
 

 

 

 

 

令和３年度 健康づくりをすすめよう委員会 

（会議録） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：令和３年８月１２日（木）１３時３０分～１５時００分 

 場所：徳山保健センター１階 健診ホール 

 

 

 



会議時間 令和３年８月１２日（木）１３時３０分～１５時００分 

出席委員：１３名（欠席６名）                     （敬称略） 

団体名 委員名 

山口県周南健康福祉センター 本 田 成 美 

徳山医師会 西 岡 浩 司 

徳山歯科医師会 重 中 政 信 

山口県栄養士会周南地域事業推進委員会 中 村 理 香 

周南市老人クラブ連合会 滝 本   満 

周南市母子保健推進協議会 兼 重 江美子 

周南市食生活改善推進協議会 佐々木 哲 子 

ＪＡ山口県周南統括本部女性部 河 村 貞 子 

保育園（周南市こども支援課） 梅 田 美枝子 

山口県漁業協同組合周南統括支店 山 本 敏 郎 

住民代表 福 田 光 明 

住民代表 林   通 生 

住民代表 室 田 るり江 

 

開会 

○事務局  定刻となりましたので、ただいまから、令和３年度「健康づくりをすすめよ

う委員会」を開会します。この委員会は、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。任期は１年となっております。 

      令和２年３月に策定いたしました「第３次周南市健康づくり計画」ですが、

昨年度の健康づくりをすすめよう委員会では、「健康づくり」「食生活・栄養」

「自殺対策」について、委員の皆様にご協議いただきました。 

今年度は、「歯・口腔」について、周南市民の健康課題を共有し、その解決

のための具体策について皆様にご協議いただき、健康づくりの推進につなげ

ていきたいと考えております。 

なお、新型コロナウイルス感染対策のため、進行の合間に換気を行います。

そのため、時間をみながら前後の扉を開けますのでご了承ください。 

それでは、本日の資料の確認をいたします。 

１ レジュメ 

２ 健康づくりをすすめよう委員会 委員名簿 

３ 周南市健康づくり計画 概要版 

４ 周南市民の健康を支える歯と口腔に関する条例 概要版  

５ 歯科保健パワーポイント説明資料 



挨拶 

○事務局 開会にあたりまして健康づくり推進課 課長 久村がご挨拶申し上げます。 

○課 長 本日は、悪天候の中、新型コロナウイルス感染拡大に伴う心配がある中、たく

さんの皆様にお集まりいただきありがとうございます。 

     健康づくりの推進に関しまして、令和 2 年 3 月に「第３次周南市健康づくり

計画」を策定いたしました。今年は、推進の２年目となりますが、本日は、歯と

口腔について、協議をお願いしたいと思います。歯と口腔については、全世代で、

よく噛むことが不足しており、全身に影響に与えることが分かっておりますが、

歯と口腔と健康を一緒にすすめようと県内でも初となる「周南市民の健康を支

える歯と口腔に関する条例（令和元年 4月）」を策定いたしました。まだ周知不

足で市民の方への浸透が十分ではありませんが、本日は計画推進のために、皆様

にご意見を頂けたらと思います。 

     新型コロナウイルスが猛威を振るい全国的な拡大が報道される中、健康づく

りをすすめていくことの難しさを痛感しておりますが、こういう時代だからこ

そ、感染症対策と健康づくりを一緒に進めていかないといけないと思っており

ます。行政の力だけでは、大変難しいと感じておりますので、本日はたくさんの

忌憚のないご意見をいただきたいと思っております。 

本日出されましたご意見は、各所属団体に持ち帰っていただき、伝え広めてい

ただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局 それでは、次に委員の皆様のご紹介をいたします。本日は、グループ別にご着

席いただいております。大変勝手ではございますが、前のグループから順に自己

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、全員で礼） 

 

委員長 副委員長の選出について 

 ○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。 

 ○事務局 事務局一任ということでよろしいでしょうか。 

 ○委員一同 ※承認の拍手 

 ○事務局 それでは、事務局一任のご発声をいただきましたので、事務局案をお示しした

いと思います。委員長は徳山医師会から推薦の西岡委員、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。 

 ○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、西岡委員長、佐々木副委員長よろしくお願

いします。前の席にお移りください。これからの議事の進行は、西岡委員長にお

願いします。 

 ○委員長、副委員長挨拶 

 

 議題（１）「第３次周南市健康づくり計画」について（説明） 

 ○委員長 それでは、議事に入らせていただきます。本日は、「第３次周南市健康づくり

計画」の概要について、その後に、本日のテーマ「歯・口腔」について、事務局

より説明をお願いいたします。 

 ○事務局 「第３次周南市健康づくり計画」についてご説明させていただきます。 

      この計画は、「第３次周南市健康づくり計画」、「第３次周南市食育推進計画」、

「周南市自殺対策計画」の３つを一体的に推進していこうと策定した計画です。

「市民一人ひとりがいきいきと健康に暮らせるまち 周南」を基本理念とし、市

民と関係団体、行政等が協働し、健康づくり、食育、自殺対策を一体的に推進す

ることとしています。本日のテーマは「歯・口腔」になりますが、アンケートに

よると過去 1 年間に歯科健診について、半数近くの方が受診していないという

結果でした。また、一人ひとりの行動目標は、「適切な口腔ケアを実践しよう」

「子どもの時からよく噛む習慣を身につけよう」「定期的に歯科検診を受けよう」

となっております。評価としては、令和 6 年度までに、虫歯のない 3 歳児の割

合 90％を目指そう、よく噛んで味わって食べることをほぼ実践している成人の

割合を 40％としよう、過去一年間に歯科検診を受診した成人の割合を 60％に増

やそうとしています。一人で健康づくりに取り組もうと思っても、継続はなかな

か難しいですが、周りの支援があれば、楽しく継続しやすくなります。一人ひと

りの行動を応援するために、一緒に取り組んでいけたらと思います。皆さま、各

所属で一緒にご協力をいただきたいと思います。       

          （「第３次周南市健康づくり」について、計画概要版に沿って説明） 

 

      続きまして、歯科保健の現状と課題についてお話しさせていただきます。 

      お口の役割としては、噛んで飲み込む、食べる、話す、表情を作る、呼吸を助

けることなど生きていく上で大事な働きばかりです。口腔機能については、身体

機能と同じように、乳幼児期から学童期に獲得し、成人期には維持し、高齢期に

は加齢とともに低下していきます。しかし、子どもの時に、適切な口腔機能を獲

得しなければ、高齢期になり、低下が著しくリスクが大きくなります。それぞれ



の世代で、お口の健康づくりに取り組むことが大事です。 

      周南市民の健康を支える歯と口腔条例についてですが、歯と口腔の健康づく

りに取り組むことはもちろんですが、よく噛んで食べるなどの食育についても

一緒に進めることとなっています。市民、市、関係機関と協働で取り組むことで、

生涯にわたり、食べることを保ち、健康寿命の延伸につなげることを基本理念と

しています。条例につきましては、まずは、皆様に知っていただき、各所属でも

広めていただければと思います。 

続きまして、歯科保健の現状と課題についてです。 

（乳幼児期について）  

・就寝時に母乳を飲む 36.9％、甘い飲み物を毎日飲む 32.3％、甘いおやつを

毎日食べる 53.8％、間食回数が 1日 3回以上 13.5％（平成 30年）。これらの

むし歯リスクを高める間食のとり方をしている家庭がこれだけある。 

      ・虫歯がない 3 歳児の割合 83.9％（平成 29 年）。虫歯のない人の割合はやや

増加傾向、国平均に比べ低い。目標値 90％としている。 

・よく噛んで食べる習慣は、成長するにつれて、減少している。 

    （学童期・思春期について） 

      ・周南市の小学生のむし歯の状況は、むし歯の無い人の割合は、やや増加傾向、 

国や県平均に比べ低い。 

・周南市の小・中学生のう歯治療率は、小学生で 41.1%、中学生で 67.0％（平 

成 30年）。治療が必要だが、治療を受けていない人がいる。 

（青壮年期について） 

・40歳代で 24本以上自分の歯がある人の割合は 72.1％（目標値 75％）。 

・60歳代で 24本以上自分の歯がある人 55.5％(目標値 75％)。 

    （高齢期について） 

      ・口の渇きが気になる人、お茶や汁等でむせる人の割合は県平均に比べ高い 

（平成 30年）。 

    重点的に取り組む歯科口腔保健対策 

・乳幼児期 むし歯予防となる食習慣の確立  

乳児から 1 歳 6 か月児の保護者に、適切な間食の内容やとりかたを伝えるに

はどうしたらよいか。 

・学童期 学校歯科健診後の治療率の向上 

学校歯科健診で治療が必要と判定された児童の治療率を向上させるにはどう

したらよいか。また治療率が低いのはどういった理由があるか。 

・青壮年期 歯科疾患の予防となる口腔ケアの実施 

 適切な口腔ケアの実践や、定期的な歯科受診につなげるにはどうしたよいか。 

・全ライフステージ 口腔機能の獲得・維持・向上 



  高齢期ついにいては、口腔機能を維持するために取組めることはどういっ

たことがあるか。 

  また全ライフステージにおいて、よく噛んで食べることを実践するために

取組めることはどういったことがあるか。 

 （周南市民の健康を支える歯と口腔条例概要版、歯科保健説明資料に沿って説明） 

 

以上につきまして、課題の解決にむけて個人でできること、所属組織でできるこ

とを、１グループは、乳幼児期について、２グループは、学童期・青壮年期、３グ

ループは、高齢期についてご協議いただきます。  

 

 議題（２）「第３次周南市健康づくり計画」の推進について（グループワーク） 

 ○委員長 それでは、ただ今から、議題（２）「第３次周南市健康づくり計画」の推進に

ついて、歯・口腔のテーマでグループワークに移ります。 

では、グループワークの手順について、事務局より説明をお願いいたします。 

 ○事務局 （グループワークの手順・役割分担・時間配分等について説明） 

 

 ・グループワーク（３５分） 

 ○委員長 それでは、各グループで出た意見について、全体で共有したいと思います。 

      ３グループさんから、お願いします。 

 ○３グループ発表者  テーマ「高齢期の歯・口腔について」 

 ・体操が大事であるが、みんなで、簡単、分かりやすく、楽しく、曲にのせて

実施できるとよい。 

 ・音楽体操、口腔体操、パタカラ体操、真向法体操などの体操を実施する。 

 ・認知症の会、老人クラブ、通所リハなどの通いの場で、みんなで実施する。

誰かと一緒にやればできる。会合等に出かけることを推進したい。 

 ・一人でできることとしては、するめや固いものを食べて、唾液量を増やした

り、歯・口腔機能を維持させる。 

 ・口腔ケアや歯みがきなど、専門家の指導を受けられると良い。 

 ・予防歯科が流行っているが、痛いときにすぐに受診できないことが心配。 

 ○委員長 次に１グループさん、お願いします。 

 ○１グループ発表者  テーマ「乳幼児期の歯・口腔について」 

・歯みがきに慣れる、仕上げ歯みがきを親が必ずすることを周知していく。 

 ・おやつの時間を決める。おやつの後は歯みがきを習慣となるよう周知したい。 

 ・かみかみ運動、固いものを食べることを伝える。 

 ・入園児へ、健康教育やお便り等で、歯の大切さを伝える。歯科衛生士の話し

を親に聞いてもらう機会を作る。 



 ・歯に良いおやつのレシピを栄養士に教えてもらう、広めてもらう。 

 ・母推活動（サークル）時、歯科衛生士に健康教育を実施してもらい、歯ブラ

シをプレゼントしている。 

 ・おやつメーカーやドラッグストアとの連携ができるとよい。リーフレットや

情報をいただきたい。 

 ・小魚がとれるおやつのレシピの考案ができるとよい。 

 ・幼稚園や保育園で、あいうべ体操（お口の体操）の実施をしている。 

 ・産婦人科や小児科と連携し、情報の周知に協力していただくとよい。 

 ・1歳 6か月児健診や 3歳児健診時、保護者にレシピや健康教育等、情報提供

ができたら良い。 

  

 ○委員長 次に２グループさん、お願いします。 

○２グループ発表者  テーマ「学童期・青壮年期の歯・口腔について」 

・3歳までに口腔内の菌叢が決まると言われている。口移し、食器の共用等を

しなければ、大きくなっても健康が保てる。妊娠期から、周知できるとよい。 

 ・健診後の受診率が低い。学校から強い働きかけが必要、義務化ができると良

い。10 月からは、小学生は、全員医療費が無料となるため、受診しやすくな

る。周知できると良い。 

 ・むし歯は小さいうちに治療しておくと痛くない。そのために、定期的に健診

を受けることが習慣化できるよう、周知できると良い。 

 ・スマイル検診、歯周疾患健診の回数が増えると良い、受診した人へは、サー

ビスを検討できると良い。     

 ○委員長 皆さん、活発な協議、貴重な意見を多数いただき、ありがとうございました。 

これらの意見は、今後の推進の参考としていただきたいと思いますので、各所

属団体内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。  

１グループは、乳幼児期でしたが、なかなか難しいなと思いました。保護者へ

のアプローチが重要です。２グループは、学童の健診後の受診率が低いというこ

とで、小学生については、今後医療費が無料となることから、受診率が上がると

良いと思います。私は、病院に勤めていますが、病院では、週に 150人くらい健

診受診者の受診があるので、歯科健診も一緒にできたら良いかなと思いました。

３グループは、高齢期ですが、口腔機能の維持、一人ではなく、みんなで無理な

くできる方法を考えていただきました。 

以上で、議題（２）の計画の推進については、終了させていただきます。 

それでは、予定されていました議題をすべて終えましたので、委員長・副委員

長の役を解かせていただきます。 

 ○事務局 皆様、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各所属団体や健康づくり推進課の活動

に盛り込みながら推進していきたいと思います。 

      以上で「健康づくりをすすめよう委員会」を閉会します。 

      皆様、お気をつけてお帰りください。 

 


