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平成26年度 八戸市健康福祉審議会 健康・保健部会  

１．日時：平成27年2月5日（木） 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６名】  工藤清太郎部会長、蛭田由美副部会長、佐藤優子委員、 

 澁田大路委員、伊藤恵美子委員、 

宮川隆美委員代理 傳法谷純一技師 

 

【オブザーバー】白戸江美子（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： 出河市民健康部次長 

 鈴木健康増進課長、石藤GL、山田GL、久保GL、 

 坂上主幹、中村主任栄養士、堀野保健師、桜庭保健師 

南郷区役所市民生活課： 四戸南郷保健センター所長 

 

●司会（山田 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、健康増進課の山田と申します。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。 

まずあらかじめお送りしておりました資料ですが、「次第」「資料 1：2次健康はちのへ 21

進捗状況」「資料 2：取り組みが必要な課題」でございます。 

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」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 26 年度第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、本日の出席状況をお知らせいたします。宮川委員の代理で三八地域県民局健

康福祉部 傳法谷純一技師がご出席され、山本委員と熊谷委員は所要のため欠席で

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。 

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白戸課長がご出

席されております。 

それでは、ここで、出河次長より職員の紹介をいたします。 
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●出河次長 

 市民健康部次長の出河と申します。本日は事務局として出席しております職員を紹介さ

せていただきます。 

 市民健康部健康増進課長の鈴木良子でございます。 

 健康増進課副参事兼管理グループリーダーの久保緑でございます。 

 同じく副参事兼母子保健グループリーダーの山田啓子でございます。 

 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。 

 主幹の坂上正子でございます。 

 主任栄養士の中村美智子でございます。 

 保健師の桜庭紘子でございます。 

 保健師の堀野佳子でございます。 

 南郷区役所南郷保健センター所長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（山田 GL） 

 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 

 本日は、八戸市健康増進計画「第 2 次健康はちのへ 21」の進捗状況についてご審議いた

だきたいと思います。委員の皆様からたくさんのご意見をいただい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いますので、よろしくお願いします。 

 

●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」の進捗状況について、

事務局より説明をお願いします。 

 

●事務局（説明：坂上主幹） 

 （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」進捗状況について） 

 

●工藤部会長 

 はい、ありがとうございました。ただ今の説明で何かご意見やご質問などございますで
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しょうか。 

年々少しずつは取組みの結果が出つつあるということでしょうか。色々な機会に色々な

課で様々な取組みを行っていますが、数値では効果が出ている所、あまり変わらないとい

う所もありますけれども、いかがでしょうか、委員の皆様、ご意見ございますか。 

 

●蛭田委員 

 あの、１点教えていただきたいのですけれでも、資料の 1 ページの栄養・食生活の目標

項目の全出生数中の低出生体重児の割合の減少の所なんですけれど、統計の取り方は私も

わからないのですが、昨今不妊治療で多胎妊娠が多いのではと思うのですが、双子ちゃん

や三つ子ちゃんになると、どうしても低出生体重児になってくるのではないかと思うんで

すね。治療の効果と考えればよいのか、それとも他の要因があるとして考えなければなら

ないのか、どういう分析がされているのか知りたいのですが。 

 

●事務局（山田 GL） 

 ここ 2年位のデータが手元にございますけれども、平成 24年に生まれた低出生体重児の

出生数は 178名、25年が 166名という状況になっております。うち 1000グラム未満で生ま

れるお子さんが 25年は 4名ということで、ダイエットなど妊婦の食生活が原因なのか、タ

バコが原因なのか、特別に分析等はしておりませんので、明確にはお答えできませんけれ

ども減らすように取り組んでおります。 

 

●工藤部会長 

 全国と比較すると割合はどうでしょうか。 

 

●事務局（山田 GL） 

 同じくらいですね。 

 

●事務局（鈴木課長） 

 全国との比較ということでご意見をいただきました。全国と同等くらいでということで

よいのですけれども、数値でいいますと、24年の 2500グラム未満を低出生体重児と言いま

すが出生 100人当たり八戸市は 9.6、青森県は 9.5、全国は 9.6となっております。 

 

●工藤部会長 

 ありがとうございます。全国並みということですね。他に何かご質問ございますか。 

 

●伊藤委員 

 栄養・食生活の所で、目標項目に朝食を毎日食べる子どもの割合が 23 年度と 24 年度が
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同じ数値になっていますけども、市食育アンケートは毎年やる形になっていないというこ

とでしょうか。 

 

●事務局（説明：石藤 GL） 

 はい、そうです。食育推進計画というものも立てていまして、計画を立てるときにアン

ケートをとっていますので、5 年に 1 回くらいの割合でとると思っていただければ。23 年

度、24年度のところに書いてはあるんですけれども、とったのは 24年にとったアンケート

を載せております。 

 

●工藤部会長 

 だんだん社会状況も変わってきていますけど、5年後に実施ということですね。ありがと

うございました。 

  

●佐藤委員 

 肥満のことが基本的に問題になっているんですけれども、ここに 20代の女性のやせの人

の割合というのがあるのですが、これは BMI いくら以下という形でとっているのでしょう

か。 

 

●事務局（石藤 GL） 

 はい、BMIでとっています。 

 

●佐藤委員 

 子ども達も非常に両極化してきているので、将来的なことを考えたときにどこでライン

が引かれているのかなと思ったり･･･ 

 

●事務局（石藤 GL） 

 18.5未満です。 

 

●佐藤委員 

 ありがとうございます。 

 

●澁谷委員 

 さきほど歯周疾患検診の受診率が 2.1%ということで報告がありましたけれども、だいぶ

増えてはいるんですが、目標に対して非常に少ない状態になってまして、今疾患ごとにが

ん・循環器・糖尿病などという項目をあげられて取り組んでいらっしゃるんですが、歯周

疾患がそれらに影響を及ぼしていることが明らかになってますので、上流での対応という
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意味では歯周疾患を抑えることによって、色々と健康な方向に進むだろうというのは我々

の方でもあげられていることではありますので、伸びてはいますが 2.1 という数字がです

ね、非常に低い状態ですし、10 年に 1 回の節目検診なので、ぜひ対象を拡大していただい

て、健康を維持していくためにも歯周疾患検診をまず充実させていくことが望ましいと思

うのですが、検討していただけているのでしょうか？ 

 

●事務局（鈴木課長） 

 対象年齢の拡大についてはこの場でお答えはできませんが、40歳より前の若い世代から、

歯周疾患が全身の健康に影響するということは理解を深めていただきたいと思うので、現

在でも様々な事業を通じて PRを行っているように引き続き継続して普及啓発を図っていき

たいと思っております。 

 

●澁田委員 

 75 歳以上の高齢者を対象に検診を実施するという話を歯科医師会で聞いているのですが、

このことについてはいかがでしょうか。 

 

●事務局（久保 GL） 

 国保年金課で後期高齢者の保険者に対して検討中ということは伺っております。 

 

●澁田委員 

 ぜひ若い方を対象に拡大をしていただければ、長い目で見ると、効果がいずれ上がって

くるとは思うので、ぜひご検討をよろしくお願いします。 

 

●事務局（出河次長） 

 はい、その件については前向きに検討したいと思います。 

 

●工藤部会長 

 目標値が平成 34年度で 15%というのは決まっているものなのでしょうか？ 

  

●澁田委員 

 まずはその値で、と思っております。 

 

●工藤部会長 

 わかりました。その他ございませんでしょうか。 
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●傳法谷技師（宮川委員代理） 

 歯の健康が全身に関わるという話でしたが、がん、糖尿病、循環器、全ての病気に関わ

るんですけれども、肥満についてもやはり両親が煙草を吸うと肥満になりやすい、なりや

すい体質の子が生まれやすいと言われているので、肥満予防には妊婦の時期からの禁煙対

策が必要になってくると思います。4ページの受動喫煙対策をとっている人の割合の増加と

いう目標項目があるんですけれども、受動喫煙の対策について勘違いをしている方も多い

と思います。受動喫煙の対策を取っている人というのはどういう定義でしょうか？ 

 

●事務局（石藤 GL） 

 これについては、25年にとりました市民へのアンケートで出しました。1000件アンケー

トを送りまして、約 50%の回収率があったんですけれども、「受動喫煙は健康に害を及ぼし

ますが、あなたは受動喫煙に対して対策をとっていますか。」ということで質問をしていて、

単純に煙に室内又はこれに順ずる環境において、吸わされているかどうか、自分なりに感

じていると思っている方は「はい」ということで回答していて、人によってとり方に違い

があったかもしれないな、と今思いました。 

 

●事務局（鈴木課長） 

 今の件は冊子の 74ページの問４のところに記載してありますので、確認していただけれ

ばと思います。 

 

●傳法谷技師（宮川委員代理） 

 あとですね、たしか小中学校は市内全面禁煙ですよね。幼稚園保育園は 100%ではなかっ

たと思うんですが。たしか 7割くらいだったような気がします。 

 

●事務局（石藤 GL） 

 はい、先日医師会からいただいた情報で、小中学校とか所管施設ということで、受動喫

煙状況の調査はしているのですが、保育園幼稚園はそれに入っていなくて、子ども家庭課

や教育委員会に伺っていて、できるだけ保育連合会や幼稚園のとりまとめをしているとこ

ろに働きかけているところです。 

 

●工藤部会長 

 もっともだと思います。喫煙に関して中学校 1年生と高校 3年生の喫煙率が 23年度しか

出ていませんけれども、最近はどうなっているのでしょう。 
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●事務局（石藤 GL） 

 こちらについては県の統計を参考にさせていただいておりまして、これも 5 年に 1 回く

らいということで、ちょっと間が空いてしまうんですけれども、また 5 年後くらいにこう

いった調査も参考にしていきたいと思います。 

 

●工藤部会長 

 今の危険ドラックとか色々な薬物とかそういうものに走る入り口にもなる。若い人たち

の、小学生や中学生、高校生の喫煙をいかに抑えていくかがそこから始まっていく。将来

的に喫煙させないように、ということが大事だと思いますので、アンケートをとったらそ

れをぜひ現場のほうに落としていただいて、学校委員会とかそういうところで禁煙につい

て指導していただければと思います。 

 

●蛭田委員 

 こういうアンケートって本当に「喫煙している」と答えるのかしら。 

 

●工藤部会長 

 そうですね･･･。悪いこととは分かっているでしょうからね。 

 

●事務局（鈴木課長） 

 先日今の子どもさんの喫煙ということで、庁内の関係会議をやったんですけれども、そ

のときに学校教育の関係の方も出ていらして、学習指導要領の中では小学校 5～6年生のと

ころで喫煙とか飲酒とか薬物というあたりで全部のお子さんに教育はされているというお

話を伺いました。昔よりは喫煙場所がなくなってきているので、子ども達の様子を見ても

前より減っているのではないかなという印象はあるというお話でした。テレビとかにもあ

まり喫煙場面などが出なくなってきたので、吸っているのがかっこいいとかそういう感覚

がなくなってきたのかなとおっしゃっていました。中高生では減っても、なぜかその後高

校や大学を卒業してからのところで吸い始めてくる方がいらっしゃるのかしら、と私見で

すけれども感じているところです。 

 

●工藤部会長 

 わかりました。他に何かございますか。 

 それでは、次に議事の２「今後の取り組みについて」に入ります。 

 

●事務局（説明：坂上主幹） 

 （資料２により説明：今後の取り組みついて） 
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●工藤部会長 

 はい、ありがとうございました。ただ今の説明で何かご意見やご質問などございますで 

しょうか。各委員の所属する団体等での取り組みはありますか。 

 

●蛭田委員 

 一番上の妊婦の喫煙率に関してなんですけれども、妊娠前からの喫煙があるんじゃない

かということなんですが、私は看護学生に教えておりまして、若い女性である上に、健康

を守るという仕事に携わることになるのですけど、やはり入学してきた学生の中に、若干

看護学科を志望していながらタバコを吸う学生がおりまして非常に問題だと思っておりま

す。それに、看護職の団体そのものが喫煙率が高いのでそこを何とかしないといけないと

思っております。本当に学校の中で禁煙教育をしていかなくてはいけないと思いますし、

本学もキャンパスが広いので、いくらでも隠れて吸えるんですけども、今喫煙場所をごく

限っているのですけど、だんだん禁止にしようかといういうことで対策を検討していると

ころで、何とか減ってもらいた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、伊藤委員。 

 

●伊藤委員 

 ９ページの取り組みが必要な課題以外の部分なんですけれども、栄養士会では食生活に

ついて 24 年度から 10 年間目標で減塩について取り組みをしていこうということで健康環

境フェスタで減塩パンフレットを作成して栄養相談などを行っていました。塩分のフード

モデルを使ってどれくらい塩分をとっているかということもやってました。あと、ターゲ

ットを親子に絞って親子減塩教室を行っていました。牛乳を使った献立で大きく減塩でき

カルシウムもアップするということでやってました。親子の健康ということで運動と栄養

のことを学んでもらうということで体カフェというざっくばらんに保護者の方と話しなが

らやってましたが、実際は運動したい子が多かったので趣旨から離れたんですけれども食

育をテーマにしてお話をしました。栄養士会でできることということで継続していきたい

と思っています。 

 

●工藤部会長 

 ありがとうございました。それでは、佐藤委員。 

 

●佐藤委員 

 高学年で喫煙とか薬物にかかわる事業は保健学習の時間として必ずとっていますし、体

育館で合同で指導していました。保護者の喫煙が高いなと、地域的なものもあるかもしれ
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ませんが、母が 2 割を超えて喫煙しているという現状がありまして、そうするとこどもへ

の影響って、心への影響と言いますか、垣根が低くなるというんでしょうか、ごくたばこ

が普通の中で育っていくのが厳しい現状だと感じています。でも指導を受けると子ども達

は素直なので「うちに帰ったら親にやめさせたい」と子どもたちはそのときはそう思って

います。どこまで続くのかなという不安はありますけれども。 

 こちらの課題とは離れますけれども、栄養と食生活の取り組みでは、学校としても行っ

ておりまして栄養士を招いての指導は各学年毎年実施しておりまして、私が把握している

だけでも５年間は継続されていまして定着の方向にあります。 

 学校保健委員会ですけれでも市内の小学校 40校では実施率 85％になっております。 残

り 7 校のうち３校はこれから行う予定があるということで、その他のところはあまりに規

模が小さいと学校保健委員会が成立しないので別な形での話し合いは持っているというこ

とでほぼこれも全体に浸透してきているのではないかと思います。小学校の保健教室研究

会というのがあるのですが、そちらでもそれぞれの学校でどういうテーマでどういう講師

を招いて実践しているかを情報提供し合ってお互いに共有するということが今年度行われ

ました。今後さらに取り組みやすい状態が出来上がったのかなというふうに思っていまし

てこれからも色々なテーマで進められる土台ができたなと感じています。 

 肥満についてですが、八戸市の教育振興計画からも肥満傾向の子が７％以下という目標 

が出されていますので、そこを目指しつつ個別の測定をしたり、保護者との面談を行った

り改善できるようには指導をしております。ただ、一番の鍵は家庭なんですよね、いくら

学校で色々な指導をしたとしても、実際こどものあらゆる面にかかわってくるのが家庭で

すので、夏休みで５キロくらい増えた子もあったんです。つまりお勉強の時間がイコール

おやつの時間になってしまったのかなというぐらいで、保護者との面談には持って行きま

したけれども、やはり家庭の状況も見ながらこまめな指導が必要なんだなと考えていると

ころです。目標値に届くために継続していかなければならないなと思っています。 

 

●工藤部会長 

 ありがとうございました。非常に幅広くご意見をいただきまして。私も中学校の校医を

やってますけど、開校 27年目で初めて学校保健委員会をやりまして、本当に働きかけが必

要だと感じています。 

 では澁田委員。 

 

●澁田委員 

 我々歯科医師会としても、う蝕については全体的によい傾向になっていると思いますし、

これからの課題としてはやはり当面は歯周疾患にありますので、先ほど前向きな取り組み

をしていただけるということでしたので、心強く思います。ぜひこれから取り組みが必要

な課題の中にもそういった項目も入れていただいて、定期的に取り組んでいければと思い
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ます。 

 そのほかに小さい子ども達の歯列の問題だとか咀嚼、口呼吸の問題だとか、生きていく

上の根本の呼吸や飲み込みとかそういう問題が色んなところで出てきているところであり

ますので、歯だとか歯肉だけの問題ではなくて歯科が対応できるところをしっかりと取り

組みたいところではあります。市とも連携をとりながら、立派な大人に子ども達が育って

いける環境づくりをやっていく必要があると思いますので、これからもどうそよろしくお

願いします。 

 

●蛭田委員 

 歯周病はすごく大事な問題だなと、ここ何年か私も思いまして、自分の経験で恐縮です

が病気をして治療のために予備的に歯科受診をして証明書を出さないと治療できないとい

うことがありまして、そういうきっかけで歯科に行ったんですけれども、病院から予防の

ために歯科受診しなさいということをもう少し強く言っていただけるとよいのかなと。 

 

●工藤部会長 

 大きな手術のときは歯を治療してから手術しましょうとは伝えています。 

 

●澁田委員 

 手術になる前に口腔ケアということで、口の中のばい菌が全身に回って、色々な病気の

元になっているというのは明らかになっていますので、ぜひその辺も広報をお願いしたい

と思っています。 

 

●工藤部会長 

傳法谷委員。 

 

●傳法谷技師（宮川委員代理） 

 妊婦の喫煙率についてですが、妊婦連絡票を毎月見ていて、妊婦さんは 8 割しか禁煙し

ない、ほかはそのまま出産を迎える。それがたばこの特徴でもあるんですが中毒性という

恐ろしさを知らないでたばこを吸い始めるのではないかと思います。健康についてはたば

こが一番の害だということを、臨床をやっているときよりも思いますね。個人的にはもっ

と全ての年齢に対して禁煙対策をしなければならないと思います。この前ある企業に対し

て喫煙対策を行ったんですけれども、喫煙者が全体の 4 割でした。そのある課では課長を

含め全員が喫煙者でした。ちゃんと知識を教えないといけないのかな、色々な職域に対し

対策を行ってかなければならないと思っています。 

 特定健診については、日本にしかないものですが、お腹周りを測るのは抵抗があり羞恥

心もある方もいるかもしれませんね。未受診の方はもともと健康の意識が低い人だと思う
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んですよね。目的をちゃんと教えてあげて、たとえばメタボ予防、動脈硬化、がんの早期

発見というように教えてあげるのがよいのかなと思いました。 

 

●工藤部会長 

 ありがとうございました。オブザーバーの白戸課長、何かありますでしょうか。 

 

●白戸課長 

 妊婦の喫煙についてですが、同居の家族の約半数が喫煙していて、家族が喫煙している

とお母さんが一定の機会には禁煙できても、出産が終わると再煙しやすい傾向にある。赤

ちゃんの体重や呼吸器にも影響するので対策を行っていきたいと思っております。 

 今年度職域に喫煙対策として実態調査を行いました。実態調査を基本にしながら喫煙率

を減らしていければと思っております。 

 

●工藤部会長 

 ありがとうございました。各団体の取り組みや色々なご意見がありましたけれども、個

人的に発言したいことなどございますか。 

私はたばこの税金を上げるべき、それが一番じゃないかと思いますけれども。 

 それでは、議事の３「その他」に入ります。委員の皆様から何かありませんか。事務局

の方からは何かございますか。 

 

●事務局（鈴木課長） 

 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

福祉審議会健康・保健部会は年に 1 回ということで予定しておりますので、来年の今頃と

いうことになるかと思います。ただ、健康福祉審議会の本体の方の会議が、3月 17日（火）

午後 1 時半からを予定しているようです。担当課から連絡がいくと思いますので、皆様予

定をとっておいていただければとよろしいかと思います。どうぞよろしくお願いします。

以上です。 

 

●工藤部会長 

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

うございました。 

 

●事務局（山田 GL） 

 では、以上をもちまして平成 26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。 


