
平成 30 年度南砺市健康づくり推進協議会 会議録 

１．日時  平成 30年 11 月 13 日（火）午後 7時～午後 9時 15 分 

２．場所  南砺市地域包括ケアセンター2階多目的研修室 

３．出席者 ①出席者：10 名  矢島委員、北川委員、中林委員、武部委員、根井委員  

村澤委員、畠中委員、須川委員、井口委員、小林委員 

       欠席者： 5 名   松本委員（代理出席）、垣内委員（代理出席） 

才川委員（代理出席）、川合委員、髙見委員 

      ②傍聴人：  0 名 

      ③事務局：地域包括医療ケア部長 ほか 10 名 

４．会議内容 

（１）開会 

（２）会長挨拶 

（３）副市長挨拶 

（４）協議事項 

１）各課の健康づくりの取組み状況及び健康プランの現状について（資料 1～7） 

   各課より実績・課題を含め、取り組みについて説明 

資料 1 妊娠期から乳幼児期の保健事業（保健センター） 

資料 2 保育園における保健事業（こども課） 

 資料 3 小・中学生の保健事業（教育総務課） 

 資料 4 成人期の保健事業（健康課保健係） 

資料 5 南砺市国保、医療費の現状（市民生活課国保･年金係） 

 資料 6 高齢期の保健事業（地域包括ケア課） 

資料 7 南砺市民健康プラン(第 2次)進捗状況（健康課保健係）                           

 ２）自殺対策計画（仮称）の素案について（資料 8） 

   保健センターより説明 



 ３）ご意見・質疑応答の内容 

会長     こども課では、職員に対して AED の研修を実施しているとのことだが、ほぼ全職

員が AED を使えるのか。 

事務局    そこまでには至っていない。大きい保育園には看護師がいるほか、園児を担当し

ている職員は研修を受講しているが、職員全員が使えるわけではない。今後、保育

園全体に広めたい。 

会長     市全体として、職員は研修を受けているか。 

事務局    AED の使い方については、毎年消防署の講習を実施している。 

委員     資料 1（P1②）妊産婦医療費受給者の病名内訳で、糖尿病と高血圧が増加してい

るとあったが、これは出産年齢が上がってきていることが原因か。 

また、どの様な対策があるのか。 

        ④低出生体重児の割合増加は、市・県ともに増加傾向にあるが、この対策はある

のか。 

事務局    妊産婦医療費受給者の内訳として、糖尿病と高血圧が増加している背景について、

妊娠年齢の上昇が原因かは把握していない。ただし、背景の一因に遺伝的なものも

あるため、家族既往歴の聞き取りや食事指導を適宜行うことで対応している。 

また、低出生体重児については、妊娠届時や妊娠 20 週以降の出産支援交通費助

成申請時に、妊娠中の生活について聞き取りながら、助言・指導やリスク確認を行

っている。 

委員     市も県も増加傾向なら全体的に増えているということなので、原因が分かれば対

応しやすいと思う。資料 3（P10(3)）アレルギーの箇所で記載があった、エピペン

とは何か。 

会長     エピペンとは、アナフィラキシー対応時に打つ注射のこと。アレルギーに関連し

て、原因は何が多いのか。 

事務局    卵、乳製品、エビ、かにが多い。 

会長     資料 3（P11）のノーゲームデー等に関する標語を募集して、何かいい標語があ

ったか。 

事務局    標語のことまでは把握していないが、ノーゲーム・ノー動画デーに関しては、ゲ

ーム、テレビ等の時間を自分で少なくする目標を立てる取り組みを学校で実施して

いる。 

会長     成果はどの様になっているか。 

事務局    取り組みの実績は出ているが、その成果自体を数字で表すのは難しい。 

委員     資料 1（P3）④のデータについて、問診票よりとあるのは、自己申告でフッ化物

塗布を終了した人が表記されているのか。それとも、市で実施しているフッ化物塗

布分のみ対象者なのか。個人的にフッ化物塗布を受けている人もいると思うが、ど

うか。 



また、乳歯が生え揃うのは 2～3歳であり、1歳 6か月児健診だけでフッ化物塗布

は終わらない。市で実施している 2歳、3歳の時期は、フッ化物塗布の効果ではな

く、家庭環境が大きく反映しているのではないかと思う。データを出すときには長

い目でみて、例えば小学校 1～6年生までにフッ化物塗布・洗口をした人としない

人にして比較した方が良いのではないか。 

事務局    資料には「1歳 6か月児健診及び 3 歳 6 か月児健診問診票より」と記載したが、

1歳 6か月児健診から 3歳 6か月児健診までに実施する5回のフッ化物塗布の機会

全て受けた人を完了、全く受けていない人を未実施とした。資料の記載ミスであり、

修正したい。 

委員     ほっとあっとなんと体操 verⅡと verⅠとの違いはなにか。verⅠを利用して、施

設でお年寄りの方を対象に食事前に体操してもらっている。今後、どのような普及

をしていくのか。 

事務局    verⅡは南砺市の歌に合わせて踊りやすくなっている。また、音楽付きの体操の

ほかに筋力トレーニングも付いており、体力に合わせた体操ができる。地域包括ケ

アセンターで DVD を貸し出しているので、気軽に声をかけてほしい。 

委員     資料 2（P5）で簡易視力検査を 4歳児に実施しているが、3歳 6か月児健診時に

も実施している。4歳児で実施する視力検査の内容の違いや、検査によりスクリー

ニングする目の病気はどのようなものを視野にいれているのか。他市にはない取り

組みだと思うので、どういう特徴があるのか。 

       また、資料 4（P16）の受診勧奨判定値の方で、未治療の方というのは受診もし

ていないのか。それとも、受診はしたが医師の先生が様子見で治療に至らなかった

のか。受診勧奨レベルとなると治療が必要なレベルであるため、この未治療の方が、

受診もしていないとなると予防的に関わりもたくさんあると思うし、治療をしてい

ないとなると主治医の先生の意向もあると思う。ここでいう未治療とはどういう方

をいうのか？ 

事務局    保育園における視力検査は、ランドルト環を使用しながら行っている。子どもの

視力は生まれてから成長・発達し続けており、就学頃にほぼ完成すると言われてい

る。異常を早期に発見することで、特に弱視等の早期発見につなげ治療効果が高く

なると保健師や看護師から聞いている。少しでも多くの子ども達の視力異常を早期

に発見することを目的に、保育園で実施している。 

事務局    P16 の重症化予防について、未治療・治療中の類分けをしているが、治療中とは

現在治療中の方としている。未治療の方の中には、全く受診していない方と過去に

受診したが現在は治療を中断・経過観察している方を含んでいる。未治療の方につ

いては、数値的にも大変悪い状態であると聞いていることから、治療につなげるよ

うに勧奨等働きかけをしている。 



（４）各団体の健康づくりに関する取り組み及び課題等について 

委員（歯科医師会） 

歯科医師会では、ライフステージにおける歯科健診を実施している。妊婦歯科健

診、お口もぐもぐ教室、1歳 6か月児・3歳 6か月児健診、小中学校の歯科健診、

40～80 歳の 5歳刻みの年齢の方に口腔疾患検診を実施している。 

高校卒業から 40歳までは健診の機会がなく、個人レベルでの受診・健診となる。

口腔疾患検診において受診されるのは、60 歳以上の方が多く、若い人は少ない。壮

年期の空白の時期が埋まればいいと思う。 

歯科医師会では在宅治療の機材を持っており、以前より利用する人が増えている。

少しずつではあるが、近隣市町村に近づいてきていると思う。ニーズがものすごく

高く、全てに対処しきれないところもあるので、我々としても努力していかないと

いけない部分である。 

委員（砺波厚生センター） 

     南砺市では、それぞれのがん検診の受診率向上に向けて毎年アイデアを出され、

ポータルサイトの活用や個人負担金の減額をするなどしている。引き続き先進地と

してのアイデアを出して欲しい。 

     働き盛り世代へのアプローチが問題となってきていると思うが、厚生センターで

は、地域と職域のタイアップを目的とした「地域職域連携協議会」を設けている。

その中で協会けんぽ加入事業所へ実態調査を行った。473 事業所（従業員 10～49

名の小規模事業所）を対象に実施し、282 事業所（約 60％）から回答があり、うち

南砺市内事業所からの回答は約 100 事業所だった。「今後、事業所で取り組んでみ

たいこと」の回答として、心の健康や検診受診率の向上があった。禁煙も多かった

が、先ほどからの自殺対策にも続くのかなと思う。南砺市では事業所とタイアップ

して健康教育を実施しているということなので、アンケート結果を参考に来年度以

降の事業へつながれば良いと思う 

委員（体育協会） 

       体育協会は、気軽にスポーツに親しむことができる環境づくりを目指して、スポ

ーツを通じ市民の心豊かな交流を図り、健康で明るいコミュニティーづくりを推進

するということを基本目標の１つとしている。スポーツは心身の健全な発達を図り、

明るく豊かな生活を送る上で大変重要な役割を果たしている。競技力の向上のみな

らず、体力づくりや健康づくり、精神的な充足等、目的は様々である。多様な種目、

年代の多くの市民がスポーツを楽しんでもらえるよう努めている。 

先週、ねんりんピックが富山県で開催され、南砺市ではペタンク競技が実施され

た。また 2020 年 2 月に冬季国体スキー大会が開催される。大きなスポーツ大会が

地元で開催されることで、競技種目への関心が高まり、当該競技人口の増加、関連

スポーツ施設の新設や整備拡大につながることを期待する。 



       懸念としては、公共施設の縮減が図られていること。身近にあるスポーツ施設が

なくなれば、その地域の住民は多少なりとも遠方へ出向くことになる。その方たち

がスポーツから遠ざかることのないよう願っている。

委員（連合婦人会） 

健康づくりは人づくりでもあると思う。人づくりとなると、その原点は家庭、家

族関係、地域の人間関係かなと思う。 

連合婦人会では会員の減少、そして若い方の参加が少なくなっている。みなさん

地域づくりへの関心が薄くなっている気がする。婦人会としては、核家族ではあっ

ても、地域で支え合う人づくりができればいいと思う。今後とも健康づくりや人づ

くりにおいて難関に立ち向かったとき、自分で解決できる力を持った人が育てば良

いと思う。 

委員（公募委員） 

       自身は福野体育館のランニング走路を利用して、ウォーキングやランニング等を

しているが、施設利用料が高いと思う。アリーナを占有しているわけではないし、

長時間使用するわけでもない。自身のほかにも、200 メートルの距離をたくさんの

人が歩いたり走ったりしている。ランニング走路を利用したウォーキングやランニ

ングにはアリーナと違った料金設定を考えていただき、お年寄りや子どもが、雨で

も、暗くても安全に運動できるよう提案したい。 

委員（公募委員） 

       スポーツクラブは、南砺市に 8つある。みな同じ目的を持って、地域住民の方々

に喜んでいただける教室を展開している。その中でも福光スポーツクラブでは、シ

ニアを対象とした貯筋運動教室を展開している。地域の指導者育成を主の目的とし

て、受講者は地域の公民館で活動を展開している。 

       引き続き、シニアを対象とした貯筋運動教室を普及するように話合っている。 

委員（公募委員） 

       小・中学校の保健事業について、市では学童思春期保健事業として、平成 25 年

度から小学校 5年生、中学校 1・2年生を対象としてモデル校を設定し、助産師や

カウンセラー等専門職を講師として生と性の教育に取り組んでいる。平成 30 年度

から、全小中学校で系統的に実施していると聞いており、素晴らしい取り組みだと

思う。他の教科とも関連付けながらより効果的なものにしてほしい。 

次に資料 3（P11）にある、視力低下や睡眠時間の低下の大きな原因の一つとして

インターネットの利用が挙げられるのではないかと思う。インターネットへの依存

は、視力低下や睡眠時間の低下だけではなく、イライラが募ったり、昼夜逆転、遅

刻・欠席の増加、悪口の書き込み、個人情報の流出といったトラブル等、様々な悪

影響を及ぼしている。小中学校、ＰＴＡ、児童会・生徒会の委員会を通しても色々

な取り組みをしていると思うので、今後も続けてほしい。 



個人的に気になるのは、乳幼児期からの長時間の電子機器の使用による生活リズ

ムの乱れや依存症、育児をしながらスマホやゲームをしている親がたくさん見受け

られること。機会をとらえ保健センターや会合等で指導していただければ、乳幼児

期の健全な成長を促すとこにもなるし、小中学生の健康へのつながりにもなると思

う。 

委員（母子保健推進員連絡協議会） 

       母子保健推進員連絡協議会では、母と子の身体や心の健康の役に立てるよう活動

している。例えば生後 2か月頃の赤ちゃん訪問、乳幼児健診や子育て支援センター

での身体計測。紙芝居、人形劇を通した歯磨きの大切さや風邪予防等の啓発活動を

している。また、昨年度から、2歳 6か月児健診で手作りおもちゃ作りコーナーを

設けるなど、母子と関わっている。 

       課題は、出生数の減少・低出生体重児の増加によって、母子保健推進員が赤ちゃ

ん訪問を行う件数が減ってきていること。また、0歳児、1歳児から保育園へ入園

する方も増えており、子育て支援センターを利用する乳幼児の数も以前より減って

きていること。これからは、利用される親子の変化に合わせて活動を工夫していき

たい。関わる機会が減ってきているので、少しでも親子に声を掛け、支える場面が

作れたらいいなと思う。南砺市でも核家族が増えているということで、母親の子育

ての不安や負担は更に大きくなっているのかなと思うので、少しでもお手伝いした

い。 

フッ化物塗布を定期的に続けることは大切だと思う。1歳 6か月児、3歳 6か月

児健診では個別に案内を送るので健診受診率もほぼ 100％となっている。しかし、2

歳児、3歳児の場合はフッ化物塗布の為だけに各会場に出向くことになるうえ、案

内は広報のみとなっている。本当は受けたい人も時期を逃しているケースがあるた

め、個別のお便りやなんとすこやかタウン、アプリを使用してお知らせできる仕組

みにより、少しでも子どもたちの虫歯予防のため何かできたらいいと考えている。 

委員（ヘルスボランティア連絡会） 

       ヘルスボランティアの活動は、健康づくりとして南砺市全体の活動、旧町村毎の

支部活動がある。今年も市とタイアップした健康ウォーキングを実施した。毎回

100 人近い参加があり、好評でもある。普段から歩いている方もたくさんいるが当

日をきっかけに習慣になることを期待している。ここ数年、全国的にウォーキング

人口が増加しており、時間や場所を選ばない手軽さが受けているためだと思う。ま

た、健康意識の高い人が増えてきている表れだと思う。 

       座学研修では、認知症、心の健康、うつ、自殺の対応について学ぶことを企画し

た。各支部でも、運動・研修を毎月開催している。私たちは、健康づくりのお手伝

いをすることを目的とし、健康診断や各支部サロンでの活動をしている。一番身近

な活動はサロンの活動だが、参加して欲しい人ほど来ない現状がある。迎えに行っ



たりもするが、プライドや人間関係が参加しない理由の一つかもしれない。来年か

ら小規模多機能自治も始まるため、もっと横のつながりを深め、効果がある健康づ

くりに協力していきたい。自殺対策の取り組みがうまくいき、自殺する方が増えな

いように願っている。 

委員（食生活改善推進協議会） 

       「私達の健康は私達の手で」をスローガンに、会員 327 名が 8支部で活動してい

る。各支部では、三世代ふれあいクッキングや男性料理教室を実施している。会員

は中央研修で学んだことを各支部で共有するために伝達講習会を 200 回以上実施

しており、地元住民 8,600 人以上に参加していただいた。塩分調査では、減塩の重

要性を伝えている。食品廃棄物削減の取り組みとして、8月に小中学生とその家族

を対象に「食材丸ごと使い切り料理コンテスト」を実施した。市内全体で行いたか

ったが、会員が声かけし集まった方での実施となった。ユニークな料理が出ており

感心した。 

       今年で 3回目になるが、生活習慣病予防減塩スキルアップ事業として、高校へ出

向き、講座を行っている。今年は今週金曜日に福光高校で実施を予定している。そ

の時には、朝食の重要性や減塩、野菜の摂取、適正体重の話をし、その後調理実習

を行う。新規事業として、働き盛り世代を対象とした事業を南砺市職員にお願いす

る予定。高校生の話の内容に加えて、喫煙と飲酒の話をしたい。 

       悩みは、会員が増えないことと高齢化していることだが、地道に活動していきた

い。自殺予防の観点からすると、地元の伝達講習会へお誘いし、出かける機会を作

ることが私たちにできることかなと思う。 

委員（富山大学） 

自殺対策計画に記載されてある取り組みを見て、南砺市ではいろんな対策をして

いて感心した。気になる点として、自殺の件数は、がんの件数と比べて数が少ない

ので、お１人亡くなっても人口 10万対で数値が跳ね上がる。そういうところがネ

ックだと思う。県内順位を付けることや、全国と比べても南砺市は高齢化率が高く、

高齢者の自殺が多いように見えてしまうため、統計の読み取りもそこに配慮された

ら良いと思う。 

       警察庁が出す自殺統計にある原因は、遺書だけを分析している。遺書に、健康問

題や家庭問題の内容等いくつもの原因が記載されていれば重複して挙がっていく。

遺書に本心を記載しない方、精神疾患の既往歴等の背景や統計の特徴を考慮しなが

ら、誤解のないような読み取りの中で南砺市の特徴を書かれたらいいと思った。 

今日の報告の中で、心の健康についてあまり出てきていなかった。高齢者のうつ、

産後うつ、学校であればいじめや不登校の問題があると思う。自殺対策計画を具体

的に進めるためには、健康プランでの取り組みも非常に大事となってくる。次年度



の報告となると思うが、心の健康の部分をご紹介いただければと思う。またそれが

自殺予防の結果にもつながっていくと思う。 

委員（自治振興会連合会） 

       国の方では、医療・介護費が高くなって財政が厳しいという話もあるが、私たち

に関しては、健康保険料や介護保険料、医療を受ける方は自己負担分にも影響して

くる。反対に考えれば、健康でさえあれば医療を受けることもないし、介護のお世

話になることも少ない。老人会の会合でも、健康寿命を延ばしましょうという話を

する。年齢で制度が切れるのではなく、横の連携を上手くつなげてシームレスな対

応をして欲しい。 

       自治振興会として、平成 31 年度から始まる小規模多機能自治に取り組んでいき

たい。南砺市 31自治振興会で準備を進めている中で、健康部門としては、週１サ

ロン、通所型サービスＢに取り組む小規模多機能自治が増えるのではないかと思う。

ただ、それだけでは健康を作らされている感があるため、もっと楽しく豊かに暮ら

せるように自治振興会として取り組んでいく必要があると思う。また、地域に貢献

するという部分で、自分の励みになるようなことも取り入れたいと思う。小規模多

機能自治はその地区の裁量で地区の問題点を解決するという利点はあるが、課題解

決には市との連携は欠かせないと思う。支援や助言もいただき、車の両輪的な形で

進めることで地域に健康な方が増え、健康づくり推進協議会の目的も達成できるの

ではないかと思う。

会長 みなさま非常に貴重なご意見をありがとうございました。行政の方はこの意見を

活かしていただいて、また、みなさまは各団体に戻られてご報告いただけたらと思

います。 

       出席のみなさま、非常に活発な熱意ある議論ができ良かったと思います。 

       本日はありがとうございました。

（５）その他 なし 

（６）閉会  地域包括医療ケア部長挨拶 

                                       以上 


