿をどれだけ実現させていけるかなというのに尽きるとは思うんですけれども。 

 あとは、10 年ということで、評価と言いますか、先ほど澁田先生がおっしゃったデータ

の目標値の見直しなんかも時には必要なのかなという気はします。 

 

●事務局（木村次長兼課長） 

 この計画は 10 年計画で、5 年経った時に、目標値の数値的な中間評価をしていくという

ことになります。あと庁内の関係課とは毎年会議をしまして、目標値が達成されているか

どうかを協議しながら健康づくりを推進していくという形になります。 
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●上野委員 

 前回の宮川委員のご発言で、全国との比較だったり、全国の中の長野県、長寿県-健康寿

命の長い県ですね。そこで喫煙という部分でいろいろ資料を見たりお話していただいたん

ですけれども、自分自身も長野県だったり長野市の 21 計画ってどういうものを掲げている

のかなっていうのを見てみたんですけれども、自分が興味を持ったところでは、BMI が現在

25 以上の方の割合っていうのがすごく低いんですね。女性は特に 10%くらいなので、やっ

ぱり BMI が 25 以上の方っていうのは、糖尿で言うヘモグロビン A1c が高くなってしまった

り血圧が高くなってしまったり、善玉コレステロールとか悪玉コレステロールが影響して

くるということが、循環器の部分ですとか糖尿の部分ですとか全体の部分に関わってくる

ので、BMI っていうのは自分の身長と体重が分かれば、市民の皆様が身近に感じられる数値

じゃないかなと。そこの意識付けができれば、もうちょっといいのかなと長野県のものを

見て思ったんですけど。あと 39 ページの目標の一番下の「栄養バランス等に配慮した食生

活を送っている市民の割合の増加」ってあるんですけれども、たぶんこの間の、前回は食

事バランスガイド、あの駒のやつを表現の仕方をちょっと変えた形だとは思うんですけれ

ども、おそらく皆さんって「自分はよくやってるぞ」という主観的に感じてできてるって

評価してるかもしれないんですけれども、これをもうちょっと客観的な、またパクリみた

いな感じで申し訳ないんですけれども、長野県であれば、「主食、主菜、副菜、汁物を日々

の中で意識して揃えている」というような表現だと分かりやすいっていうんですかね。取

り組むときに、そういう分かりやすい目標があるといいかなと、感想ではありますがここ

で述べさせていただきました。以上です。 

 

●事務局（石藤ＧＬ） 

 長野県の健康づくりについては私達もよく聞いていて、保健推進員とか、健康づくりを

支えていく人たちの意識付けというところも力が入っているところですので、今後参考に

していきながら、取り入れられるところは取り入れて、実践していければいいなと思いま

す。今後とも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。 

 

●岸原部会長  

 それでは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） 

 今日は本当にありがとうございました。ご意見いただいた内容を加味しながら、健康増

進計画の策定をさせていただきたいと思います。 
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●岸原部会長 

 それではこれをもちまして、議事は終了とさせていただきます。皆様活発なご意見あり

がとうございました。 

 

●司会（日山副参事） 

 委員の皆様ご審議ありがとうございました。本日が、現在の委員での最後の部会となり

ますので、梅内市民健康部長より、ひとことご挨拶を申し上げます。 

 

●梅内市民健康部長 

 今も司会の方からお話がありましたが、皆様の任期が今月の 22 日までとなっております

ので、今日が最後の部会となります。ひとことお礼を述べさせていただきます。 

まずは本日は、健康はちのへ 21 をご審議いただいて、最終案を取りまとめることができ

ましたのでありがとうございます。 

3 年間に渡って八戸市健康福祉審議会 健康・保健部会の委員を務めていただきまして誠

にありがとうございました。ほかに、「第 1次健康はちのへ 21 計画」の進捗管理、「八戸市

歯科口腔保健の推進に関する条例の制定」、そして今回の「第 2 次健康はちのへ 21 計画」

の策定などに携わっていただき、無事取りまとめることができました。本当にありがとう

ございました。先ほど山本委員からもお話ありましたが、私たちはこれからですね、ご審

議された第 2次健康はちのへ 21 計画などをもとにですね、これからも市民の健康増進に努

めて参る所存でございますので、よろしくお願いします。皆様におかれましても、当市の

健康保健行政に対しましてご支援を賜りますようお願い申し上げまして、簡単ではござい

ますがひとことお礼の言葉とさせていただきます。ありがとうございます。 

 

●司会（日山） 

 それでは、これをもちまして、平成 25 年度第 2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。 


