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第二次健康おのみち 21 中間評価及び第二次尾道市食育推進計画評価準備委員会 

設置要綱 

（設置） 

第１条 平成２５年度策定の健康づくり１０年計画である第二次健康おのみち２１の

中間評価及び見直し計画策定の準備並びに５年計画である第二次尾道市食育推進計

画の評価及び次期計画策定の準備のため、第二次健康おのみち２１中間評価及び第

二次尾道市食育推進計画評価準備委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（任務） 

第２条 委員会は、第二次健康おのみち２１の中間評価及び見直し計画策定の準備並

びに第二次尾道市食育推進計画の評価及び次期計画策定の準備をするために、健康

づくり及び食育に関するアンケート調査の内容を検討し、調査結果を基に市民の健

康づくりの実態を把握し、課題等の提言を行う。 

（組織） 

第３条 委員会は、１７人以内の委員をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。 

（1）学識経験者  

（2）医療関係者  

（3）尾道市保健推進員協議会会長 

（4）尾道市公衆衛生推進協議会会長  

（5）広島県東部保健所保健課長 

（6）尾道市行政職員  

３ 委員は、前条の目的を達成したときは、その職を解かれるものとする。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 
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（会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことはできない。 

３ 委員長は、委員会の会議において必要があると認めるときは、委員以外の者の出

席を求め、意見を聴き、又は必要に応じて資料の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、福祉保健部健康推進課において行う。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関する事項は、委員長が定め

る。 

 

   付 則 

 この要綱は、平成２８年５月２６日から施行する。 
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第二次健康おのみち 21 中間評価及び第二次尾道市食育推進計画評価準備委員会 

委員名簿 
※50 音順 

 名 前 所 属 

 青 山  俊 之 
青山病院理事長 
こころの健康づくり推進委員会委員長 

医療関係者 

  岡 﨑  純 二 因島医師会理事 岡﨑医院院長 医療関係者 

  小 山  重 夫 尾道市歯科医師会会長 小山歯科医院院長 医療関係者 

  酒 井  清 文 因島歯科医師会副会長 酒井歯科医院院長 医療関係者 

  佐々木 伸孝 
尾道市医師会副会長 ささき小児科医院院長 
すこやか親子推進委員会委員長 

医療関係者 

  千葉 佐和江 広島県東部保健所保健課長 行政 

  平 櫛  順 仁 
尾道市医師会理事 平櫛医院院長 
中高齢者健康づくり推進委員会委員長 

医療関係者 

◎ 藤 岩  秀 樹 尾道市立大学経済情報学部教授 学識経験者 

  宮地 佐和子 
宮地クリニック副院長 
食育推進委員会委員長 

医療関係者 

  宮 野  良 隆 尾道市医師会会長 みやの耳鼻咽喉科院長 医療関係者 

○ 村 田  吉 三 （一般社団法人）尾道市公衆衛生推進協議会理事長 保健事業関係 

  横 田  貞 子 尾道市保健推進員連絡協議会会長 保健事業関係 

  杉 原  妙 子 尾道市教育委員会教育指導課長 行政 

  髙 原  茂 嘉 保険年金課長 行政 

  檀 上  由 造 高齢者福祉課長 行政 

  峰 松  功 二 子育て支援課長 行政 

  矢 野  一 徳 農林水産課長 行政 

◎委員長  ○副委員長 
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第二次健康おのみち 21 見直し計画及び第三次尾道市食育推進計画策定委員会 

設置要綱 

（設置） 

第１条 第二次健康おのみち２１見直し計画及び第三次尾道市食育推進計画の策定の

ため、第二次健康おのみち２１見直し計画及び第三次尾道市食育推進計画策定委員

会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（任務） 

第２条 委員会は、第二次健康おのみち２１見直し計画及び第三次食育推進計画の目

標を設定し、並びに第二次健康おのみち２１（平成２６年３月策定）及び第二次食

育推進計画（平成２６年３月策定）に基づく具体的な諸活動の成果を適切に評価し、

第二次健康おのみち２１見直し計画及び第三次尾道市食育推進計画の策定について

市長に提言する。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員２０人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が

委嘱又は任命する。 

（１）  医師会関係者 

（２）  歯科医師会関係者 

（３）  薬剤師会関係者 

（４）  住民地区組織関係者 

（５）  学校関係者 

（６）  学識経験者 

（７）  行政関係者 

 その他市長が必要と認める者 

（委員の解任） 

第４条 委員は、第２条に規定する目的を達成したときは、委嘱又は任命を解かれる

ものとする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。  
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２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 委員長は、委員会の会議において必要があると認めるときは、委員以外の者の出

席を求め、意見を聴き、又は必要に応じて資料の提出を求めることができる。 

（推進委員会） 

第７条 委員会に、専門的な調査及び研究を行うため、必要に応じて推進委員会を設

置することができる。 

２ 推進委員会の委員は、委員長が選任する。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、福祉保健部健康推進課において行う。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が

定める。 

 

   付 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２９年５月２２日から施行する。 

（この要綱の失効） 

２ この要綱は、第２条に規定する目的を達成した日限り、その効力を失う。 

 

 

 

 

 

  



 

 
166 

 

第二次健康おのみち 21 見直し計画及び第三次尾道市食育推進計画策定委員会 

委員名簿 
※50 音順 

 名 前 所 属 

  青山 俊之 青山病院理事長 医療関係者 

  奥本 美智子 尾道市連合民生委員児童委員協議会副会長 社会福祉関係 

  木曽 奈美 尾道市 PTA 連合会会長 学校関係 

  小山 重夫 尾道市歯科医師会会長 小山歯科医院院長 医療関係者 

  佐々木 伸孝 
尾道市医師会副会長 ささき小児科医院院長 
すこやか親子推進委員会委員長 

医療関係者 

  佐藤 昌弘 尾道市教育委員会教育長 教育行政 

  澤田 昌文 尾道市副市長 行政 

  鈴木 敏秋 因島医師会理事 鈴木内科医院院長 医療関係者 

  信川 正次 広島県東部厚生環境事務所次長 行政 

〇 信長 眞 （一般社団法人）尾道市公衆衛生推進協議会副理事長 保健事業関係 

  濱本 かよみ 尾道市中学校長会副会長 
学校関係 
（向島中学校） 

  平櫛 順仁 
尾道市医師会理事 平櫛医院院長 
中高齢者健康づくり推進委員会委員長 

医療関係者 

◎ 藤岩 秀樹 尾道市立大学経済情報学部教授 学識経験者 

  古川 巖 尾道市社会福祉協議会副会長  社会福祉関係 

  宮地 佐和子 
宮地クリニック副院長 
食育推進委員会委員長 

医療関係者 

  宮地 弘展 因島歯科医師会会長 宮地歯科医院院長 医療関係者 

  宮野 良隆 尾道市医師会会長 みやの耳鼻咽喉科院長 医療関係者 

  湯藤 由佳 尾道市小学校長会（県健康教育部会理事） 
学校関係 
（浦崎小学校） 

  横田 いつ子 尾道薬剤師会理事 兼吉調剤薬局  医療関係者 

  横田 貞子 尾道市保健推進員連絡協議会会長 保健事業関係 

◎委員長  ○副委員長 
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第二次健康おのみち 21 すこやか親子推進委員会委員名簿 
※50 音順 

 名 前 所 属 

  安保 友理 尾道市教育委員会教育指導課豊かな心と体育成係指導主事 

  石井 公浩 尾道市歯科医師会理事 石井歯科医院院長  

  尾崎 博美 尾道市子育て支援課保育所連盟会長 

  片平 理花 広島県東部保健所保健課  

  木曽 奈美 尾道市ＰＴＡ連合会会長 

  齋藤 秀生 児童家庭支援センターまごころ所長         

◎ 佐々木 伸孝 尾道市医師会副会長 ささき小児科医院院長 

  瀬尾 ひろみ 尾道市学校保健会養護教諭部会会長 

  平尾 俊治 社会福祉法人あづみの森運営統括管理者 

  福岡 恵子 尾道市社会福祉協議会児童センター厚生員 

  宮地 佐和子 宮地クリニック副院長 

  三好 雅子 子育て支援課課長補佐兼子育て支援係長  

  吉原 英介 産婦人科よしはらクリニック院長 

◎委員長 
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尾道市自殺対策推進委員会委員名簿 
※50 音順 

 名 前 所 属 

◎ 青山 俊之 青山病院理事長 

 粟村 真須美 尾道市立市民病院副看護部長兼地域医療連携室長 

 忰山 亜希子 尾道造船（株）安全衛生課 

 加藤 一也 尾道公共職業安定所統括職業指導官 

 河本 れいか 尾道市包括支援センター管理者 

 神原 雅彦 尾道市教育委員会教育指導課課長補佐 

 木曽 奈美 尾道市 PTA 連合会会長 

 日下 恵子 尾道市保健推進員連絡協議会副会長 

 桑原 陽子 はっぴねす メディカルカウンセリングルーム 本田クリニック理事 

 小林 富美子 自死遺族 

 佐藤 邦男 広島弁護士会生存権擁護委員会弁護士 

 佐藤 千浪 尾道市社会福祉課障害福祉係専門員 

 冨田 真弓 尾道市立大学総務課保健師 

 中川 忠純 尾道警察署生活安全課係長 

 野村 洋介 因島警察署生活安全刑事課係長 

 藤岡 裕士 尾道労働基準監督署安全衛生課長 

 藤田 玲子 広島県東部保健所保健課事業調整員 

 村上 瑞 くらしサポートセンター尾道主任相談員 

 村上 康雄 尾道市連合民生委員児童委員協議会副会長 

 桃谷 栄二郎 尾道市障害者サポートセンターはな・はな相談支援専門員 

 山内 寛子 
尾道市健康推進課保健係専門員 
（子育て世代包括支援センターぽかぽか☀）  

◎委員長 
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第二次健康おのみち 21 中高齢者健康づくり推進委員会委員名簿 
※50 音順 

 名 前 所 属 

  梅林 美穂 尾道市保険年金課課長補佐兼事業推進係長  

  大元 一弘 尾道市歯科医師会理事 大元歯科医院院長 

  倉本 昌裕 尾道市教育委員会生涯学習課スポーツ振興係長 

  近藤 要司 （一般社団法人）尾道市公衆衛生推進協議会事務局長 

  芝田 美幸 尾道地区病院栄養士会 

  下谷 史江 尾道市保健推進員連絡協議会役員 

 砂田 清勢美 尾道市高齢者福祉課課長補佐兼主査  

 田邊 満代 広島県東部保健所保健課健康増進係主幹（兼）係長 

 釣屋 園枝 尾道市社会福祉協議会地域福祉課ふれあいサロン支援員 

  西原 千年 （公社）広島県労働基準協会尾道支部事務局長 

  日野 文明 厚生連尾道総合病院副院長 

  比本 学志 尾道市スポーツ推進委員協議会会長 

◎ 平櫛 順仁 尾道市医師会理事 平櫛内科医院院長 

 若狭 真揮 尾道市中央公民館館長 

◎委員長 
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食育推進委員会委員名簿 
※50 音順 

 名 前 所 属 

  石井 公浩 尾道市歯科医師会理事 石井歯科医院院長 

  小川 香里 広島県東部保健所保健課事業調整員 

  尾崎 博美 尾道市保育連盟会長 

  河岡 真知子 尾道市保健推進員連絡協議会副会長 

  冠 郁恵 尾道市公立保育所・認定こども園後援連合会会長（保育所保護者代表）

  木村 順子 尾道子育て支援ネットワーク会長（子育て支援団体） 

  工藤 倫子 尾道市立吉和小学校栄養教諭 

  実政 裕子 （一般社団法人）尾道市公衆衛生推進協議会主事 

  辻 輝明 教育総務部庶務課学校給食係長 

  中濵 昌二 産業部農林水産課課長補佐兼企画調整係長 

  仁田 俊 尾道市水産振興協議会尾道漁業協同組合理事 

  林  亮 因島歯科医師会専務理事 林歯科医院院長 

  藤本 美代子 尾道市幼稚園 PTA 連合会会長（幼稚園保護者代表） 

  藤原 利恵 学校教育部教育指導課栄養士 

  槙 麻美 尾道市社会福祉協議会地域福祉課 

◎ 宮地 佐和子 宮地クリニック副院長 

  宮野 良隆 尾道市医師会長 みやの耳鼻咽喉科院長 

  村上 節子 尾道市 PTA 連合会副会長（小・中学校母親代表） 

  安田 基子 福祉保健部子育て支援課専門員 

  吉原 徹 尾道市農業協同組合東尾道営農センターええじゃん尾道店長・考査役 

◎委員長 
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第二次健康おのみち 21 見直し計画及び第三次尾道市食育推進計画策定経過 

 

年月日 内 容 

平成 28 年 6月16日 

第 1 回第二次健康おのみち 21 中間評価及び第二次尾道市食育推進計画評価準備
委員会の開催の開催 
・評価スケジュールについて 
・中間評価のためのアンケート調査の実施について 

平成 29 年 2月14日 

第 2 回第二次健康おのみち 21 中間評価及び第二次尾道市食育推進計画評価準備
委員会の開催の開催 
・第二次健康おのみち 21 及び第二次食育推進計画の取組み、アンケート調査結
果について 

 7 月 6 日 

第 1 回第二次健康おのみち 21 見直し計画及び第三次尾道市食育推進計画策定委
員会の開催 
・計画策定の背景について 
・尾道市の現状、現計画の評価及び課題について 
・策定体制及び今後のスケジュールについて 

 8月31日 

第 1回尾道市自殺対策推進委員会の開催 
・計画策定の概要について 
・尾道市の現状、こころの健康づくりに関するこれまでの取り組みについて 
・自殺対策の取り組みについて 

 9 月 5 日 

第 1回尾道市食育推進委員会の開催 
・第 1 回第二次健康おのみち 21 見直し計画及び第三次尾道市食育推進計画策定
委員会の報告 

・第三次尾道市食育推進計画の行動目標と評価指標の検討 
・今後の取り組みの方向性について 

 9 月 7 日 

第 1回第二次健康おのみち 21 すこやか親子推進委員会の開催 
・第 1 回第二次健康おのみち 21 見直し計画及び第三次尾道市食育推進計画策定
委員会の報告 

・第二次健康おのみち 21 見直し計画の行動目標と評価指標の検討 
・今後の取り組みの方向性について 

 9月12日 

第 1回第二次健康おのみち 21 中高齢者健康づくり推進委員会の開催 
・第 1 回第二次健康おのみち 21 見直し計画及び第三次尾道市食育推進計画策定
委員会の報告 
・第二次健康おのみち 21 見直し計画の行動目標と評価指標の検討 
・今後の取り組みの方向性について 

 11月 15日 

第 2回尾道市自殺対策推進委員会の開催 
・自殺対策推進ガイドライン等、国の動向について報告 
・健康おのみち 21「こころの健康づくり」分野の扱いについて報告 
・計画素案の修正、追加について 
・自殺死亡率の目標値・自殺対策の基本施策・重点施策・評価指標について 

 11月 16日 
第 2回尾道市食育推進委員会の開催 
・地域懇話会の報告 
・第三次尾道市食育推進計画素案の検討 

 11月 21日 
第 2回第二次健康おのみち 21 すこやか親子推進委員会の開催 
・地域懇話会の報告 
・第二次健康おのみち 21 見直し計画素案の検討 

 11月 22日 
第 2回第二次健康おのみち 21 中高齢者健康づくり推進委員会の開催 
・地域懇話会の報告 
・第二次健康おのみち 21 見直し計画素案の検討 

 12月 18日 

第 2 回第二次健康おのみち 21 見直し計画及び第三次尾道市食育推進計画策定委
員会の開催 
・第１回策定委員会からの素案の変更点について 
・地域懇話会の報告 
・第二次健康おのみち 21 見直し計画・第三次尾道市食育推進計画素案の検討 

平成 30 年 1 月 11 日 
第 3回尾道市自殺対策推進委員会の開催 
・第 2回尾道市自殺対策推進計画策定委員会等における検討・修正事項について
・自殺対策の取り組み・推進体制について 

 




