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平成28年度 八戸市健康福祉審議会 健康・保健専門分科会  

１．日時：平成29年2月15日（水） 13時30分～15時00分 

２．場所：八戸市庁別館2階 B会議室 

３．出席者 

 [委員4名] 工藤清太郎専門分科会長、壬生寿子副専門分科会長、 

深川公夫委員、松川充委員 

[事務局]  工藤市民健康部長、西村副所長 

石藤健康づくり推進課長、中居ＧＬ、山田ＧＬ、久保ＧＬ、 

下斗米主幹、中村主任栄養士、堀野保健師、高田保健師、 

角浜保健師、田代主事 

 

●司会（中村主任栄養士） 

 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。 

本日の司会進行を努めます、健康づくり推進課の 中村 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として次第、資料１（１）八戸市健康増進

計画と八戸市食育推進計画の一体化について、資料２（２）「第２次健康はちのへ 21」進

捗状況について、資料３（４）八戸市健康増進計画「第 2 次健康はちのへ 21」中間評価

について ①中間評価実施に向けてのスケジュールについて、資料４②中間評価のアン

ケート内容等について、資料５アンケート(案)内容市民用、幼稚園用、保育園用、小学 5

年生用、中学 2年生用、事業所用です。 

次に当日配布いたしました資料が名簿、席図となっております。 

不足の資料等、ございませんでしょうか。 

 

昨年、健康福祉審議会でご説明したとおり、1月 1日、中核市移行に伴い、健康・保健

部会は、健康・保健専門分科会となりました。 

旧部会の部会長、副部会長、委員は、新専門分科会の専門分科会長、副専門分科会長、

委員とする経過措置が設けられておりますので、改めまして、委員の皆様には、よろし

くお願いいたします。 

なお、三八地域県民局地域健康福祉部宮川部長におかれましては、八戸市保健所設置

にともない 12月を持って委員を離れましたことをご報告いたします。 

それでは、定刻となりましたので、ただいまより、平成 28年度 八戸市健康福祉審議

会健康・保健専門分科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。副部会長蛭田 由美委員に

代わりまして、八戸学院大学健康医療学部看護学科准教授  壬生 寿子委員が、また、

山本 義一委員に代わりまして、デーリー東北新聞社 常務取締役 深川 公夫委員、

公募の熊谷 満美子委員に代わりまして赤石 和枝委員が委嘱されました。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

本日の出席状況についてお知らせします。田中委員、伊藤委員、赤石委員は所要のた

め欠席でございます。 
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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。 

 

  続きまして、ここで、工藤健康部長より、職員の紹介をいたします。 

 

●工藤部長 

  皆さん、こんにちは。健康部長工藤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

職員の紹介の前に一言御礼申し上げたいと思います。 

皆さんご存知の通り、最初の方にお話があったと思うんですけど、今年の 1 月 1 日に

中核市に移行しました。合わせて、保健所を設置したということでございまして、これ

までの皆様の御指導、御支援に厚く御礼申し上げます。 

それでは、本日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。 

西村副所長でございます。 

石藤健康づくり推進課長でございます。 

中居副参事兼成人保健グループリーダーでございます。 

山田副参事兼母子保健グループリーダーでございます。 

久保副参事兼健康推進グループリーダーでございます。 

下斗米主幹でございます。 

中村主任栄養士でございます。 

堀野保健師でございます。 

高田保健師でございます。 

角浜保健師でございます。 

田代主事でございます。 

  以上です。よろしくお願いいたします。 

 

●司会（中村主任栄養士） 

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項により専門分科会長にお願いいたします。 

 

●工藤清太郎専門分科会長 

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、また、

29年度に実施します八戸市健康増進計画「第 2次健康はちのへ 21」中間評価についてご

審議いただきたいと思います。委員の皆様からご意見を頂戴してこの計画を推進し、市

民の健康づくりをすすめていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

それでは、次第に従いまして議事を進めて参ります。 

 

最初に（１）の「八戸市健康増進計画と八戸市食育推進計画の一体化について」事務

局から説明をお願いします。  
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●事務局（中居 GL） 

「八戸市健康増進計画と八戸市食育推進計画の一体化について」資料１により説明 

 

●工藤清太郎専門分科会長 

ただいまの説明に対して御質問、御意見等はございませんか。 

 

●深川公夫委員 

健康増進計画は世代関係なく、すべての人が対象ですが、一般的に食育のイメージ 

は子ども（小・中・高まで）であり、大人と一体化した際にどう住み分け、徹底させる

のか。食育は子どものことだと受け取られないように、調整して欲しいと思います。 

 

●壬生寿子副専門分科会長 

県で食育サポーターを育成しており、八戸市内や本学の教員・学生の中にも何名かい

ます。食育サポーターを活用して地域で教室を開催すれば指導内容が濃くなるのではな

いでしょうか。また、食育サポーターから情報を収集し、指導や教育等に活かしてはい

かがでしょうか。 

 

●事務局（石藤健康づくり推進課長） 

食生活推進員協議会の委員や保健推進員と食育計画や増進計画を進めてきました。今

後は食育サポーターも視野に入れ、計画を推進していく際に検討していきたいと思いま

す。食育計画は子どもから大人までライフサイクルに沿って、上手く盛り込んで推進し

ていきたいと思います。 

 

●壬生寿子副専門分科会長 

食育サポーターはその地域の特性や郷土料理について詳しく、協力しながらできれば

良いと思います。八戸市内の食育サポーターに関する情報はないでしょうか。 

   

●事務局(中村主任栄養士) 

県に問い合わせましたら、食生活改善委員はほとんど食育サポーターと同じ人である

との情報があり、八戸市内に何名いるのかは県に問い合わせないと分からないです。 

 

●工藤清太郎専門分科会長 

他に御質問等ないようですので、（１）について終了します。 

次に （２）の「第 2次健康はちのへ 21」進捗状況について説明をお願いします。 

 

●事務局（堀野保健師） 
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  「第２次健康はちのへ２１」進捗状況について資料２により説明 

 

●工藤清太郎専門分科会長 

ただいまの説明に対し、御質問、御意見はございませんか。 

 

●工藤清太郎専門分科会長 

社会でも禁煙のPRしてもらいたいですね。市の施設で1箇所増加したようだが、今後も

っと増やして欲しいです。 

 

●松川充委員 

平成元年から始めている8020運動の数値は10.5％だが厚生労働省で行っている調査に

よりますと、ある地域では40％達成と出ておりまして、もう少し数値が増加して欲しい

です。 

歯周病検診は10年に1回で、毎年とは言わないがせめて5年に1回、数年に1回の方向で

検討してもらいたいです。 

12歳児DFM指数の減少については、学校歯科で取り組んでおりますが、数値が良いとこ

ろと悪いところがあります。今後も歯科医師会で取り組んでいくのでよろしくお願いし

ます。 

 

●壬生寿子副専門分科会長 

3歳児健康診査でう歯のないものの割合の増加の項目は、4年間目標値に達していませ

んが、3歳児健診受診率自体が低いのか、それとも健診受診率は高いがこの値なのでしょ

うか。 

 

●事務局（山田GL） 

3歳児健診受診者の口腔の結果であり、歯磨き指導をしていますが、おやつ等によりう

歯が増えてくる時期で、このようなデータになっています。 

  

●深川公夫委員 

高校生や社会人になると個人で受けることになります。2年に1回や3年に1回、成人を

対象とした歯科検診を定期的に受け入れてくれる施設があるのでしょうか。 

 

●松川充委員 

学校の歯科医はありますが、大企業は健診票を各自に渡し、個別に歯科医院に受診す

るシステムがあります。数名でまとめて歯科医院へ行き、健診を行っている企業もあり

ます。企業がこのような取り組みをしてくれればよいのではないでしょうか。しかし法
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的な規制はなく、取り組みは企業に任せられている状態であります。 

 

●壬生寿子副専門分科会長 

健診センターに歯科検診を受けることができるコーナーを作れば、健診受診した際に

一緒に受けることができるのではないでしょうか。個別に受ける場合、カルテを作成す

るなど、新しい部分があり、難しくなるのではないでしょうか。 

 

●事務局（石藤健康づくり推進課長) 

歯の健康と全身は結びついており、生活習慣病の予防のためにも大切だと思っていま

す。企業の中で歯科検診を実施しているところは少なく、社会人になると受ける機会が

なくなっています。当課では、40歳から10年に1回、市民により意識を持ってもらうため

に今年から歯の無料の受診券を添えて通知しております。歯周病健診の受診率は向上し

てきており、今後受診率を上げていくためにも、八戸歯科医師と健診センターの意向を

踏まえ、協力していきたいと思います。 

 

●工藤清太郎専門分科会長 

歯科検診を希望すれば受けることができるようにすればよいのではないでしょうか。 

 

●事務局(石藤健康づくり推進課長) 

他市町村での取り組みを把握し、意見を参考にしていきたいと思います。10年に一回

は歯科検診を受診し、その後はかかりつけ歯科医師を持つきっかけにしてもらえればと

思います。 

 

●工藤清太郎専門分科会長 

青森県はがんでの死亡率がトップクラスで、まだまだ受診率が低くPR等も必要です。

精密検査も早めに行くようにという指導が大切だと思います。また、主婦等は日曜日の

健診を活用できればと思います。 

 

●工藤清太郎専門分科会長 

他に御質問等ないようですので、（２）について終了します。 

次に、（３）の「各団体の取組状況について」です。 

それでは、各委員の所属する団体等の取組についてお話下さい。 

 

●壬生寿子副専門分科会長 

今年度から大学では敷地内全面禁煙としております。学生が、車の中や敷地外で喫煙

し、近隣に迷惑をかけることになります。学生委員会があり、定期的に喫煙している人
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を見つけたらチェックし、レポートを課す等の指導を行います。また教員全員が喫煙し

ている人を見かけたら声をかける等の方法も考えております。まずは来年度のオリエン

テーションや定期的な学生の集まる場等でDVDを見せたり、呼吸器学会のパンフレットを

使用し、教育指導することから始め、喫煙者を減らそうと考えているところです。 

    

●深川公夫委員 

今年度からメンタルヘルスチェックが義務化され、産業医のアドバイスを受けながら、

全従業員に実施しました。自社では先行して実施しており、3年目になります。国で義務

化され、ただ実施して終わりにするのではなく、必要な社員に有効に実施していきたい

と思っています。また、社員の意識改革を分析していく力をつけていきたいと考えてお

ります。 

ここ10年くらい、こころの問題が非常に高くなってきています。かつては50人に1人だ

ったが、20人に1人になり、とくに1月と2月の冬場にこころを病む傾向が強いように思え

ます。ストレスをどう発散させるのか考えていかなければならないと自分の社員をみて

思いました。 

 

●工藤清太郎専門分科会長 

医師会スタッフを採用する際は昨年から喫煙者は採用しないようにしております。 

 

●工藤清太郎専門分科会長 

ただいまの取組状況の説明に対し、御質問、御意見はございませんか。 

御質問等ないようですので、（３）について終了します。 

 

次に、（４）の八戸市健康増進計画「第 2次健康はちのへ 21」中間評価について①中間

評価実施に向けてのスケジュールについて説明をお願いします。 

 

●事務局（中居 GL） 

「中間評価実施に向けてのスケジュールについて」資料３により説明。 

 

●工藤清太郎専門分科会長 

ただいまの取組の説明に対し、御質問、御意見はございませんか。 

御質問等ないようですので、（４）①について終了します。 

 

次に、（４）の八戸市健康増進計画「第 2次健康はちのへ 21」中間評価について②中間

評価アンケート内容等について説明をお願いします。 
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●事務局（下斗米主幹） 

「アンケート調査の概要」資料４、「アンケート（案）内容」資料５により説明 

 

●工藤清太郎専門分科会長 

ただいまの説明に対し、御質問、御意見はございませんか。 

 

●壬生寿子副専門分科会長 

市民用アンケートの問27で、いきなりCOPDをという疾患を知っているか聞くのではな

く、喫煙はCOPDにどのように関係しているか、説明文を入れてみてはどうでしょうか。 

 

●事務局（石藤健康づくり推進課長) 

目標項目の中にCOPDの認知度を指標の１つにしています。説明を入れたほうが良いの

か、検討したいと思います。 

  

●事務局(中居GL) 

今年度元気アップ出前健康講座にてCOPDの講話をしていただきましたが、５１名程度

の出席であったと聞いております。まだ知名度低く、アンケートをきっかけにして広め

る機会となのではないかと思っております。意見を参考にしたいと思います。 

 

●壬生寿子副専門分科会長 

幼稚園用と保育園用のアンケート内容が同じであれば、一緒にした方が分かりやすい

のではないでしょうか。 

 

●深川公夫委員 

市民用アンケート問1９で「こまめに動くことを心がけていますか」とあるが、心がけ

ていないのはダメなんですよね。 

 

●事務局(中居GL) 

この問いについてはあくまでも主観でつけていただくことになります。例えば、同じ

動きをしてもAさんはこまめに動いていると感じ、Bさんはこまめに動いてないと感じる

等、あくまでも心がけているかどうかは人それぞれであると思います。 

 

●深川公夫委員 

それが健康状態にどのように関係するのか。今後、何十年間か統計をとり、心がけて

いる人が健康で、心がけていない人が不健康に繋がるという傾向が見えてくるというの

であればおもしろいと思いますが、個人差があり健康に直接結びつくか疑問があります。 
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●事務局(中居GL) 

市民のチャレンジ目標に掲げていまして、どのように取り組んでいるか、把握したい

と思っています。主観の違いから健康に差が出てくるかまでは考えていませんでした。 

 

 

●工藤清太郎専門分科会長 

他に御質問等ないようですので、（４）②について終了します。 

次に、（５）「その他」についてです。 

委員の皆様から何かございませんか。 

 

事務局からございませんか。 

 

●事務局（石藤健康づくり推進課長） 

今後予定している会議についてご連絡します。今年度は３月２１日(火)に健康福祉審

議会本会議があります。案内文については、これからお送りする予定となっていますの

でよろしくお願いします。来年度は、議事にもありました通り、健康増進計画の中間評

価についてご審議いただく予定です。 

月別でみると３月は自殺者数が多いと言われていまして、自殺対策強化月間として毎

年講演会を開催しています。当課で３月５日(日)１０時から自殺予防講演会を開催しま

す。総合福祉会館で精神保健福祉センターの星先生に、ストレスの解消・対処法につい

て講演していただきます。広報にも掲載しましたので、詳しくお知りになりたい方はご

連絡下さい。 

 

事務局からは以上です。 

工藤専門分科会長ありがとうございました。 

 

●工藤清太郎専門分科会長 

それでは、これをもちまして議事を終了し、司会の方へ進行をお返ししたいと思いま

す。活発な意見交換ありがとうございました。 

 

●司会（中村主任栄養士） 

工藤専門分科会長、委員の皆様、御審議ありがとうございました。 

これをもちまして、平成 28年度八戸市健康福祉審議会健康・保健専門分科会を閉会い

たします。 

本日は誠にありがとうございました。 


