
 

 

 

 

 

 

 

平成 30年度 

第 1回 のびのび はつらつ いきいき周南 21推進委員会 

（会議録） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：平成 30年 8月 9日（木）13:30 ～ 14:30 

       場所：徳山保健センター 3階 健康増進室 1 

 



会議時間 平成 30年 8月 9日（木）    13時 30分～14時 30分 

出席委員：14名 

団体名 委員名 

周南健康福祉センター 藤谷 正子（代理者出席） 

徳山医師会 松村 紀文 

徳山歯科医師会 東 毅昭 

徳山薬剤師会 原田 裕介 

山口県栄養士会 周南地域専門部会 徳原 理恵 

輝きクラブ周南 滝本 満 

周南市スポーツ推進委員協議会 金坂 信子 

周南市母子保健推進協議会 中村 美代子 

周南市食生活改善推進協議会 佐々木 哲子 

ＪＡ周南 女性部 瀧山 美智子 

周南市 PTA連合会 加藤 忍 

住民代表 柳谷 悦子 

住民代表 山崎 勝幸 

住民代表 野原 久子 

 

 

●事務局 定刻となりましたので、ただいまから、「のびのび はつらつ いきいき周南 

21推進委員会」を開会します。この推進委員会は、健康づくり計画に基づいて、市民、

地域社会、関係団体、職域、学校、行政が一体となって、健康づくりの取組みを推進す

る目的で設置しており、任期は、1年となっております。 

本日の資料は、事前にお届けしております、周南市の自殺の現状を示した資料と、レ

ジメになります。 

保健事業の概要を皆さんのお手元に配付しております。 

     本推進委員会の終了時間は 14時 30分の予定ですが、引き続き「ぶち元気がいいね！

フェスタ実行委員会」を開催いたしますので、フェスタにご参加の場合は、引き続きご

出席いただきますよう、お願い申し上げます。 

 

●事務局 開会にあたりまして、健康づくり推進課 課長 藤谷が御挨拶申し上げます。 

○課  長 （挨拶） 

●事務局 それでは、次に委員の皆様のご紹介をいたします。大変勝手ではございますが、名簿

順に自己紹介をお願いいたします。 

◯各委員 （自己紹介） 

●事務局 続きまして、推進委員会の事務局の紹介をさせていただきます。 

（事務局一同が起立） 

 

●事務局 それでは、本日の会議に入らせていただきます。お手元のレジメに沿って、委員長、

副委員長の選出後、議題についてご協議いただきたいと考えております。よろしくお願

３ 委員長、副委員長の選出について 

２ 挨 拶 
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いいたします。委員長・副委員長の選出について、おはかりいたします。 

皆様の中から推薦される方は、おられますか。 

○委 員 事務局に一任します。（母子保健推進協議会 中村会長より） 

●事務局 事務局一任とのことで、よろしいでしょうか。 

◯委員一同 ※承認の拍手 

●事務局 委員長は徳山医師会から推薦の松村委員、副委員長は周南市食生活改善推進協議会か

ら推薦の佐々木委員にお願いしたいと思います。皆さま、ご承認いただけますか。 

（ご承認いただけるようでしたら拍手をお願いします） 

◯委員一同 ※承認の拍手  

●事務局 ありがとうございます。 それでは、松村委員長、佐々木副委員長よろしくお願いし

ます。松村委員長のみ、前の席に、お移りください。 

これからの議事の進行は、松村委員長にお願いします。 

○委員長、副委員長 挨拶 

会長  それでは、会議に先立ちまして、本日の会議の成立について報告します。 

○委員長 それでは、協議事項に入らせていただきます。 

議題は、周南市健康づくり計画の推進についてです。 

本計画では、８つの分野において市民の健康寿命を延ばすための取り組みを掲げ、企

業、事業所、関係団体等と連携して推進することが明記されています。 

今後、具体的に計画を推進していくための方策ついて、委員の皆さまのご意見をグル

ープワークでお伺いしたいと思います。グループワークについて、事務局から説明をお

願いします。 

●事務局 本日は、「自殺対策」をテーマに、協議していただきたいと思います。 

今回の協議テーマにさせていただきました理由としましては、平成 28年に自殺対策

基本法が改正され、「都道府県、各市町村で、自殺対策についての計画を定めなければ

ならない」ということが法律で定められました。 

この背景として、日本の自殺率が先進 7ヶ国の中で一番高く、累計 2万人という、年

間の自殺者数が減らないという現状に加え、各都道府県、市町村において取り組んでい

る自殺対策に偏りがあり、その地域格差をなくしたいという国の意向があります。 

法改正を受け、平成 29年 7月に「自殺総合対策大綱」ができ、自殺対策の基本的な

方針が示されました。これを受け、県の計画は平成 30年 10月を目途に策定し、市町は、

平成 30年度内の策定を目指しています。市としては、市民や関係団体等の共同により

計画作りに取り組みたいと考えていますので、ご協力をお願いします。 

 

「周南市の自殺状況」について、事前送付した別添資料のとおり説明。 

 

それでは、ただいまからグループワークをはじめたいと思います。 

先ほど、ご説明させていただきました、周南市の自殺の現状をもとに、これから２つの

内容について考えていただきます。 

まず１つ目は、周南市の自殺の現状に対して、どう感じられたかの感想を自己紹介と

併せてお願いします。２つ目は、自殺対策について、所属団体でできること、住民代表

4．議  事 



の方には、ご自身や地域の皆さんと活動できそうなことを考えていただければと思いま

す。また、市や各種団体等の活動に期待したいことも併せて考えていただければと思い

ます。短時間 25分程度のグループワークになりますが、２つの内容について、各グル

ープで協議をお願いします。 

     それでは進め方についてですが、付箋一枚につき一つのご意見をご記入いただきます。

ご意見はたくさん出していただきたいと思いますので、お手元の付箋はご自由に何枚で

もお使いください。 

全員が意見を書き終えた後、グループ内で付箋を見せ合いながら、ご自分の意見を紹

介し合っていただきたいと思います。 

グループで話し合っていただいた後、10 分程度・各グループ 3 分ぐらい、発表の時

間を持ちたいと思います。予め、グループ内で発表者を決めておいていただければと思

います。それでは、各グループの事務局スタッフが進行いたします。これから約 25分

間よろしくお願いいたします。 

 

・グループワーク（25分） 

 

それでは、各グループ 3分程度で発表をお願いいたします。 

 

・各グループ委員からの発表（10分） 

＜１グループ＞ 

テーマ① 自殺対策：自殺の現状に対する感想 

【男性の傾向：悩みを口に出せない・コミュニケーションをとらない・抱え込む】 

・男性が多い 

・男性の多さに驚いた 

【最近の傾向】 

・スマホの普及が影響 

【改めて自殺について考えた】 

・自殺者の多さに驚いた 

・年齢別死因順の自殺が上位を占めている 

・家族の問題：認知症の親の介護疲れから、自殺を考える人があるかも 

テーマ② 自殺対策：所属団体・個人でできること 

【みんなで「共に」誘い合える関係づくり：地域の行事に参加】 

・孤独にならない 

・サロンやデイサービス：男性少ない・女性多い 

・男性同士のサロンの立ち上げ 

・戸田地区で男性だけの料理教室の開催 → 地域性有 

・「命を守る行動」は誰かに相談できること → 一人でいる人を誘う 

・社会が認めることが必要 

【気軽に相談できる体制づくり：相談機関・相談できる人】 

・話をきちんと聴く人がいない（相談する人がいない） 



・周りの環境の問題（死にたくて死ぬ人はいないと思う） 

・心療内科、メンタルクリニックの対応（医師会の活用） 

・新南陽地区で相談活動：メンタル心理カウンセラーの資格有 

・周囲の心のケア 

・悩みを相談、聞いてもらえる人・場所・機会 

・相談に行ける人は良い 

・指導ではなく傾聴を 

・組織的なケア：心の裏を「吐く」ことで「叶う」行動を 

【その他】 

・宗教観：「あの世」の考え方をなくし、「この世」で生きることを考える 

 

【２グループ】 

 テーマ② 自殺対策：所属団体・個人でできること 

【交流の場】 

・見守り活動を行う 

・声かけ 

・一人にさせない 

・交流の場を作る 

・地域であいさつ運動 

・地域で顔合わせのできる場づくり 

・メニューづくり 

・子ども食堂 

・食推シニアカフェの開設：お茶・お菓子の提供で、高齢者がおしゃべりできる場

づくり 

・配食の勧め 

・年代別クッキング教室の開催：妊婦等、若い年代の人も食を中心に楽しめるよう 

に 

・出前でスポーツ指導の実施（スポーツ推進委員の活用） 

・身近な所で、隣近所の方にあいさつ・声かけを：誰とでもできるだけ話す機会を

作る 

・夢をもつように 

・スポーツで交流 

・介護疲れの人の話を聞く 

 

【３グループ】 

テーマ① 自殺対策：自殺の現状に対する感想 

・自殺者が多い  

・若い世代の自殺者が増加傾向：職場の環境が影響 

・若い世代の自殺が多い → 生産年齢人口が減る 

・要因に介護疲れがある 



・死亡率が高い 

・健康問題が多いことに驚いた 

テーマ② 自殺対策：所属団体・個人でできること 

【気軽に話せる場・環境づくり：話し相手・サロン】 

・相談相手がいない → 自殺 → 気軽な相談相手 

・自分で相談できる人は悩んで…ということはないだろう 

・独居の人の集まり 

・各種団体にて気軽に話せる環境づくり   

例：徳山薬剤師会：歯科・薬局等 

・行政の相談先：健康福祉センター → 知らない人も多い → 周知 

・ゲートキーパー研修：見る・気づく・声をかける→「気づく」＝何らかのサ 

イン 

・話すことで…自分の気持ちを整理したり、客観的に見れることができる 

・歯科受診者：歯のことを考えられる＝前向きな人 

【周囲の人の気づき】 

・自分から相談できない人や独居の人は自殺のリスクが高い 

・「相談に来ました」より何か用があって…の方がきっかけとして相談しやすい 

 

○委員長 貴重なご意見を多数いただき、ありがとうございました。 

心の病は外見では分かりにくい所があり、周りの人の力が大変重要になってくると思

います。カフェや挨拶を地域でこれからどんどん広めていきたい考えをもっているとこ

ろです。 

本日いただきましたご意見は実現可能なものとして市と共に健康づくりを盛り上げ

ていただきたいと思います。 

ぜひ、グループワークの内容を持ち帰っていただきまして、所属団体内等でもご検討

いただきますようよろしくお願いいたします。 

事務局にも、今回の意見を実現させるために取組まれますようお願いします。 

以上でグループワークを終了させていただきます。 

 

本日の協議事項は以上となります。ご協力、ありがとうございました。 

 

 

●事務局 皆さま、ありがとうございました。 

 本日、協議していただきました自殺対策につきましては、いただいたご意見を周南市

健康づくり計画に盛り込んでいきたいと思っております。 

この周南市健康づくり計画についてですが、平成 31 年度で計画期間を終了します。

また、周南市食育推進計画につきましても、平成 31 年度で計画期間を終了します。そ

れに伴い平成 31年度中に、２つの計画を統合した計画を策定する予定にしております。

そのため、健康づくり推進協議会と食育推進市民会議を統合した新たな協議会を設置し

たいと考えております。 

5．閉  会 



本年度は、次期計画策定までの準備期間として、各計画の評価を元に皆様のご意見を

いただきたいと思いますので、12 月の会議は、食育推進市民会議と合同の会議とさせ

ていただき、グループワーク等でご意見をいただきたいと思っておりますので、よろし

くお願いいたします。 

以上で、「のびのび はつらつ いきいき周南 21推進委員会」を閉会します。 

 


