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第３章 第２次健康たけはら 21  

１  計画の概要  

（１）計画の目的  

「健康」は，市民一人ひとりが心豊かに，いきいきとした毎日を送る

ための大切な要素であり，高齢化が進む中，生涯にわたり自立して，自

己実現を図っていくために，健康づくりの役割は一層重要度を増してい

ます。  

この計画は，市民一人ひとりが生活習慣を改善することの大切さを理

解し，行動に移すための支援，並びに母子の健康づくりを含めた対策を

推進していくための具体的な取組を示すものとして策定するものです。  

なお，この計画は，健康づくりの当事者である市民の自主的な取組と，

それをサポートする各関係団体の住民組織活動，行政による環境づくり

が一体となって健康づくりを進める考え方，「ヘルスプロモーション」

を基調とします。  

また，この計画は，すべての市民の生活習慣病予防に向けた「ポピュ

レーション・アプローチ」としての役割を担うものです。  

 

（２）計画の期間  

国の「健康日本 21」，県の「健康ひろしま 21」「健やか親子 21・

ひろしま」を視野に入れ，平成 30 年度（2018）から平成 39 年度（2027）

までの 10 年間を計画期間とし，平成 34 年度（2022）を目途に中間評

価を行います。  
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２  竹原市の健康をとりまく現状と課題  

（１）健康をとりまく現状  

①アンケート調査  

≪健康について≫  

現在の健康状態について，“健康だと思う”（「非常に健康だと思う」

「どちらかというと健康だと思う」の合計）との回答は，18 歳以上市民

は 79.5％，乳幼児・小学生保護者は 83.2％，12 歳～18 歳市民は 93.0％

となっています。  

 

図表 現在の健康状態  

（18 歳以上市民）  

 

 

 

 

 

（乳幼児・小学生保護者）  

 

 

 

 

 

（12 歳～18 歳市民）  

 

 

 

 

 

 

健康の維持・増進のために気をつけていることについては，18 歳以上

市民，乳幼児・小学生保護者ともに，「食事のとり方」が最も多くなっ

ています。また，12 歳～18 歳市民では，ふだん心がけていることとし

て，「朝ごはんを毎日食べる」が最も多くなっており，健康と食事の関

連性を重視し，実践していることがうかがえます。  

 

 

13.2 66.3 12.9 6.7

0.8

非常に健康
だと思う

どちらかと
いうと健康
だと思う

どちらかと
いうと健康
ではない

健康ではない 無回答

ｎ

356

（％）

全体

14.5 68.7 13.4

1.8 1.6

非常に健康だ
と思う

どちらかとい
うと健康だと
思う

どちらかとい
うと健康では
ない

健康ではな

い

無回答

ｎ

387

(％)

全体

52.0 41.0 5.2

1.3 0.4

非常に健康だ
と思う

どちらかとい
うと健康だと
思う

どちらかとい
うと健康では
ない

健康ではない 無回答

ｎ

229

（％）

全体
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図表 健康の維持・増進のために気をつけていること（全体／複数回答）  

（18 歳以上市民）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（乳幼児・小学生保護者）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 ふだん心がけていること（全体／複数回答）  

（12 歳～18 歳市民）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59.8
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40.7

40.4
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22.5

19.9
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1.4
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食事のとり方
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適度な運動の実施

十分な睡眠
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趣味や生きがい，地域参加すること

おやつを控える

適正飲酒

節煙・禁煙

その他

特にしていることはない

（％）n=356

83.0

64.6

58.1

54.6

46.3

44.1

40.6

36.7

35.4

32.3

31.4

21.4

0.9

1.3
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朝ごはんを毎日食べる

つかれたら休む
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よく眠る

歯を大切にする
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食べる量に気をつける

食事と食事の間におやつなどをあまり食べない
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その他
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（％）
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55.6
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23.3

20.9

14.2
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（％）
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≪ＢＭＩについて≫  

現在の身長・体重から算出されるＢＭＩについては，18 歳以上市民に

おいて「肥満 (25≦ＢＭＩ )」がおよそ４人に１人の割合となっています。

一方で適正と考えるＢＭＩについては，「肥満 (25≦ＢＭＩ )」との回答

は６％程度にとどまることから，「肥満 (25≦ＢＭＩ )」は適正でないと

認識されていることがうかがえます。  

 

図表 現在のＢＭＩ 

（18 歳以上市民）  

 

 

 

 

 

 

図表 適正と考えるＢＭＩ  

（18 歳以上市民）  

 

 

 

 

 

 

≪メタボリックシンドローム対策について≫  

メタボリックシンドロームの予防や改善のためにしていることについ

て，18 歳以上市民では，食事や体重測定に比べ，運動を継続して実践し

ている割合が低くなっています。  

 

図表 メタボリックシンドロームの予防や改善のためにしていること  

（18 歳以上市民）  

 

 

 

 

 

 

 

 

9.8 62.4 24.2

3.7

低体重
(BMI＜18.5)

普通体重
(18.5≦BMI＜25)

肥満(25≦BMI) 無回答

ｎ

356

（％）

全体

4.8

82.0 5.9 7.3

低体重
(BMI＜18.5)

普通体重
(18.5≦BMI＜25)

肥満(25≦BMI) 無回答

ｎ

356

（％）

全体

35.4 7.0 34.8 7.9 9.6 5.3

26.7 9.0 21.6 22.5 14.6 5.6

36.8 6.2 22.8 14.6 14.3 5.3

実践して半

年以上継続

している

実践してい

るが，半年

未満である

時々気をつ

けているが

継続してい

ない

現在はして

いないが近

いうちにし

ようと思う

現在してい

ないし，し

ようと思わ

ない

無回答

ｎ

356

356

356

適切な食事

定期的な運動

週に複数回の体重計測

（％）
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≪妊娠・出産・育児について≫  

乳幼児・小学生保護者において，どのようなことで不満，悩み，苦労，

ストレスを感じるかについては，「子育ての問題」が最も多い回答となっ

ています。  

 

図表 どのようなことで不満 ,悩み,苦労,ストレスを感じるか（全体／複数回答） 

（乳幼児・小学生保護者）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康づくりを行う上で，竹原市の子育てのしやすさに対する満足度に

ついては，乳幼児・小学生保護者において 64.3％が“満足”となってい

ます。また，95.3％が“重要”と回答しており，子育て環境の充実が健

康づくりにあたって重要な要素のひとつであることがうかがえます。  

 

図表 現在の満足度 

（乳幼児・小学生保護者）  

 

 

 

 

 

図表 今後の重要度 

 

 

 

 

 

76.7 18.6

1.6 0.0 1.0 2.1

重要 やや重要 あまり重
要でない

重要でな
い

わからな
い

無回答

ｎ

387子育てしやすい環境

(％)

53.1

40.5

29.3

28.6

24.5

24.1

22.4

13.9

12.9

12.6

1.7

4.8

1.0

0 10 20 30 40 50 60

子育ての問題

勤務先での仕事や人間関係

現在の収入や資産

今後の収入や資産の見通し

自分の健康

家族・親族間の人間関係

家族の健康

近隣・地域との関係

家族の進学，就職，結婚などの問題

老後の生活設計

事業や家業の経営上の問題

その他

わからない

（％）n=294

17.8 46.5 21.2 8.0

4.9 1.6

満足 やや満足 やや不満
足

不満足 わからな
い

無回答

ｎ

387子育てしやすい環境

(％)
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（２）前計画の分野別達成度判定及び評価  

【評価】 

◎：目標値を達成  

◯：目標値は達成していないが改善されている  

✕：平成 18 年度の実績値から改善されていない  

 

①食生活・栄養  

指    標  対    象  
策定時  

（平成 18 年度） 
目標値  

（平成 29 年度） 
実績値  

（平成 29 年度） 
評価  

1 

朝食を毎朝食べない
人を減らす 

20 歳代  男性  54.3% 15% 12.5% ◎ 

20 歳代  女性  42.2% 15% 28.6% ○ 

中高生   11.0% 0%に近づける 7.9% ○ 

定  義  「ふだん，朝食を食べていますか」という質問に対し，欠食する日が週２回以上あると回答した
人の割合  

2 

肥満（ＢＭＩ25 以上）
と判定された人を減ら
す 

20～60 歳代 男性  32.9% 24% 33.3% × 

40～60 歳代 女性  24.2% 18% 19.2% ○ 

定  義  市民アンケートによる肥満（ＢＭＩ25 以上）に該当する人の割合  

3 

野菜不足の人を減らす  20～24 歳   50.0% 45% 50.0% × 

定  義  「食生活で，次のようなことを思うことがありますか」という質問（複数回答）に対し，「緑黄色野
菜など野菜不足」に回答した人の割合  

4 

塩分の多い食事を 

している人を減らす  
20～74 歳   20.8% 16% 18.0% ○ 

定  義  「食生活で，次のようなことを思うことがありますか」という質問（複数回答）に対し，「塩分の多
い食事」に回答した人の割合  

5 

料理の食材や外食等
を選ぶ際，カロリーや栄
養成分などを考える人
を増やす 

20～69 歳  男性  18.5% 40% 31.5% ○ 

20～69 歳  女性  43.5% 60% 68.1% ◎ 

定  義  
「①食材の購入，②総菜やお弁当の購入，③外食する際，カロリーや栄養成分などに気をつ
けて選んでいますか」という質問に対し，「カロリーや栄養成分などに配慮して選ぶことが多い」と
回答した人（①～③の合計）の割合  

6 

体重管理のため，食
事量等に気をつけてい
る人を増やす 

20 歳以上  男性  51.5% 67% 47.5% × 

20 歳以上  女性  64.9% 77% 72.7% ○ 

定  義  「体重管理のために食事の量や内容に気をつけていますか」という質問に対し，「気をつけてい
る」と回答した人の割合  
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②身体活動・運動  

指    標  対    象  
策定時  

（平成 18 年度） 
目標値  

（平成 29 年度） 
実績値  

（平成 29 年度） 
評価  

１ 

何らかの運動をしてい
る人を増やす 

20～64 歳  男性  56.6% 70% 41.3% × 

20～64 歳  女性  50.9% 62% 42.6% × 

65 歳以上  男性  58.5% 70% 71.4% ◎ 

65 歳以上  女性  62.7% 72% 73.9% ◎ 

定  義  「日常生活の中で，健康づくりのために意識的に身体を動かすなどの運動（１日 30 分以上）
をしていますか」という質問に対し，「まったくしていない」を回答した人以外の割合  

2 

運動習慣のある人を
増やす 

（週２日以上１回 30 分
以上１年以上継続） 

20～64 歳  男性  26.7% 35% 32.3% ○ 

20～64 歳  女性  30.1% 35% 34.8% ○ 

65 歳以上  男性  44.1% 50% 50.0% ◎ 

65 歳以上  女性  43.7% 50% 38.2% × 

定  義  
「日常生活の中で，健康づくりのために意識的に身体を動かすなどの運動（１日 30 分以上）
をしていますか」という質問に対し，「週２日以上」を回答し，かつ１年以上続いていると回答し
た人の割合  

 

③休養・心  

指    標  対    象  策定時  
（平成 18 年度） 

目標値  
（平成 29 年度） 

実績値  
（平成 29 年度） 

評価  

1 

ストレスを感じた人を
減らす 

20 歳以上   53.8% 45% 53.7% ○ 

定  義  「ここ１か月間，不満，悩み，苦労，ストレスがありましたか」という質問に対し，「大いにある」
「多少ある」と回答した人の割合  

2 

睡眠による休養が十分

とれていない人を減らす  
20 歳以上   23.5% 15% 26.1% × 

定  義  「ここ１か月間，睡眠による休養が十分とれていると思いますか」という質問に対し，「あまりとれ
ていない」「まったくとれていない」を回答した人の割合  

 

④たばこ  

指    標  対    象  
策定時  

（平成 18 年度） 
目標値  

（平成 29 年度）  
実績値  

（平成 29 年度） 
評価  

1 
喫煙している人を減らす  

20 歳以上  男性  34.3% 30%以下  22.9%  ◎ 

20 歳以上  女性  7.2%  5%以下   3.2%  ◎ 

定  義  「たばこを吸っていますか」という質問に対し，「吸っている」を回答した人の割合  

2 

公共の場における禁
煙・分煙の実施率を
あげる 

48 施設   66.7% 100% 100% ◎ 

定  義  
市の 48 公共施設（市役所，支所，出張所，公民館，図書館，保健センター，小・中学
校，公立保育所，公立幼稚園，児童館等児童福祉関係施設，市民館，体育館，運動
場，福祉会館）における禁煙・分煙対策を行っている施設数の割合  
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⑤アルコール  

指    標  対    象  
策定時  

（平成 18 年度） 
目標値  

（平成 29 年度） 
実績値  

（平成 29 年度） 
評価  

1 

１日に酒２合またはビー
ル中ビン２本以上飲む
人を減らす 

20 歳以上   16.8% 12% 26.1% × 

定  義  飲酒していると回答した人の中で，「一日平均のお酒の量はどのくらいですか」という質問に対
し，「日本酒で２合またはビールで中ビン２本以上飲む」と回答した人の割合  

 

⑥歯の健康  

指    標  対    象  
策定時  

（平成 18 年度） 
目標値  

（平成 29 年度） 
実績値  

（平成 29 年度） 
評価  

1 

定期的に歯科健診を
受けている人を増やす 

55～64 歳   27.0% 45% 36.6% ○ 

定  義  「歯の健康管理でどのようなことを実践していますか」（複数回答）という質問に対し，「定期的
に歯科健診を受けている」と回答した人の割合  

2 

歯の間を清掃する器
具を使用している人を
増やす 

35～44 歳   32.0% 40% 25.0% × 

45～54 歳   33.3% 40% 38.2% ○ 

定  義  「歯の健康管理でどのようなことを実践していますか」（複数回答形式）という質問に対し，「歯
の間を清掃する器具（デンタルフロスや歯間ブラシなど）を使用している」と回答した人の割合  

3 

むし歯のない３歳児を
増やす ３歳児   68.0% 80% 

79.8% 

(平成 28年度) 
○ 

定  義  ３歳児歯科健診における，むし歯のない子どもの割合  

 

⑦健康管理  

指    標  対    象  策定時  
（平成 18 年度） 

目標値  
（平成 29 年度） 

実績値  
（平成 29 年度） 

評価  

1 

１年に１回は，健診を
受けている人を増やす 

全体   60.1% 66% 77.8% ◎ 

定  義  「過去１年間に，健康診断や人間ドックを受けましたか」という質問に対し，何らかの健診を受
けたと回答した人の割合  

2 

肥満（ＢＭＩ25 以上）と判
定された人を減らす（再
掲） 

20～60 歳代  男性  32.9% 24% 33.3% × 

40～60 歳代  女性  24.2% 18% 19.2% ○ 

定  義  市民アンケートによる肥満（ＢＭＩ25 以上）に該当する人の割合  

3 
特定健康診査実施率  40～74 歳   － － 

32.9% 
(平成 28年度) 

－ 

定  義  当該年度の特定健診受診者数／特定健康診査対象者数  

4 
特定保健指導実施率  40～74 歳   － － 

21.9% 
(平成 28年度) 

－ 

定  義  当該年度の特定保健指導実施者数／特定保健指導対象者数  

5 

内臓脂肪症候群の該当
者及び予備群の減少率  

40～74 歳   － － 
29.2% 

(平成 28年度) 
－ 

定  義  １－（平成 24 年度の内臓脂肪症候群の該当者・予備群人数／基準年度（平成 20 年
度）の人数） 
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指    標  対    象  
策定時  

（平成 18 年度） 
目標値  

（平成 29 年度） 
実績値  評価  

6 がん検診受診率        

 胃がん検診  40 歳以上    5.8% 20% 
9.5% 

(平成 28年度) 
○ 

 肺がん検診  40 歳以上    6.7% 20% 
23.2% 

(平成 28年度) 
◎ 

 大腸がん検診  40 歳以上    7.5% 20% 
27.5% 

(平成 28年度) 
◎ 

 子宮頸がん検診  20 歳以上  女性  15.8% 25% 
49.8% 

(平成 28年度) 
◎ 

 乳がん検診  40 歳以上  女性  16.0% 30% 
52.3% 

(平成 28年度) 
◎ 

 定  義  

出典  地域保健・健康増進事業報告 (厚生労働省 )より  

※対象者については，広島県の統一した下記算定式により算出した 40 歳から 69 歳（子宮頸がん検診は，20 歳～69

歳）人口で受診率を算出。  

対象者の算定式    ①－(②－③)－④－⑤  

 

 

 

 

 

 

 受診者は，市が実施する集団検診，医療機関検診，国保人間ドックを受診した者。  

 

⑧妊娠・出産・育児  

指    標  対    象  策定時  
（平成 18 年度） 

目標値  
（平成 29 年度） 

実績値  評価  

1 
適切な時期に母子健
康手帳の交付を受け
る（妊娠 11 週迄） 

妊婦   57.6% 66% 91.2% 
(平成 28年度) 

◎ 

2 

子育て中気分・体調
のよい産婦を増やす 産婦   70.8% 75% 

78.6% 

(平成 28年度) 
◎ 

定  義  ９・10 か月児健康診査の問診票で「気分・体調がよいか」という質問に対し，「よい」と回答し
た人の割合  

①40 歳以上の市町人口   

②40 歳以上の就業者  

③40 歳以上の農林水産業従事者  

④要介護４・５の認定者  

⑤県内市町に居住する被爆者健康手帳等所持者及び第１種健康診断受診者証所持者  
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３  基本的な考え方  

（１）計画のめざす姿  

国においては，高齢化社会においても，各々が生きがいをもって活躍

できる一億総活躍社会をめざしています。  

本市においても，高齢化の進展は例外ではなく，国や県を上回って推

移しているところであり，先んじて，対策をしていく必要があります。  

単なる寿命の延伸ではなく，健康寿命の延伸が重要であり，そのため

には，行政のみならず，市民や事業所，関係団体等が連携しながら，健

康に関する意識の啓発や健康増進に向けた取組を進める必要があります。 

これまで取り組んできた健康増進に関する各種施策を継承しつつ，社

会環境の変化に対応すべく新たな健康増進への取組を，地域資源を最大

限に活用しながら進めます。  

そこで，本計画のめざす姿を  

 

「いくつになっても活躍できる，みんなで進める健康づくり実践のまち  

たけはら」  

 

とし，健康促進につながる環境整備はもとより，早い段階からの健康増

進に対する意識づけと主体的な取組の実践を促し，いくつになっても社

会の一員として活躍できる環境づくりをめざします。  

 

（２）基本目標  

計画のめざす姿を踏まえ，以下の３つの基本目標を定めます。  

①生活習慣病の発症予防と重症化予防  

②生活習慣・社会環境の改善  

③健康を支え，守るための社会環境の整備  

 

（３）計画の方向性  

この計画は，少子高齢化や疾病構造の変化が進む中で，生活習慣及び

社会環境の改善を通じて，子どもから高齢者まですべての市民がともに

支えあいながら希望や生きがいを持ち，ライフステージ（乳幼児期，青

壮年期，高齢期等の人の生涯における各段階をいう。以下同じ。）に応

じて，健やかで心豊かに生活できる活力ある社会を実現し，市民の健康

増進の総合的な推進を図るための基本的な事項を示すものです。  
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市民の健康増進の推進に関する基本的な方向として，下記を掲げます。 

①生活習慣病の予防，社会生活を営むために必要な機能の維持及び向

上等による健康寿命の延伸  

②がん，循環器疾患，糖尿病及びＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患をいう。

以下同じ。）に対処するため，食生活の改善や運動習慣の定着等に

よる一次予防（生活習慣を改善して健康を増進し，生活習慣病の発

症を予防することをいう。）並びに合併症の発症や症状の進展等の

重症化予防の徹底  

③市民が自立した日常生活を営むことをめざし，乳幼児期から高齢期

まで，それぞれのライフステージにおいて，心身機能の維持及び向

上につながる対策の推進  

生活習慣病を予防し，またはその発症時期を遅らせることができる

よう，子どもの頃から健康な生活習慣づくりの促進  

働く世代のメンタルヘルス対策等により，ライフステージに応じた

「心の健康づくり」の促進  

④個人の健康は，家庭，学校，地域，職場等の社会環境の影響を受け

ることから，行政機関のみならず，広く市民の健康づくりを支援す

る企業，民間団体等の積極的な参加協力を得るなど，市民が主体的

に行う健康づくりの取組を総合的に支援する環境の整備  

 

上記①から④までの基本的な方向を実現するため，市民の健康増進を

形成する基本要素となる栄養・食生活，身体活動・運動，休養，飲酒，

喫煙及び歯・口腔の健康に関する生活習慣の改善が重要です。生活習慣

の改善を含めた健康づくりを効果的に推進するため，乳幼児期から高齢

期までのライフステージや性差，社会経済的状況等の違いに着目し，こ

うした違いに基づき区分された対象集団ごとの特性やニーズ，健康課題

等の十分な把握を行います。  

その上で，その内容に応じて，生活習慣病を発症する危険度の高い集

団や，総人口に占める高齢者の割合が最も高くなる時期に高齢期を迎え

る現在の青壮年期の世代への生活習慣の改善に向けた働きかけを重点的

に行うとともに，社会環境の改善が市民の健康に影響を及ぼすことも踏

まえ，地域や職場等を通じて市民に対し健康増進への働きかけを進めま

す。  
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（４）施策体系  

 

基本目標１ 生活習慣病の発症予防と重症化予防  

   

 
①がん   

 
②循環器疾患  

 
③糖尿病    

 
④ＣＯＰＤ等    

   
基本目標２ 生活習慣・社会環境の改善  

   

 
①栄養・食生活  

 
②身体活動・運動  

 
③休養・心の健康  

 
④飲酒    

 
⑤喫煙    

 
⑥歯・口腔    

   
基本目標３ 健康を支え，守るための社会環境の整備  

   

 
①次世代の健康  

 
②高齢者の健康  
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４  施策の展開  

基本目標１  生活習慣病の発症予防と重症化予防  

本市の主要な死亡原因であるがん及び循環器疾患への対策に加え，患者

数が増加傾向にあり，かつ，重大な合併症を引き起こすおそれのある糖尿

病や，死亡原因として急速に増加すると予測されるＣＯＰＤへの対策は，

市民の健康寿命の延伸を図る上で重要な課題です。  

 

①がん  

本市の主要な死亡原因であるがんは減少傾向にありますが，女性の子

宮頸がん，乳がんの検診受診率以外は近年伸びていないことからも，引

き続き，早期発見を促すために，がん検診の受診率の向上が必要です。  

 

②循環器疾患  

本市の主要な死亡原因として，心疾患があげられています。平成 27

年（2015）に増加に転じており，大幅な伸びを示しています。循環器

疾患は，脳血管疾患及び虚血性心疾患の発症の危険因子となる高血圧の

改善並びに脂質異常症の減少に向けた取組が必要です。  

 

③糖尿病  

メタボリックシンドローム該当者は，糖尿病になる確率が高いと言わ

れています。本市においては，特に 60 代後半の男性の該当者が増加し

ています。糖尿病は，その発症予防により有病者の増加の抑制を図ると

ともに，重症化を予防するために，血糖値の適正な管理，治療中断者の

減少及び合併症の減少等に向けた意識づけとその実践が求められます。  

 

④ＣＯＰＤ等  

アンケート調査では，ＣＯＰＤという病気を知っているかどうかにつ

いては，「言葉も意味も知らなかった」という回答が 58.1％と過半数を

占めています。ＣＯＰＤは，喫煙が最大の発症要因であるため，禁煙に

より予防可能であるとともに，早期発見が重要であることから，これら

についての認知度の向上を図る必要があります。  
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【指標】  

指  標  対  象  
現  状  

（平成 29年度） 
中  間  

（平成 34年度） 
最  終  

（平成 39年度） 

1 
１年に１回は，健診を
受けている人を増やす 

全体   77.8% 79% 81% 

 定  義  
「過去１年間に，健康診断や人間ドックを受けましたか」という質問に対し，何

らかの健診を受けたと回答した人の割合  

2 

肥満（ＢＭＩ25 以上）

と判定された人を減ら

す 

20～60 歳代  男性  33.3% 29% 26%以下  

40～60 歳代  女性  19.2% 19% 18%以下  

 定  義  市民アンケートによる肥満（ＢＭＩ25 以上）に該当する人の割合  

3 特定健康診査実施率  40～74 歳   
32.9% 

(平成 28 年度 ) 
51% 

(平成 33 年度 ) 
60% 

 定  義  当該年度の特定健診受診者数／特定健康診査対象者数  

4 特定保健指導実施率  40～74 歳   
21.9% 

(平成 28 年度 ) 
47.4% 

(平成 33 年度 ) 
60% 

 定  義  当該年度の特定保健指導実施者数／特定保健指導対象者数  

5 がん検診受診率    (平成 28 年度 ) (平成 33 年度 ) （平成 38年度） 

 胃がん検診  40 歳以上   6.4% 10% 15% 

 肺がん検診  40 歳以上   7.8% 10% 15% 

 大腸がん検診  40 歳以上   9.2% 11% 15% 

 子宮頸がん検診  20 歳以上  女性  18.3% 20% 25% 

 乳がん検診  40 歳以上  女性  20.9% 22% 25% 

 定  義  
出典  地域保健・健康増進事業報告 (厚生労働省 )より 

※対象者については，40 歳～69 歳 (子宮頸がんは 20 歳～69 歳 )の人口で受診率を算出。  

 受診者は，市が実施する集団検診，医療機関検診，国保人間ドックを受診した者。  

 

  

健康に関心をもち，健診をしっかり受けましょう  

スローガン  
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【各主体に期待する役割】  

（市民の取組）  

◎健診（検診）の意義を理解し，健康診査，各種がん検診等を年１回は定期

的に受けるようにしましょう。  

◎健診結果を生活習慣の見直しに活かしましょう。  

◎自分の健康に関心をもち，万歩計や血圧計などを使い，日頃から自分の健

康状態を知るよう心がけましょう。  

◎生活習慣病予防についての意識を強くもち，健康的な生活習慣を確立しま

しょう。  

◎気軽に相談できるかかりつけ医をもつようにしましょう。  

 

（事業所，関係団体等の取組）  

民生委員  ○健診を受ける必要性について地域の人に啓発します。  

自治会連合会  ○健診を受けるよう家族や地域の人に声をかけていきます。  

食生活改善推進員  ○健診を受けるよう家族や地域の人に声をかけていきます。  

ボランティア  
○健康体操等を取り入れた行事を開催しています。  

〇生活習慣病予防の啓発をしていきます。  

市社協  
○地区社協行事やふれあいサロン活動等で健康について啓発

していきます。  

 

【行政の取組】  

《全年齢》  

[健康福祉課 ] 

○各種保健事業の場や市の広報，ホームページなどの情報提供手段を活用

し，生活習慣病，メタボリックシンドローム等の危険因子に関する情報の

提供や知識の普及に努めます。  

○市民が利用しやすいような健診体制を検討工夫し，健康診査や各種がん検

診などの受診を促進し，病気の早期発見へとつなげます。  

○メタボリックシンドロームの予防・改善のための運動の普及啓発を図りま

す。  

[健康福祉課/市民課 ] 

○関係機関と連携し，健診後生活習慣の改善ができるよう支援するととも

に，早期治療につなげます。  

○メタボリックシンドロームに着目した保健指導の充実を図ります。  
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基本目標２  生活習慣・社会環境の改善  

①栄養・食生活  

栄養・食生活は，生活習慣病の予防のほか，社会生活機能の維持及び

向上並びに生活の質の向上の観点から重要ですが，アンケート調査では，

肥満に該当する人がおよそ４人に１人の割合で存在しており，ライフス

テージを通じて適正体重の維持や適切な食事等に関する意識づけと実践

が必要です。  

また，市民の実践を支援するためにも，関係行政機関の連携による食

生活に関する市民運動の推進，食育の推進，専門的技能を有する人材の

養成，企業や民間団体との協働による体制整備に取り組む必要がありま

す。  

 

 

 

 

 

 

【指標】  

指  標  対  象  
現  状  

（平成 29年度） 

中  間  

（平成 34年度） 

最  終  

（平成 39年度） 

1 
朝食を毎朝食べない

人を減らす 

20～30 歳代  23.3% 21% 19% 

中高生   7.9% 6.5% 5%以下  

 定  義  
「ふだん，朝食を食べていますか」という質問に対し，欠食する日が週２回以上
あると回答した人の割合  

2 

肥満（ＢＭＩ25 以上）

と判定された人を減ら

す（再掲） 

20～60 歳代  男性  33.3% 29% 26%以下  

40～60 歳代  女性  19.2% 19% 18%以下  

 定  義  市民アンケートによる肥満（ＢＭＩ25 以上）に該当する人の割合  

3 野菜不足の人を減らす  20 歳以上   27.8% 25% 22%以下  

 定  義  
「食生活で，次のようなことを思うことがありますか」という質問（複数回答）に対
し，「緑黄色野菜など野菜不足」に回答した人の割合  

4 
塩分の多い食事をし

ている人を減らす  
20 歳以上   18% 17% 16% 

 定  義  
「食生活で，次のようなことを思うことがありますか」という質問（複数回答）に対
し，「塩分の多い食事」に回答した人の割合  

5 

料理 の食 材 や外 食
等を選ぶ際，カロリー
や栄養成分などを考
える人を増やす 

20～69 歳  男性  31.5% 35% 40% 

20～69 歳  女性  68.1% 70% 73% 

 定  義  

「①食材の購入，②総菜やお弁当の購入，③外食する際，カロリーや栄養成
分などに気をつけて選んでいますか」という質問に対し，「カロリーや栄養成分な
どに配慮して選ぶことが多い」と回答した人（①～③の合計）の割合  

スローガン  
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指  標  対  象  
現  状  

（平成 29年度） 

中  間  

（平成 34年度） 

最  終  

（平成 39年度） 

6 
体重管理のため，食
事量等に気をつけて
いる人を増やす 

20 歳以上  男性  47.5% 50% 53% 

20 歳以上  女性  72.7% 74% 75% 

 定  義  
「体重管理のために食事の量や内容に気をつけていますか」という質問に対し，
「気をつけている」と回答した人の割合  

 

【各主体に期待する役割】  

（市民の取組）  

◎主食，主菜，副菜を組み合わせて適量でバランスのとれた食事についての

知識をもちましょう。  

・食事バランスガイドなどを利用して，主食，主菜，副菜を適量で組み合

わせて食べましょう。  

・毎日，野菜や乳製品，豆類などを十分とるようにしましょう。  

◎朝ごはんを毎日食べましょう。  

・早寝早起きを心がけ，朝食を毎日食べるようにしましょう。  

・健康な生活のリズムをつくりましょう。  

・間食や夜食を控えるようにしましょう。  

◎外食や中食を利用するときには，栄養成分表示等を参考にしながら選びま

しょう。  

・「健康生活応援店」等も上手に活用しましょう。  

・脂肪や糖分の多い食品や料理は食べ過ぎないようにしましょう。  

・塩分を摂りすぎないよう，できるだけ薄味にしましょう。  

◎食事を楽しみましょう。家族の団らんや人との交流を大切に，また食事づ

くりに参加しましょう。  
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（事業所，関係団体等の取組）  

歯科医師会  ○望ましい食習慣の普及啓発に努めます。  

食生活改善推

進員  

○各地区での高齢者料理教室を開催し，生活習慣病予防や介

護予防のための食事を伝えます。  

○各地区で子ども料理教室を開催し，料理の楽しさを通じて

食育を行います。  

○保健センターでの健診時におやつを作り，試食を通じて，

間食のとり方を教えます。  

○幼児の食育を行います。  

○ふくし健康まつりに参加し，食に関する啓発をします。  

○地産料理をＰＲし，地産地消を進めます。  

○食生活改善推進員の役割をＰＲし，人材を発掘します。  

ボランティア  

○ひとり暮らし高齢者の食事会を開催し，栄養バランスを考

えた食事を提供します。  

○市の栄養教室や男性料理教室には参加を呼びかけ，また積

極的に参加します。  

○地域で子どもから高齢者までが参加する食事会を開き，地

産地消を取り入れ，安全・安心な食事を提供します。  

○高齢者への訪問配食を行います。  

○バランスのとれた食事について啓発していきます。  

老人クラブ  ○生活習慣病予防のための栄養教室を開催します。  

女性会  ○料理教室を開催します。  

保育所等  

○菜園活動，クッキング活動，三色ボード，エプロンシア

ター，紙芝居，ペープサート等により，食材への関心を高

め，食べることや料理の楽しさを伝えます。  

○給食の展示や試食会を通じて，保護者の食への関心を高め

ます。  

○起床・就寝時間，朝食に関するアンケートにより，基本的

生活習慣の現状把握を行うとともに，朝食の大切さをＰＲ

します。  

地区社協  

○健康教室や昼食を囲むふれあいの集い，配食活動を行って

います。  

○高齢者ふれあい交流会で，食事に関する講習を行うととも

に，手づくりのメニューでバランスのよい食生活を知って

もらいます。  

市社協  
○バランスのとれた食事について地区社協行事やふれあい

サロン活動等で啓発していきます。  

※「保育所等」とは，こども園・幼稚園も含む  
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【行政の取組】  

《全年齢》  

[健康福祉課 ] 

○食事バランスガイドなどに沿った適切な食事量や内容，望ましい食習慣の

普及啓発を推進するとともに，保健師，栄養士等による集会所等での相談

体制を充実します。  

○食生活改善推進員を養成し，地域での主体的な健康づくり活動を充実しま

す。  

○食生活改善推進員会の研修会や活動を支援します。  

[保健所] 

○健康生活応援店の普及拡大に努め，栄養成分表示などを推進します。  

《高年期》  

[健康福祉課 ] 

○介護予防事業対象者把握事業によって把握された方を対象に，いきいき・

はつらつ教室による栄養改善を行い，介護予防を推進します。  

《青年・壮年期・中年期》  

[市民課] 

○糖尿病腎症者を対象に実施する保健指導の中で，栄養・生活習慣に関する

内容を充実し，重症化予防を図ります。  

[健康福祉課／社会福祉課 ] 

○関係部署と連携し，乳幼児の保護者を対象にした生活習慣病を予防するた

めの栄養指導や食育の充実を図ります。  

《乳幼児期》  

[健康福祉課 ] 

○母子保健事業（栄養指導・栄養相談）を通じて，乳幼児期からの食の重要

性を広めていきます。  

○妊産婦及び新生児，乳幼児への訪問指導において，食事の指導を行います。 

《児童・少年期》  

[学校教育課 ] 

○小・中学校では，食に関する年間指導計画を作成し，各教科・領域や給食

時間等で指導を行い，学校全体で食育を推進します。  
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②身体活動・運動  

身体活動・運動は，生活習慣病の予防のほか，社会生活機能の維持及

び向上並びに生活の質の向上の観点から重要ですが，アンケート調査で

は，日頃１回 30 分以上の運動をしていない人が 18 歳以上市民で

43.0％存在しており，運動習慣の定着や身体活動量の増加に関する意識

づけと実践が必要です。  

市民の実践を支援するためにも，身体活動や運動に取り組みやすい環

境整備に取り組む必要があります。  

 

 

 

 

 

 

【指標】  

指  標  対  象  
現  状  

（平成 29年度） 

中  間  

（平成 34年度） 

最  終  

（平成 39年度） 

1 
何らかの運動をしてい
る人を増やす 

20～64 歳  男性  41.3% 45% 50% 

20～64 歳  女性  42.6% 46% 50% 

65 歳以上  男性  71.4% 73% 75% 

65 歳以上  女性  73.9% 74.5% 76% 

 定  義  
「日常生活の中で，健康づくりのために意識的に身体を動かすなどの運動（１
日 30 分以上）をしていますか」という質問に対し，「まったくしていない」を回答し
た人以外の割合  

2 

運動習慣のある人を
増やす 

（週２日以上１回 30
分以上 １年以上継
続） 

20～64 歳  男性  32.3% 33% 34%以上  

20～64 歳  女性  34.8% 35% 36%以上  

65 歳以上  男性  50.0% 53% 58% 

65 歳以上  女性  38.2% 42% 48% 

 定  義  
「日常生活の中で，健康づくりのために意識的に身体を動かすなどの運動（１
日 30 分以上）をしていますか」という質問に対し，「週２日以上」を回答し，かつ
１年以上続いていると回答した人の割合  

 

  

運動を楽しみ，長く続けられる習慣を身につけましょう  

スローガン  
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【各主体に期待する役割】  

（市民の取組）  

◎日頃から身体を動かすとともに，個人にあった手軽にできる運動を継続し

ましょう。  

◎公民館をはじめとする地域，職場などで開催される行事やスポーツ・レク

リエーション等に積極的に参加しましょう。  

◎「バンブージョイハイランド」，スポーツ広場や地域の運動施設を積極的

に利用しましょう。  

 

（事業所，関係団体等の取組）  

自治会連合会  ○小・中学校の登下校時に合わせてウォーキングをします。 

公衆衛生推進

協議会  

○市民を対象とした健康づくりウォーキング事業を実施し

ます。  

商工会議所  ○会員事業先へのゴルフ大会等を実施します。  

食生活改善推

進員  
○様々な機会を活用し幅広い世代に対して体操を広めます。 

ボランティア  

○「ふれあいサロン」で健康づくりの体操の啓発をします。 

○ふれあい運動会に協力します。  

○グラウンドゴルフ・ゲートボール等の運動に積極的に参加

するよう呼びかけます。  

女性会  
○スポーツ大会，ハイキング，グラウンドゴルフ大会などを

開催します。  

保育所等  

○サッカー教室や運動会を通じて，身体を動かす楽しさを伝

えます。  

○散歩や園外保育・遠足などで歩く楽しさを体験させます。 

市社協  

○地域で歩いていける集まりの場づくりを支援します。  

○ふれあいサロン活動で健康体操やはつらつ体操について

啓発していきます。  

包括支援セン

ター  

○地域包括支援センターブランチでの介護予防教室で，運動

機能の向上を図ります。  

 

【行政の取組】  

《全年齢》  

[健康福祉課 ] 

○運動と健康について学習し，身体を動かす大切さをあらゆる機会を通して

伝えるとともに，情報提供や運動教室などの充実を図ります。  
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○介護予防ボランティアの発掘・育成や地域組織の育成・支援に努め，高齢

者の運動機能の維持・向上を図ります。  

[市民課] 

○糖尿病腎症者を対象に実施する保健指導の中で，運動に関する内容を充実

し，重症化予防を図ります。  

[文化生涯学習課 ] 

○各種スポーツ教室やスポーツ団体の活動と，大会等を通じて地域における

スポーツの普及に関する取組を支援していきます。  

○運動指導者や地域の団体・サークル等に対する情報提供を図ります。  

○スポーツを推進する地域のリーダー等の発掘・育成に努めます。  

《児童・少年期》  

[文化生涯学習課 ] 

○各公民館において，子育て支援事業が実施できるよう様々な体育・レクリ

エーション活動を実施しています。  

[学校教育課 ] 

○体力つくりのための行事及び ,スポーツテストを実施します。  

○外遊びと，体力つくり改善計画を連携させ取組を進めます。  

 

③休養・心の健康  

休養・心の健康は，生活の質に係る重要な要素であり，日常的に質・

量ともに十分な睡眠をとり，余暇等で体や心を休養させたりすることは，

心身の健康の観点から重要ですが，アンケート調査では，休養をとれて

いない人が 18 歳以上市民で 26.1％存在しており，また，53.7％が不

満 ,悩み ,苦労 ,ストレスがあると回答しています。その具体的な内容として

は，第１位に「勤務先での仕事や人間関係」があげられており，企業等

の協力を得ながら，長時間労働の解消や，十分な睡眠による休養の確保

に関する意識づけと実践が必要です。  

なお，自殺対策基本法に基づいて策定する第５章の自殺対策計画は自

殺対策推進の方向性等を示すものであり，この「休養・心の健康」は自

殺対策計画と一部が重複するものです。  
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【指標】  

指  標  対  象  
現  状  

（平成 29年度） 

中  間  

（平成 34年度） 

最  終  

（平成 39年度） 

1 
ストレスを感じた人を減
らす 

20 歳以上   53.7% 51% 49% 

 定  義  
「ここ１か月間，不満，悩み，苦労，ストレスがありましたか」という質問に対
し，「大いにある」「多少ある」と回答した人の割合  

2 
睡眠による休養が十
分とれていない人を減
らす 

20 歳以上   26.1% 23% 20%以下  

 定  義  
「ここ１か月間，睡眠による休養が十分とれていると思いますか」という質問
に対し，「あまりとれていない」「まったくとれていない」を回答した人の割合  

 

【各主体に期待する役割】  

（市民の取組）  

◎自分に合った効果的な睡眠について，改めて考えてみましょう。  

◎家族や友だち，仲間と過ごす時間を大切にし，コミュニケーションを深め

るとともに，地域活動に参加するなど，豊かな人間関係をつくりましょう。 

◎日頃，地域の自然とふれあい，適度に身体を動かすとともに，心身をリラッ

クスさせ，ストレスと疲労がとれる睡眠を得るように心がけましょう。  

◎心の不調を感じたときには，保健センターや保健所，学校などに相談しま

しょう。  

◎家族や学校，職場など周囲の人が，心の不調に早めに気づき，相談や受診

に結びつけられるようにしましょう。  

◎うつ病やうつ状態についての正しい知識を習得しましょう。  

 

（事業所，関係団体等の取組）  

自治会連合会  
○地域住民の連帯と参加の意識を高め日常生活に密着した

コミュニティ活動を行えるよう集会所利用を進めます。  

ボランティア  

○配食活動やサロン案内時に声かけをしています。  

○視覚障害者，聴覚障害者とボランテイアとの交流会を開催

します。  

○サロンに参加するよう声かけをします。  

○県道沿いや公園に花を植えて癒しの場所をつくります。  

スローガン  
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保育所等  

○起床・就寝時間，朝食に関するアンケートを実施し，基本

的生活習慣の現状把握を行うとともに，早寝早起きが大切

なことをＰＲします。  

市社協  

○地区社協活動やふれあいサロン活動等への参加をするよ

う声かけをします。  

○心の健康講座を開催し，ボランティアの育成と病気の理解

や普及啓発を行っています。  

○実態把握訪問事業・相談事業の充実を図ります。  

 

【行政の取組】  

《全年齢》  

[健康福祉課 ] 

○心の健康づくりに関する知識の普及啓発に努めます。  

○職場，医療機関などの関係機関との連携を密にし，効果的に対応できるよ

うにします。  

○心の悩みを持つ人の相談や自殺予防対策の体制整備を進めます。  

《児童・少年期》  

[学校教育課 ] 

○教育相談を充実します。  

○スクールカウンセラー等の専門家を中学校に配置し，相談活動を継続しま

す。  

○ストレスマネジメント教育を継続します。  

 

④飲酒  

飲酒は，生活習慣病をはじめとする様々な身体疾患やうつ病等の健康

障害のリスク要因となり得るのみならず，未成年者の飲酒や飲酒運転事

故等の社会的な問題の要因となり得るものです。アンケート調査では，

20 歳以上市民で飲酒をしている人の割合は 46.3％にのぼり，12 歳～

18歳市民でも 34.1％が 20歳以降の飲酒の意向を示していることから，

未成年者が興味本位で飲酒することがないよう，また，成人後において

も多量飲酒や妊娠中の飲酒が身体に及ぼす影響等について周知するなど，

飲酒に関する正しい知識の普及啓発とその実践が必要です。  
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【指標】  

指 標 対 象 
現 状 

（平成 29年度） 

中 間 

（平成 34年度） 

最 終 

（平成 39年度） 

1 
１日に酒２合または
ビール中ビン２本以
上飲む人を減らす 

20 歳以上  26.1% 21% 16% 

 定 義 
飲酒していると回答した人の中で，「一日平均のお酒の量はどのく
らいですか」という質問に対し，「日本酒で２合またはビールで中
ビン２本以上飲む」と回答した人の割合  

 

【各主体に期待する役割】  

（市民の取組）  

◎飲酒の適量を知るようにしましょう。  

◎週に２日は「休肝日」を設けましょう。  

◎子どもの前では飲酒しないよう心がけましょう。  

◎多量飲酒が肝臓病や糖尿病につながるなど，アルコールの健康への害につ

いて家族で話し合う機会をつくりましょう。  

◎多量飲酒がメタボリックシンドロームにつながることを認識して適正飲

酒を心がけましょう。  

 

（事業所，関係団体等の取組）  

歯科医師会  ○多量飲酒の害について啓発します。  

市社協  
○地区社協活動やサロン活動等でアルコールに関する啓発をして

いきます。  

ボランティア  ○研修会などでの飲酒に関する啓発をします。  

 

【行政の取組】  

《全年齢》  

[健康福祉課 ] 

○アルコールによる健康被害について健康相談や教育を充実します。  

○イベントや広報等でアルコールの健康被害について啓発します。  

○妊娠中，授乳中のアルコールの害について啓発します。  

適度な量で，楽しい飲酒を心がけましょう  

スローガン  
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[市民課] 

○特定保健指導において，多量飲酒をしている人の保健指導を充実します。 

《児童・少年期》  

[学校教育課 ] 

○未成年者の飲酒禁止を推進します。  

○アルコールの害について，児童生徒への指導とともに，保護者へ啓発し

ます。  

○教科等及び学校保健年間計画に位置づけて，健康教育を推進します。  

 

⑤喫煙  

喫煙は，がん，循環器疾患，糖尿病，ＣＯＰＤといったＮＣＤ（非感

染性疾患）の予防可能な最大の危険因子であるほか，低出生体重児の増

加のひとつの要因であり，受動喫煙も様々な疾病の原因となるため，喫

煙による健康被害を回避することが重要です。アンケート調査では，喫

煙している人が 12.4％存在しており，12 歳～18 歳市民で 37.1％が１

か月以内に家庭内で受動喫煙を経験していることなどから，未成年者，

妊娠中の人はもとより，あらゆる年代の人に対し，たばこの健康影響や

禁煙についての教育，普及啓発とその実践が必要です。  

 

 

 

 

 

 

 

【指標】  

指  標  対  象  
現  状  

（平成 29年度） 

中  間  

（平成 34年度） 

最  終  

（平成 39年度） 

1 喫煙している人を減らす 
20 歳以上  男性  22.9% 22% 21% 

20 歳以上  女性  3.2% 3% 2% 

 定  義  「たばこを吸っていますか」という質問に対し，「吸っている」を回答した人の割合  

 

【各主体に期待する役割】  

（市民の取組）  

◎まず，禁煙に取り組みましょう。  

◎妊娠中の人や子育て中の人はたばこを吸わないようにしましょう。  

◎妊婦や乳幼児，子ども，未成年者の前ではたばこは吸わないようにしま

しょう。  

スローガン  
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◎未成年者はたばこを絶対に吸わないようにしましょう。  

◎未成年者にたばこの害について教え，安易に吸わないように促しましょ

う。  

◎受動喫煙をなくすよう，公共施設・飲食店等では分煙をするなど喫煙マ

ナーを守りましょう。  

 

（事業所，関係団体等の取組）  

医師会  ○理事会等会議においては禁煙を実行します。  

歯科医師会  

○禁煙及び受動喫煙防止の普及啓発，リーフレットの配布等

を行います。  

○保育所等での禁煙教育出前講座を行います。  

自治会連合会  ○地域の会議では，禁煙の取組を行っています。  

市社協  
○地区社協活動やサロン活動等で禁煙に関する啓発をして

いきます。  

 

【行政の取組】  

《全年齢》  

[健康福祉課 ] 

○保健事業などで，喫煙による健康影響，禁煙に関する情報提供の普及啓発

を図ります。  

○イベント等で禁煙について啓発します。  

○行政機関や公共の場での禁煙を推進します。  

○関係機関と連携をとりながら禁煙相談を継続します。  

○母子健康手帳交付時に妊娠中の受動喫煙の害について指導します。  

《児童・少年期》  

[学校教育課 ] 

○学校教育を通じて，たばこによる健康阻害など禁煙教育を推進します。  

○妊娠・出産期では，特に喫煙が及ぼす害が重大であることを啓発します。 

○‘保健だより’等で保護者へ禁煙することの重要性の啓発をします。  

○教科等及び学校保健年間計画に位置づけ，健康教育を推進します。  

《乳幼児期》  

[健康福祉課 ] 

○乳幼児の保護者にたばこの誤飲事故が多いこと，受動喫煙の害について指

導します。  

 

⑥歯・口腔  

歯・口腔の健康は摂食と構音を良好に保つために重要であり，生活の

質の向上にも大きく寄与しますが，歯の健康管理を実践している人のう
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ち歯みがきを１日２回以上する人は 46.1％と過半数に満たず，また，定

期的に歯科健診を受けている人は 30.9％にとどまります。  

健全な口腔機能を生涯にわたり維持することができるよう，歯周病予

防，う蝕予防及び歯の喪失防止に加え，口腔機能の維持及び向上等に関

する知識等の普及啓発や「8020（ハチ・マル・ニイ・マル）運動」の

更なる推進等が必要です。  

 

 

 

 

 

 

【指標】  

指  標  対  象  
現  状  

（平成 29年度） 

中  間  

（平成 34年度） 

最  終  

（平成 39年度） 

1 
定期的に歯科健診を
受けている人を増やす 

55～64 歳   36.6% 38% 40% 

 定  義  
「歯の健康管理でどのようなことを実践していますか」（複数回答）という質問に

対し，「定期的に歯科健診を受けている」と回答した人の割合  

2 

歯の間を清掃する器

具を使用している人を

増やす 

35～44 歳   25.0% 27% 29% 

45～54 歳   38.2% 40% 42% 

 定  義  

「歯の健康管理でどのようなことを実践していますか」（複数回答）という質問に

対し，「歯の間を清掃する器具（デンタルフロスや歯間ブラシなど）を使用してい

る」と回答した人の割合  

指  標  対  象  
現  状  

（平成 28年度） 

中  間  

（平成 33年度） 

最  終  

（平成 38年度） 

3 
むし歯のない３歳児を

増やす 
３歳児   79.8% 82% 85% 

 定  義  ３歳児歯科健診における，むし歯のない子どもの割合  

 

【各主体に期待する役割】  

（市民の取組）  

◎かかりつけ歯科医をもち，むし歯治療や定期的な歯の健康管理に努めま

しょう。  

◎毎食後，または就寝前に，ていねいに歯をみがくようにしましょう。  

◎歯間部清掃用器具（デンタルフロス，歯間ブラシ等）を使い，歯垢をきれ

いに取り除くようにしましょう。  

◎フッ化物によるむし歯予防に取り組みましょう。  

◎むし歯を予防するため，甘味食品や甘味飲料を摂りすぎないよう注意し，

スローガン  
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食生活からの歯の健康づくりに取り組みましょう。また，食べ物をよく噛

む習慣を身につけましょう。  

◎妊婦歯科健診，1 歳 6 か月児歯科健診，３歳児歯科健診，歯周疾患検診な

どのステージに応じた歯科健診を積極的に利用するようにしましょう。  

◎子どもがきちんと歯みがきができるようになるまでは，仕上げみがきをし

ましょう。  

 

（事業所，関係団体等の取組）  

歯科医師会  
○歯科検診でむし歯予防，歯周病予防について啓発を行いま

す。  

食生活改善推

進員  
○「お口の体操」などを広めます。  

保育所等  

○正しい歯みがきの仕方を教え，毎食後に歯みがきをする習

慣の定着を図っています。  

○歯みがき表（はげみひょう）を持ち帰らせて，家庭での実

践を図っています。  

市社協  
○地区社協活動やサロン活動等で，お口の健康管理を啓発し

ていきます。  

 

【行政の取組】  

《全年齢》  

[健康福祉課 ] 

○イベント等を通じて，歯と口腔の健康づくりに関する情報を提供します。 

○乳幼児や成人のむし歯，歯周病予防の啓発を推進します。  

○妊娠中からの歯の健康に関する教育を実施します。  

○幼児歯科健診，歯周疾患検診を通して，歯と口腔の健康づくりのため歯科

保健指導を実施します。  

○「８０２０（ハチ・マル・ニイ・マル）運動」の啓発・推進をします。  

○フッ化物によるむし歯予防について知識の普及啓発を図ります。  

《児童・少年期》  

[学校教育課 ] 

○学校歯科検診でむし歯，歯周病の早期発見・治療に努めます。  

○学校で昼食後，歯みがきを実施し，習慣化するよう促します。  

○学校保健計画に位置づけ，計画的に指導し推進します。  

[社会福祉課 ] 

○食育計画に位置づけ，歯のそれぞれの役割や噛み方の指導を実施します。 

http://www.city.toyohashi.lg.jp/4955.htm#kenshin
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基本目標３  健康を支え，守るための社会環境の整備  

健康を支え，守るための社会環境が整備されるためには，市民，企業，

民間団体等の多様な主体が自発的に健康づくりに取り組むことが重要です。

アンケート調査では，健康や病気の予防に対する本市の取組について，

45.7％が充実していると回答している一方，充実していないという回答は

14.4％でした。  

また，健康づくりを目的とした活動への参加経験については，79.2％が

「ない」と回答しており，参加者を増やすための取組が必要となっていま

す。  

健康づくりは一人ひとりの意識高揚が行動の源になりますが，継続して

実践していくには，周囲の環境も重要です。  

健康づくりを行う上で，今後重要と考える環境については，８割強の人

が「健康に配慮した食品の購入や安心して食事できる環境」「自然環境の豊

かさ」をあげています。  

居住地域での助け合いといった地域のつながりの強化とともに，健康づ

くりを目的とした活動に主体的に関わる市民の増加を促し，健康づくりに

自発的に取り組む企業，民間団体等の動機づけを促すためにも，当該企業，

団体等の活動に関する情報提供などの支援が必要です。  

 

図表 健康づくりを目的とした活動に参加への参加経験  

 

 

 

 

 

①次世代の健康  

少子高齢化の進行等に伴い，子育て環境が変化する中，安心して子ど

もを産み，子どもが健やかに育つためには，保健，医療，福祉及び教育

機関等が連携を図りながら，切れ目のない母子保健サービスが提供され

る必要があります。  

 

②高齢者の健康  

単なる寿命の延伸ではなく，できるだけ自立した生活が送れるよう，

健康寿命の延伸に向けた取組が必要であるとともに，そのための環境整

備が必要です。  

 

 

15.7 79.2 5.1

ある ない 無回答

ｎ

356

（％）

全体



第３章 第２次健康たけはら 21 

- 57 - 

 

 

 

 

 

【指標】  

指  標  対  象  
現  状  

（平成 28年度） 
中  間  

（平成 33年度） 
最  終  

（平成 38年度） 

1 

適切な時期に母子健

康手帳の交付を受け

る（妊娠 11 週迄） 

妊婦   91.2% 91.7% 92.2% 

2 
子育て中気分・体調
のよい産婦を増やす 

産婦   78.6% 79% 80% 

 定  義  
９・10 か月児健康診査の問診票で「気分・体調がよいか」という質問に対し，

「よい」と回答した人の割合  

指  標  対  象  
現  状  

（平成 29年度） 
中  間  

（平成 34年度） 
最  終  

（平成 39年度） 

3 
いざというときに助け合

える人が身近にいる 
20 歳以上   68.2% 71% 75% 

 定  義  

「あなたの住んでいる地域についてどのように感じていますか」という質問に対し，

いざというとき助け合える人が身近にいるに対して「そう思う」「どちらかといえばそう

思う」と回答した人の割合  

 

【各主体に期待する役割】  

（市民の取組）  

◎健康づくりを目的とした活動に積極的に参加します。  

◎地域で健康づくりに関する活動をします。  

◎まちづくりや防災活動，高齢者や子どもを対象にした活動に健康づくりの

視点を加えて取組を進めます。  

 

（事業所，関係団体等の取組）  

商工会議所  ○ブックスタート絵本の寄贈を行っています。  

ボランティア  

○登下校時の見守りを行っています。  

○活動を通じて地域のつながりを強くし，虐待などにも気づ

ける地域づくりを行います。  

○にこにこキッズ（育児サークル）を開催し，子育ての支援

を行っています。  

保育所等  

○老人クラブ，デイケア，サロン，地域のまつりなどに訪問

し，運動会ごっこや歌と踊りの披露をし，交流を図ってい

ます。  

市社協  
○福祉だよりやファミサポだよりを配布，講座・交流会を開

催し活動紹介等を行っています。  

スローガン  
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【行政の取組】  

《全年齢》  

[健康福祉課 ] 

○妊婦に対する出産準備教育や相談を充実します。  

○妊産婦・乳幼児への指導については，健診結果で保健指導が必要な妊産婦

や乳幼児に対して定期的・継続的な支援を行います。  

○適切な時期に母子健康手帳の交付を受けるようホームページ・広報等で周

知します。  

○不妊治療費助成についての周知を図ります。  

○休日・夜間における診療体制の充実に努めます。  

○子どもの事故防止について乳幼児健診や育児相談の場で伝えていきます。 

○乳幼児健診の受診を勧めて育児支援を図ります。  

○各種予防接種に関する正しい知識を普及し，疾病予防を図ります。  

○食生活改善推進員会など，健康づくりのためのボランティア団体の活動を

育成・支援します。  

○関係機関や団体と連携しながら，健康づくりを目的とした活動の場を増や

します。  

○心身障害児に対する医療費の助成を行うとともに，療育相談の充実など地

域療育体制を整備していきます。  

○市民等の要請に基づき市職員が出向く出前講座を行い，健康づくりの学習

を支援します。  

［学校教育課］  

○性教育・エイズ教育を行い性に関する正しい知識，命の大切さについて継

続して啓発します。  

○教科等及び学校保健年間計画に位置づけ，健康教育を推進します。  

○乳幼児とふれあいを目的に地元の保育所等へ行って交流します。  

[市民課] 

○乳幼児等医療費の助成制度の充実について検討します。  

[社会福祉課 ] 

○保育所等による地域子育て支援事業を充実します。  

○子育てサークルの育成と支援を行います。  

○児童相談等相談体制を充実します。  

○各種保育サービスを充実します。  

○子育てに関する各種情報を提供します。  

○子育てに関する意識啓発を推進します。  

○子育て支援のためのボランティア活動を推進します。  
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５  取組と担当課一覧  

（１）生活習慣病の発症予防と重症化予防  

具体的な取組  担当課  

○メタボリックシンドロームの予防・改善のための運動の普

及啓発を図ります。  

健康福祉課  

○各種保健事業の場や市の広報，ホームページなどの情報提

供手段を活用し，生活習慣病，メタボリックシンドローム

等の危険因子に関する情報の提供や知識の普及に努めま

す。  

 

○市民が利用しやすい健診体制を検討工夫し，健康診査や各

種がん検診などの受診を促進し，病気の早期発見へとつな

げます。  

 

○メタボリックシンドロームに着目した保健指導の充実を図

ります。  

健康福祉課  

市民課  

○関係機関と連携し，健診後生活習慣の改善ができるよう支

援するとともに，早期治療につなげます。  

 

 

（２）生活習慣・社会環境の改善  

①栄養・食生活  

具体的な取組  担当課  

○食事バランスガイドなどに沿った適切な食事量や内容，望

ましい食習慣の普及啓発を推進するとともに，保健師，栄

養士等による集会所等での相談体制を充実します。  

○食生活改善推進員を養成し，地域での主体的な健康づくり

活動を充実します。  

○食生活改善推進員会の研修会や活動を支援します。  

健康福祉課  

○介護予防事業対象者把握事業によって把握された方を対象

に，いきいき・はつらつ教室による栄養改善を行い，介護

予防を推進します。  

○母子保健事業（栄養指導・栄養相談）を通じて，乳幼児期

からの食の重要性を広めていきます。  

○妊産婦及び新生児，乳幼児への訪問指導において，食事の

指導を行います。  

 

○関係部署と連携し，乳幼児の保護者を対象にした生活習慣

病を予防するための栄養指導や食育の充実を図ります。  

健康福祉課  

社会福祉課  
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具体的な取組  担当課  

○糖尿病腎症者を対象に実施する保健指導の中で，栄養・生

活習慣に関する内容を充実し，重症化予防を図ります。  

市民課  

○小・中学校では，食に関する年間指導計画を作成し，各教

科・領域や給食時間等で指導を行い，学校全体で食育を推

進します。  

学校教育課  

○健康生活応援店の普及拡大に努め，栄養成分表示などを推

進します。  

保健所  

 

②身体活動・運動  

具体的な取組  担当課  

○介護予防ボランティアの発掘・育成や地域組織の育成・支

援に努め，高齢者の運動機能の維持・向上を図ります。  

○運動と健康について学習し，身体を動かす大切さをあらゆ

る機会を通して伝えるとともに，情報提供や運動教室など

の充実を図ります。  

健康福祉課  

○糖尿病腎症者を対象に実施する保健指導の中に，運動に関

する内容を取り入れ，重症化予防を図ります。  

市民課  

○各種スポーツ教室やスポーツ団体の活動と大会等を通じて

地域におけるスポーツの普及に関する取組を支援していき

ます。  

文化生涯学習課 

○運動指導者や地域の団体・サークル等に対する情報提供を

図ります。  

 

○スポーツを推進する地域のリーダー等の発掘・育成に努め

ます。  

 

○各公民館において，子育て支援事業が実施できるよう様々

な体育・レクリエーション活動を実施しています。  

 

○体力つくりのための行事及びスポーツテストを実施します。  

○外遊びと，体力つくり改善計画を連携させ取組を進めます。 

学校教育課  

 

③休養・心の健康  

具体的な取組  担当課  

○心の健康づくりに関する知識の普及啓発に努めます。  健康福祉課  

○職場，医療機関などの関係機関との連携を密にし，効果的

に対応できるようにします。  

○心の悩みをもつ人の自殺予防対策の体制整備を進めます。  
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具体的な取組  担当課  

○教育相談を充実します。  

○スクールカウンセラー等の専門家を中学校に配置し，相談

活動を継続します。  

○ストレスマネジメント教育を継続します。  

学校教育課  

 

④飲酒  

具体的な取組  担当課  

○アルコールによる健康被害について健康相談や教育の充実

をします。  

○イベントや広報等でアルコールの健康被害について啓発し

ます。  

○妊娠中，授乳中のアルコールの害について啓発します。  

健康福祉課  

○未成年者の飲酒禁止を推進します。  

○アルコールの害について児童生徒への指導とともに，保護

者へ啓発します。  

○教科等及び学校保健年間計画に位置づけて，健康教育を推進

します。 

学校教育課  

○特定保健指導において，多量飲酒をしている人の保健指導

を充実します。  

市民課  

 

⑤喫煙  

具体的な取組  担当課  

○保健事業などで，喫煙による健康影響，禁煙に関する情報

提供の普及啓発を図ります。  

○イベント等で禁煙について啓発します。  

○行政機関や公共の場での禁煙を推進します。  

○関係機関と連携をとりながら禁煙相談を継続します。  

○母子健康手帳交付時に妊娠中の受動喫煙の害について指導

します。  

○乳幼児の保護者にたばこの誤飲事故が多いこと，受動喫煙

の害について指導します。  

健康福祉課  
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具体的な取組  担当課  

○学校教育を通じてたばこによる健康阻害など禁煙教育を推

進します。  

○妊娠・出産期では，特に喫煙が及ぼす害が重大であること

を啓発します。  

○‘保健だより’等で保護者へ禁煙することの重要性の啓発

をします。  

○教科等及び学校保健年間計画に位置づけ，健康教育を推進

します。  

学校教育課  

 

⑥歯・口腔  

具体的な取組  担当課  

○イベント等を通じて，歯と口腔の健康づくりに関する情報

を提供します。  

○乳幼児や成人のむし歯，歯周病予防の啓発を推進します。  

○妊娠中からの歯の健康に関する教育を実施します。  

○幼児歯科健診，歯周疾患検診を通して，歯と口腔の健康づ

くりのため歯科保健指導を実施します。  

○「８０２０（ハチ・マル・ニイ・マル）運動」の啓発・推

進をします。  

○フッ化物によるむし歯予防について知識の普及啓発を図り

ます。  

健康福祉課  

○学校歯科健診でむし歯，歯周病の早期発見・治療に努めま

す。  

○学校で昼食後 ,歯みがきを実施し ,習慣化するよう促します。 

○学校保健計画に位置づけ，計画的に指導し推進します。  

学校教育課  

〇食育計画に位置づけ，歯のそれぞれの役割や噛み方の指導

を実施します。  

社会福祉課  
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（３）健康を支え，守るための社会環境の整備  

具体的な取組  担当課  

○妊婦に対する出産準備教育や相談を充実します。  

○妊産婦・乳幼児への指導については，健診結果で保健指導

が必要な妊産婦や乳幼児に対して定期的・継続的な支援を

行います。  

○適切な時期に母子健康手帳の交付を受けるようホームペー

ジ・広報等で周知します。  

○不妊治療費助成についての周知を図ります。  

○休日・夜間における診療体制の充実に努めます。  

○子どもの事故防止について乳幼児健診や育児相談の場で伝

えていきます。  

○乳幼児健診の受診を勧めて育児支援を図ります。  

○各種予防接種に関する正しい知識を普及し，疾病予防を図

ります。  

○食生活改善推進員会など，健康づくりのためのボランティ

ア団体の活動を育成・支援します。  

健康福祉課  

○関係機関や団体と連携しながら，健康づくりを目的とした

活動の場を増やします。  

○心身障害児に対する医療費の助成を行うとともに，療育相

談の充実など地域療育体制を整備していきます。  

○市民等の要請に基づき市職員が出向く出前講座を行い，健

康づくりの学習を支援します。  

 

○性教育・エイズ教育を行い性に関する正しい知識，命の大

切さについて継続して啓発します。  

○教科等及び学校保健年間計画に位置づけ，健康教育を推進

します。  

○乳幼児とふれあいを目的に地元の保育所等へ行って交流し

ます。  

学校教育課  

○乳幼児等医療費の助成制度の充実について検討します。  市民課  

○保育所等による地域子育て支援事業を充実します。  

○子育てサークルの育成と支援を行います。  

○児童相談等相談体制を充実します。  

○各種保育サービスを充実します。  

○子育てに関する各種情報を提供します。  

○子育てに関する意識啓発を推進します。  

○子育て支援のためのボランティア活動を推進します。  

社会福祉課  
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６  ライフステージ別の健康づくり  

（１）基本的な考え方  

健康づくりは，日頃からの生活習慣に気をつけ，生涯を通じて継続す

ることが重要です。社会的環境や人間関係などの様々な要因によって，

必ずしも健康に望ましくない生活習慣もあり，長い年月をかけて形成さ

れていく一人ひとりの生活習慣は大きく異なります。  

人生のライフステージ（人生の各段階／年代）ごとに，それぞれの健

康課題が異なるため，市民一人ひとりがそれぞれ自分が属するライフス

テージの健康課題を理解し，対応していくことが必要です。  

ここでは，ライフステージを「妊娠期」「乳幼児期」「学童・思春期」

「青・壮・中年期」「高年期」の５段階に分け，それぞれのステージに

合わせた健康づくりのポイントをまとめます。  
 

（２）ライフステージ別のポイント・取組  

【妊娠期】  

妊娠期は，妊娠による身体的な変化のみならず，妊娠・出産の喜びや

不安，親としての責任感が芽生え，精神的な変化も多い時期です。  

この時期は胎児が母体を通して様々な影響を受けるため，母体の健康

管理，環境整備が特に重要です。そのため，バランスのよい食生活，適

度な運動，妊婦健診を定期的に受診し，母体の健康を維持し，安全で快

適な妊娠期を過ごすとともに，妊娠・出産・育児についての正しい理解

を深め，必要な知識と心構えを持つことが重要です。  
 

【乳幼児期（０～６歳）】  

乳幼児期は，健やかでいきいきとした生涯を送るために，豊かな心と

体を育むとても大切な時期です。また，家族の生活習慣が乳幼児期の子

どもに大きな影響を与えます。子どもが望ましい生活習慣を身につける

ことと同時に家族の生活習慣を見直すよい時期でもあります。  
 

【学童・思春期（７～19 歳）】 

この時期は乳幼児期に育んだ心と体を土台に，今後の人生を発展させ

る基礎となる様々な体験をする大切な時期です。  

学童期（７～12 歳）は，身体・運動機能と精神神経機能の発達時期で

あり，あらゆるものに関心を示し，健康の基礎を学び，身につける最適

な時期といえます。また，生活習慣の形成期であり，社会参加への準備

段階でもあります。  
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特に生活習慣病に関連する肥満や，むし歯の予防に重点を置いた健康

づくりを進めることが重要です。  

また，思春期（13～19 歳）は，精神面でも身体面でも発達にめざま

しいものがある時期であり，進学，就職など生活環境に大きな変化がみ

られ，それに伴い生活習慣も大きく変化する時期でもあります。  
 

【青・壮・中年期（20～64 歳）】  

青年期（20～29 歳）は，心身ともに充実し，就職・結婚・出産など

人生の転換期が重なる時期で，生活環境の大きな変化がみられ，忙しく

毎日を過ごす時期です。また，喫煙や飲酒の習慣が始まる年代でもあり

ます。  

この時期の生活習慣が，壮年期以降の健康に大きな影響を及ぼすこと

から，健全な生活習慣の維持・改善に努めることが必要であり，子ども

のいる人は，子どもたちに望ましい生活習慣に関する知識や正しい情報

を伝え，身につけさせることが必要です。  

壮年期（30～44 歳）は，いわゆる働きざかりであり，社会でも家庭

でも，最も活動的な時期といえます。身体的機能も充実する時期ですが，

人間関係や社会的なつながりが拡大する一方，望ましい生活習慣を維持

することが難しくなる時期でもあります。  

この年代で既に生活習慣病を発症する人もみられ，中年期以降の健康

状態に大きく影響することから，若さを過信せず，生活習慣病を予防す

るために食生活や運動，心の健康を保つなど健康的な生活習慣を実践す

ることが大切です。  

また，中年期（45～64 歳）は社会の中核を形成する年代ですが，身

体機能が徐々に低下してくる時期であり，健康や体力に不安を感じ始め

ます。これまでの生活習慣が要因となった生活習慣病の発症が少なくあ

りません。更に職場等での社会的役割の重要性が増すことから，ストレ

スの多い年代でもあります。  
 

【高年期（65 歳以上）】  

身体的にも社会的にも活動的な人が増えていますが，高年期は，個人

の健康状態の差が大きくなる時期です。  

前期高齢者（65～74 歳）は，退職や子どもの自立などにより，主た

る活動の場が職場から家庭や地域へ移行しますが，環境の変化により孤

独感や役割喪失による無力感等から精神的に不安定になりやすい時期で

もあります。  

後期高齢者（75 歳以上）になると体力の低下や疾病により，様々な障

害が現れます。これまでの生活習慣の違いがこの時期の健康に大きく影

響します。介護が必要になる人が増える時期ですが，実りの多い時期に

するためにも，生きがいをもち，知識や経験を活かして社会参加するな

ど，心の健康を保つことが重要です。  


