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第６章 
 

 

 

１ 地域懇話会のまとめ 

（１）概要 

尾道市における健康づくりや食育の現状を市民と共有し、計画策定や見直し等に市

民の声を反映させること、また、地域における健康づくりについて検討し、社会資源

を活用し、身近な地域で仲間と健康づくりを推進することを目的に、市内を７地域に

分けて、各圏域１回ずつ実施しました。 
 

■実施状況 

圏域 小学校区 会場 内容 参加者数(人)

北部 
御調中央・御調西・美木原

三成 
御調文化会館 ①平成 25 年度に実施した

地域懇話会の意見やア

イデアの振り返り 

 

②尾道市と日常生活圏域

ごとの子育てや健康に

関する現状や課題につ

いて報告 

 

③地域の活動状況につい

ての情報交換及び今後

の取り組みについてグ

ループワーク 

26 

中央 長江・土堂・久保・山波 尾道市立市民病院 16 

西部 
栗原・栗原北・吉和・日比

崎 
総合福祉センター 23 

東部 高須・西藤・浦崎・百島 尾道市立市民病院 15 

向島 
向東・高見・向島中央・三

幸 
サンボル尾道 18 

因島 
因南・因北・重井・旧東生

口 
因島三庄公民館 25 

瀬戸田 瀬戸田（旧東生口除く） 
瀬戸田福祉保健 

センター 
18 

参集者（保健推進員 地区公衆衛生推進協議会役員 主任児童委員 地区社会福祉協議会会長 区長  
地域包括支援センター職員 シルバーリハビリ体操指導士 食生活研究グループ代表  
尾道子育て支援ネットワーク又子育て世代包括支援センターぽかぽか☀、子育て世代包括支援センター 
ぽかぽか☀サテライト職員等） 

 

■地域懇話会で提示した課題及びテーマ 

 

 

 

 

 

 

 

 

【成人】 
◆少子高齢化が進んでいる 
 65 歳以上の人口は増加 

（高齢化率 34.2% H27 国勢調査） 
64 歳以下の生産年齢人口・年少人口は減少

◆健康寿命は延びたが、平均寿命の伸びに追い
ついていない 

◆標準化死亡比でみると、全国より高血圧性疾
患や糖尿病で亡くなる人が多い 

◆市国保の特定健診受診者も、高血圧・高血
糖・脂質異常の人が県平均より多い 

◆運動不足と感じている人は約 5 割いる 
◆若い世代は、薄味に心がけている人が少ない
＊シルバーリハビリ体操の普及啓発 

【子育て】 

◆少子化が進んでいる 

◆妊娠中と退院直後に不安が高い 

◆不安の内容は、年代により異なる 

＊妊娠・出産・子育ての切れ目ない 

サポート 
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■市全体としてのまとめ 

子育て関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成人関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・子育て世代包括支援センターぽかぽか☀等の子育て情報を知って、周知する 

・自主的な活動を支援していく 

・他世代との交流ができるような地域の行事を実施し、地域との関係作りをする 

 （地域の各種まつりや行事等、大事にする） 

・保育園、幼稚園、小中学校等と連携する 

・料理を作る世代が、子ども世代に食の大切さを伝える 

・核家族が増える中、子育てしている親子が孤立しないように、地域で育てる 

・100 歳 110 歳を生きる時代の到来に備え、元気な高齢者が増えるとよい 

・サロンやシルバーリハビリ体操等、外出するよう促していく 

 参加しない人への働きかけを考える 

・高血圧症や糖尿病が多いこと等、危機感を持てるように、地域でていねいに啓発する

 （町内会単位等小さい単位で声を掛ける、地域の行事等情報発信の仕方も工夫する）

・子どもの時代から薄味に慣れさせていく必要がある 

・子育て世代等若い世代の食習慣を改善する 

・地域で、適切な糖の摂取について取り組みをしていく 

・元気なときから体を動かすことを勧める 

・誰でもできるシルバーリハビリ体操を市全体に普及させる 
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■各地域で出された意見のまとめ 

≪北部地域≫ 

 

 

 

 

 

 

 意見等 今後の活動及びアイデア 

子育て ・地域に子どもが少ないため交流が持てず、

悩みを相談する相手がいない 

・子育て支援センター等が増えて相談しや

すくなったが、知らないことが多い 

・原田の交流館や御調の図書館は、小物の

販売や遊ぶ場所、広い駐車場があり、遠

方から集まってくる 

・高齢者と子どもが交流できるような企画

をしている地区がある 

・緊急時のサポート体制があっても利用し

づらい（事前登録制、急な対応が難し

い・・等） 

・地域の役員が子育て支援情報を知り、地

域へ周知すること 

・保育所待機児童家庭を対象とした地域の

人で支援してもらえる仕組みがあると良

い 

 

食 ・手間をかけて料理することが減っている

・若い世代は、外食が多く味が濃い 

・比較的漬物が多い 

・料理を作る世代が子ども世代に食の大切

さを伝える 

・早寝早起き、規則正しい食事が大切 

運動 ・シルリハ（注 1）の男性指導士が少ない 

・実施会場までの移動が難しい人がいる 

・参加者は、女性が多い 

・地域的に車で移動することが多いため歩

く機会が少ない 

・元気な時から体を動かすことが大切とい

うことを周知する 

・体幹を鍛えるため、出かけることが大切

・サロン等で指先を使った作業を行い、少

しでも収入が得られるような仕組みがあ

るとよい 

 

健診 ・糖尿病、高血圧が多い 

・受診勧奨するも、受診は面倒という人が

いる 

・健診結果等封筒から出すのも面倒という

人もいる 

・危機感を持てるように、身近な単位で塩

分測定や減塩グッズを利用して啓発する

 

繋がり ・行事やサロンに参加しない人とどう関わ

るか、どう誘い出すか課題 

・地域で声掛けをして外出を促す 

 

（注 1）シルリハ：シルバーリハビリ体操の略 
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≪中央地域≫ 

 

 

 

 

 

 

 意見等 今後の活動及びアイデア 

子育て ・地域に子どもが少ない 

・学校選択制のため、地区外の学校に通学

している子もおり、親と子が一致しない

また、小学校と一緒に行事をするが、通

学している学校が異なるため参加しにく

い 

・子育て支援センター等多くの人が利用し

ているが、イベントを探して放浪する人

もいる 

・町内会で赤ちゃんが生まれたら、お祝い

を渡すことで情報を地域が知り、助け合

いにつながっている地域もあるが、近所

付き合いが希薄なため、地域で支える状

況でない地域もある 

・子育てサロンや支援センター等の情報を

紹介し、支援の場にする 

・地域で何でも相談したらよいという顔合

わせを続けていく 

 

食 ・子どもと一緒に居酒屋をファミレス感覚

で遅くまで利用している親子をよく見か

ける 

・料理教室への男性の参加が少ない 

・男性が参加しやすいように工夫する 

運動 ・坂の上に住んでいる人が多く、外出しに

くい 

 

健診 ・退職後、受診しなくなる人もいる  

繋がり ・100 歳の人が行事に参加しているが、外

出する意欲の大切さや健康長寿のお手本

になっている 

・地域のまつりは、若い世代と高齢者の顔

合わせの機会になるので、参加を呼び掛

ける 
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≪西部地域≫ 

 

 

 

 

 

 

 意見等 今後の活動及びアイデア 

子育て ・子どもが少なく、ぽかぽか☀等知らなか

った 

・若い世代は地域とのつながりが少ないが、

サロンや地域のイベントを通して関わり

が持てている 

・サロン等参加していない人に対して、参

加してもらえるような取り組みが必要 

 

食 ・魚を多く摂る地域では、醤油や塩分が多

い 

・料理教室で薄味を勧めるが、「薄い」とい

う人が多い 

・サロンやまつり等の地域のイベント等で

も、減る Sio 運動を勧めていく 

運動 ・グランドゴルフ、ペタンク、シルリハを

実施、ウォーキングしている人多い 

 

健診 ・特定健診の受診率が少しずつ上がってき

た 

・引き続き健診の受診率の向上と、食事の

適量等知る機会を持つ 

・それぞれ気を付けることを情報交換して

自らの生活に活かせるようにする 

繋がり ・サロンやイベントで会話することが大事 ・サロンやイベントで会話できるように継

続 

その他 ・日常生活圏域で地域を分けると、北部と西部に属し、活動が難しい地域がある 
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≪東部地域≫ 

 

 

 

 

 

 

 意見等 今後の活動及びアイデア 

子育て ・子どもの多い地域と少ない地域で、差が

かなりある 

・ぽかぽか☀等知らなかった 

・高須地域では、サロンを運営するボラン

ティアが高齢化し、運営が大変である反

面、自主的に子育てサークル団体が公民

館で活動している 

・浦崎地域では、転入と核家族が少ないこ

ともあり、サロンで会話が盛り上がる 

・百島地域は、子どもはほぼ転入者 

・地域活動の中で、ぽかぽか☀等、情報を

伝えていく 

・自主的な活動を支援する 

・支援者を育てていく 

食 ・野菜等素材を活かした料理、大人も食べ

られる離乳食等実施 

・アレルギーを考慮しなければならない 

・市の栄養士と連携していく 

運動 ・シルリハを実施しているが、参加者の固

定化が課題（まだ知られていない） 

・以前から実施している健康体操を定期的

に実施している 

・ウォーキングしている人多い 

・実施後のお茶を楽しんでいる 

・情報発信していく 

 

健診 ・健診の受診勧奨をしても、なかなか受診

に繋がらない 
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≪向島地域≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 意見等 今後の活動及びアイデア 

子育て ・全体的に子どもは減ったが、サロン・サ

ークル、読み聞かせ等実施し、親の友達

づくりや悩みの共有の場になっている 

・中学生との交流を持っている所もある 

・区長会からの回覧・お知らせ等で周知 

  している 

・来所者が限られている 

・子どもの遊び場が少ない 

・子育て中の親は、行き場を求めている 

・支援が過剰にならないように自主性を大

事にする 

・他世代との交流ができる場づくり 

・閉校した施設を利用して、子どもや親の

行き場を増やす 

・いつでも行ける場があると良い 

 

食 ・サロンで年 2～3 回、手作りおやつを作

って提供し、お母さん達から良い反応が

ある 

・若い世代が集まる所でレシピの紹介や、

料理教室実施前には、必ず勉強会を取り

入れる 

・高血圧や糖尿病が多いことから、子ども

のときから薄味に慣れさせることが大切

 

運動 ・地元のいちじく作りは良い運動になる 

・向島（江奥）では、ラジオ体操を実施し

ている 

・体操の継続 

 

健診 ・健診受診モデル地区がきっかけで、継続

して健康づくり活動を実施している 

 

 

繋がり ・ラジオ体操をきっかけに、家から出て人

とつながることができている 

・個人に負担にならない程度の体操やボラ

ンティア等外出できる場づくりを勧める

・退職者に向け、向島では「こんないいこ

とができる」という情報を発信する 
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≪因島地域≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 意見等 今後の活動及びアイデア 

子育て ・子どもが減っているので、接することが

少なくなった 

・サロンを実施しているが、ママカフェ等

お母さんたちが自主的に企画して活動す

る場が増えている 

・子育て支援センターの利用者は、地元出

身の人が少ない 

・イベント等目玉になるものがないと 

  参加が少ない 

・外に出たい親が増えている 

・若い親と祖父母との考えの相違がある 

・地域で世代間交流を持っているが、参加

しない人が心配 

・支援者が高齢化している 

・子ども、親、祖父母等の 3 世代が交流 

  できる地域行事を実施 

・支援者の後継者を育てる 

食 ・サロン、子ども料理教室を実施し、食育

活動に力を入れて実施 

・地域の料理教室で、減塩を勧めている 

・参加する人はどこでも参加し、参加しな

い人をどうするか課題 

・地区や区長会が協力して野菜の植え付け

から収穫までの体験活動をしている 

・引き続き、サロン等で食育に力を入れ 

  ていく 

・学校のカリキュラムに地域とのふれあい

活動が入ると良い 

運動 ・朝、ウォーキングしている人は多いが、

イノシシの影響で減っている 

・スーパーの駐車場等買い物を利用して歩

いている人が増えた 

・ウォーキングの推進には、安全対策が 

  大切（イノシシ対策、歩道・車道等の道

路整備等） 

・老人クラブでのラジオ体操 

健診 ・健康講座を年１回地区で実施しているが、

参加者も多く楽しみにしている 

・H30 年度、福祉保健センターができる

  ので、健康講座（いきいき大学、講演会

  等）を増やす 

繋がり ・事業の参加に若い人や男性が少ない 

 

・男性には、役割と目的が必要 

（囲碁・健康麻雀、将棋等） 

・地域の盛り上がりが必要 
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≪瀬戸田地域≫ 

 

 

 

 

 

 意見等 今後の活動及びアイデア 

子育て ・少子高齢化が進んでいるため、子どもが

何人いるのかわかりにくい 

・子どもが近くにいないので、ぽかぽか☀

等も知らなかった 

・サロンでは、友達づくりや悩みの共有が

できている 

・サロン、子ども料理教室・家庭科授業、

地域の各種まつりや行事で関わっている

・室内で集まれる場はあるが、外で遊べる

  場（公園）がない 

・スマホの普及で、スマホで子守している

親も見かける 

 

・少子化で、子どもがどこにいるのかわか

りにくい。赤ちゃんが生まれたら、支所

や福祉保健センターでわかるようになる

と地域で見守りやすい 

・地域のまつりを大事にする祭りが思い出

になるようなものであれば、大人になっ

ても瀬戸田に帰って来る 

・地域で子育てをバックアップする 

・地区の区長会等では、高齢者に関する内

容ばかりであったが、子育てについても

考えていかなければならない 

・ぽかぽか☀等の情報を声掛けで周知する

・地域が子どもや親子と関わりを持つため

には、保育園・幼稚園と接点を持つ 

食 ・子ども料理教室、家庭科の授業で小学生

との関わりがある。参加しない親への関

わりをどうするかが課題 

・若い世代の食習慣が問題 

野菜・果物が少ない 

食べたいものを買い、自由な食生活 

・みかんの摂取量は、人により感覚はさま

  ざま（10 個や 2 個/日） 

・90 歳を超えている人は、家庭菜園をし

ており野菜を多く摂った食生活をしてい

る 

・一人暮らしの人は、惣菜を購入する機会

が多いため、濃い味になれてしまう 

・男性料理教室で、減塩については取り組

んできたが、糖や甘味料について取り組

む必要がある 

・果物の糖とお菓子の糖は異なるため、詳

しい指導が必要 

 

健診 ・特定健診の受診券の利用方法を知らない

人がまだいる 

・地域に瀬戸田地区の現状について隅々ま

で丁寧に周知する（回覧・チラシを配布

し、声掛け） 

・体重測定を毎日する習慣作り 

・個人の意識を高める 

 

  


