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平成25年度 第3回八戸市健康福祉審議会 健康・保健部会  

１．日時：平成26年2月7日（金） 13時30分～15時00分 

２．場所：八戸市庁本館3階 第一委員会室 

３．出席者 

【委員８名】  工藤清太郎部会長、蛭田由美副部会長、佐藤優子委員、 

 山本義一委員、澁田大路委員、伊藤恵美子委員、 

 熊谷満美子委員、宮川隆美委員 

 

【オブザーバー】東山惠子（三八地域県民局健康福祉部健康増進課長） 

【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、佐々木GL 

 坂上主幹、江渡技査、平島主事 

南郷区役所市民生活課： 四戸南郷保健センター所長 

 

●司会（鈴木 GL） 

 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、健康増進課の鈴木と申します。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。 

まずあらかじめお送りしておりました資料でございますけれども、「次第」「資料 1：八戸

市健康増進計画第 2次健康はちのへ 21概要版」「資料 2：第 2次健康はちのへ 21目標項目・

目標値一覧」「資料 3：第 2次健康はちのへ 21の取り組みについて」となっております。 

また、本日配布させていただきました資料として、「健康保健部会委員出席者名簿」「健

康保健部会席図」「青森県健康増進計画健康あおもり 21（第 2次）実践編」のパンフレット

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 3 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、本日の出席状況でございますが、委員 8 名全員のご出席をいただいておりま

す。本日は、委員改選後初めての部会ですので、ここで委員のご紹介をいたします。 

工藤清太郎部会長でございます。 

蛭田由美副部会長でございます。 

山本義一委員でございます。 

伊藤恵美子委員でございます。 

宮川隆美委員でございます。なお、宮川委員は本日公務のため、14時 10分頃に退席予定
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でございます。続きまして、 

佐藤優子委員でございます。 

澁田大路委員でございます。 

熊谷満美子委員でございます。皆様どうぞよろしくお願いします。 

なお、本日オブザーバーとして、三八地域県民局健康福祉部健康増進課東山課長がご出

席しております。 

次に、梅内市民健康部長より職員の紹介をいたします。 

 

●梅内部長 

 みなさんこんにちは。市民健康部の梅内でございます。よろしくお願いいたします。本

日は委員の皆様方には、ご多忙のところお越しいただきまして、誠にありがとうございま

す。今日は昨年 6 月末に健康保健部会が組織されてから、実質的に初めてでございます。

委員の皆様には、これから市の健康福祉政策の円滑な推進を図るため、この部会では特に、

健康保健について審議していただくことになります。どうぞ、ご協力のほどよろしくお願

いします。それでは担当する職員をご紹介いたします。 

 市民健康部次長兼健康増進課長の木村亮子でございます。 

 健康増進課参事兼管理グループリーダーの西村信夫でございます。 

 同じく参事兼母子保健グループリーダーの鈴木良子でございます。 

 副参事兼成人保健グループリーダーの石藤フキ野でございます。 

 地域医療グループリーダーの佐々木誠でございます。 

 主幹の坂上正子でございます。 

 技査の江渡聡子でございます。 

 主事の平島菜実でございます。 

 南郷区役所南郷保健センターの四戸友子でございます。 

 以上です。よろしくお願いします。 

 

●司会（鈴木 GL） 

 それでは工藤部会長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

●工藤部会長 

 本日はご多忙のところお集まりいただきましてありがとうございます。今日は八戸市の

健康増進計画第 2次健康はちのへ 21の概要と取組状況についてご審議いただきたいと思い

ます。皆様からいろんな意見を頂戴してこの計画を推進し、市民の健康づくりに生かして

いきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

 

●司会（鈴木 GL） 
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 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。 

 

●工藤部会長 

それでは議事に入ります。皆様のご協力によりまして円滑に議事を進めて参りたいと思

いますので、よろしくお願いします。 

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」概要について、事務局

よりご説明申し上げます。 

 

●事務局（説明：石藤 GL） 

 （資料 1により説明：八戸市健康増進計画「第 2次健康はちのへ 21」について） 

 （資料 2 により説明：八戸市健康増進計画「第 2 次健康はちのへ 21」目標項目・目標値

一覧について） 

 

●工藤部会長 

 はい、ありがとうございました。今の説明で何か疑問点などございますでしょうか。 

 それでは私からよろしいですか。資料 2ですけれども、健康はちのへ 21冊子と資料の数

字が違うところがあるんですけれども。40ページ、資料 2では栄養・食生活の平成 34年度

の目標値が、40～60 歳の女性の肥満者の割合が 28%となっていますが、冊子の方では 19%

となっているのですが。 

 

●事務局（石藤 GL） 

 はい、40～60 歳の女性の肥満者の割合の目標値が 28%と記入されておりますが、こちら

19%の誤りです。修正したいと思いますのでよろしくお願いします。上段 20～60 歳代男性

の肥満者の割合の目標値が 28%で、そのまま記入したと思われますので、19%に直したいと

思います。 

 

●工藤部会長 

 はい。上と同じで、資料 2 裏の歯の健康。真ん中のあたり「60 歳の未処置歯を有する者

の割合の減少」。冊子では 46ページの一番上ですが。 

 

●事務局（石藤 GL） 

 はい。ありがとうございます。こちらでも資料 2の方が間違っておりまして、「60歳の未

処置歯を有する者の割合の減少」ということで、1.5 本と書かれてありますが、こちらは

12.3%がスタート値で、目標値は 10%でございます。 
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●工藤部会長 

 ありがとうございます。こちらは冊子が 48 ページ。資料 2 の 8 番の循環器疾患ですか。

脂質異常症のところは。 

 

●事務局（石藤 GL） 

 脂質異常症の減少につきましてですが、HDLコレステロールの 40mg/以下の人の割合です

が、これは資料 2 の方が正しいです。こちらの方は、後で見ましたら冊子の方に計算間違

いがあるということでしたので、資料 2 の方で冊子の方を修正したいと思いますのでよろ

しくお願いします。 

 

●工藤部会長 

 ありがとうございます。それでは 1の議案はよろしいですか。それでは(2)の八戸健康増

進計画「健康はちのへ 21」取組状況について事務局よりよろしくお願いします。 

 

●事務局（説明：坂上主幹） 

 （資料 3により説明：八戸市健康増進計画「第 2次健康はちのへ 21」取組状況について） 

 

●工藤部会長 

 ありがとうございます。ただいまの説明に関して、ご意見・ご質問などございますでし

ょうか。 

 

●山本委員 

 あの、資料 3 の 7 ページ、特定健康診査、これは、受診者や今の受診状況等はどのよう

になっていますか。 

 

●事務局（石藤 GL） 

 はい、お答えいたします。先ほど見ていただきました資料 2 をご覧ください。循環器疾

患（脳血管疾患・心疾患）のところに、特定健康診査の受診率の向上という欄があります。

特定健康診査の受診率ですが、H23は 29.9％、H24につきましては、隣の隣の欄ですが 28.7％

ということで、目標値からはかけ離れている受診率です。以上です。 

 

●山本委員 

 精密検査の受診率の状況はどうですか？ 

 

●事務局（石藤 GL） 

 はい、特定健康診査を受けた後の精密検査ですね。項目ごとになっておりまして、先ほ
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ど見ていただいた資料 2 のずっと下のところに行きますと、血圧精密検査受診率の向上と

いうのは特定健康診査中の血圧の項目で、精密検査になった方の状況です。 

 

●工藤部会長 

 24年度ということですね。 

 

●事務局（石藤 GL） 

 はいそうです。24年度です。 

 

●工藤部会長 

 それでは他に何かかございますでしょうか。 

 

●澁田委員 

 はい。歯の健康につきましてはいつも取り組んでいただきましてありがとうございます。 

 資料 2 の 6 の歯周疾患検診の受診率の向上ということですが、これは前からなんですけ

れども、先ほどのがん検診に比べましても、極端に少ない。0.3％ということで、歯科医師

会も無料化ということで、取り組ませていただいてるんですけれども、無料化した 25年度

の受診状況はどうでしょうか。 

 

●事務局（西村 GL） 

 はい。12月末現在の受診者数は、177人。受診率に換算すると、1.3％になります。ちな

みに 24年度の数字は 35人です。 

 

●澁田委員 

 だいぶ増えていますね。これからのことですが 26 年度の取り組みとして、目標値が 15%

ということで、何か新たな取り組み等ありましたら教えていただきたいです。 

 

●事務局（西村 GL） 

 はい、25 年度の話ですけれども、歯科医師会さんのご協力を得て自己負担が無料になっ

たということで、八戸市の方としては、歯周疾患検診の対象者が 40、50、60、70なんです

けれども、その中の 40 歳の方全員へ勧奨の通知を出しました。「歯周疾患検診が無料にな

りますよ」という通知のほかに、「検診は重要ですよ」というチラシも入れて出しました。

それが今の数字に表れているのだと思っております。来年度は、これを 50歳までに拡大し

て、勧奨をかけたいと思います。40と 50。というのを今考えております。ということを予

定してますので、受診率がまた少し上がって欲しいなと思っております。 
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●澁田委員 

 やはり、糖尿病とかがんとかという病気が、歯周病が影響しているということもありま

すので、下流で取り組むのではなくて上流で取り組んで健康を推進していただけるように

よろしくお願いします。 

 

●熊谷委員 

 すみません。そのことについてなんですけれども、先日歯医者に行ったときに、この場

にいてそういう情報が入っていたので、歯医者さんに無料でやれる検査ありますかと聞い

たら、歯医者さんがよく分かっていなくて、バタバタして、受付にいる人と一緒にいろい

ろ調べたんですけど、「何で見たのか？」とかいう感じで、とりあえず検診してくださいと

言ったら、私の場合は常に診ているので、特別にやらなくていいと思いますと言われて、

やったのかどうかもわからずに、無料になったのかどうかも分からずに、帰ってきたんで

すが、そういう場合も私は受診者の 1人として数えられているんでしょうか。 

 

●澁田委員 

 それはきちんと報告が出ますので、適当にやっているわけではもちろんないので、保険

での診療と、検診については別のものですので、一緒にやることはありません。 

 

●熊谷委員 

 あ、そうなんですか。 

 

●澁田委員 

 で、歯周疾患がある場合は、それに対する医療ってことで、取り組みますので、検診と

はまた別です。 

 

●熊谷委員 

 だから、検診は無料なんですよね。で、その検診っていうのが、改めてそれがあるかど

うかを直してくださいっていったほかにやるわけなんでしょ？それがあるかどうかちょっ

と分からないので。 

 

●工藤部会長 

 ちょっとすみません、今宮川委員がちょっともうすぐで帰られますので、県の取り組み

についてお願いしたいと思います。 

 

●熊谷委員 

 はい、結構でございます。 
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●宮川委員 

 大変申し訳ありません。ちょっと県の会議がありまして申し訳ありません。皆様方のお

手元にあります「今を変えれば！未来は変わる!!」というのが、これが県の第 2 次健康増

進計画健康あおもり 21の第 2次版でございます。中身は、八戸市さんとあまり変わりませ

ん。これは国の健康日本 21に基づいて作られたものでありまして、青森県全体の、八戸市

さんも健康状態の問題点がほとんど同じで、同じような計画になってますが、ちょっと変

わったところと言えば、少し突っ込んで呼吸器疾患の中の COPDを加えたというところぐら

いでございます。順番を追って最初から見ていただければと思いますが、「計画の目指すも

のは？」ということが書いてまして、1頁の④の基本的な方向。この(1)から(4)までは八戸

市さんとほとんど同じでございます。県民一人ひとりが、健康に取り組む姿勢と言いまし

ょうか、考え方をしっかりもってもらいましょう。そして、年齢に応じた生活習慣などの

改善、生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底、県民の健康を支え守るための社会環境

の整備、というところで、総合的にはそういう考え方です。 

 そして生活習慣の改善、2ページ目ですが、それは 1にも 2にも食生活の改善、昨年度国

から示されました国民健康栄養調査を見ても、残念ながら我が青森県は、良いことはビリ

クラス、悪いことはトップクラスということで、平均寿命最下位というのは、ごもっとも

だと。塩分が多い、それからお酒もタバコも多い。運動も最下位となれば、当然平均寿命

は低くなる。県民一人ひとりにバランスの取れた食事をきちんと取りましょうと、そして

体を動かしましょう、ということでございます。 

 それから 3 ページをご覧になってください。アルコールもこれは男性は飲酒では全国 1

位でございます。したがいまして、適正飲酒、節度のある飲酒を心がけましょう、それか

ら喫煙もこれも男性は全国で 1 位でございます。ここには書いてありませんが、この話を

すれば、我が青森県は、特に南部地区は、たばこの生産地でありますので、喫煙が多いの

はやむを得ないんじゃないか、というご意見の方もあると思いますが、これは全国的に見

ても青森県のたばこの耕作件数は 3 番目か 4 番目ぐらいです。ベスト 5 の中に入っている

県の中で、耕作面積がタバコ農家の数が全国から 5 番以内に入っている都道府県の中で喫

煙率がワースト 10に入っているのは青森県だけです。熊本県とか鹿児島県は生産量がトッ

プクラスなのに対して、喫煙率は、ずっと下の方 30～40位くらいになります。だから、だ

ばこ生産県だから喫煙率が高いという理屈は成り立ちません。この喫煙に関する害という

ものはもうほとんど言い尽くされておりますので、受動喫煙をはじめとして、喫煙対策と

いうものをしっかり取り組んでいかなければならないということで、八戸市さんとまず同

じでございます。 

 それから、歯と口腔の健康ということですね、これも、八戸市さんと同じようにむし歯

の予防、歯周病の理解ということですね。特に年配の方々は、あまり歯のことに関心を持

たない方が多いように思います。自分の歯でしっかり食べられるということが、長生きす
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る秘訣でございますし、最近ではさらに、歯周病がある方、口の中にばい菌がある方が、

口の中にあるばい菌で肺炎を起こして、命を落とすということが近年非常に多くなってお

ります。死亡者の中でもですね、1 位がん、2 位心臓病、3 位脳卒中、4 位に肺炎というの

がこの順位でありましたが、近年は 4 位の肺炎が 3 位の脳卒中に迫るぐらいの勢いで、町

村によっては逆転して、肺炎の方が 3 番目に入っております。これは、歯周病の予防で、

高齢者の肺炎を防げるというデータもしっかり出ておりますので、歯科の先生方のご協力

をいただきながら、口の中は私たちの体の中の玄関のようなものでありますから、歯周病

の予防、それから歯の衛生管理、これが長生きにつながると言うことをですね、ご理解し

ていただくように努めて参りたいと思っております。 

 それから、5ページと 6ページをご覧になってください。生活習慣病の発症予防と重症化

予防。残念ながら我が県もがんによる死亡率は全国トップクラスでございます。がん検診

の受診率の向上、さっきお話がありましたが、受診率は大体どこの町村でも 3 分の 1 くら

いです、30%前後。それで 3 分の 2 の方は受けていない。がんで亡くなる方のまず 80～90%

は、検診を受けていない方です。検診を受けていない方が、重症化して、病院に行ったと

きには手遅れという状態で亡くなっていることが多いです。ですからこれは分かっていた

だいて、特にですね、商工会とか農協とか漁協とか、働き盛りの方々に、その辺のあたり

を分かっていただけるような作戦を県でも考えて、あちこち出向いてですね、分かってい

ただいて、検診を受けてもらおうと言うことをやっています。それからあとひとつはです

ね、がん登録事業というものを県が進めていまして、早く見つかったのに治らなかったの

か、見つかったのが遅れ、本人がなかなか受診しないために亡くなったのかということを

しっかり分かるように、医療のサイドに問題があるのか、保健サイドに問題があるのかい

う問題点を見つけ出そうと言うことを今県が進めております。 

 それから循環器疾患であります。これは心臓病の予防でありますけれども、これは生活

習慣病の予防、生活習慣病対策で、例えばたばこ・食生活・運動これが全部循環器疾患に

つながってくる。ということですね。生活習慣改善ということが、非常に関わってくると

思います。 

 糖尿病です。糖尿病も、すべての病気のもとになりますので、糖尿病に対する理解、早

期診断早期治療ということをすすめていく。（４）の COPD。これは聞きなれない言葉かと思

いますが、高齢者になればなるほどこういう疾患が多くなってきます。慢性閉塞性肺疾患

といいますけれども、気管支や肺の炎症の状態で、これは咳や痰が止まらなくなったり、

これはたばこが最大の原因で、こういうことが起きる、呼吸器疾患が起こるということで

ありますので、この慢性閉塞性肺疾患に対する対策を進めていくということを考えており

ます。 

 それでは最後のページをご覧ください。こころの健康。これも八戸市さんと同じです。

ただ八戸市さんとちょっと違うところは、休養・睡眠・認知症というところを細かく分け

て、これを突っ込みました。こころの健康づくりとしましては、ストレスの対処方法、こ
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れは特に若い人に対してのうつ病をはじめとするストレスに対する対処を進めていこうと。

それから休養を十分に取ろうと言うことも理解してもらって。若い職員の方もですね、い

つまでも職場で残って仕事していることは決していいことではなくて、効率のよい仕事を

進め、できるだけ早く帰って十分に休めるようにというふうな政策を進めて参りたいと思

います。 

 それから認知症でございます。高齢化社会に向かって認知症は非常に多くなっておりま

す。近年、認知症は糖尿病と非常に関係が強くなっているということが分かって参りまし

た。これは精神科の先生だけでなくご協力もいただいてですね、糖尿病対策をしっかりや

るのが、認知症を減らすことにもなるということからですね、この認知症対策と糖尿病対

策は一体化して進めて参ろうというふうに考えております。以上計画はこの通りでござい

ますが、残念ながら、具体的にどうふうにやるのかというところまではなかなか、無理や

りやらせるというわけにはいきませんので、これは多くの方々に理解いただける方法を八

戸市さんと協力し合いながら進めて参ろうというふうに考えております。私からは以上で

ございます。 

 

●工藤部会長 

 どうもありがとうございました。県の方の計画、本当に八戸の方に取り入れていってい

ただければいいと思います。 

 ちょっとまた元に戻りますけれども、資料 3 の説明について、ほかに何かご意見ありま

すでしょうか。よろしいですか。 

 それでは各委員の所属する団体での第 2次健康はちのへ 21への取り組みですね、そうい

う何か取り組みや新たなものがありましたら、お話いただければいいかなと思います。蛭

田副部会長からお願いします。 

 

●蛭田副部会長 

 私は看護職でございまして、日本看護協会、県の方の看護協会が「まちの保健室」とい

う事業を全国的に展開しておりまして、それを八戸の三八地区でも具体的に勧めていこう

ということになりまして、一般市民のみなさんから気軽に町の中で保健指導・保健相談を

受けてやっていこうということになりました。5～6 人の委員が出まして、毎週のように、

はっちで、そこで健康相談の機会を設けております。50 人くらいの毎回参加者があるよう

でして、これで何か画期的に変わるということはないとは思うんですけれども、少しずつ

健康に対する意識を高めていただければといいなと思っております。 

 

●工藤部会長 

 ありがとうございます。それでは佐藤委員お願いします。 
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●佐藤委員 

 学校では、学校保健委員会を設置している学校とそうでない学校もまだあるわけなんで

すけれども、小学校の教育研究会の保健の方の部会ではそこのところの調査をしたり、や

っている学校のテーマとか、どういう取り組みをしているかを、学校保健部会の方も、持

ち方はいろいろあるので、手軽にできる方法から入っていって、レベルアップしていく、

というふうな方法で今、今年度と来年度調査と、それから来年度の発表に向けて、取り組

んでいるところです。市内の学校広めて 100%実施できるように広めていくところです。 

 あと肥満対策のほうは、市の方からも教育委員会の方からも取り組むというような指導

が入っておりまして、私の所属する学校の方でも肥満度 20%以上の児童に対しては毎月測定

をしてそして家庭にそれは返し、おたよりも渡しているというふうことで取り組んで、ハ

イリスクの子どもに関しては、また個別の指導を行ったり、保護者に対しての面談と相談

も実施しているというところです。 

 

●工藤部会長 

 はい。学校保健部会が各学校によってあるところとないところがあると思いますので、

全部の学校に行き渡って行ければいいと思いますね。では、歯科医師会の方から何かあり

ますでしょうか。 

 

●渋田委員 

 先ほども申しましたけれども、歯周疾患検診の受診につきましては、会員にも徹底して

周知していきたいと思います。 

 8020 と言って、歯を残していくための活動を日本歯科医師会が進めているのですが、全

国的には、80歳の方で 20本の歯を残して噛めるという方は 40%近い値になっているんです

けれども、市内では 10%ちょっとという状況で、全国並みに、今の計画でもすぐに 20%って

いう数字は出せませんので、これはなくなった歯が生えてくるわけではないわけですから、

若い世代への啓発活動をしながら、歯の健康が健康につながるということを市民のみなさ

んに伝えていく活動をしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

●工藤部会長 

 ありがとうございました。8020。最初からはね、「ん？」となったら駆け込む。歯を磨く。 

 

●渋田委員 

 そうですね。歯医者っていうとどうしても痛くなって行くというイメージがあって、割

と世の中では嫌われているものなんですけれども、自分の健康のために定期的に治療では

なくケアに来ていただけるような、習慣というか文化っていうか、そういうものができて

いかないと、やはり歯は残っていかないと思いますし、結果として健康につながらないと



11 

 

いうことがあると思いますので、すぐには難しいですけどもぜひ長い目で見ていただいて、

上流のところで、伝えていただければありがたいなと思います。 

 

●工藤部会長 

 ありがとうございます。それでは、熊谷委員。 

 

●熊谷委員 

 細かいこと言ってしまって。具体的に言えば要は PRとかそういうのっていうのは、ここ

とか行政とか取り組んでいるけれども、私もこの場にいたからそのことをわかっていたの

ですが、その他の方たちが果たしてそれを知っているかどうかというところがあるので、

例えば歯医者さんに行ったときに、「今こういう取り組みあるのでいかがですか」というこ

とで歯医者さんが一言言ってくれれば、受診率もずっと上がると思うので、行政とか上の

方だけが一生懸命じゃなくて、そういうものに関わっている方たちが一緒になって取り組

んでいった方が、効果は上がるんじゃないかなと思ったので、言ってみました。 

 

●工藤部会長 

 やはり市の行政の方々はすごい一生懸命なさっているのですが、それが市民の方に伝わ

っていかないっていうのは、実感しますよね。どんなことしてるんだろうみたいな。それ

では山本委員。 

 

●山本委員 

 デーリー東北新聞社なんですけれど、ちょうど去年の 12月にこころの健康づくり計画と

いうものを策定しまして、うつ病やメンタル不調などの対応だけでなくて、職場環境、そ

れから職場のコミュニケーションの活性化を含めた広い意味での健康づくりに計画的に取

り組んでいくということで、12 月に策定して、今年に入って、総会とか、どう取り組める

かというふうな、社内を通じた取り組みを展開しています。 

 相談って言うのはあくまでも所属する長だけではなくて、いろんなところでできるって

いう、社員によるケアだけではなくて、もちろん言いにくいことは他のところに相談して

もいいし。私がちょうど人事の担当者なんで、そういういろいろ取り組みも進めていきた

いと思いますし、まあ窓口は総務なんですけども。相談の体制ですね。その本人が相談し

やすいところにっていうことでポスターも配布しなければならないとか、安心して相談で

きることを心がけていければいいなと。もちろん計画がなくても今までも力を入れている

わけではあるのですが、今後の活動の予定としては、ストレスチェックはもちろん行いま

すし、産業医の先生の助言も得て、やはり、みなさんのところそうでしょうけど、企業の

財産というのは人だと思いますので、力を入れていました。月 1 回、安全衛生委員会で、

いろいろ地道な活動はしております。 
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●工藤部会長 

 はい。八戸市にはいっぱい企業がありますが、こころの健康の方に力を入れているとこ

ろもたくさんあると思いますけれども、全然ダメなところとかあれば、指導などは市の方

で関わっているのでしょうか。 

 

●事務局（木村次長） 

 こころの健康づくりでは、市の健康増進課としては、本人が相談しやすいというところ

で、個人的に相談したいというかたちでいらっしゃれば、窓口や電話で相談を受けつけて

おりますけれども、企業に対して出向いて相談を実施するということは実施しておりませ

ん。 

 

●工藤部会長 

 まあ各企業には、産業医がいますからね。 

 

●山本委員 

 あの補足なんですけれども、力を入れるというか、もちろんを不調を来たしているとい

う人間が出てるんで、そういう人間を出さないように、そんなふうなところです。 

 やっぱり昔は、例えば部署部署で休みが取れないとか、今は逆に休めっていう指導はし

ているんですけれども、そういうのも、役割として進めています。 

 

●工藤部会長  

 有休が言いにくい部署もありますからね。ありがとうございます。それでは伊藤委員。

栄養士会のほうで、何かあれば、お願いします。 

 

●伊藤委員 

 食に関わるところになりますが、県栄養士会八戸地区会では、それぞれの病院や学校、

施設等で、関連するのが「食」という部分で活動してますが、栄養食生活に関しては、健

康はちのへ 21のところでは、野菜や肥満、塩分などの食事バランスガイドなどたくさんの

ところで広めていかなければならないことがあるかと思います。 

 ひとつについて昨年度から、減塩活動をしていこうということで、繰り広げております。

プロジェクトでは 1日 8g以下を目標にして進めております。目的とすると、減塩プラスヘ

ルスリテラシーの向上ということで取り組んでいます。幼少期 1歳～6歳までの食塩摂取量

が多いので、そこを先駆けとして、八戸市でも取り組んでいかなければならないと思いま

す。学校給食は塩分が少ないので、メニューとかもお母さん方に進めています。 

 また、減塩を進めていこうということで、病院の食堂がありますけれども、病院の中で
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減塩食を作ろうということも進めております。また、八戸市の 25年度の健康フェスタでは

減塩コーナーを設置して、おいしく減塩することや、減塩プロジェクトのリーフレットな

どを配布しました。200名ほどの方にいらしていただいて、広く周知できたのかなと思いま

す。 

 栄養・食生活の問題に関しては、ひとつひとつ取り組んでいかなければならないと思い

ますので、よろしくお願いします。 

 

●工藤部会長 

 ありがとうございます。減塩ですね。では、今まで出たご意見の中で、各委員から何か

ございますでしょうか。それでは、次に議事の３に移りたいと思います。それでは委員の

皆様なにかございますでしょうか。事務局の方からは。 

 

●事務局（木村事次長） 

 はい、今後予定しております会議の日程についてご連絡させていただきます。今後健康

福祉審議会というものを予定しております。第 1回目は 6月 26日に組織会ということで会

議を開催いたしましたけれども、第 2 回健康福祉審議会を、3 月 20 日（木）に午後 1 時半

から場所は市庁別館の 8 階研修室での開催を予定しております。後日文書でご案内を差し

上げることとしておりますので、よろしくお願いします。 

 

●工藤部会長 

 はい、ありがとうございます。3月 20日ですね？ 

 

●事務局（木村次長） 

 はい。 

 

●工藤部会長  

 それでは、これを持ちまして議事を終了させていただきます。活発な意見交換ありあが

とうございました。 

 

●司会（鈴木 GL） 

 以上をもちまして、平成 25年度第 3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。 

 本日は誠にありがとうございました。 


