
 

 

 

 

 

 

令和元年度 

第 2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：令和元年 11月 18日（月）13時 30分 ～ 15時 00分 

    場所：周南市役所 2階 共用会議室 G 

 



 

会議時間 令和元年 11 月 18 日（月）     13 時 30 分～15 時 00 分 

出席委員：12 名 

団体名 委員名 

山口健康福祉センター 辻下 淳子 

徳山医師会 松村 紀文 

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 里衣 

周南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 兼重 江美子 

JA 山口県周南統括本部女性部 山﨑 美津子 

保育園（周南市保育幼稚園課） 古木 浩子 

幼稚園（周南市保育幼稚園課） 藤本 紀代子 

山口県漁業協同組合周南統括支店 藤村 和義 

住民代表 西田 高徳 

住民代表 中村 和子 

 

開会 

○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ます。 

今年度は、第 3 次周南市健康づくり計画策定年度となっております。本日は、

事前にお送りしています、第 3 次周南市食育推進計画・周南市自殺対策計画を

含む、第 3 次周南市健康づくり計画の素案をもとに、協議をしていただきたい

と思います。ぜひ、皆さまのご意見や本日協議していただいた内容を計画に反映

させていきたいと考えておりますので、活発な協議をよろしくお願いします。 

まずは、本日の資料の確認をいたします。 

1 レジュメ 

2 令和元年度のびのび はつらつ いきいき周南 21 推進委員会名簿 

3 第３次周南市健康づくり計画素案（事前に送付しております） 

4 保健事業の概要 

計画素案につきましては、内容もボリュームがある中で、モノクロのクリップ止めで

お渡しさせていただき、皆さまには大変ご不便をおかけいたしまして、申し訳ございま

せんでした。 

  また、保健事業の概要につきましては、平成 30 年度の周南市の事業実績となりま 

すのでご参照ください。 



 

挨拶 

〇事務局  それでは、開会にあたりまして、健康づくり推進課 課長 藤谷がご挨拶申し

上げます。 

〇課 長 （挨拶） 

〇事務局  今回は今年度 2 回目の開催となりますので、自己紹介は省略させていただき

ます。なお、本日は自殺対策計画策定に伴い、関係機関である周南市社会福祉協

議会 周南市自立相談支援センター 主任相談支援員 有馬 俊雅さんにご出

席いただいております。 

それでは本日の協議に入らせていただきます。委員長は第 1 回目に引き続き

松村委員にお願いします。 

 議事 

○委員長  それでは協議事項に入らせていただきます。 

     まずは、第 3 次周南市健康づくり計画の概要について、事務局から説明をお願

いします。 

○事務局  事前にお送りさせていただいております、第 3 次周南市健康づくり計画素案 

につきまして、ご説明させていただきます。 

 ・計画の全体像についての説明。 

 ・第 3・4・5 章の概要について説明。 

○委員長  それでは、ただ今から、グループ協議にうつります。進め方につきまして、 

事務局から説明をお願いします。 

〇事務局  A グループは自殺対策、C グループは食育推進、B・D グループは健康管 

理について協議していただきます。ワールドカフェ方式で、20 分経過した時 

点でタイムキーパーが声をかけ、職員 1 名を残してグループメンバーは自由 

に移動してください。A グループの社会福祉協議会の有馬さんは自殺対策計 

画協議のため参加のため、A グループ固定でお願いします。残った職員は新 

たなメンバーで協議する前に、それまで協議していた内容を簡単に説明して 

ください。 

〇委員長  それでは、各グループでの意見交換や協議をよろしくお願いします。 

 

（グループワーク所要時間 20 分を 3 回実施） 

 

○委員長  それでは、各グループで出た意見をそれぞれお聞きしたいと思います。 

自殺対策について協議していただいた A グループ、食育推進について協議して 

いただいた C グループ、健康管理について協議していただいた B、D グループ 

の方から、3 分ずつ協議内容の発表をお願いします。 

 



 

【各グループ発表】 

A グループ（自殺対策） 

〇つながりが重要 

・健康管理が対策の第一歩 

・つなぐこと、関心を持つこと 

・発達障害、うつ病みんなで支えられるような環境の変化が大切 

・「自殺」への相談に対しての敷居を低くする 

・生活習慣、社会性を幼い時から身に付ける 

・子どもの時から自分や人を大切にする気持ちを育むことが自殺対策の第一歩 

・保護者への日ごろからの声かけ 

・幼児の親の意識を変えていく 

・相談先を分かりやすくする 

・地域、友人相互につながり 

・一人にならない取り組みが必要 

・関係機関を繋ぐ居場所づくり 

・引きこもりの対策が大切 

・民生委員に自殺対策を 1 つの視点として住民と関わってもらう 

・孤立しやすく、依存体質のある男性への対策が必要 

・自殺が身近な問題となるように啓発が必要 

・かかりつけ医に日ごろの変化を見てもらう 

・「あれっ」という目をもってもらう 

・分かりにくいことを相談できる場所を明確にする（適切な場所に相談できるようにする） 

〇課題 

・引きこもりの人の把握が困難 

・相談する窓口を知らない人が多く、相談先もわかりにくい 

・保護者自身が人に自分を出すことが難しい 

・核家族は自殺の危険が高い 

・定年後の不安が強い 

・退職後に地域とのつながりがない人は変化に気づいてもらいにくい 

 

B グループ（健康管理） 

〇保健指導に参加してもらう仕組み 

・内容を理解して取り組む指導者のあり方 

・近所でメタボ改善の指導が受けられる 

・人が集まる場に出向いて指導 

・パンフレット等読まないので興味を持たせることも大事 



 

・人材(保健指導)バンクをつくり派遣 

・広報を読んでもらえるような仕掛け 

・健診項目の重点の置き方が大切 

・短時間で受診できる仕組みづくり 

〇高齢者が受けやすい環境整備 

・介護施設、入所者にも健診受診を促す 

・巡回健診を増やす 

・健診の送迎付き巡回バス 

・福祉委員、民生委員による声かけ 

・医療費と健診受診費用の比較（金額設定の検討） 

・受診のきっかけづくりが重要 

・ホームページに健診受診勧奨があるとよい 

〇受けない人にどうアプローチするか 

・子どものころから意識づける 

・誕生日月に健診案内 

・受診のきっかけが一方的でなく双方向になるとよい 

・日ごろから病院にかかっているという市民意識の改善が必要 

・健診に対する意識が両極端 

・健診を受けるメリットが分かりづらい(何かもらえる等) 

・施設入所者は受けにくさがある 

・未受診者への対策 

・受診日を平日だけでなく土曜の対応も可能になるとよい 

〇妊婦健康診査、乳幼児健康診査 

・園などにつながりのない子どもへの受診アプローチ方法の検討 

 

C グループ（食育推進） 

〇地域への愛着が重要 

・地産地消で周南ブランドを広めて周南を知ってもらう 

・食生活改善推進員と母子保健推進員がコラボして保護者に試食してもらい食育を広める 

・栄養士が他職種とコラボ 

・多職種、地域の企業と連携して周南ブランドを知ってもらう 

〇子どもの保護者への普及 

・お弁当に冷凍食品ばかりで、食べたことのない食材が多く子どもが色々な味を知らない 

・食への関心がない 

・母親への知識提供が必要 

・マナー指導も必要 



 

〇その他 

・食とスポーツのイベントをコラボして様々な人に知ってもらう 

・直売所に年配の人しか来ないので PR して若い人にも食べてもらうようにする 

・今の若い人は色々な食材の調理方法や料理を知らないので教える機会があるとよい 

 

D グループ（健康管理） 

〇特定健康診査、がん検診 

・データをグラフ化(見える化)し変化を知ってもらう 

・保健指導を確実に実施し個別勧奨する(保健師による個別訪問) 

・集団検診会場を増やす 

・特定保健指導そのものを知ってもらう 

・他団体とのつながりや連携が大切 

・健診受診後相談できる場の紹介(健診と指導のつながりを明確化させる) 

・地域、関係団体、個人で行っている取組を行政が取りまとめて市民へ周知 

・つながりが持てていない人や団体をどうするか考える必要がある 

〇妊産婦健康診査、乳幼児健康診査 

・乳幼児の食事のバランスを考えた食事の提供が必要 

・妊婦の食事管理も重要(産婦人科に栄養士はいない) 

  

 

〇委員長  最後に、その他、計画素案に関しまして、お気づきの点やご意見等がありま 

     したら、よろしくお願いします。 

貴重なご意見を多数いただき、ありがとうございました。本日のご意見は計画

策定の参考としたいと思います。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致しま

す。以上でグループワークを終了させていただきます。 

閉会 

〇事務局  皆さまありがとうございました。有馬さん、ご参加ありがとうございました。 

本日、協議していただきました内容を第 3 次周南市健康づくり計画に盛り込み

ながら策定をすすめていきたいと思います。これからの流れとしましては、1 月

にパブリックコメントを行い、市民のご意見をいただき、その後、素案の修正を

行い、年度末の健康づくり推進協議会を経て、今年度中に策定の予定としており

ます。なお、委員の皆さまには、1 月のパブリックコメントと同時期に、修正し

た計画をお送りしますので、お手元にあります計画素案につきましては回収さ

せていただきたいと思います。 

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。 


