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 新計画の現状・課題 個人・家庭が取組むこと 関係機関・地域が取組むこと 行政が取組むこと 

食事は生活習慣病と密接な関係があり、健康を維持・増進するためには欠かすことのできないものです。また、子どもの成長や五感（味覚・嗅覚・視覚・触角・聴覚）の発達のために、非常に重要な分野です。特に乳幼児期から
児童期までは、食べることの基本を身につける時期から食の自立へと移行していく大切な時期であり、この時期に培った食習慣や知識、体験が生涯を通じて健康で豊かな食生活の基礎になります。また、子ども頃に身についた食習
慣を成人になって改めることは困難です。このため、日常生活の基盤である家庭において、望ましい食習慣確立し、食を選択する力を養い、心身ともに、豊かな人間性を育むことが重要です。 

【乳幼児期】 
・子どもの野菜不足と感じている保護者や、子どものおやつの時間を

決めていない保護者が増加していることから、乳幼児期における正
しい食生活を整える必要があります。 

・朝食を食べている子どもの割合に比べ、保護者の食べる割合が少な
いこ（個・子・弧）食があることからも、朝食をはじめとした食生
活の大切さを保護者に伝えることが必要です。 

 

・保育所(園)の給食のメニューに関心を持つ。 
・家族が生活リズムを整えて、食生活を見直す。 
・家族みんなで食卓を囲み、食事マナーを守る。 
・各発達段階に応じた栄養が摂取できるようにす
る。 

・家族や親子で料理を作る機会を持つ。 

・保育所(園)と連携し、保育所(園)の給食に関する
情報提供や食に関する研修等を実施する。 

・子育て支援、育児サークルなどの場で、乳幼児期
の食についての情報を提供する。 

・妊婦に対する栄養指導、教室を行う。 
・食生活の大切さを保護者に伝える（朝食を取る事

や、家族で食事を取ることの大切さ） 
 

【児童・青少年期】 
・肥満度＋20％以上の児童（小学生）が増加しているや、適正体重で

はない（肥満・やせ）生徒が１割程度いることから、生活習慣と食
生活に関する意識を育て規則正しい生活習慣を身につける必要があ
ります。 

・学校給食や体験活動など、学校における食育活動が行われており、
今後も引き続き、多くの食環境にふれながら、豊かな心を育む必要
があります。 

 

・家族で食卓を囲む機会を増やす。 
・学校の給食に関心を持ち、子どもと話し合う機会

を持つ。 
・作物を栽培し食の大切さを子どもと一緒に考えた

り、子どもと一緒に買い物に行き、食材について
話しあう機会を持つ。 

・家族や親子で料理を作る機会を持つ。 

・食生活改善推進員（ヘルスメイト）や栄養士等に
よる、各ライフステージにあわせた栄養・料理教
室の充実を図り、健康な食生活を提案する。 

・地産地消、伝統料理の継承を通じて世代間交流を
図る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・食に関する情報を子どもたちにも分かりやすく、
提供する。 

・子どもたちが栄養や食事に関心を持ってもらえる
ような企画を行う。（子ども料理レシピ募集・親
子料理教室や子どもの栄養に関する教室など） 

・幼稚園、保育園、学校給食を通して、規則正しい
食生活や栄養バランスについての指導を行うと
ともに食育の啓発に取り組む。 

・肥満ややせによる身体への影響について啓発す
る。 

【成人期】 
・20 歳から 30 歳代を中心とした若年者において朝食の欠食が多くな

っており、その背景として不規則な生活習慣がうかがわれます。こ
れらのことから朝食の大切さを周知するとともに、少しでも現状の
生活習慣が改善できるよう、情報提供を行う必要があります。 

・若い女性のやせや、中年男性の肥満が多くなっているとともに、Ｂ
ＭＩの高値の人が増加していることから、体型や適正体重に対する
正しい知識が必要です。 

・肥満の人は食事より体を動かすことに気をつけている傾向があり、
運動だけでなく、栄養・食生活においてもバランス良く生活習慣を
改善していく必要があります。 

・野菜不足を感じている人も多いことから、食事の大切さを促すとと
もに、栄養の偏りをなくすために、栄養・食生活に関する正しい知
識を啓発する必要があります。 

・健康診断を定期的に受診し、異常があれば放置し
ない。検診結果を基に自分の食生活を見直す。 

・定期的に体重を測定する。 
・食品を購入時に、表示を見るようにする。 
・外食時は、カロリー表示等を見てメニューを選ぶ

ようにする。 
・食に関する正しい情報を選択する。 
・毎日朝食をとる。 
・バランスのとれた食事をする。 

・生活習慣病と食生活の関係や自分に合った食生活
などホームページや広報を通じ情報提供する。 

・食生活改善推進員の育成。 
・男性も栄養や食生活に関心を持ってもらえるよ

う、男性対象の教室を実施する。 
・体形や適正体重について正しい知識の普及・啓発

をすすめ、肥満や生活習慣病の予防についての情
報を提供する。 

・食育推進協力店について周知・啓発する。 
・健康診査事後指導や教室などで栄養バランスや食

生活についての知識、情報を提供する。 

栄
養
・
食
生
活 

【高齢期】 
・年齢が高くなるほど高血圧になっていることからも、バランスのと

れた食事についての情報提供等を行うことが必要です。 

・一日３食を決まった時間に食べるようにする。 
・栄養や食事について関心を持ち、情報を得るよう

にする。 
・地産地消の料理、伝統料理について若い世代に伝

承する。 
・家族や地域と交流しながら食事をする機会を作
る。 

・バランスのとれた食事をする。 

・食生活改善推進員（ヘルスメイト）や栄養士等に
よる、各ライフステージにあわせた栄養・料理教
室の充実を図り、健康な食生活を提案する。 

・職場などを通して、「早寝 早起き 朝ごはん」運
動を推進し、朝食の重要性を伝えるとともに栄養
の知識に関する情報を提供する。 

・飲食店などでは、栄養成分の表示や低カロリーの
外食メニュー、栄養バランスのとれたヘルシーメ
ニューを充実する。 

・各地域で健康と料理を考える機会を作る。 
・地産地消、伝統料理の継承を通じて世代間交流を

図る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・介護予防の一環としての栄養指導の実施。 
・高齢者に対して、偏った単調な食生活など低栄養

につながらないように、正しい食生活について啓
発する。 
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 新計画の現状・課題 個人・家庭が取組むこと 関係機関・地域が取組むこと 行政が取組むこと 

適度な運動や身体活動は、ストレス発散や生活習慣病の原因となる肥満の予防につながります。その効果について正しく理解し、日常生活の中で身体活動能力を高めることが健康を維持するために必要となります。 
に、自分に合った運動を楽しみながら行なえる機会をつくり、ＱＯＬ（生活の質）を向上させることが大切です。 

【乳幼児期】 
・生活のリズムが整っていない子どもがいることから、規則正しい生活

習慣を身につける必要があります。また、生活習慣を身につけるのと
同時に、親子や家族のふれあい・遊びを通して、子どもの運動、感覚
機能を養うことが必要です。 

 

・生活リズムを整え、正しい生活習慣をつける。 
・遊び等を通じて体を動かす機会を持つ。 

・遊び場などの場所の開放。 
・子育てボランティアなど活動の支援。 
・子育て講座や親子のふれあい教室等を支援。 
・子育て関連機関との連携・情報の発信 
・親子のスキンシップの効用を啓発するとともに、気

軽に利用できるスポーツ施設や公園などの利用を促
進する。 

 

【児童・青少年期】  
・肥満度＋20％以上の児童（小学生）が増加していることや、適正体重

ではない（肥満・やせ）生徒が１割程度いることから、規則正しい生
活習慣を身につける必要があります。 

 

・規則正しい生活を送る。 
・早寝早起きを励行する。 
・体験活動等積極的に参加する。 
・外遊びなどで体を動かす機会を持つ。 

・ボランティアによる子育て支援 
・各機関や団体等主催で体を動かすことのでき

るイベントを開催する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・各学校や各機関や団体などと連携を図る。 
・学校を通じて体を動かすことの効果などについての

情報を分かりやすく提供する。 
・学校行事･授業を通じて体力づくりに取り組む。 

【成人期】 
・意識して体を動かしていない人が 4割いることや、8割の人に運動習

慣がないことから、身体活動・運動に対する意識や意欲を向上させる
とともに、運動習慣を定着させることが必要です。 

・いつでも、どこでも、誰でも、運動にふれる機会が確保できるよう、
地域と連携した環境づくりを行う必要があります。 

・肥満の人は食事より体を動かすことに気をつけている傾向があり、栄
養・食生活だけでなく、運動においてもバランス良く生活習慣を改善
していく必要があります。 

・成人期から高血圧・糖尿病・高脂血症が増加することからも、生活習
慣病を意識した身体活動・運動の実践が必要です。 

 

・運動できる仲間づくりを行う。 
・健康チェック、体力測定など自分の健康状態や体
力を知ることにより健康意識を高め、自己管理が
できるようにする。 

・意識して体を動かす習慣をつける。 
・自分の生活スタイルに合った運動を継続する。 

・各地区で運動中心としたイベントを開催する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・健康チェック、体力測定など自分の健康状態や体力
を知ることにより健康意識を高め、自己管理ができ
るように支援する。 

・身近で運動できる環境づくりを支援する。 
・ニーズにあった地域活動の場や運動の機会をつくり、

活動できる施設等について情報を提供する。 
・運動や体力づくりの大切さを認識できるよう知識の

普及に努める。 
・運動に関する指導者を養成し、運動活動に関わる様々

な支援・充実する。 
・身近な場所で気軽に運動が楽しめる環境づくりの推

進。 
・忍にん体操等手軽にできる健康体操の普及 

運
動 

【高齢期】 
・男女ともに日ごろから体を動かしていることが多いことからも、引き

続き、介護予防の視点も踏まえ、身体活動の啓発と支援が必要です。 
・「体の調子がよくなく、体を動かすことが困難な人」が多くなってい

く年代であるものの、日常生活のなかで意識的に体を動かすことがで
きるよう情報を提供するとともに、閉じこもり予防として、積極的に
地域活動の参加を促すことが必要です。 

 

・自宅でもできる運動の工夫をする。 
・外出する機会を増やす。 
・畑仕事・散歩・友人など地域で交流をはかる。 

・高齢者の地域活動、交流の場を確保し、運動
習慣の定着を促進する。 

・地域で世代間交流しながら身近に運動できる
場を提供する。 

・自宅でも容易に運動が継続でき、個人にあった運動
方法を紹介する。 

・身近な場所で健康づくり事業や介護予防事業等を推
進する。 

・地域で実施されているサロンや世代間交流事業を支
援する。 



- 3 - 
 

伊賀市健康２１（第２次）計画策定に向けた取組みシート（案）                                        【資料 ２】 

 - 3 -

 

 新計画の現状・課題 個人・家庭が取組むこと 関係機関・地域が取組むこと 行政が取組むこと 

健康な生活を維持するためには、身体のみではなく、こころの健康が重要です。 
過度のストレスは、心や身体に大きな影響を与えます。自分にあったストレス解消法を見つけて、十分な休養をとるとともに、日常生活における不安や心配を軽減することが大切です。 

【乳幼児期】 
・子育て中の母親のうち、「イライラしたり、落ち込んだり、

気持ちが不安定になることがある」人が 2割以上いること
や、困っているときに協力してもらったり相談にのっても
らう人が誰もいないと答えた人がいることから、安心して
子育てができる支援が必要です。 

・生活のリズムが整っていない子どもがいることから、心身
ともに健やかに成長するために重要な時期という認識か
らも、親子ともに生活習慣の改善のきっかけづくりを支援
することが必要です。 

 

・規則正しい生活習慣を身につける。 
・早寝早起きの習慣をつけ、充分な睡眠をとるようにす
る。 

・子育てに不安や悩みのある時は、一人で悩みを抱え込
まずに相談をする。 

・親子のコミュニケーションに気を配る。 
・子どものこころの発育に関心を持つ。 
・保護者同士の交流を図る。 

・訪問などの機会をとおして、産後のうつ状態や育児不安な
どの早期発見に努める。 

・妊産婦や子育て期の保護者の育児不安や育児に対する精神
的な負担の軽減のための支援をする 

・精神的な負担の軽減のため医療機関等の子育て関連機関と
連携支援体制の充実を図る。 

・父親が子育てについて学ぶ機会を提供し、父親の子育て参
加を促進する。 

 

【児童・青少年期】 
・いろいろな人とのふれあいを通して、自分自身を認めたり、

認められたりする経験や視野を広げていくことができる
時期である一方で、多感な時期ということもあり、家庭、
学校、地域の連携による子どもたちの自尊感情を育む支援
が必要です。 

 

・規則正しい生活習慣を身につける。 
・早寝早起きの習慣をつけ、充分な睡眠をとるようにす
る。 

・悩みを相談できるような友達関係をつくる。 
・バランスのとれた食生活、適度な運動を心がける。 
・テレビやテレビゲームは時間を決める。 
・地区活動への参加などをとおして、地域とのつながり
を平素から持っておく。 

・子どものこころの変化に気を配る。 

・学校と関係機関や地域が、子どもの心を含めた健康につい
て話し合い、問題点を共有する場を持つ。 

・こころの健康について基本理解を広める。 
・いのちの大切さを理解するための教育を推進する。 
 

【成人期】 
・悩みの相談相手がいない中高年の男性や、30 代の男女の

精神疾患（うつなど）が多くなっていることからも、悩み
を抱え込まず、気軽に相談できる環境を整備する必要があ
ります。 

・近年の社会情勢からも、ストレスをもつ人が多くなってい
ることから、自分にあったストレス解消方法を身につける
ことができるよう支援することが必要です。 

・よく眠れていない人や目覚めたときの疲労感がある人がい
ることから、ちょっとした身体活動・運動の仕方や、食事
に摂り方など、生活に対する工夫・改善ができるように情
報提供することが必要です。 

 

・医療機関での指導、相談の情報を提供する。 
・職場等において休暇取得の向上など、福利厚

生の充実を呼び掛ける。 
・職域でのメンタルヘルスの取り組む 
・地域でのメンタルヘルスパートナーの活動 
・子どもたちが遊べる場や、地域の人が一緒に

集える場を充実する 

・ストレスの上手な解消の仕方等について啓発する。 
・バランスのとれた食事や適度な運動や睡眠、休養が、ここ

ろの健康にもよいことを啓発する。 
・身近でこころの健康相談が受けられるように体制を整備す

る。 
・関連機関と連携し、自殺予防対策を地域ですすめる。 
・職域と連携を図り、職場のメンタルヘルスへの取組みを支

援する。 
・運動・趣味等、生涯学習や生きがいづくりの場を提供する

とともに、講座や活動団体等の情報を提供する。 

こ
こ
ろ
の
健
康
・
休
養 

【高齢期】 
・日頃、ストレスを感じる人が、特に男性の 60 歳代、女性

の 60 歳代、70 歳以上で高くなっています。その理由とし
て、男性の 70 歳以上、女性の 60 歳代で「自分や家族の健
康・病気について」、女性の 70 歳代で「自分の生きがいや
将来に対する不安について」が高いことから、地域活動な
ど生きがい対策が必要です。また、引きこもりがちな人に
対する交流活動への参加を促すことが必要です。 

・知識や経験が豊富な年代です。生きがい対策や地域貢献の
視点からも、これまでの地域や経験を生かし、地域還元で
きる仕組みが必要です。 

・講演会などに参加して、こころの健康の基本理解に努
める。 

・自分にあったストレス解消法を実施する。 
・家族や身の回りの人のこころの変化に気を配る。 
・悩みを抱え込まず、仲間や家族、相談機関などに相談
する。 

・趣味や夢中になれるものを見つける。 
・家族や近隣とのコミュニケーションを図る。 
・社会参加を通じて、社会とのつながりを持つ。 
・適度な運動で気分転換を図る。 
・バランスのとれた豊かな食生活に努める。 
・高齢期は特に、閉じこもり状態になりやすいので、積
極的に外出をし、他者との関係を持つよう心がける。
また近隣は、常日頃から気を配る。 

・世代間交流に努め、地域の文化や歴史行事等を次世代
に伝える。 

・睡眠の大切さを理解し、充分な睡眠が得られるように
努める。 

・独居老人への声掛けを行い、地域住民の孤立
を防ぐ。 

・老人クラブ、子ども会等の活動を活発にし、
皆が楽しめる交流の機会を設ける。 

 

・認知症予防の知識を普及する。 
・高齢者の閉じこもりや抑うつ状態の早期発見に努める。 
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 新計画の現状・課題 個人・家庭が取組むこと 関係機関・地域が取組むこと 行政が取組むこと 

 
歯は、おいしく食べる、会話を楽しむなど、豊かで質の高い生活を送るために欠かせないものです。全国的にも 8020 運動を実施しており、一定の評価が得られています。 
歯の喪失原因となるう歯や歯周病の発症には、生活習慣が大きく関与しており乳幼児期から高齢期までのライフステージに応じ、むし歯や歯周病の予防を図っていくことが重要です。 
 

 
【乳幼児期】 
・う歯のない 3 歳児の割合が減少しているとともに、一人当たりのう
歯保有率が高くなっています。また、おやつの時間を決めていない
子どもたちが増えていることからも、う歯にならないための正しい
知識を保護者等に対し周知することが必要です。 
 

・こどもの歯の健康とともに保護者の歯の健康や食
生活に目を向ける。 

・正しい知識を身につけ、実践する。 
・こどものおやつの工夫をする。 

・う歯は感染症であること等正しい知識の普及に努
める。 

・保護者とともに歯の健康習慣の確立を図る。 
・妊娠期から母子の歯の健康づくりについての正し

い知識を普及する。 
・乳幼児期においてよくかむ習慣を身につけて、健

康な歯と食に関する知識を普及する。 

【児童・青少年期】 
・う歯のない児童・生徒の割合は増加しています。一方で、全国的に
も歯周病発症の低年齢化が言われていることからも、う歯だけでな
く、歯肉や口腔機能への意識を持つことが必要です。 

・歯の健康を保つためにも、飲食についての正しい知識を周知するこ
とが必要です。 

・混合歯列期の保護者による仕上げ磨きを実践す
る。 

・う歯の有無にかかわらず、定期的に歯科検診を受
診する。 

・かみごたえのある食べ物を食べる。 

・う歯予防や歯周病に関する正しい知識の普及に努
める。 

・よくかむ習慣を身につけて健康な歯と食に関する
知識を普及する。 

・規則正しい食生活をする。 
・定期的に歯科健診を受診する。 
・かかりつけ歯科医をもつ。 
・正しい歯磨き法を身につけ、歯ブラシ以外の清掃

器具を使用する等実践する。 

・歯の衛生週間などで歯科保健の大切さについて啓
発する。 

・歯と口の健康と全身の健康との関連性について周
知・啓発する。 

・歯周病についての正しい情報を提供し、予防とし
ての定期的な歯科健康診査の受診を勧奨する。 

・口腔機能の維持、向上のための教室などを開催す
る。 

 

歯
科
保
健 

【成人期・高齢期】 
・歯の健康づくりに取り組んでいる者の割合が減少しているとともに、

定期的な歯科健診の受診者数は減少していることからも、口腔の疾
患が全身疾患に影響を及ぼすことなど、歯の健康づくりの大切さを
周知することが必要です。 

・歯科医院に行く理由として、う歯等の治療や歯石の除去などの割合
が高く、定期的な歯科健康診断の割合が低くなっていることからも、
日ごろからの定期健診の必要性の周知が必要です。 

・残存歯や義歯の清掃の正しい手入れの仕方を学
び、実践する。 

・定期的に歯科検診を受診する。 

・乳幼児から青年期における定期歯科健康診査や、
フッ化物入り歯みがき剤の使用などを普及・啓発
する。 

・定期歯科健康診査等の機会で、むし歯や歯周病を
予防するための適切な歯科保健指導を行う。 

 

・要介護者等への在宅歯科訪問健康診査の普及啓発
を行う。 

・各団体と協力し、健康教育等の機会を活用し口腔
内の健康の保持増進への支援を行う。 

・８０２０運動の推進に努める。 
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 新計画の現状・課題 個人・家庭が取組むこと 関係機関・地域が取組むこと 行政が取組むこと 

 
喫煙は、がん、心臓疾患、脳血管疾患、呼吸器疾患などの生活習慣病の発症要因となるだけでなく、歯周病や低出生体重児などの危険因子となっています。また、「受動喫煙」によって、周囲の人々の健康に対しても悪い影響を及

ぼします。職場や家庭で受動喫煙の被害を受けることが多いため、たばこが体に与える影響について十分な知識を普及し、禁煙の支援や受動喫煙の防止対策を進めることが重要となります。 
 

【乳幼児期】 
・妊婦健診受診者における喫煙者が減少している一方で、「子どものい

る部屋での喫煙状況」の現状として、割合としては少ないものの副
流煙を吸っている調査結果がでています。喫煙が大切な子どもたち
の身体に及ぼす影響についての正しい知識を普及する必要がありま
す。 
 

・妊娠中や母乳を与えている人は禁煙する。 
・妊婦や子どもの前で禁煙する。 

・妊産婦や父親が参加する教室などで喫煙が及ぼす
胎児や、乳幼児への影響について説明し、知識の
周知や禁煙・分煙を普及・啓発する。 

 

【児童・青少年期】 
・禁煙教育を引き続き実施し、喫煙が心身に及ぼす影響を教えていく

必要があります。 
・興味本位から喫煙してしまう年代です。禁煙は絶対しない、すすめ

ないということを家庭・地域で連携して取り組んでいくことが必要
です。 
 

・喫煙が及ぼす健康被害について十分な知識を得
る。 

・未成年者は喫煙しない。 
・未成年者がたばこを吸うことを容認しない環境づ

くりをする。 
 

・児童･生徒や保護者に対して、たばこの害につい
ての情報を提供し、家庭内での禁煙・分煙を普
及・啓発する。 

・喫煙の害について指導や教育を充実する。 

た
ば
こ 

【成人期・高齢期】 
・年代があがるにつれて以前は喫煙していたがやめたという割合が高

くなっており、その理由としても健康に悪いからと回答しています。
禁煙したくても禁煙できない人に対し、禁煙をサポートできる体制
の整備が必要です。 

・人の吸っているたばこの煙について、「やめてほしい」「場所を考え
て吸ってほしい（分煙してほしい）」をあわせた割合が約 7割と高く
なっていることからも、受動喫煙の防止など、たばこの喫煙するマ
ナーを守る必要があります。 

・長期喫煙者の喫煙に起因する疾病予防が必要です。 
 

・たばこをやめたい人は、禁煙に努力する。 
・たばこを吸ってない人は、たばこを吸い始めない

ようにする。 
・たばこを吸う人は周囲に煙を吸わせないように配

慮するとともに、吸い殻のポイ捨てなど喫煙マナ
ーを身につける。 

・未成年者の喫煙防止を周知・徹底する。 
・たばこ自動販売機での未成年者への販売規制を指

導・啓発する。 
・路上や駅、飲食店などの公共の場での受動喫煙防

止をすすめる。 
・受動喫煙防止の推進（分煙・禁煙化の推進）人が

集まる商店街、事業所など町ぐるみで取り組みを
すすめる。 

 

・禁煙教育の推進と禁煙希望者の支援。（たばこに
関する情報提供や知識の普及・啓発） 

・公共施設の敷地内禁煙及び禁煙推進 
・喫煙と歯周病や生活習慣病の関連性について周

知・啓発する。 
・喫煙マナー・モラルの遵守を周知・啓発するとと

もに、禁煙施設・場所を増やす。 
・禁煙外来や禁煙相談を周知する。 
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 新計画の現状・課題 個人・家庭が取組むこと 関係機関・地域が取組むこと 行政が取組むこと 

過度の飲酒は肝機能障害やアルコール依存症などを発症させることがあります。 
飲酒が心身に及ぼす影響についての児童・青少年期から取り組みが必要です。 

 
【乳幼児期】 
・妊娠・授乳期の母親に対し、飲酒が子どもたちの心身に影響を及ぼ

すということについて、正しい知識を普及する必要があります。 
 

・妊娠中・授乳中には飲酒をしない。 ・妊産婦や父親が参加する教室などでアルコールの
及ぼす影響について話し、妊娠から授乳期は飲酒
しないことの普及・啓発をする。 

 

【児童・青少年期】 
・飲酒が心身に及ぼす影響を教えていく必要があります。 
・興味本位から飲酒してしまう年代です。飲酒は絶対しない、すすめ

ないということを家庭・地域で連携して取り組んでいくことが必要
です。 

 

・未成年者は飲酒をしない。 
・未成年者が飲酒をすることを容認しない環境づく

り。 
 

・未成年者の飲酒の健康被害についての知識の普
及。 

・学校保健との連携。 
・児童･生徒や保護者に対し、未成年者に飲酒防止、

飲酒の害について指導・啓発します。 
 

ア
ル
コ
ー
ル 

【成人期・高齢期】 
・飲酒については、男性で年齢があがるにつれて頻度が増えていると

ともに、頻度が増えるにつれて、飲酒量が増えています。また、今
後の飲酒に対する考え方は、「このままでよいと思っている」が最も
高くなっています。これらのことから、自分にとって適度な飲酒量
を知るとともに、過度な飲酒が家庭への崩壊へとつながる恐れも潜
んでいることがうかがわれます。 

・断酒したくても断酒できない人に対し、断酒をサポートできる体制
の整備が必要です。 

・飲酒が習慣化している年代から、ストレス解消として、飲酒をして
いることが見受けられるため、体を動かすことなどによるストレス
解消方法を身につけるなど生活習慣を改善できるよう支援する必要
があります。 

 
 

・適正飲酒に心がけ、多量飲酒をやめる。 
・週に２日の休肝日をつくる。 
・アルコール以外の楽しみや趣味を見つける 
・人の集まる場所や機会に、車を運転する人にお酒

を勧めない。 
 

・家庭や地域で未成年者が飲酒しない環境をつく
る。 

 

・支援団体などとの連携し断酒したい人の相談やサ
ポートを行う。 

・高齢者の社会交流の場を広げる。 
・多量飲酒の害についての知識の普及と、節度ある

適度な飲酒を啓発する。 
・飲酒を無理にすすめないことを啓発する。 
・アルコールと生活習慣病との関係など、健康影響

についての知識を普及する。 
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 新計画の現状・課題 個人・家庭が取組むこと 関係機関・地域が取組むこと 行政が取組むこと 

 
生活習慣病の予防には、日ごろから自分自身の健康状態に関心を持って、自らの健康管理を行っていくことが必要となります。また、病気の早期発見、早期治療できるようライフステージに応じた健診を充実していくことが必要

です。特に、平成 20 年度からは内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）の概念を取り入れた各医療保険者による特定健康診査、特定保健指導が始まりました。健診・保健指導の勧奨を行うとともに、生活習慣を見直し予防に
向けた取り組みが必要です。 

 

【乳幼児期・児童・青少年期】 
・子どもの発育・発達の定期的な確認は、疾病の早期発見・早期治療

として欠かせないものです。さらに保護者の子育て不安や負担感を
解消するとともに、虐待防止としても好機ともなります。このため、
乳幼児健診の確実な実施と健診後の支援体制を充実することが必要
です。 

 

・健（検）診で、異常が発見されたら、放置せずに
受診をする。 

・健診で生活改善を指摘されたら、その改善に向け
て努力する。 

・健（検）診の必要性について、周知し受診率の向
上に努める。 
 

健
康
診
査 

【成人期・高齢期】 
・特定健診へ移行してからの受診率が低くなっていることから健診の

受け方・内容など、正しく周知することが必要です。 
・胃がん検診、大腸がん検診、子宮がん検診、乳がん検診の受診率は

国の目標値を下回っています。また、ここ１年間での健康診査やが
ん検診の受診を受けていない理由は、男性の 20 歳代で「対象となる
年齢ではないから」、30 歳代、50 歳代で「忙しいから」、40 歳代で
「お金がかかるから」が高くなっています。女性の 20 歳代で「お金
がかかるから」、30 歳代、40 歳代、50 歳代で「忙しいから」が高く
なっています。定期的に受診するという意識改善を行い受診を習慣
化するとともに、対象者の方が参加しやすい実施方法を検討する必
要があります。 

 
 

・健（検）診を定期的に受診する。 
・健（検）診で、異常が発見されたら、放置せずに

受診をする。 
・健診で生活改善を指摘されたら、その改善に向け

て努力する。 
・健康手帳を有効に活用し自己の健康管理に努め
る。 

・健康づくり事業に関する情報を積極的に提供す
る。 
 

・健（検）診の必要性について、周知し受診率の向
上に努める。 

・特定健診、特定指導の効果的な実施に向けて、体
制の整備を図る。 

・がん検診で、異常が発見されたにも関わらず、放
置されることのないように、がん検診の精密検査
受診率の向上に努める。 

・健康手帳などの内容を充実し、活用方法について
周知する。 

・健康診査やがん検診の受診勧奨と健康診査事後指
導の充実を図り、疾病の早期発見に努める。 

 

 

 

 


