
 

 

 

 

 

 

 

令和元年度 

第 2 回 周南市健康づくり推進協議会 

（会議録） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：令和 2 年 2 月 25 日（火）13:30 ～ 14:30 

       場所：徳山保健センター ３階 

 

 



会議時間 令和２年 ２月 25 日（火）    13 時 30 分～14 時 30 分 

出席委員：11 名 

団体名 委員名 

周南健康福祉センター 又野 浩美 

徳山歯科医師会 東 毅昭 

一般社団法人 徳山薬剤師会 西村 正広 

輝きクラブ周南 原田 邦昭 

周南市スポーツ推進委員協議会 明石 和憲 

周南市食生活改善推進協議会 佐々木 哲子 

ＪＡ周南 女性部 藤井 重美 

公募委員 山﨑 勝幸 

公募委員 柳谷 悦子 

公募委員 西田 高徳 

委任状：3 名 

 
 

●事務局  皆様、こんにちは。定刻となりましたので、ただいまから、令和元年度第 2 回周

南市健康づくり推進協議会を開催いたします。  

  それでは、会議に先立ちまして、本日の出席状況をご報告いたします。会議は、「周

南市健康づくり推進協議会設置要綱」第 6 条第 3 項により「会議は、委員の過半数

が出席しなければ開くことはできない」と定められています。 

     本日の出席委員は、14 名中 10 名で、委任状が 3 名でございますので、本日の会

議が成立することをご報告いたします。 

 

 
 

 

●事務局 それでは、１月にパブリックコメントにて市民の皆様からご意見をいただい

たことも最後に報告させていただき、「第３次周南市健康づくり計画」について概略を

ご説明いたします。 

 

目次でございます。                                  

第１章 計画の概要 第２章 周南市の現状 現在の計画の評価を含みます。  

第３章 健康づくりの目標と取り組み 第４章 食育育推進の目標と取り組み 

第５章 自殺対策の目標と取り組み 

第６章 計画の推進  の構成になっています。 

 

第１章 計画の概要 

１ページ 「１ 計画策定の背景と趣旨」です。 

世界有数の長寿国となった我が国においては、生活習慣病やその重症化により要介護状態にな

ることを予防し、健康寿命を延伸することが喫緊の課題となっています。 

２ 周南市健康づくり推進協議会長挨拶 

１ 開 会 

３ 議題１ 周南市健康づくり計画（素案）について 



  

「第３次健康づくり計画」は、生涯にわたる健全な食生活の実践を目指した「第２次食育推進計

画」が市民の健康づくりと相互に連携し、一体的に推進する必要があること、また、「自殺対策

基本法」の改正に伴い、市町に義務付けられた 自殺対策の取り組みが、「健康づくり計画」で

取り組んできた「こころの健康・休養」の分野と重なる部分があることから、「健康づくり計画」

「食育推進計画」「自殺再作計画」の３つの計画を一体的に策定いたしました。 

 

２ページ「計画の位置づけ等」です。 

（１）計画の位置づけは、「健康増進法」「食育基本法」「自殺対策基本法」に基づきます。 

（２）他の計画との関係ですが、 

  「第２次周南市まちづくり総合計画」を上位計画とした分野別計画の１つであり、 

  国や県、本市の様々な他計画と整合性を図り、連携してまいります。 

 

３ページ 計画の期間です。 

この計画は、令和２年度を初年度とし、令和１１年度を目標年度とする１０か年計画とします。

また、令和６年には中間評価を行い見直しを行います。 

 

４ 計画の理念です。 

 計画の理念は、市民と関係団体、行政等が協働し、健康づくり、食育推進、自殺対策を一体的

に推進することにより「市民一人ひとりがいきいきと健康に暮らせるまち 周南」  の実現を

目指します。 

 

４ページです。 

５ 計画の目標と基本方針ですが、 

６ページに計画全体のイメージとしてまとめています。 

 

健康づくり計画は、「健康寿命の延伸」を基本目標とし、 

   基本方針を１ 生活習慣の改善 

        ２ 健康管理の実践 

        ３ 健康づくり支援のための環境整備 

 

食育推進計画は「食を通じた健全な心身と豊かな人間性の育成」を基本目標とし 

基本方針は１ 食を通した健康づくりの実践 

        ２ 食文化の継承と地産地消の推進 

    

自殺対策計画  「誰も自殺に追い込まれることのない社会」を 基本目標とし 

基本方針は１ こころの健康づくりの推進 

        ２ 生きることの包括的な支援 

        ３ 関連分野・関係機関の連携・協働の推進としております。 

７ページは、計画全体のイメージとして、施策の重なりを図にしております。 



８ページ 計画策定の体制です。 

計画策定に先立ち、 

（１） 市民の皆様の健康づくりや食生活に関する意識や実態等を把握するためアンケート調査

を実施いたしました。 

アンケート調査の実施概要を表にしています。 

対象は、年長児、小学生、中学生、成人の４，１４０人、そのうち３，７１４人の方か

ら回答をいただいております。 

 

９ページでございます。 

（２） 健康づくり推進協議会等の設置 

市民や保健医療当の関係団体の代表で構成する「健康づくり推進協議会」「のびのびはつ

らついきいき周南２１推進委員会」で計画案について協議をしていただきました。 

（３） パブリックコメントの実施  １月６日からホームページ等で計画案を公表し、市民の

皆様からのご意見をいただいているところです。 

 

第２章 は、周南市の現状です。 

１１・１２ページは人口動態、 

 

１３ページは平均寿命と健康寿命です。 

厚生労働省が公表しております「平均寿命」と山口県が算出しています「健康寿命」を掲載し

ております。 

ここでいう健康寿命とは「日常生活動作が自立している期間の平均」のことで、平均寿命から

介護が必要になる期間を差し引いた寿命のことです。 

 

本市の平成２７年の健康寿命は、男性で７９．３歳、女性で８３．８歳となっており、 

平均寿命と同様、女性のほうが高くなっています。しかし、支援や介護が必要となる期間は、

男性 1.1年に対し、女性２．８年と長くなっています。 

 

平均寿命と健康寿命の表の一番下、「支援や介護が必要となる期間 ①－②」について 

平成２２年と平成２７年を比較すると、周南市は男性、女性ともに、０．２年短くなっていま

す。 

 

１４ページ 死亡の状況です。 

 本市は、悪性新生物 がん によるものが最も多く、心疾患がそれに続いています。この２つ

の疾患による死亡数が、全体の４割を超えています。 

 

１５ページ 死因別・年代別死亡数 

 悪性新生物を死因とするものは、７０歳代でピークを迎え、心疾患、脳血管疾患は８０歳代が

最も多い状況です。 

 



１６ページ 

標準化死亡比 

 基準にしている山口県全体を、１００とした場合の疾患別の標準化死亡比では、おおむね県全

体の傾向に近いですが女性の糖尿病、子宮がん、乳がんが高くなっています。 

 

１７ページ 

特定健康診査高血圧有所見者標準化該当比 

特定健診の結果から、血圧、血糖値、中性脂肪値などについて、県と市町を比較し、標準化該当

比を算出しています。本市においては、血圧値が高い人が多いことが特徴となっています。 

 

１８ページ 

がんの部位別死亡数の推移 

男性は肺が最も多く、胃、大腸と続いており、女性は、大腸が最も多く、肺、胃と続いています。 

１９ページから 

がん検診・特定健診の状況 

（１） がん検診の受診状況です。 

健康増進法によるがん検診受診率です。 

乳がん検診以外は国 県の受診率を下回っています。 

 

２０ページ 

 周南市国民健康保険の特定健診・特定保健指導の実施状況等です。 

 本市の健診受診率は、県より高いが、国より低く、保健指導の実施率は、県、国より高い状況

です。 

 

２２ページ 

国民健康保険の医療費の状況です。 

円グラフ、医療費割合から、生活習慣病が４割を占めていることがわかります。 

 

２３ページ 介護保険における要介護認定の状況となります。 

 

２４ページお願いします。 

平成２８年度～平成３１年度までの周南市健康づくり計画の取組と評価、主な取り組みとして、

企業、関係団体等と「しゅうなんスマートライフチャレンジ」に取り組みました。 

参加者は年々増加し、平成３０年度は、９つのチャレンジの約 5,000人が参加し、協賛事業者

数も１３４となっています。 

 

２５ページから２７ページまでは、現在の計画について、８つの分野ごとの評価指標の  基準

値と現状値の比較結果です。 

また、表中の「傾向」は、基準値と現状値を比較し、２ポイント以上改善を「上向きの矢印」

２ポイント以上悪化を「下向きの矢印」その間を「横ばい」としています。 



 

８つの分野で評価可能な項目は４０項目あり、基準値から２ポイント以上       改善は

１６項目４０．０％、１４項目が横ばい３５．０％、１０項目が悪化 ２５．０％でした。 

 

２８ページから３０ページです。 

８ 第２次周南市食育推進計画の取り組みと評価 

  平成２６年度から平成３１年度までの主な取り組みは 

① 園児のための食育講座 

② こどもあさごはんちゃれんじなど８つの事業に取り組みました。 

 

３１ページをお願いします。 

（２）目標指標の検証です。 

第２次計画で設定した目標指標の基準値と現状値の比較結果です。 

表中の傾向は、健康づくり計画と同じく、２ポイント以上を「改善」としました。 

指標項目は４０項目あり、そのうち、１３項目、３２．５％が改善、１０項目 ２５％が悪化

となっています。 

 

第３章から５章までは、 新たな計画の目標と取り組みとなります。 

これまで第２章で説明いたしました、本市の人口の動向や現計画の評価、そして今年度実施い

たしました「アンケート調査結果」から現状と課題を整理し、「健康づくり計画」「食育推進計画」

「自殺対策計画」それぞれの「目標」と「基本方針」を定めました。 

 

第３章「健康づくりの目標と取り組み」 

３３ページをお願いします。 

１ 健康づくりの基本的な考え方 

（１）健康づくり計画の目標、目指すものは「健康寿命の延伸」とし、基本方針を 

 １ 生活習慣の改善 

 ２ 健康管理の実践 

 ３ 健康づくり支援のための環境整備としました。 

３４ページ 

健康づくり計画の体系ですが、６つの分野で推進をします。 

６つの分野は、 

「栄養・食生活」「身体活動・運動」「こころの健康と休養」「歯・口腔」「たばこ・飲酒」 

「健康管理」です。 

それぞれの課題から、分野別の目標・目標値を設定しています。 

４０ページ・４１ページをお願いします。「栄養・食生活」の目標・目標値、目標に向けた取

り組ですが、取り組みは、①市民一人ひとりの取り組み、②地域・関係団体の取り組み、③行政

の取り組みとしています。  

他の５つの分野についてもそれぞれ同様に取り組みをいたします。  

 



７７ページの次が 

第４章 食育推進計画になります。 

７９ページ 「食育推進計画がめざすもの」は、「食を通じた健全な心身と豊かな人間性の育成」 

基本方針は、 

１ 食を通じた健康づくりの実践 

２ 食文化の継承と地産地消の推進です。 

 

８０ページから「アンケート調査結果」 

８５ページから「目標」と「取り組み」「みんなで目指す目標値」となります。 

９２ページの次 

第５章 「自殺対策計画」です。 

９３ページをお願いします。 

自殺対策計画がめざすものは、 

「だれも自殺に追い込まれることのない社会」の実現です。 

基本方針は、 

１ こころの健康づくり 

２ 生きることの包括的な支援 

３ 関連分野・関係機関の連携・協働の推進 としています。 

 

９４ページ 

（２） 数値目標の設定 

数値目標は、国の自殺総合対策大綱に基づき、自殺死亡率を１０年間で３０５以上減少させる

ことを目指します。 

（３） 自殺対策の施策体系 

自治体で取り組むことが望ましいとされた５つの「基本施策」「対象者・世代別重点施策」と

して取り組みます。 

 

１０１ページ 「３ 自殺対策の取り組み」です。 

自殺の背景は、保健衛生上の問題だけでなく。過労、生活困窮、育児や介護疲れなどの様々

な社会的要因があります。 

そのため、自殺対策の取り組みの検討にあたって、既存の組織やネットワークを活用し、相

互に連携・協働する仕組みの構築等を目的に庁内の既存事業と自殺対策との関連を把握する調

査を５７課に実施いたしました。 

 

 また、「自殺対策 庁内ワーキング」を実施し、自殺対策との関連が深い９つの各課と取り組

み状況の把握、情報共有をおこない連携について協議をおこないました。 

 

１１３ページからは、第６章 計画の推進です。 

計画の推進体制、進捗管理、評価指標と目標値一覧になります。 

以上でございます。  



パブリックコメントにつきましては、３名の方から 11項目のご意見をいただきました。 

主な意見としては、回答を、健康情報の在り方に関すること。感染症対策に関すること。自殺対

策に関すること。評価指標に関する表記方法、パブリックコメントの期間の延長のことなどのご

意見をいただいております。詳しい内容につきましては、後日ホームページで回答をご覧くださ

い。 

 

〇会長   ありがとうございました。ただいま事務局より報告がありました、議題１について

ご質問ご意見はございませんか。 

 

ご質問、ご意見等ないようですので、周南市健康づくり計画策定についてご承認いただける方は

挙手をお願いいたします。 

ありがとうございます。挙手多数にて承認したいと思います。計画の策定を決定します。計画を

推進してください。 

 

 
 
〇会長 実施報告について事務局より説明をお願いします。 

●事務局 引き続きまして、事業報告をさせていただきます。 

     資料「令和元年度周南市健康づくり事業報告の実施状況」ご覧ください。 

     主な取り組みのみ紹介させていただきます。 

① 食生活栄養では、野菜メニューコンクールとこどもあさごはんちゃれんじを実施

しております。野菜メニューコンクールでは、応募数 2561 件、応募校４０学校

の成果となっています。こどもあさごはんちゃれんじについきましては、１５１

４人親子が参加し、市内全園４１園の取り組みになっております。 

② 身体活動・運動についてです。周南ﾁｬﾚﾝｼﾞｳｫｰｷﾝｸﾞ、ｻﾝｻﾝチャレンジ、しゅうな

ん歩こう階段チャレンジ、地域における運動啓発活動を分野の事業をさせていた

だいております。チャレンジｳｫｰｷﾝｸﾞでは、７６９人、106グループの参加をいた

だきました。ｻﾝｻﾝチャレンジですが、メタボ対策・生活習慣病対策の企画で、３

か月で３ｋｇ減量をめざして、２５６人の参加をいただいております。階段チャ

レンジは、県のほうでも取り組みが始まりましたが、すでに周南市は５９施設に

参加いただいております。地域における運動啓発活動につきましては、ぶち元気

がいいね！フェスタにおいて、ひまわり生命「ライザップ運動教室」で５０人の

参加をいただきました。鹿野地区では、県体育協会によるアクティブ・チャイル

ド・プログラム体験に３９名の参加がありました。 

③ こころの元気と休養の取り組みについては、ゲートキーパー研修会、自殺対街頭

キャンペーン、図書館とのコラボ企画、産後鬱の早期発見・早期対応の企画がご

ざいます。ゲートキーパー研修については、今年度は保護司会、母子保健推進員

市内企業、小中学校養護教諭の計１５１人に受講していただきました。街頭キャ

ンペーンについては、毎年徳山駅万穆自由通路にて街頭キャンペーン、３月１３

日に徳山競艇場で啓発グッズ等配布する予定です。ご協力いただく委員さんにつ

いきましてはよろしくお願いします。なお、１５日のイオンタウンでの啓発につ

 議題２ 健康づくり事業 実施報告について 



いては、コロナウイルス感染の影響により中止となりました。 

④ 歯と口腔の取り組みについてです。はみがきチャレンジといい歯スマイル検診、

歯周疾患検診を行っています。はみがきチャレンジは、４２園１１９０人の園児

親子に参加いただいております。いい歯スマイル検診・歯周疾患検診については、

今年度、歯科医師会のご協力により、ぶち元気がいいね！フェスタにて、無料歯

科検診を１００人に行いました。現在のところ、いい歯スマイル検診が 591 人、

歯周疾患検診が３３０人で、昨年の３倍近く受診率があがっています。 

⑤ たばこ等の取り組みですが、受動喫煙対策として、各種ステッカー配布等で呼び

かけしています。 

⑥ 健康管理の取り組みです。がん検診事業、地域における減塩、糖尿病予防啓発活

動、やまぐち健康マイレージ、熱中症予防を行いました。がん検診については、

ピンクリボン月間に合わせた啓発や新南陽市民病院とのタイアップにより、主に

大腸がん検診の申し込み等にて受診促進を行いました。減塩活動につきましては、

食生活改善推進員さんのご協力により、富田中学校の保護者への減塩教室、各地

区の料理教室参加者への減塩講座を開催しております。糖尿病の取り組みとして、

熊毛地区で、熊毛地域スポーツ振興委員会との共催で、地元の医師の協力により、

糖尿予防講和、トランポリン体験、周南スープの試食を行いました。１１３人の

参加がありました。山口健康マイレージです。３５ポイント獲得により、ソレー

ネ周南の商品券や、鹿野ファームさんのハム、徳山動物園の年間パスポート等が

抽選で当たる特典があります。現在、５４８人の申請があります。熱中症予防の

取り組みは７月から９月に実施しております。今年度も「ひと涼みアワード 2019」

で団結部門 優良賞」を受賞しております。 

⑦ 次世代につきましては、母子保健推進員のご活躍で、現在、子育てサークル５７

回、家庭訪問５２００件行っております。 

⑧ 高齢者の健康についてですが、いきいき百歳チャレンジは、現在、１６５３人の

登録で、114か所あるようです。 

     協賛事業所については、現在 136事業所登録があります。今年度、明治安田生命保険 

相互会社よりお話いただき、健康づくりにおいて連携協定を締結しました。この２月 

３日に締結式をおこないました。 

〇会長  ありがとうございます。ただいま、事務局より説明がありましたが、ご質問、ご意見 

はございませんか。 

〇会長  ご質問ご意見等ないようですので、今後とも健康づくり事業について、ご協力をよろ 

しくお願いします。 

     続きまして、その他事業について事務局より説明お願いします。 

 

●事務局  まず初めに、お願いがございます。健康づくり推進協議会の委員の任期は、２年 

となっております。令和元年度の健康づくり推進協議会は一年目になりますので、 

来年度もぜひ引き続き、委員の方をどうぞよろしくお願いいたします。 

２点目が、「のびのび はつらつ いきいき周南２１推進委員会」の名称変更につ 

いてです。現在、周南市の健康づくりにつきましては、周南市健康づくり推進協議 



会のもとに、「のびのび はつらつ いきいき周南２１推進委員会」がございまし 

て、この推進委員会の方でも、健康づくりを進めているところです。“のびのび は 

つらつ いきいき”という名称は、初めの頃、計画の中で、スローガンとして使い 

ながら、計画推進を皆様に分かりやすく伝えていたところです。来年度、計画も変 

わりますことから、“のびのび はつらつ いきいき”という名称を新しくリニュー 

アルしていきたいと思っております。 

「周南市健康づくりをすすめよう委員会」に名称を変更したいと考えております 

が、いかがでございましょうか。よろしくお願いいたします。 

       

○会 長  「のびのび はつらつ いきいき周南２１推進委員会」の名称変更でございます 

が、「周南市健康づくりをすすめよう委員会」に変更ということですが、何かご意見 

はございますか。 

この名称変更について、ご承認いただける方は、挙手をお願いいたします。 

 

※ 委員より、挙手あり 

 

○会 長  ありがとうございます。委員さん全員の挙手をいただきましたので、承認したい 

と思います。 

 

○会 長  最後に、「ぶち元気がいいね！フェスタ」の報告と来年度の参加団体について、事 

務局より、報告をお願いします。 

 

●事務局  「ぶち元気がいいね！フェスタ」の報告と提案をさせていただきます。今年度、 

「ぶち元気がいいね！フェスタ」は、昨年 10 月 14 日体育の日にしゅうなんスポー 

ツフェスタ 2019 と同時開催にて、津田恒美メモリアルスタジアムで開催させてい 

ただきました。4,925 人で、約 5,000 人の市民の参加を得て、大変盛況に終えるこ 

とができました。皆様のご協力のお陰と思います。大変ありがとうございました。 

今回、参加していただいた団体につきましては、ぶち元気がいいね！フェスタ実 

     行委員会の所属団体に加え、新規で損保ジャパンひまわり生命と明治安田生命、新 

南陽市民病院に参加のお申し出をいただきまして、計 16 団体の参加をいただきま 

した。 

この度、新規で参加いただいた団体につきましては、市と健康増進に関する連携 

     協定を結ばせていただいている団体やしゅうなんスマートライフチャレンジ協賛事 

     業者の中で、参加のお申し出があったところに参加していただきました。 

来年度も、スポーツフェスタと同時開催で、10 月を予定しております。その際も、 

本年同様に、非営利団体で、参加希望のあるしゅうなんスマートライフチャレンジ 

協賛事業者や市と連携協定を結んでいる団体には、ぜひ参加していただきたいと思 

っています。 

皆様の方から、ご意見をいただきたいと思いまして、提案させていただきました。 

よろしくお願いします。 



 

○会 長  ありがとうございます。 

このことに関しまして、ご意見・ご質問はございませんか。 

10 月の体育の日は何日になりますか。 

 

●事務局  来年度から、体育の日がなくなりまして、スポーツの日が 7 月 24 日にあると思 

     います。10 月の日にちまでは決まっていないのですが、体育の日ではなくて、10 

     月 10 日前後の土・日というふうに、文化スポーツ課の方からは聞いていますが、 

まだはっきり決まっていません。 

 

○会 長  日にちは、まだはっきり決まっていないということですね。 

スポーツフェスタは 10 月にするのでしょうか。 

  

●事務局  スポーツフェスタは 10 月にするということでした。よろしくお願いします。 

 

○会 長  スポーツフェスタを 10 月に開催される時に、一緒に我々の団体も参加するとい 

     うことでよろしいでしょうか。 

 

●事務局  はい。そうです。 

 

○会 長  今、提案がございましたように、実行委員会だけではなくて、民間の損保ジャパ 

     ンひまわり生命や明治安田生命、新南陽市民病院も協賛していただいて、参加をお 

願いするということで対応いたします。このことに関しまして、何かございますか。 

 

○委 員  今、非営利団体とおっしゃいましたが、生命保険会社や損保会社は、非営利団体 

ではありませんか。 

 

●事務局  参加していただく時には、営業されるということではなく、連携協定も結ばせて 

     いただいているという理解で、参加していただきました。 

 

○委 員  民間は申し込みがあれば、全て受け入れるみたいな意味ではないですね。 

 

●事務局  そうです。連携協定を結んでいるところや周南スマートライフチャレンジの協賛 

事業者であるところを考えております。 

 

○会 長  ありがとうございます。その他、ご意見はございませんか。 

 

○会 長  薬剤師会は、今年度、出られませんでしたが、民間の団体の方に、どのような内 

     容をやってもらったのか、簡単に教えてもらえたらと思います。 

 



●事務局  新南陽市民病院につきましては、がん検診の申し込みをとっていただきました。 

損保ジャパンひまわり生命さんは、健康のアプリを開発されていて、健康アプリへ 

の登録をされておりました。血管年齢測定もされていました。 

 

○会 長  ありがとうございます。ご意見・ご質問はございますでしょうか。 

 

○会 長  民間の方は、かなりグッズ等、持ってますからね。けっこうできるかもしれませ 

ん。 

 

○会 長  その他、ご意見はございませんか。よろしいですか。 

 

○会 長  これは採決を取らなくてもよろしいでしょうか。 

 

●事務局  ご賛同いただければ、一応、挙手でお願いします。 

 

○会 長  来年度も、スポーツフェスタと同時開催をいたしまして、非営利団体や周南市と 

     締結している団体に参加してもらうことに、賛成の方は挙手をお願いします。 

 

○副会長  スペースは少なくなるということですか。 

 

○会 長  スペースはどうですか。今までと同じですか。 

 

●事務局  今までと同じです。（参加団体分が）プラスになります。費用等は参加していた 

     だく団体持ちでやっていただき、スペースも同様です。 

 

○会 長  スペースは（参加団体分が）プラスで、今までと同じですね。民間の方は、自分 

     でテントを持ってきてやるということですね。 

 

●事務局  はい、そうです。 

 

○会 長  賛成の方は、挙手をお願いいたします。 

 

※ 委員より、挙手あり 

 

○会 長  ありがとうございます。よろしくお願いします。 

 

○会 長  議事は以上ですが、その他、事務局から何かありますでしょうか。 

 

○委 員  健康づくり計画はすごくよくできていて、関心します。 

中学校では、保健室の養護の先生とゲートキーパー研修会は良かったと、話して 



います。昨年、中学生が 323 人自殺しています。地元の中学校から自殺者を絶対出 

さないように、ゲートキーパー研修会のことを保健だよりに掲載するような話をし 

ています。この計画で良いというお礼を言いたいと思いました。 

小学生のことですが、新南陽地区では、社会福祉協議会と少林寺が子ども食堂を 

やっています。最初は目的が色々あったのですが、中には、安くて、タダで、夕食 

がとれるというような雰囲気になって、母親が車でさっと連れてきて、安いお金を 

払って、さっと帰られるようなことがあります。本来の子ども食堂の意味がないと 

の話があります。 

この計画には、食育のことがよく書いてあります。学校でも、食育への関心がだ 

     いぶ高まっています。昨年、実施したのですが、参加者が少なく、申し訳なかった 

のですが、また今度、食育講座ができるといいなと話しています。この計画の中で、 

中学生のコンクールの写真が掲載してある等、小学生や中学生も、この計画に沿っ 

て、少しでも実践者が増えるようにと思っています。 

この計画はとてもよく出来ているので、今一度、良く見直して、市民に徹底した 

ら、周南市は日本有数の健康寿命の市になるであろうと思って、主にお礼が言いた 

かったことと市民として頑張りたいと思います。 

 

○会 長  ありがとうございます。 

教えて欲しいのですが、子ども食堂はどのような組織なのでしょうか。 

 

○委 員  どういったらいいですかね。 

 

○会 長  子どもさんが作るものですか。 

 

○副会長  そうではないです。 

 

○委 員  そこが一番問題です。地域の大人達が来て、一緒に作って、食べる状態になって、 

“どうぞ”と、こうなるので、あまり楽しくないです。本当は、来た時に、地域の 

人達と一緒になって、包丁使って切るとか、盛り付けしなさいとか、最後に、食器 

を洗って帰るとかいうことがないので、いいかな、どうかなと思います。その中に、 

“こうやって菜っ葉を切るのは面白いね、家に帰って作ってみようか”とか、お皿 

を洗っていたら、お母さんがいつも大変だから、今度、家のお皿を“お母さん、洗 

いましょう”とかいうことが目的としてあります。“食べさせて美味しかった、さあ 

帰ろう”“安い”ということですからね。 

 

○会 長  今後は、改善され、計画されて、進めていかれるということですね。 

 

○委 員  この食育推進計画に沿って、改善できるといいなあと思います。育てることを主 

に置かなければ、食べさせる目的も大事なことですが、子どもにとって、自分で自 

立する・自分で育ててやることは大事なことです。これをまた参考にして、しっか 



り頑張ろうと思います。 

 

●事務局  山崎委員さん、ありがとうございました。大変心強い、これから計画を皆様で進 

     めていただきたいという私たちの思いを汲み取っていただいて、ありがとうござい 

     ます。 

子ども食堂ですが、庁内の中でも、次世代支援課が担当して、フードバンクや子 

     ども食堂を進めています。市内にかなり 10 か所近くは、ＮＰＯであるとか、各地 

     区に立ち上がっています。それによって、自己負担を取る所もあれば、無料で配付 

     する所もあったり、フードバンクで集まった食材を無償で受け取って、それを活用 

     して、地域のボランティアの方々が集まって、食事を作って、子ども達に振る舞う 

     所もあります。高校生や中学生のボランティアの子どもさんにも来てもらって、配 

     膳を手伝っていただいたり、子どもさん自らが一緒に取り組んでいる地区もありま 

す。実際、私も何か所か、見に行かせていただきました。そういう取り組みが市内 

や全国でも、新聞には出ていますが、周南市でも徐々に子ども食堂が広がっている 

と思います。まだこれからかなと思います。 

 

○会 長  その他、ご意見・ご質問ございませんか。よろしいですか。 

 

○会 長  ないようでしたら、これで、議長を解任させていただきます。 

 

●事務局  西村会長さん、どうもありがとうございました。 

      委員の皆様、本日は、お忙しい中、誠にありがとうございました。 

      以上をもちまして、本日の協議会を終了させていただきます。 

本日は、ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 


