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平成30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31年2月13日（水） 13時30分～15時30分 

２．場所：八戸市庁別館7階 会議室A 

３．出席者 

 [委員5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、赤石和枝委員 

[事務局]  佐々木健康部長、澤所長 

石藤健康づくり推進課長、中居ＧＬ、山田ＧＬ、類家ＧＬ、 

四戸副参事、小笠原主幹、佐々木技査、桜庭技査、近藤主査、 

高橋主任栄養士、中村主任栄養士、高橋保健師、角浜保健師 

 

●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。 

送付資料として次第、資料１八戸市健康増進計画「第２次健康はちのへ 21」改訂版修

正について、資料２平成 30年度「第２次健康はちのへ 21」進捗状況について、資料３当

市の課題と今後の取り組み 糖尿病対策について、資料４健康増進法の改正について、

当日資料としては名簿、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。 

 

それでは、ただいまより平成 30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。 

本日は 5 名の出席をいただいており、工藤久美子委員と伊藤恵美子委員が所要のため

欠席されておりますが、委員の半数以上のご出席をいただいておりますので、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、ここで佐々木健康部長より、職員の紹介をいたします。 

 

●佐々木部長 

  健康部長の佐々木でございます。本日はお忙しい中ご出席を賜りまして大変ありがと

うございます。それでは私の方から事務局の職員をご紹介をさせていただきます。 

まず保健所の澤所長でございます。 

石藤副所長兼健康づくり推進課長でございます。 

中居参事兼成人保健グループリーダーでございます。 

山田参事兼母子保健グループリーダーでございます。 

類家副参事兼子育て世代包括支援グループリーダーでございます。 

四戸副参事でございます。 

小笠原主幹でございます。 

佐々木技査でございます。 
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櫻庭技査でございます。 

近藤主査でございます。 

高橋主任栄養士でございます。 

中村主任栄養士でございます。 

高橋保健師でございます。 

角浜保健師でございます。 

  本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

●司会（中村主任栄養士） 

それでは、工藤専門分科会長よりご挨拶を頂戴したいと思います。よろしくお願いい

たします。また、八戸市健康福祉審議会規則第４条第１項の規定により、引き続き議長

としての議事の進行もよろしくお願いいたします。 

 

●工藤清太郎専門分科会長 

本日は、お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。今回は八戸市健

康増進計画「第 2次健康はちのへ 21」の進捗状況等のご審議をいただきたいと思います。

委員の皆様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「第２次健康はちのへ 21」改訂版の修正について

事務局より説明をお願いいたします。よろしくお願いします。 

 

●事務局（佐々木技査） 

八戸市健康増進計画「第２次健康はちのへ 21」改訂版の修正について資料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ご意見、ご質問等ございますでしょうか。 

 

● 深川公夫委員 

ｐ34、ｐ38、ｐ39が数値が大きく変わったところで、詳しく説明がなかったところは

変わらないという理解でよろしいか。 

 

●事務局（佐々木技査） 

  説明したところは3つの数値の変更に伴うグラフや表になっております。 

 

●事務局（中居 GL） 

  ｐ6真ん中のところで「周産期死亡率は年々増加傾向にあります。また4、乳児死亡率

は、平成25年から増加しています。」となっておりますが、前は平成25年度ということで

年度で記載しておりましたが、これは年単位で出すものでしたのでこのような軽微なも
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のでしたのでご説明を省かせてもらいました。 

 

●深川公夫委員 

  数値の大きく変動しない項目の詳しい説明は省きましたということでよろしいでしょ

うか。 

 

●事務局（中居 GL） 

  はい、そうです。 

 

●工藤清太郎専門分科会長 

  ほかにございますか。よろしいですか。 

 

●松川充委員 

  ｐ38の80歳で20歯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目標値は34

年度で25％になっておりますが、平成28年度の歯科疾患実態調査という国の調査では

50％を超えておりまして、現在値が23％、28％、23％等になっておりまして地域格差が

あります。現在値をベースにした目標値というのであれば大変よろしいかと思います。

そして奥の歯を残している人は健康で長生きできるというデータも出ておりますので、

是非８０２０を皆さん達成していけるような体制を整えていければと思っております。 

 

●工藤清太郎専門分科会長 

目標値は変えなくてもいいのでしょうか。 

 

●松川充委員 

  27年度の実績値の倍ぐらいになっていましたのでそういう方向でいいのではないでし

ょうか。 

 

●工藤清太郎専門分科会長 

じゃそういうことで 

 

●工藤清太郎専門分科会長 

では他にご意見がないようですので、（１）については終了いたします。 

 それでは2番目です。（２）の平成30年度「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いたします。 
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●事務局（櫻庭技査） 

 平成30年度「第2次健康はちのへ21」の進捗について資料２より説明 

 

●工藤清太郎専門分科会長 

  ありがとうございます。目標とはかけ離れた数値が出てきましたが、いかがでしょう

か。ただいまの説明に対して、ご意見、ご質問等はございますでしょうか。 

 

●深川公夫委員 

どの程度の数をアンケートしているのか。全部だと大変なのでどこかひとつだけでも

いいので、サンプル数は教えてもらえますか。 

 

●事務局（石藤健康づくり推進課長） 

市民アンケートにつきましては無作為抽出で1000件の市民の方にアンケートをお送り

いたしまして回収率は49.2％でした。    

健康診断のデータも使用しておりまして、飲酒やタバコについては国保の特定健診と

企業健診の受診件数になります。でも1歳半、3歳児健診については大体の年間の出生数

になりますので、1年間に1800人位となります。 

   

●工藤清太郎専門分科会長 

アンケート以外は特定健診、健康診断そして公の健診等、ある程度の数字はきちんと

出ているわけですよね。 

 

●事務局（石藤健康づくり推進課長） 

  国保特定健診は受診者が毎年 1 万人を超えています。これに企業健診の分も含めてお

ります。 

 

●工藤清太郎専門分科会長 

他にいかがでしょうか。松川先生。 

 

●松川充委員 

さきほど８０２０の話をさせていただきましたけれども、1歳 6か月歳児健診では目標

値を達成しておりますけれども、3歳児は下がっておりまして、児童生徒のカリエスもや

はりワースト３位か５位のところにおりますので、まず歯をみがきましょう、それから

食生活、生活習慣をやっていくのがやっぱり大切なところじゃないでしょうか。そうす

ると日頃の広報活動と言いますか、健康教室でしょうか。地道な活動をしていくしかな

いというところでしょうか。 
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●深川公夫委員 

  むし歯になる仕組みっていうのは今の親御さんたちは分かっているのでしょうか。 

 

●松川充委員  

分かっているとは思うんですけれども、分かっているか分かってないかというと分か

らないですね。 

 

●深川公夫委員 

今の先生のお話だと、1歳半はいいが 3歳になると虫歯が倍増するというお話でしたが、

2歳まで虫歯菌は入らないと大丈夫なんでしょう。 

 

●松川充委員 

基本的には1歳6か月児までには虫歯になりようがない。期間が短いので、そんなに一

生懸命やらなくてもそこそこの成績が出るんですけれども、そこから生活環境っていう

でしょうか口腔清掃とか大きく出てきます。ちょっと古い話になるんですけれども30年

位前は5歳、6歳と言えばむし歯だらけだった。それが今は、ほとんどむし歯のない状況

にきてるので、3歳のところでカバーさえして頂ければかなりよくなってくるかと思いま

す。やはりむし歯になることによって歯並びが悪くなると歯周病などいろんなところに

波及していきますのでやっぱり幼少期のベースを作るところが一番大切なことだと思う

んです。 

 

●工藤清太郎専門分科会長 

  習慣ですね。ありがとうございます。ほかに喫煙とか飲酒とかいろいろありますけれ

どもいかがでしょうか。 

 

●壬生寿子副専門分科会長 

ガンとかいろんなところ強化しますとありますが、具体的にどんなところを強化した

いのか、今後の取り組めそうなことなど、もし計画されていることがあれば教えていた

だきたいです。 

 

●事務局（中居GL） 

がんにつきましては、昨年度は保健師が各担当地区の地域に出向きまして健康教室と

いうものを公民館とか集会所などを使用して実施しておりまして、昨年度は特にがんで

も大腸がんということについて普及啓発ということで保健師が町内に出向いて健康教室

をしています。市民健康づくり講座でもいろいろ生活習慣病のことについて話している

んですけれど、地道に地域に出向いて町内の皆さんと会う機会を増やし、がんは予防で
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きるものだということをきちんと説明していくという地道な活動が大事だと思いますし、

あとは生活習慣と共にやはりがんについては早期発見というところが大事だと思います

ので、がん検診の受診率を上げていく、それも八戸市においては各町内に保健推進員が

いるので連携をとりながら町内の皆さんにがん検診を勧めていくというところを力を入

れていきたいと思っています。 

 

●壬生寿子副専門分科会長 

地区での健康教室の参加率とかその辺はどうなのでしょうか。 

 

●事務局（中居GL） 

  同じ町内がやるところが例年ありますし、あとはやはり他の保健推進員の活動を見て

今まで健康教室をやっていない町内の保健推進員が今年はやってみようかなというとこ

ろもあります。保健師も毎年同じ町内というよりは新しいところにやるように声がけし

ていくとか、そのような形のことをしています。 

 

●壬生寿子副専門分科会長 

広がっていっているということですよね。 

 

●事務局（中居GL） 

広がりながら、あとはやはり保健推進員も変わるので、昨年はやって今年はちょっと

できないという逆の場合もあります。保健推進員は2年に1回交代しますので、長く続け

てやっていくと地域の方の顔も分かることになりますので、いろいろ声をかけやすいと

いうところもあると思います。 

  

●壬生寿子副専門分科会長 

その企画とかは保健師の方でやっているのでしょうか。 

 

●事務局(中居GL) 

保健師と保健推進員で行なっています。保健推進員が企画をして保健師が講師として

保健推進員が企画する上でいろいろ困ったことがあれば保健師も相談にのりながらとい

うことでやっています。 

 

●壬生寿子副専門分科会長 

地区で何回位、行なわれていますか。 
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●事務局(中居GL) 

  主に保健師や栄養士になりますが、平成29年度は230回位やっております。 

 

●壬生寿子副専門分科会長 

  市全体ですか。 

 

●事務局(中居GL) 

  はい。参加者数は約7000人近くになりますね。 

 

●壬生寿子副専門分科会長 

  回数が増えると参加者数も増えてきますよね。 

 

●事務局(中居GL) 

  そうですね。回数が増えると実人数も増えてきます。 

 

●壬生寿子副専門分科会長 

  健診の受診率に影響というか効果が上がっていけばいいかなと思うんですけど、今の

ところ230回位が保健師の業務として限界という感じのところですか。 

 

●事務局(中居GL) 

  保健師の業務というよりは保健推進員が企画をするということになりますので、すべ

ての保健推進員が企画できるわけではありませんので、少しずつ声がけをして今までや

っていない町内の保健推進員にはちょっと今年はどうですかとか声がけをして少しずつ

でも増やしていきたいと思います。 

 

●工藤清太郎専門分科会長 

  はい。ありがとうございます。直接説明する人と聞く人が集まっていればいいと思う

んですけれども。今、テレビでいろんな健康番組をやっているんでそちらの方を見てい

る方も多いかもしれませんね。他にございませんか。 

 

●松川充委員 

  今これを見てて思ったんですけれども、歯周病検診がだいぶ向上はしていきています

けれどもまだまだ11％と低い数字と思いまして、40歳、50歳、60歳、70歳の年齢を対象

に行なって、最近高齢者の70歳というのが増えまして大変ありがたいと思ってましたけ

れども、40歳、50歳、60歳、70歳ということで10年に１回の健診でいいのか。50歳と60

歳で健診を受けました、70歳になったら歯がボロボロ抜けたとか、胃がんの健診は1年毎
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だと思いますけれども、例えば1年やって2、3年したらもう重症化してるということであ

ればやっぱり適切な健診間隔、１年に１回位が妥当だと思いますけれども、急激には無

理でしょうから、せめてこれの半分位の5年に１回くらいをとりあえず目標ということで

やっていただければよろしいんじゃないでしょうかと思った次第です。よろしくお願い

いたします。 

 

●事務局（石藤健康づくり推進課長） 

  40歳、50歳、60歳、70歳の10歳刻みでございますが、国の指針に基づきやらせていた

だいております。10年に1回でも歯とか口腔に関することを健診を受けながら、そこで口

腔の健康の大切さもわかって頂き、あとはご自分で定期的にチェックしながらというの

が今の国の指針の現状であります。口腔の健康というのは大事という普及啓発は引き続

き頑張っていきたいと思います。 

 

●赤石和枝委員 

  元学校教育関係者でしたのでちょっと気になるところがですね、資料2の１ページ目の

栄養・食生活のところで朝食を毎日食べる子供が減っている。平成23年、24年は、私が

まだ現職でしたが、その時には90％に近いなと。学校がしゃべっていればアップしてい

くんだろうと思っていましたが、減っているということでどうしたものかと。この調査

ですが、児童・生徒で括られています。ただその児童・生徒、小学校低学年からその頃

はおそらくみんなおうちで「ちゃんと食べていくんだよ」て言われてちゃんと食べてい

るのではないかなと思うんです。でも高学年になったり、あるいは中学校ぐらいになる

と「食べろ」って言われても「いや、いい」とか食べてる時間がないとか、いろいろと

もしかしたら年齢での朝食を摂る割合の差というのがもしかしてあるんじゃないのかな

と思うところなんですね。今、3年間6歳、7歳、8歳は調査していないということなので、

もしも今後調査する時があれば、小学校低学年とか細かいんですけど低中高学年とか、

あるいは中学校とか分けて、関係者、学校だったり子供だったり、保護者だったり納得

感を得られるようになれば、アピール力も出てくると思うのでいいかなとは思います。 

 

●事務局（中居GL) 

みなさんのお手元にあります改訂版なんですけれども、こちらのｐ76の方に昨年度に

行いましたアンケート調査が載っておりまして、問5.「あなたは朝食を食べないことが

週に何日くらいありますか」ということで、年長児は保護者の方に行いまして、小学校5

年生と中学校2年生は本人に書いていただいたという形で、このような結果になりました。 

 

●赤石和枝委員 

  あともうひとつなんですけど、血糖値とか話題になっています。小学校の時から日本
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人の食生活、主食、副食を順番に三角食べを勧めているわけですよね。ところが、最近

のテレビを見ていると野菜から先に食べなさいって言いますよね。自分の孫もいっちょ

食いを1つの皿を全部食べてから次に行く、「給食もそう食べているの」と聞いたら「そ

うだ」というのですごく驚いていて、これはお祖父さん、お祖母さんがしゃべってもど

うにもならないんだろうなと思うんです。血糖値が高い主人がいて「野菜から食べるん

だよ」って言っても、これはやはり積もり積もった食生活があるので、三角食べでどれ

も順番に同じものを食べるもしくはご飯の方から食べる、そういうのがなかなか抜けな

い、野菜から食べることができない。だったら小さい頃から野菜から食べるように指導

する、栄養バランスを表したものはあるけど食べ方の順番までは載ってないですね。順

番でこんなに血糖値が上がるとかあるんだ、最近わかったことなので子供たちに子供の

時から食生活、食べ方、食べる順番などをどう教えていったらいいのか。学校の教員は

順番に食べるのよって、それが一番栄養を多く摂れる方法なんだからと私も教えてきた

んですけど、違ってたということに戸惑っています。 

 

●事務局(中村主任栄養士) 

糖尿病に関してはやっぱり野菜から食べることで食物繊維が血糖値の急上昇を抑える

ことできるのでいいかと思うんですけれども、子供に関しては、いっちょ食いじゃない

方が。学校では決まってないと思いますので、家庭でもどのように指導しているかはそ

れぞれの家庭なのでそういうところはまだ何とも言えません。 

 

●赤石和枝委員 

学校ではまんべんなく食べるのがいいと基本教えています。でもなかなか身についた

ものは直らないので、本当に家庭でも最近のテレビを見てると若い親は野菜から食べる

と言いますから、難しいなと思っています。 

 

●工藤清太郎専門分科会長 

健康になるための食事と病気の方が食べる病人食と違うと思います。 

 

●赤石和枝委員 

そういう違いもあるんですね。了解しました。 

 

●工藤清太郎専門分科会長 

他にございませんでしょうか。 

非常に内容の濃い資料 2でしたけれども、進捗状況ですが、まずこれをまた目標に我々

も頑張っていきたいと思いますし、市でもやってい頂きたいと思います。 

それでは 2番目については終了させていただきます。 
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次に、3番目の当市の課題と今後の取り組み 糖尿病対策について事務局から説明をお

願いいたします。 

 

●事務局（四戸副参事） 

  当市の課題と今後の取り組み 糖尿病対策について資料3より説明 

 

●工藤清太郎専門分科会長 

  ありがとうございます。取り組み状況について、ご意見とかございますでしょうか。 

 

●松川充委員 

うみねこ体操って汗かきますか。 

 

●事務局（四戸副参事） 

  住民の方々一緒にやっているとしっとり汗かいてやっていらっしゃいます。 

 

●松川充委員 

汗をかかないと効いた気がしませんからね。 

 

●工藤清太郎専門分科会長 

またどんどんＰＲした方がいいと思いますので、是非お願いします。 

 

●工藤清太郎専門分科会長 

では、次は4番目各種団体の取り組み状況についてですけれども、いかがでしょうか、

松川委員いかがでしょうか。 

    

●松川充委員 

歯科医師会といたしましては、各種健診、歯周病健診、妊婦歯科検診へ協力しており

ます。また、各種イベントで歯科健康相談、歯周病の話等を行い、歯を残す大切さの周

知徹底に努めております。また障がい児・者の歯科治療に関しましては、県や市と一緒

の事業なんですけれども、県市の方が窓口となりまして各地区・郡・市歯科医師会に下

げてくるような形で対応しております。そして各歯科医院で対応できればもちろんそれ

で済むんですけれども、それが無理な場合は今言ったようなシステムで対応できている

ということであります。また年に1回ではありますが、老健施設に行きまして入所者の口

腔健診および口腔ケアの話等も行なっております。 

 

●赤石和枝委員 
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  学校関係者ということでお話いたしますと、メンタルヘルスについてですが、毎日の

ように報道されている児童虐待死亡ということですね。児相とか学校の取り組みが取り

ざたされているんですけれども、そういうのを早期に発見する取り組みとして、学校で

は前からあったスクールカウンセラー、それから今スクールソーシャルワーカーが入っ

ているんですね。こちらの心の健康の資料の方にも中学校100％となっておりますけれど

も、実際にどのくらいの人が利用しているのかということですが、学校ではスクールカ

ウンセラーもスクールソーシャルワーカーも100％配置にはなっているけれども、一人の

方が複数校を担当している。「週に何曜日と何曜日が来る日です」とか、「月に何日、何

日がスクールカウンセラーが来る日です」というように保護者に学校便りとか養護教諭

たちの便りを通して周知されています。周知された日に子供、保護者あるいは教員も心

配なことがあるとやはり議論するんですね。保護者の場合にはすごく家庭の中でストレ

スを抱えている。自分の家族のことだったり子供のことだったり、いろいろスクールカ

ウンセラーが聞いて一通り話をしてほっとして帰る。臨床心理士の方ですと、「こういう

のもありですよ」とか「こうやってみたらどうでしょうね」とか、アドバイスをして下

さる。気に入った方は定期的にいらっしゃる。子供の場合、不登校やいじめとかそうい

った状況を担任が把握して、心配だった場合には「スクールカウンセラーがこの日に来

るからそのときにちょっとみてもらうましょう」とかそういう話をします。教員もやっ

ぱりちょっと不安なことがあると来る日に相談したりしています。 

 

●工藤清太郎専門分科会長 

  何人くらい、いらっしゃるんですか。 

 

●赤石和枝委員 

  スクールカウンセラーは県の事業で市内全部はちょっと定かではないんですけど、5、

6校を一人の方が受け持っています。市が中核都市になったので八戸市全体で何人くらい

いるんでしょうね、5、6 校を受け持って、曜日を決めて実施してますけど、学校は教育

だけなので、スクールソーシャルワーカーは子供と保護者にしか対応しきれない。しか

し問題がその背景の家庭にあるという場合が多々あります。学校が入っていけないプラ

イベートなところにまで入っていけるというのがスクールソーシャルワーカーなんです

ね。学校からの相談であるとか、気になった地域の方々からの相談であるとかそういっ

たのが、スクールソーシャルワーカーの方に連絡が入り、教育指導課の隣の相談センタ

ーにスーパーバイザーがいらっしゃるんですけど、いろんなところからの情報を元に子

供を第一に考えて家庭にまで動けるようなそういうシステムはあります。 

 

●工藤清太郎専門分科会長 

現状を知らなかったので、ありがとうございます。 
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●深川公夫委員 

  ここ何回か言っているんですけどもこの時期やっぱりインフルエンザの罹患や蔓延を

防ぎたいので、わが社は 11月からインフルエンザの予防接種を会社全額補助で受けさせ

るシステムをとっているんですけども、ご存知の通りワクチンの個体数を各病院で確保

できないという状況が 2 年前からありまして、その 3 年前まではある程度、医療機関と

日時を決めて社員に半ば強制的に接種をしてきたんですけども、2年前から各病院でワク

チンの数を確保できないので、団体の受付をしない対応をとることになってですね、個

人のかかりつけの病院に自主的に行ってください、個人管理にせざる終えなくてそのよ

うにしたんですけども、そうすると予防接種率が落ちる。7割近い接種率でしたが、2年

前 4割くらいになった。「行ってちょうだい」、「会社がお金を出すんだから予防接種をし

てね」といくら呼びかけてもなかなか、平均年齢も若いので接種率がなかなか上がらな

いのがわが社の悩みです。かといって接種を強制できない。「せっかく会社が全部負担す

るんだから行ってね」と呼びかけは毎年しますが、なかなか接種率が上がらないのがひ

とつの企業としての悩みを抱えております。 

  私事ですが、予防接種をしたのですが、今年 1月 1日にインフルエンザになりました。

毎年してるんですけども、インフルにかかるときはかかるんだなということで、でも若

い頃に比べて高熱にならないで済んだなと。新しいゾフルーザという薬のせいもあるか

もしれませんけども、ある程度抗体が出来てきて高熱が続かなかったのが幸いでした。

会社全体で 180 人くらい本社にいますけれども、でるだけ接種率を上げていきたいとい

うのがひとつです。 

もうひとつはメンタル。赤石先生は子供のことを話しましたが、我々大人のメンタル

ヘルスは、この時期が一番落ち込む確率が高く、冬場 1 月 2 月やっぱり変調をきたす割

合が経験上あります。どうしても寒さと夜が長いので眠れない、仕事のストレスだった

りいろんなストレスで夜眠れない、朝まで夜が明けないので考え込む時間が長い、寒い。

北国の 1 月 2 月は非常にそういう変調をきたす割合が高いかなと思ってて、いつもこの

時期気をつけて社員に言っているんですけども、なかなか心の問題ですから直接アドバ

イスするのもいろいろ制約があってできないですから、呼びかけるくらいですね。あた

りさわりのない話をして冬場を乗り越える。やっぱり体力がないと精神ももたないのか

なと。これどっちが後先か分からないんですけども、心が弱いから体力がないのか体力

がないから心なのか何とも言えないんですけど、経験上冬場にスキーに行ったり、あち

こち出かけていく方が、ハートの方もやっぱり強いのかなという部分があるので、冬場

の体力を運動する機会を作るようにしていきたいなというふうに思っております。なの

で屋内スケート場に非常に期待してます。最近の若い人、寒いところは出たくないんで

400ｍトラックのスケート場ができたら非常にそういう機会も増えるだろうし、みなさん

ご存知かどう分からないですが、今の若い人はですね冬場のスキー場とかに出かけなく
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なりましたね。連れ立って寒いところとかボードでも何でもいいですよ。我々の頃は先

輩に連れられて行ったけど、今は休みの日に「行きましょ行きましょ」って言ってスキ

ー場だったりスケート場に行ってもそういう声がほとんど聞こえなくなってきて、そう

いう寒さとか冬場の北国の特権のスポーツをやる機会が少なくなっている。そういうの

が積み重なってハートの方まで、夜も眠れない、克服できないことになるのかなという

ようにわが社の傾向をみるとそう思っておりますので、冬場の汗を流す体力作りをいろ

いろ模索していきたいなとそういうふうに思ってました。 

 

●工藤清太郎専門分科会長 

体を動かすのが一番ですね。 

 

●深川公夫委員 

  やっぱりそうだと思うんですよね。 

 

●工藤清太郎専門分科会長 

  デーリー東北さんでツアーとか企画しても良いかもしれないですね。 

 

●深川公夫委員 

役所の人も土曜日、日曜日に以前はスキーバス等が出ませんでしたか。我々の頃は西

岳、今の奥中山高原とか、焼山もいいです。バス 1 台貸し切って行ったもんですよね。

今そういう企画やってませんかね。  

 

●工藤清太郎専門分科会長 

  是非。 

 

●壬生寿子副専門分科会長 

八戸学院大学では予てより健康医療学部を中心に人間健康学科と看護学科が連携しな

がら市の健康まつりとかに参加させていただきまして、健康調査をさせていただきまし

た。市だけではなく近隣町村の階上町とか新郷村とも連携を進めていますので、この健

康調査についてもおそらく継続的に行なっていくと思いますので、力を注いでいきたい

と思ってます。ただ健康調査ずっとしているんですが、常連さんがほんとに多くなりま

して、その常連さんの方たちが「この健康調査に来ているので一般の健診に行かなくて

もいい」って言う勘違いされる方もいらっしゃってですね、機械を使いながら正確なデ

ータをお届けしますのでそれを見て安心して行かないということが聞こえてきますので、

そういうことではないよということも入れながらこれから継続的に健康について指導し、

関わっていければなと学院を上げて思っておりますので継続していきたいと思います。  
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それからスポーツ関係に関しては、野球部やサッカー、女子のラグビーでいろいろ食

生活に関することも入れながら活躍しております。若い力をどんどん使って欲しいと思

いますので、うみねこ体操も学生たちがやることで明るく楽しくできそうな気もします。

一時期、短大での方ではせんべい汁の研究会がありまして、学部をあげて市内にＰＲを

するために動いてましたので、このうみねこ体操も少しアピールできていければいいの

かなと思ってます。あともうひとつ来年度 4月 1日から新しい学長がいらっしゃいます。

その学長が北海道大学でいろんなドリンクとか健康飲料に関する研究をされてきた先生

で、いろんなスポーツに有効的な食べ物とか飲み物等、かなりはりきっておりますので、

是非一度、講演とか講義とか進んで喜んで出かけると思いますので、依頼いただければ

と思って感じています。 

 

●工藤清太郎専門分科会長 

どうもありがとうございます。 

あと、喫煙の方ですが、ようやく医師会の敷地内じゃなくて館内が禁煙になったとこ

ろで、今度は敷地ですが、そこが大変だと思います。医師会の会員の先生方、あるいは

理事の先生方も大分少なくなってきてました。昔の医師会の会員の先生方、3分の 1位の

先生方が吸ってまして、理事でも半分は喫煙してました。それが 10何年経ちまして今吸

っている人は数人だけです。医師会員ですね、あと医療関係施設など禁煙に関しては周

知徹底されてきたかなと思ってます。新しい法律ができるので、ますます厳しくいけれ

ばいいのかなと思っております。そういうことでよろしくお願いします。 

次は 5番の健康増進法について説明をお願いいたします。 

 

●事務局（中居 GL） 

健康増進法の改正について資料 4より説明。 

 

●工藤清太郎専門分科会長 

はい、ありがとうございます。なかなか厳しい改正でございますけども、意見等ござ

いませんでしょうか。 

じゃあ指導のほどよろしくお願いいたします。 

次に 6番「その他」ですけども、委員の皆様から何かありますでしょうか。 

よろしいですか。 

 

●事務局（石藤健康づくり推進課長） 

   委員の皆様、御審議どうもありがとうございました。皆様からいただいた意見を元

に引き続き健康増進に取り組んで参ります。今日の案件にはございませんでしたが、

平成 28年度に自殺対策基本法が改正されまして、都道府県および市町村に自殺対策計
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画の策定が義務づけられております。当市におきましても、健康増進計画とは別に自

殺対策計画策定に向けて取り組んでいるところでございますので、お知らせしたいと

思います。 

 

●深川公夫委員 

  自殺対策というのは年代を問わずということでしょうか。 

 

●事務局（石藤健康づくり推進課長） 

  はい、そうです。年代を問わず、全市民対象に、若い人から高齢者までです。 

 

●工藤清太郎専門分科会長 

  どういう対策がでるのか、楽しみです。 

  それでは、これをもちまして議事を終了いたします。司会進行を司会の方お願いいた

します。活発なご意見、非常に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 30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。 


