
 

 

 

 

 

令和 4 年度 健康づくりをすすめよう委員会 

（会議録） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：令和４年８月２日（火）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４年８月２日（火）１３時３０分～１５時００分 

出席委員：１４名（欠席５名）                     （敬称略） 

団体名 委員名 

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 坂 本 由 美 

周南市老人クラブ連合会 滝 本   満 

周南市スポーツ推進委員協議会 明 石 和 憲  

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 

周南市 PTA 連合会 柿 本 沙 織 

保育園（周南市こども支援課） 村 上 千鶴子 

小学校（周南市学校教育課） 高 木 茂 男 

山口県漁業協同組合周南統括支店 山 本 敏 郎 

住民代表 柳 谷 悦 子 

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４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、「歯・口腔」について、

委員の皆様にご協議いただきました。 

今年度は、「健康管理」としてがん検診の周知、「自殺対策」としてゲー 

トキーパーを増やすための取り組みについて、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。 

それでは、本日の資料の確認をいたします。 

１ レジメ 

２ 健康づくりをすすめよう委員会 委員名簿 

３ がん検診、しゅうなんスマートライフチャレンジのチラシ 

４ 健康づくり計画 概要版（事前送付）  



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、新型コロナウイルス感染症が拡大している中、お集まりいただきあり

がとうございます。本日は、感染対策に留意し、会議の間に換気を行いながら進

めてまいります。 

     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。昨年度は、「歯と口腔」について協議をしていただ

きましたが、今年度はがん検診の周知、自殺対策についてご協議をお願いできた

らと思います。 

      山口県のがん検診受診率は全国の中でも低い状況にあります。本市でもがん

検診の受診率を上げるための取組に力を入れていきたいと考えております。 

がん検診についての標語で印象に残っているものがありますのでご紹介しま

す。中学生の女の子が考えた標語で『がん検診 おかげで母さん ここにいる』。 

本市の健康づくりを進めるにあたり、がん検診の周知や自殺対策について本

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。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、事務局の紹介をさせていただきます。（事務局自己紹介） 

 

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。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。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 「第３次周南市健康づくり計画」、「がん検診の周知（ピンクリボン月間の取組）」

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。 

本日はグループワークのテーマが２つございますので、１つのテーマごとに

事務局より説明を受けた後にグループワークの流れで実施したいと思います。 

グループワークでは、それぞれのテーマについて、所属団体や地域で取り組め

ることについてご協議ください。まずは、「第３次周南市健康づくり計画」及び

１つ目のテーマである「がん検診の周知」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。概要版

をご覧ください。 

      この計画は、「健康づくり計画」、「食育推進計画」、「自殺対策計画」、この 3

つの計画を統合し、一体的に推進していくもので、令和 2 年度からの 10 年

計画となっております。基本理念として「市民一人ひとりがいきいきと健康

に暮らせるまち周南」を目指しています。 

      まず、「健康づくり計画」ですが、健康寿命の延伸を基本目標としています。

健康寿命と平均寿命をいかに短くしていくかが課題となっており、がんや脳血

管疾患、高血圧といった生活習慣病を予防する対策が大変重要です。本計画

は６つの分野に分けて推進しており、一人ひとりの行動目標、地域・関係団体

の取組等を具体的に記載しています。 

      また、食育推進計画については、「食を通した健康づくりの実践」、「食文化の

継承と地産地消の推進」について、市民一人ひとりの取組を示しています。 

自殺対策計画についてですが、自殺者数は交通事故での死亡者数の約 6 倍と

言われています。市民一人ひとりの役割として、もしかしたら自分の身近にい

るかもしれない自殺を考えている人の存在に気付いて、声をかけ、話を聞き、

見守っていく、そういった意識を市民一人ひとりが持っていただくための取

組を推進しています。 

      次に、しゅうなんスマートライフチャレンジのご紹介をします。サンサンチ

ャレンジやチャレンジウォーキング等、健康寿命を延ばすための市民運動とし

て実施しています。市内の協賛事業所も１４３団体となっております。今後も

皆様にご意見をいただきながら計画の推進を行っていきたいと思います。 

      続いて「ピンクリボン月間の取組」についてご説明いたします。 

      令和 2 年の主な死因別割合は、県、本市共に悪性新生物、心疾患の順となって



います。令和 2 年がんの部位別死亡の割合（山口県）については、最も多いのが

肺がん、そして、大腸がん、胃がんと続いています。平成 30 年がんの部位別罹

患率（山口県）については、男性は前立腺がん、胃がん、肺がん、大腸がんの順

となっており、女性は、乳がん、大腸がん、肺がん、胃がん、子宮がんの順とな

っています。 

      標準化死亡比をみると、周南市は山口県に比べて、男女ともに脳血管疾患の死

亡比が高く、また、子宮がん、乳がん、女性の肺がん、大腸がんも山口県に比べ

て高くなっています。 

令和元年の山口県のがん検診受診率は、いずれも全国順位で 40 位台と低く、

女性の胃がん、大腸がん、子宮がん、乳がんは最下位となっています。 

      次に、「ブレスト・アウェアネス」についてお伝えします。ブレスト・アウェ

アネスは、「乳房を意識する生活習慣」のことです。女性が乳房の状態に日頃か

ら関心をもつことにより、乳房の変化を感じたら速やかに医師に相談するとい

う正しい受診行動を身につけることが必要です。 

      ブレスト・アウェアネスの４つのポイントは、①ご自分の乳房の状態を知る、

②乳房の変化に気をつける、③変化に気づいたらすぐ医師へ相談する、④40 歳

になったら 2 年に 1 回乳がん検診を受ける ことが大切です。 

      続いて、令和 3 年度のピンクリボン月間の取組についてご紹介します。市役

所本庁舎や徳山保健センターでは、ピンクリボンツリーの設置や掲示物、ま

た、周南健康福祉センター、明治安田生命さんと協働で啓発グッズの配布を行

いました。新南陽駅前ロータリーでは、新南陽商工会議所女性部の皆様の御協

力により、ピンクリボン月間の掲示及びイルミネーションを実施しました。ま

た、乳がん体験者からのメッセージ動画の配信や図書館掲示等も行っておりま

す。 

令和 4 年 7 月 29 日には、がん支援団体「ポポメリー」さんから中央図書館に

「がん情報ギフト」の寄贈が行われました。がん情報ギフトは、国立がんセンタ

ー発行の「確かな」「わかりやすい」「役に立つ」がん情報を全国の図書館に寄贈

する取組です。 

      また、がん検診の受診を促す取組として、しゅうなん健康マイレージを実施し

ています。抽選で 114 名様に賞品が当たりますので、まずはがん検診を受診し

ていただき、マイレージに応募をしていただけたらと思います。 

 本日のグループワークでは、「ピンクリボン月間を広く周知するための取組」

として、皆様自身や所属する団体等でどのようなことができるか、乳がん検診等、

女性のがん検診の関心を高めるための工夫について何でもご意見をいただきた

いと思います。よろしくお願いします。 

 



議題 「第３次周南市健康づくり計画」、「がん検診の周知（ピンクリボン月間の取組）」 

の推進について（グループワーク） 

 ○委員長 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（１５分）  ※発表は２つのテーマの協議後にまとめて行う。 

 

議題「ゲートキーパーを増やすための取組」の推進について（説明） 

○事務局  国では、平成 10 年以降、自殺者数が毎年３万人を超える深刻な状況が続いた

ことを受けて、平成 18 年に「自殺対策基本法」が制定されました。また、平成

28 年には、都道府県、市町村に自殺対策計画を義務づけるなどを内容とする改

正が行われています。国の動向を受け、周南市でも、令和 2 年、周南市自殺対策

計画を策定しました。 

自殺者数は、事業開始当初からの比較では、減少しています。令和 3 年は 24

人でした。男女比では、女性に比べて男性が３倍近くとなっています。年齢別で

みると、30 歳以下が約 17％、働き世代を含めた 60 歳未満が全体の 67％を占め

ています。 国や県の動向と同じで、働き世代を含めた若年層への対策が課題と

なっています。 

周南市自殺死亡率は、数が小さいため年によって増減が大きく、全国や山口県

と比較し高い値を示す年もあるものの令和 3 年は 17.2 で、事業開始当初と比較

すると低下しています。国は、主要先進 7 カ国の中で最も高い自殺死亡率を、１

0 年間で 30％以上減少させることを目指しています。本市においても平成 30 年

数値（15.2）の 30％減、10.6 を令和 11 年の数値目標としています。 

自殺は、自分の自由意思であり個人の問題だと考えられがちですが、そうでは

なく、社会的な問題です。自殺対策を進めて行く上で、認識すべきポイントは、

３つあります。①自殺は追い込まれた末の死である。②自殺は防ぐことができる。

③自殺を考えている人はサインを発している。 

このような基本認識の下、自殺対策を生きることの包括的な支援として、保健、 

医療、福祉、教育、労働、その他の関係施策との連携を図り、総合的に推進して

いくことが求められています。 

令和 2 年 3 月に策定した周南市自殺対策計画ですが、誰もが自殺に追い込ま

れることのない社会を目指し、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・協働の推進を基本方針として

います。 

庁内では、例えば、あんしん子育て室では、産後うつや育児ストレスの予防悪

化防止のため、産後乳児家庭訪問を実施しています。また、学校教育課では、各



学校配置のスクールカウンセラーにより、心理教育プログラム SOS の出し方を

周南市全小学校、中学校で実施しています。 

これ以外にも各課で連携し、生きることの包括的な支援を実施していますが、 

健康づくり推進課では、自殺対策強化月間に相談先リーフレットを配布し未然

防止に努めたり、自殺対策を支える人材の育成としてゲートキーパーを養成す

るための研修会を開催しています。 

ゲートキーパーとは、自殺対策では、悩んでいる人に寄り添い、関わりを通じ

て「孤立・孤独」を防ぎ、支援することが重要です。1 人でも多くの人に、ゲー

トキーパーとしての意識を持っていただき、専門性の有無にかかわらず、それぞ

れの立場でできることから進んで行動を起こしていくことが自殺対策につなが

ります。 

自殺総合対策大綱（平成 19 年 6 月 8 日閣議決定）では、重点施策の１つとし

て、ゲートキーパーの養成を掲げ、あらゆる分野の人材にゲートキーパーとなっ

ていただけるよう研修を行うことが規定されており、健康づくり推進課でも平

成 22 年より取り組んでいるところです。 

研修は、対象者にもよりますが 1 時間～3 時間程度で実施しています。ゲート

キーパーには、資格は必要ありませんが、悩みを抱える人を適切に支援するため

の知識やゲートキーパーの皆さんそれぞれの立場での役割を知っていただく内

容となっており、厚生労働省のテキストに沿って実施しています。 

これまで延べ、1,663 名の方に受講していただき、ゲートキーパーとなってい

ただきました。学校や地域、団体等に、実施しています。 

研修の課題について、主なものをあげると今後も若い人に関わる人への継続

実施が必要であること、健康づくり推進課が把握する団体等へは、一通り研修を

実施しており、令和 11 年までの計画的な実施のために対象者の掘り起こしが必

要であること、地域でゲートキーパーが役割を発揮するために、市とゲートキー

パーがつながること、市民にゲートキーパーの認知を広げること などがあり

ます。 

これらの課題解決のヒントを本日のグループワークでたくさん頂ければと思

います。ゲートキーパーを増やすことが国の重点施策でもあることから、「ゲー

トキーパーを増やすためには」をテーマとします。ゲートキーパーを増やすには、

ゲートキーパー養成研修の実施を保健師ががんばります。 

      グループワークでは、思いつくアイデアをどんどん出していただき、ヒントを

頂ければと思います。よろしくお願いします。 

 

 

 



議題 「ゲートキーパーを増やすための取組」の推進について（グループワーク） 

  

・グループワーク（１５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。 

      １グループさんから、お願いします。 

 ○１グループ発表者  

    【ピンクリボン月間の取組周知】  

・調理実習等の女性が集まる場や各団体の定例会等を活用して周知 

・市民センターや各所属団体の事務所等にポスターを掲示 

・ライトアップ（永源山公園の風車など） 

・公用車にピンクリボンのステッカーを貼る 

    【ゲートキーパーを増やすための取組】 

     ・「ゲートキーパー」を知ってもらうために、受講内容を YouTube 等で配信 

     ・周南市は工場が多いため、工場関係者にゲートキーパー研修受講の依頼 

     ・ゲートキーパー養成講座を広める（小中学校、高校、大学、PTA、母の会等） 

       ・関係団体の研修会でゲートキーパー養成講座を実施 

 

○２グループ発表者 

【ピンクリボン月間の取組周知】 

・ピンクリボン月間周知ののぼりや缶バッチを作成 

・市役所、コンビナートをピンクにライトアップ 

・医療機関、診療所にリーフレットを掲示、ポスターを配布 

・女性検診を実施する医療機関を増やすことが課題 

    【ゲートキーパーを増やすための取組】 

・中学生、高校生、大学生、看護学生等の若い人へアプローチ 

・ゲートキーパー養成講座を市民向けに公募する 

・相談できる場所につなぐ役割を担う 

 

○３グループ発表者 

【ピンクリボン月間の取組周知】 

・育児相談等でピンクリボン月間のコーナーを設置し周知 

・何かの折についでに「がん検診」が受けられる場を設定する 

・託児ありの検診会場を増やす 

・学校でチラシ配布や参観日等で啓発 

・若い世代や専業主婦向けの取組を検討 

     



【ゲートキーパーを増やすための取組】 

・小学校、中学校、高校、大学それぞれで講演会や研修会を実施 

・スクールカウンセラーからもっと身近に相談ができるようカウンセラーを増

やす 

 ○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。  

以上で、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。 


