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平成 27 年度 八戸市健康福祉審議会 健康・保健部会 

 

１．日時：平成 28 年 2 月 22 日(月) 13 時 30 分～14 時 30 分 

２．場所：八戸市庁別館 2 階 会議室 B 

３．出席者 

 [委員 6 名] 工藤清太郎部会長、蛭田由美副部会長、田中芳子委員、山本義一委員、 

松川充委員、熊谷満美子委員 

 [事 務 局] 工藤市民健康部長 

鈴木市民健康部次長兼健康増進課長、石藤 GL、山田 GL、久保 GL、 

下斗米主幹、目時主幹、中村主任栄養士、佐々木保健師 

 

●司会（目時主幹） 

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、健康増進課の目時と申します。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」及び、「資料 第２次健康

はちのへ 21進捗状況」でございます。 

  次に当日配布いたしました資料が「名簿」及び「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。 

それでは、ただいまより、平成 27年度 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、委員の交替がありましたのでご紹介いたします。八戸市学校保健会養護教

員部会副会長佐藤優子委員に代わりまして、田中芳子委員が、また、八戸歯科医師会常

務理事澁田大路委員に代わりまして松川充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。 

次に、本日の出席状況についてお知らせします。伊藤委員、宮川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。 

 続きまして、ここで、工藤市民健康部長より、職員の紹介をいたします。 

 

●工藤部長 

  市民健康部長の工藤と申します。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。 

  鈴木市民健康部次長兼健康増進課長でございます。 

  石藤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。 

  久保副参事兼管理グループリーダーでございます。 

  目時主幹でございます。 

  下斗米主幹でございます。 
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  中村主任栄養士でございます。 

  佐々木保健師でございます。 

  以上です。よろしくお願いいたします。 

 

●司会（目時主幹） 

  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。 

 

●工藤部会長 

 みなさんこんにちは。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進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、議事に入ります。 

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：下斗米主幹） 

「第 2 次健康はちのへ 21」進捗状況についてご説明申し上げます。健康増進課の下斗

米と申します。よろしくお願いいたします。座ってご説明させていただきます。 

資料の「第 2 次健康はちのへ 21」進捗状況の 1 ページをご覧いただければと思います。 

まず、1 ページの「栄養・食生活」についてですが、目標項目の「肥満傾向にある子ど

もの割合の減少」については、26 年度は男子は 7.2％で 25 年度と比較すると増加してお

り、女子は 4.5％で 25 年度と比較すると肥満傾向のお子さんが減少しております。 

次に「適正体重を維持している人の割合の増加」を見ますと、20～60 歳代男性の肥満

者の割合は 26 年度は 33.7％で 25 年度と比較しますと少し肥満者の方が増加しておりま

す。 

40～60 歳代の女性の肥満者の割合は 26 年度は 22.9％で、ここ 4 年間の中で最も減少

しております。次に、「20 歳代の成人のやせの人の割合」は 26 年度は 15.7％で目標値の

16.0％を達成しました。 

 次に、2 ページの「身体活動・運動」についてですが、「運動習慣者の割合」は 26 年度

は男性が 44.0％、女性が 36.0％で男女とも 25 年度より減少しておりますが、ここ 4 年

間で見ますと横ばいでございます。 

次に、3 ページの「こころの健康」についてですが、「子育てに困難を感じる人の割合

の減少」については、26年度の股関節脱臼検診は21.3％、１歳６か月児健康診査は33.6％、

３歳児健康診査は 27.8％で、ともにここ 4 年間の中で高い状況でございます。 
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次に「自殺者の減少について」ですが、25 年度は 17.1 で減少しており、さらに 23 年

度と比較しますと 10.0 も減少しております。 

次に、4 ページの「飲酒」についてですが、「妊娠中の飲酒をなくす」については、26

年度は 2.7％で 25 年度と比較しますと 0.1％増加しております。 

次に「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合の減少」についてです

が、26 年度は男性 22.3％、女性 10.5％で、4 年間では横ばいとなっております。 

次に、「喫煙」ですが、「妊娠中の喫煙をなくす」については、26 年度は、3.4％でこの

4 年間で最も低くなっております。 

次に、「成人の喫煙率の減少」についてですが、26 年度は、男性は 41.9％、女性は 12.3％

と減少してきておりますがここ 4 年間で見ますと横ばいでございます。 

次に、「受動喫煙対策を実施している施設の割合の増加」について、市施設は 26 年度

は、249 施設で 23 年度から 6 施設増加しております。空気クリーン施設登録施設におい

ても 238 施設で 23 年度から 25 施設増加しております。 

次に、5 ページの「歯・口腔の健康」ですが、「う歯のない者の割合の増加」について

は、１歳６か月児健康診査は 26 年度 98.0％で目標を達成することができました。３歳児

健康診査は 71.7％と、25 年度より増加しております。次に、「12 歳児でう歯のない者の

割合の増加」については、26 年度は 51.9％で 25 年度と比較しますと増加しており、23

年度から毎年増加しております。 

次に、「80 歳で 20 歯以上の自分の歯を有する者の割合の増加」については、26 年度は

11.7％で 25 年度より増加しております。 

次に、「歯周疾患検診の受診率の向上」については、26 年度は 3.1％と 25 年度より増

加しており、ここ 4 年間の中で一番受診率が高い状況でございます。 

 次に、6 ページの「がん」についてです。「がん標準化死亡比の低下」については、25

年度は、男性は 112.9、女性は 106.7 で、男女とも 23 年度から年々増加しております。 

次に、「がん検診受診率向上」については、26 年度全ての検診項目において、ここ 4

年間で最も高い状況でございます。 

次に、「がん検診精密検査受診率の向上」についてですが 26 年度は、肺がん、大腸が

ん以外の検査受診率は、ここ 4 年間で一番低い状況でございます。 

次に、7 ページの「循環器疾患」についてですが、「脳血管疾患の標準化死亡比の低下」

については 25 年度は、男性は 138.0、女性は 137.9 で男女とも 23 年度から年々増加傾向

でございます。 

 また、「心疾患標準化死亡比の低下」についても、男性は 100.2、女性は 103.2 で男女

とも 23 年度から年々増加しております。 

次に、「特定健康診査受診率の向上」についてですが、26 年度は 31.4％でここ 4 年間

の中で一番高い状況でございます。 

最後に、8 ページの「糖尿病」についてですが、「糖尿病標準化死亡比の低下」につい
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ては、25 年度男性は 141.2 で 24 年度、23 年度と比較して減少しております。一方、女

性は 144.8 で、24 年度より増加しております。 

次に、「糖尿病腎症による年間新規透析導入の患者の減少」については、26 年度は 20

人で 25 年度の 42 人の半分以下でございまして、目標達成となりました。 

以上、目標項目について説眀させていただきました。 

なお、各課の取り組み状況については、資料のとおりでございますが、健康増進課で、

今年度新たに取り組んだものについて、二つ報告させていただきます。 

まず、一つ目は、歯・口腔の健康で、妊婦歯科検診を昨年の 10 月から歯科医師会さん

と連携させていただきながら取り組んでおります。 

二つ目は、全部の領域に関係しますが、昨年 8 月 21 日、「健康はちのへ 21 の日」にち

なみ、「健康寿命アップキャンペーン」を青森県看護協会「まちの保健室」と協働で、「は

っち」を会場として開催し、約 300 人の方が参加しました。 

今年度は市長に出席していただき、「健康宣言」や「健康体操」、「健診のＰＲ」、「食生

活改善コーナー」を設けて行いました。「健康宣言」は市長も宣言されました。 

また、「健康体操」では、健康運動指導士の斉藤先生と保健推進員が、八戸市民の歌「新

しいかぜ」の曲に合わせて作成した「うみねこ体操」を、会場で参加者の皆さまと一緒

に行いました。この体操は、ロコモティブシンドロームの予防を意識した内容になって

おりまして、今年度は保健推進員が地域で普及啓発しているほか、3 月に毎戸配布される

「平成 28 年度わが家の健康カレンダー」にも掲載される予定になっております。 

また、「食生活改善コーナー」では、八戸市食生活改善推進員協議会を中心に、県の総

合販売戦略課と連携しながら、だし汁の試飲を通して減塩を推進し、とても好評でした。 

今年の 8 月 21 日も、健康寿命アップキャンペーンを開催する予定でございますが、日

曜日ですので、若い世代の方にも足を運んでいただきたいなと思い、さまざま検討して

いるところでございます。 

最後に、先月 1 月 27 日に「第 2 次健康はちのへ 21」庁内検討会議を開催しました。 

会議ではたくさんの意見が出され、その中でも課題として、若い世代の方に健康につ

いて意識していただくための手段として、例えば、子どもをもつ保護者の方に、「健康は

ちのへ 21」や「八戸市の健康状況」について、分かりやすく作ったちらしを、子どもを

通して家庭でみていただくなど、関係する機関と連携しながら推進していけたらいいな

等、意見が出されました。私からは以上でございます。 

 

●工藤部会長 

  はい、ありがとうございました。ただいま、平成 26年度の実績の報告と、健康増進課

の取組みについて報告がありましたが、このことに関して、ご意見、ご質問はございま

せんか。山本委員。 
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●山本委員 

今の報告では触れられていなかったのですが、今日たまたま朝出社する前にテレビを

見ていましたら、朝食をとらないことが脳卒中に関連があるという話がありました。そ

れで資料１ページの栄養食生活で朝食を毎日食べる子どもの割合とあります。これは平

成 24 年食育アンケート、健康はちのへ 21 アンケートというものも 24 年が出典ですが、

これが連動しているかどうかわかりませんが、80％台。それで 25 年度、26 年度は横棒

が付いています。現状といいますか、その後、指導や追跡調査みたいなことはなさって

いらっしゃるのでしょうか。 

 

●工藤部会長 

いかがでしょうか。 

 

●事務局（石藤ＧＬ） 

朝食と脳血管疾患ですか。 

 

●山本委員 

朝食をとらなければ、それが大人になっても習慣になってしまいます。たまたま今朝、

朝食をとらない大人が脳出血の割合が高いということを、ワイドショーみたいなもので

やっていて気になったものですから。この「食育アンケート」というものは、もちろん

毎年ではなくて何年かに 1回ということですか。 

 

●事務局（石藤ＧＬ） 

はい、そうです。計画をつくるときにアンケートをとっています。次は 29年にとる予

定にしております。 

  段々と改善はしてきてはいるのですけれども。 

 

●山本委員 

もちろん、学校とか家庭で取り組んでいるのかも知れませんが。 

 

●工藤部会長 

ちなみに学校保健審議会が最近始まりましたけれども、その中で各学校が行っている

取り組みがありますよね。例えば、東中学校の場合には毎年アンケートをとっています。 

それで朝ご飯を食べるか食べていないか、そういうことも把握しています。案外、そ

こから聞いてみることもいいのではないでしょうか。学校ごとに個別に聞くことで、把

握できるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。少し余計でしたけれども。 

まず、本当に、朝ご飯を毎日食べるということは習慣ですからね。若い頃の習慣は、
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大人になっても続くものだと思います。ほかに、ご意見はございませんか。 

 

●松川委員 

すみません、何点か質問です。 

まず、資料 5 ページの、「Ⅵ歯・口腔の健康」のところで、「80 歳で 20 本以上の自分

の歯を有する者の割合の増加」というところですけれども、いわゆる8 0 2 0
はちまるにまる

達成者の割

合だと思います。国保特定健診・後期高齢者健診からの数字ということになっているみ

たいですが、26 年度実績が 11.7％ということで、国が出している歯科疾患実態調査によ

りますと、35％くらいになっているのです。この国保特定健診・後期高齢者健診という

ものは、実際受けている人の母体の実数というか、実態はどんな感じなのでしょうか。 

 

●事務局（石藤ＧＬ） 

まず、この数は実際に専門の歯科の先生に見ていただいたものではなくて、健診セン

ター等での国保特定健診を受診してくださった、60 歳・80 歳の方の自己申告です。何本

歯が残っているかをご自分で見ていただいて、質問票に書いていただいたものを集計し

たものでございます。 

 

●松川委員 

そうすると何と言ったらいいのかよくわからないのですけれども、そのデータの載っ

た人がどういう集団かということがよくわからないということですかね。 

 

●事務局（石藤ＧＬ） 

そうですね。健診センターに国保特定健診に来てくださった、「60 歳で 24 歯･･」の項

目であれば、ちょうどその年 60 歳になった方に質問させていただいています。 

  26 年の健診センターの、このアンケートに答えてくださったのが、60 歳の方で男女合

わせて 305 人でした。80 代の方は男性が 169 人で、女性が 156 人ということで 325 人

ということです。答えてくださったのはこの人数でした。 

 

●松川委員 

統計的なことは私よくわからないのですけれども、そうすると 11.7％がどういう数字

かということは、よくわからないですよね。 

 

●事務局（石藤ＧＬ） 

そうですね。しっかり検診してみたというものではないです。多分国は国民健康栄養

調査の大規模調査を 5 年に 1 回行っているのですが。 
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●松川委員 

それではなくて、口腔疾患実態調査、あれは 6 年に 1 度かで、23 年くらいに確かやっ

て、あと数年したらそれをまたやるのですけれども、そのときの数字を私が覚えていて

質問しているのです。今これを見ていたらその上の「40 歳における進行した歯周炎を有

する者の割合の減少」から「60 歳における･・」までのところが青森県歯科疾患実態調査

とあります。これがひょっとしたら、それだ。23 年度実績だから多分これです。それで

も 12.6％か。ここから下がっているからまたおかしいと思って数字を見ていたのですけ

れども。はい、わかりました。 

 

●工藤部会長 

よろしいでしょうか。 

 

●松川委員 

はい。 

 

●工藤部会長 

ほかにございませんでしょうか。 

 

●山本委員 

喫煙のところで受動喫煙の施設の割合で、これが年々増えているということはいいと

思うのですが、この分母というか。これに書いてありましたか。 

 

●事務局（石藤ＧＬ） 

いいえ、分母は付いていないです。 

 

●山本委員 

何パーセントくらいなのかと思いまして。 

 

●事務局（石藤ＧＬ） 

施設数はその年によって少なくなったり、増えたりしているもので、資料には分母の

施設数が付いていないのですが、平成 26 年は全部で 252 施設から調査しています。 

 

●山本委員 

ほとんど 100％に近いということでいいですか。 
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●事務局（石藤ＧＬ） 

そうですね。未対策施設が 3施設でした。 

 

●山本委員 

はい。 

 

●工藤部会長 

よろしいですか。 

 

●山本委員 

はい。 

 

●工藤部会長 

今 26年度の実績ですが、27年度というものはまだですか。 

 

●事務局（石藤ＧＬ） 

27年度は施設数が同じく 252で、未対策施設が 3から 2施設になりました。また少し

未対策施設数が減りました。 

 

●工藤部会長 

あとの 2つも頑張ってください。 

 

●事務局（石藤ＧＬ） 

はい。 

 

●工藤部会長 

ほかにございませんか。 

 

●山本委員 

すみません、もう１つ質問です。健康福祉といえばいろんな活動をなさっていると思

います。先ほど横の連携というか、各課の連携で庁内検討会議というお話がありました。

要は、一線で働いている方の情報共有というか、問題解決のための取り組み。先ほどお

っしゃった庁内連携会議の参集範囲はどの辺なのですか。管理職なのですか。それとも

実際の担当者なのですか。 
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●事務局（鈴木次長） 

参集範囲ですけれども、まちづくりの関係課とか商工労働部関係課、それから福祉部

各課、それから市民健康部の国保年金課や介護保険課。それから、公園緑地の関係で都

市整備、それから教育委員会にお声を掛けておりました。出席者はグループリーダー、

主幹または担当者でございます。 

 

●山本委員 

はい、わかりました。 

 

●工藤部会長 

  では、次に、議事の 2、各団体の取組みについてということで、健康はちのへ 21を推

進するために、いろんなことを実施していると思います。少し詳しくでもいいですし、

軽くでもいいですし、みなさまから順番に発表をお願いしたいと思います。最初は、山

本委員から、よろしいですか。 

 

●山本委員 

すみません。いろんな資料の数字が良ければいいのですが、悪いのは、あんまり日頃、

皆さんの活動を、補佐というか、ニュースとして取り上げ足りないところがあるのかな

と思って、反省しています。 

 

●工藤部会長 

いろんな活動を是非、どんどん取り上げていただければと思います。では、続いて田

中委員、学校保健のほうで。 

 

●田中委員 

はい。私もちゃんと読み込んで来なかったのですが、歯科指導の数字はそんなに劇的

に数値は良くなっていないのですが、特に小学校などでは非常に力を入れて指導してい

る部分ではあります。ただ、やはり子ども間の格差も大きくなってきているので、きち

んとやるお子さんも増え、全部健康な歯というお子さんも非常に多くなっているのです

が、一方で、１人で 10本、20本虫歯があるというお子さんの層が１割くらい、やはりど

こにでもあります。やはりそこの層の底上げがなかなかできないということは、現場で

も歯がゆいかな、という感じがしています。 

  あと、肥満ですが、資料にも載っているとおり、体操とか朝のマラソンなどを実施し

ている学校がほとんどです。特に中学校は、全員部活動に入っていますので、強制的に

運動をさせているような状態です。そして、意識の高い女子生徒は比較的肥満度が下が

ってきているかな、という感じはあります。男の子は、どうしてもやはり、これは心象
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なのですが、ちゃんとしたデータをとっていないのですが、ゲームなどの時間が多くな

っているような気がします。小学生などは特に部活動が必修ではないので、在宅でゲー

ムで遊んでいるというお子さんが、いろんなところで聞き取りをすると多いです。女の

子より男の子のほうがぽっちゃりしている子が多いです。これも、無理やり運動をさせ

るということもなかなか厳しいのですが、今は、縄跳びなど、声掛けして運動をさせて

いるところです。大体、今ざっと見て、私の意見はそのくらいかと思っていました。以

上です。 

 

●工藤部会長 

ありがとうございます。小学生、中学生ですね。小学生は１年生の低学年のほうがぽ

っちゃりしていますね。 

 

●田中委員 

そうですね。学年が上がると、段々背が伸びてしゅっとしてくるので。 

 

●工藤部会長 

はい。では、次に松川委員、歯科のほうではいかがしょうか。 

 

●松川委員 

第 2 次健康はちのへ 21 の冊子の 25 ページを見て、歯周疾患検診受診率というところ

を見ていました。これは、23 年度までのデータですけれども、歯周疾患検診の自己負担

免除が昨年、一昨年から始まったかと思いますが、それ以降の受診率はどうですか。 

 

●工藤部会長 

これは、いつから無償になったのですか。 

 

●事務局（鈴木次長） 

平成 25 年度からです。今年が 27 年度なので、3 年目です。 

 

●工藤部会長 

いかがでしょうか。 

 

●事務局（鈴木次長） 

資料の 5 ページのところで、目標項目の下から 4 つ目が、歯周疾患検診の受診率の向

上のところなのですが、そうですね、0.3％だったものが、おかげさまで 25 年度から一

気に上がって、2.1％、3.1％ということです。 
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●松川委員 

そうですね。分かりました。 

それから、歯科口腔保健の向上に関する条例ですか。３年前に制定されて、それに向

けて我々もやっているのですけれども、我々いかんせん各歯科医院での活動が主になり

ますので、行政のほうにいろんな施策事業を実施してもらって、それを我々は積極的に

対応していこうと考えております。 

その中で我々ができたことは、今お話した歯周疾患検診料自己負担を免除しようとい

うことで、まず対応しました。 

我々の希望といたしましては、このような事業をする場合に地域住民の自己負担をで

きるだけ低く、もしくは無料にしてもらえれば、かなりの効果が望めるのではないかと

いうことです。 

それから、介護予防との絡みですけれども、65 歳以上の方で口腔機能の低下している

方へ、今は有料なのですけれども、予防的な意味で教室を行っています。健康の健に口

の健
けん

口
こう

で、健口体操も合わせて行っています。これは高齢のほうですので、少しここと

は範疇が違うかと思いますけれども。 

ただ、新規の事業なもので、普通、我々は診療室にいて、患者さんが来て、「ここを何

とかしてください」ということで一生懸命対応するわけですが、この事業の場合は、我々

のほうから積極的に個々の方に「こういうものがあるのですけれども、いかがでしょう

か」という掘り起こしをしなければいけないのです。実際、私もやっているのですけれ

ども、診療に追われているとなかなかそこまでいけず、でもふと思ってやり出すと、実

際に効果が目に見えて出る方もいらっしゃるのです。いろんな意味で、我々歯科医師個

人、要は歯科医師会としてもそうですけれども、行政の方がよくその辺を理解して、い

ろんな施策・事業を検討していただければ大変ありがたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

 

●熊谷委員 

すみません。今の松川委員の意見について、私が以前も会議でお話したことがあるの

ですが、私がここにいるから、歯周疾患検診が無料だということを知っていて、歯医者

に行って「これを受けたいのですけれども」と言うと、そこの歯医者の先生が知らなか

ったのですよ。そういうことがあるということを知らなくて、だから歯科医師会でそう

いう話をしていらっしゃらないのかな、と、そのとき思ったのです。 

 

●松川委員 

十分周知徹底を図っているのですけれども、例外もあるかと思います。 

 

 



12 

 

●熊谷委員 

歯医者が知らなければ、まして一般住民は知らないのですよね。ですから、目標値が

15％でも 3.1％と随分低いですよね。せっかくのいい施策なのでね。 

 

●松川委員 

「広報はちのへ」などでも、もちろん周知しますよね。 

 

●事務局（久保ＧＬ） 

はい。3 月号にも載せました。また、今年度は年度始めに、対象になる 40歳、50 歳、

60歳、70歳の方全員へ個別勧奨、郵送して勧奨しております。 

 

●熊谷委員 

  そうなんですね。 

 

●工藤部会長 

それが大変よろしいと思います。 

 

●事務局（久保ＧＬ） 

今年度は 12 月末現在でもう 3.7％なので、5％前後まで受診率は伸びるのではないかと

思っております。 

さらに、28 年度は、今まではただのお手紙だったのですけれども、「受診券」という形

で、無料受診券を、水色の少し厚い紙で全ての対象の方に封書でお送りする予定になっ

ております。 

 

●工藤部会長 

どうもありがとうございます。素晴らしいです。やっぱりお互いにＰＲですよね。ど

んどん検診を受けてもらうために、公のほうでもＰＲしていただければありがたいです

ね。まだ一般市民で知らない人がいっぱいいると思いますけれども、非常にいい取り組

みだと思います。 

 

●熊谷委員 

すみません。熊谷ですけれども、私は団体の所属ではないのですが、取り組みという

感じではないのですが、がん検診の受診が少しずつ増えていることに対して、健診セン

ターの皆さんの対応が、とても親切で、わかりやすく教えてくれるので、受診する人が

増えているのは、そこかなとも思うのです。一回行くと、何もわからなくても、すぐ「ど

うしました」と声を掛けてくれるので、何も問題なくスイスイ進むので、「次も億劫がら



13 

 

ずに行こう」と思うのです。 

一度も行ったことのない人が受診をためらっていたら、やはり行った人たちが「行っ

てもそんなに待たせないし、わからなくても親切に教えてくれるから、行こう」と言っ

て勧めるのが本当は一番いいと思うのです。だから、私は少しずつですけれどもがん検

診の受診率が上がっていることは、健診センターに行って、私はいつも思うのですけれ

ども、すごい対応です。いっぱい係の方がいて、とても親切に教えてくれるので、おっ

くうがらずにみんな一回受けた人は行くのだと思って、それはすごくいいと思っていま

す。 

 

●工藤部会長 

ありがとうございます。では、改めて熊谷委員、もっと何かございませんか。 

 

●熊谷委員 

取り組みはしていませんが、ただ一市民として、そう思っています。自分の健康は自

分のことなのに、行政が一生懸命取り組みをしているなと思っています。 

 

●工藤部会長 

町内での健診の申し込み等いろいろ、毎年していますよね、町内に。 

 

●熊谷委員 

はい、そうですね。 

 

●工藤部会長 

その辺をもう少しお伝えいただけますか。 

 

●熊谷委員 

あの、行かない人は絶対行かないです。 

 

●工藤部会長 

そうですよね。頑なに行かないですか。 

 

●熊谷委員 

そうですね。「待たせるのではないか」とか、「面倒くさいのではないか」とか、「大変

なのではないか」などというのですけれども、１回行くとわからなくてもみんなすごく

人が多くて、角々に立っていて、うろたえているとすぐ教えてくださる。 
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●工藤部会長 

そこへ行ってくださいとか。 

 

●熊谷委員 

はい。とても健診センターの対応はいいと思っています。行った人たちが隣近所の人

に「そんなに大変ではないから行こう」と誘うのが一番いいでしょうし、そういうこと

を、こう、もっと、何かＰＲする方法があればいいかなと思います。 

 

●工藤部会長 

では、お互いにＰＲしていきましょう。それでは、蛭田委員、何かございますでしょ

うか。 

 

●蛭田委員 

私は看護職の団体なのですけれども、青森県の短命県返上のいろいろな活動が始まっ

たときに、「すこやか力推進センター」の設立ということで最初に動きがありました。そ

のときに弘前大学の中路先生が中心になってやっていらしたようです。弘前、青森のほ

うを中心にして、八戸では、本学の八戸学院大学と短大に声が掛かりました。それから

八戸の健診センターの先生方もお出でになっていました。 

その中で、私ども青森県看護協会で「まちの保健室」というものをやっております。

それを八戸の「はっち」で毎週木曜日に行っています。それは三八地区の看護職が各病

院とか、いろいろな機関から交代で、健康相談にのっているのです。大体１日で 50 名く

らい、たくさんお出でになって。私は素晴らしい活動だと思っているのです。いらっし

ゃる方が「ここへ来ると、褒めてもらえる」と、おっしゃるそうなのです。何か一生懸

命健康を保とうと思って努力して、やってきて、来れば褒めてもらえる。そうしたらま

た来ようと思います。私はそれがすごくいいと思っています。 

例えば、長野県の県民が一番長寿になったそうですけれども、その前は青森県とあま

り条件は変わらなかっただろうと思うのです。寒いところですし、野沢菜のようなおい

しい漬物もあるし。そのときに、長野県の保健師たちが自分たちの活動をいろいろ振り

返ってみたら、県民の方を私たちは注意したり、ネガティブにばかり対応していたとい

うことに気が付いたと言っていて、それからできるだけポジティブにしていこうとした

と言っていらしたのです。だからそれが今短命県返上の、県をあげての取組みをしてい

ることに効果があるのではないかと思います。だから看護職である私たちは、健康のた

めに少しでも頑張っている人を、すごく大げさに褒めて、「よく来たね」とか、「よく頑

張っていますね」などというように、「褒めて健康増進していく」ということをやったら

いいのではないかと思っています。それを八戸方式とか、八戸メソッドとか、そういう

感じで幅を広げていったらいいのではないかと今思っています。 



15 

 

  それからもう１つは、いろんな組織や団体が、それぞれのところで、さまざまに工夫

して、いろんなイベントをやったりとか、お知らせをしたりしています。 

それをもう少しリンクさせて、お互いに協力して、やるという方法が何とかできない

かと思っています。そのあたりをデーリー東北にお願いすれば、何とか、みんながそれ

ぞれぽつんぽつんとやるのではなくて、協力して手をつないでやってけるのではないか

と考えています。 

 

●工藤部会長 

ありがとうございます。本当に、各団体で、いろんなことをやっているのですよね。 

 

●蛭田委員 

そうですね。 

 

●工藤部会長 

やっていることがなかなか伝わらないし、市でもいろいろなイベントを各課でやって

いるけれども、それも横同士のつながりがどうかということがあります。一つのことを

みんなに知らせる手段というか、やはりその辺ですね。何かあれば全部の部署にいろん

な案内状を送るとか、各イベントの主催者がですね。そういうことをデーリー東北がど

んどん取り上げてくれたらいいのかと思います。 

  あと褒めるということですかね。看護師とかはないんですか、市は。保健師ですか。 

 

●事務局（鈴木次長） 

保健師は多くはないです。ある一定レベルの人数が配置されているとは思うのですけ

れども、より深く関わっていくとか、多方面にいろんなことを展開していこうと思うと、

まだまだ足りないと思っています。 

 

●工藤部会長 

わかりました。 

 

●蛭田委員 

看護職の需要と供給の見通しというものが、大体 7 年くらいごとに厚生省でデータ化

して、各都道府県でも出しています。それを見ると、青森県の充足率は高いほうです。 

結局、養成機関が多いからではないかと思っていますし、辞めないからだろうと思い

ます。辞めないとは言えないですけれども、辞める率が少ない。だから青森県の看護師

たちは非常に辛抱強く、よく頑張って働いていると思います。 
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●工藤部会長 

看護職全体とすればそうなのですね。保健師は保健師、はい、わかりました。本当に

看護職の方々の気持ちの持ちようで、一般の人たちもどんどん乗ってくるのではないか

ということですね。 

  あと、最後になりましたが、医師会の取り組みです。まず、人を健康にするには自分

が健康でなければいけないということで、医師健診など、その辺は各先生がみんなに紹

介して、メタボあるいはメタボではないとか、バンドの穴が１つ減ったとか増えないと

か、そういう話はしています。本当に先生方の受診率はすごく高いと思います。あとは

歯科医師会の先生方も健診はなさっていますし、「まず自分を健康にすること」をＰＲし

ています。 

だけど、メタボ率は高いです。喫煙率もまだ高いですね。ただ、自分で知っていても、

本当にほかの人には言いますけれども、自分のことはなかなか甘いようです。特に医師

はその辺の考えを少し変えなくてはいけないと、会長をはじめ、日々思っております。 

ただ今、各委員からお話がありましたけれども、お互いの間、あるいは市からでもご

質問などがございましたら、どうぞ。 

 

●蛭田委員 

いいでしょうか。 

 

●工藤部会長 

はい、どうぞ。 

 

●蛭田委員 

最近テレビでとても話題になっている違法薬物とか、覚せい剤とか、そのような問題

はこの三八地区ではあまり起きてはいないのでしょうか。 

 

●工藤部会長 

いかがでしょう。警察でしょうか。保健所でしょうか。でも、話題になっていますよ

ね。 

 

●蛭田委員 

若い学生たちを前にしてみると、とても心配になりまして、あまりニュースになる前

に、何か知らず知らずのうちに、ひたひたと浸透していたりしたら怖いと思います。 

 

●工藤部会長 

そうですね。最初にそういうものに興味を持つというのは、たばこに興味を持つから
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ではないですかね。たばこを吸っていると何となくそっちに行くとか。いかがでしょう

か。喫煙は、もちろん校内では吸えないのですよね。 

 

●蛭田委員 

もちろん。キャンパス内で１箇所だけ喫煙コーナーを設けておりまして、そこで吸う

人は吸うようにしています。 

 

●松川委員 

その人数というか、喫煙率、割合は。 

 

●蛭田委員 

喫煙率はわかりません。例えば学生たちは隠れて影のほうで、グラウンドの影のほう

で。とにかくグラウンドが広いものですから。野球場、サッカー場がたくさんあります。

だから隠れてしまうと、なかなかわかりにくいですね。ただ、喫煙所で吸っている者は、

何人かおりますね。むしろそういうところ、見えるところで吸ってくれればいいと思い

ます。 

 

●工藤部会長 

ちなみに市の喫煙率は調べているのですか。 

 

●事務局（鈴木次長） 

職員ですか。 

 

●工藤部会長 

職員です。ないですか。話題にはならないのですか。 

 

●事務局（鈴木次長） 

調べたことはないです。 

 

●工藤部会長 

うちの病院で 14、5 年前に調べたら、4 割くらいでした。看護職が多かったです。それ

から、病院の中は今全部禁煙ですけれども、大分減っていると思います。たまに調べて

みるのはいかがでしょうか。 

 

●事務局（鈴木次長） 

健康増進課に限っては非常に喫煙率が低いです。 
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●工藤部会長 

なしではなくて低い。 

 

●事務局（鈴木次長） 

何人かはいると思いますが、非常に低いです。 

 

●蛭田委員 

市役所の館内は吸ってもいいのですか。喫煙所を設けているのですか。 

 

●事務局（鈴木次長） 

施設内は禁煙になっております。東屋とか、敷地内の別なところに喫煙所があります

けれども、施設内は禁煙です。 

 

●工藤部会長 

脱法薬物とか、覚せい剤、そちらに入る手前というものは、やはり喫煙ではないかと、

私は思っています。 

 

●松川委員 

そうですよね。 

 

●工藤部会長 

ですから、最初の喫煙率というか、その辺ではないかと思います。 

 

●松川委員 

すみません。喫煙率があって、目標がゼロになっていて、大変素晴らしい目標ですけ

れども。いろいろ対策を立てていて、実際やっていると思うのですけれども、具体的に

どのようなことをなされていましたでしょうか。 

 

●事務局（石藤ＧＬ） 

喫煙対策については妊婦から子ども、それから大人までということで、各ライフステ

ージに合わせてやっています。例えば、妊婦が母子手帳の交付に来たら、その場で妊婦

が吸っていないか、ご主人が吸っていないか、周りの人が吸っていないかということを

アンケートで聞いて、その場でご本人やご主人にも禁煙指導をさせていただいています。 

あとは、小中学校でも禁煙教育というものがやられているところもあるのかな。やは

り、先ほど工藤部会長がおっしゃったように、たばこから違法薬物とかにいきやすいと

いうことを保健所の先生方から聞いていて、そのような観点からも若いときのたばこ、
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禁煙教育というものが大事だと聞いていました。あと、大人については私たちも禁煙の

相談を受けてアドバイスもするのですけれども、市内の保険適用の医療機関。禁煙のた

めの保険が効く禁煙外来、そちらも紹介しております。ことあるごとにアピールしてい

るというところです。 

 

●松川委員 

たばこは全身へものすごい悪影響があるものなのですけれども、歯科に関しては歯周

病の大きな原因の１つになっています。先ほども申しましたけれども、8020、自分の歯

をいっぱい残して、健康な体になるためにも是非禁煙を勧めていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

 

●工藤部会長 

それでは大体時間ということですので、次の議事に移りたいと思います。議事の 3、そ

の他ということです。今とはまた別に、委員の皆さんからございましたらお願いします。 

 

●山本委員 

先ほど、蛭田先生から違法ドラッグのお話があったので、最近とみに子どもからお年

寄りまでニュースになっている「虐待」ですね。あれは、事件になっている虐待だけで

はなくて、家庭内でもそれに近いことは非常に多いと思うのです。 

だから単に数字が上がった、下がったということではなくて、その数字の裏側にいろ

んなものが潜んでいるのかなと思います。例えば、「子どもが朝食をとらない」というこ

とも、その家庭環境というか、貧困はもちろんあるでしょうし、父母の育児の放棄では

ないのですけれども。仮に昔であればおじいちゃん、おばあちゃんがいたのだけれども、

今は違いますよね。やはり、一つの問題をとってもすごく将来が寒いというか怖い。一

つ一つ、これを読みながら思ったということです。 

 

●工藤部会長 

背景にあるものは、貧困、仕事がないとか、そのようなところからくる、虐待などさ

まざまなものがあるのではないかということです。 

ほかに何かございますか。よろしいですか。 

それでは、事務局からお願いします。 

 

●事務局（鈴木次長） 

  はい。では、私からは、今後予定しております会議の予定についてご連絡させていた

だきます。 

まず、来年度は、今と同じ時期に 1 回、健康・保健部会を開催いたします。ただ、現
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在の委員の皆様の任期は 6 月末までとなっておりますので、新しいメンバーでの会議開

催となります。 

  また、既にご案内しておりますけれども、3月 3日に現メンバーでの健康福祉審議会の

本体の方の会議がございますので、皆様ご予定をとっておいていただければと思います。 

以上でございます。 

 

●工藤部会長 

  はい、どうもありがとうございました。 

  それでは、これをもちまして議事を終了したいと思います。皆様、活発に意見交換し

ていただき、ありがとうございました。 

 

●司会（目時主幹） 

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、工藤部長からひとことお礼を申

し上げます。 

 

●工藤部長 

  まずもって、部会の皆様におかれましては、3年間大変ありがとうございました。これ

まで、私どもの方からは、例えば今日もありましたけれども、市の健康増進計画である

「第 2 次健康はちのへ 21」の進捗状況をご報告いたしまして、それから、各団体の取組

み状況をお伺いして、本当に、いろいろと審議していただきました。その際に貴重なご

意見やアドバイスをいただいております。この場をお借りして深くお礼申し上げます。 

  おかげさまで、先ほどの報告にもありましたけれども、健康はちのへ 21 で、改善され

た部分もある一方で、まだまだというところも多くございます。 

今後は、これまで皆様からいただいたご意見などをもとに、改善されている部分はさ

らに改善し、まだまだというところはできるだけ改善の方向に持っていくよう努力した

いと思いますので、皆様におかれましても、今後とも市の健康増進につきまして、ご支

援・ご協力をお願いしたいと思います。 

それでは、皆様のますますのご活躍・ご健勝を祈念申し上げまして、簡単ではござい

ますが、お礼の挨拶とさせていただきたいと思います。これまで、大変ありがとうござ

いました。 

 

●司会（目時主幹） 

それでは、これをもちまして、平成 27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。 


