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【仮称】新伊賀市健康２１計画策定に向けた現状・課題シート（案）                                   【資料２-２】 

 
市民アンケートから見えた現状 

※《 》はアンケート報告書参照頁 
既存の取組み等から見えた現状 

国の制度や計画から見えた 

新たな課題 
新計画の現状・課題 

栄
養
・
食
生
活 

 
【成人】 
・男女ともに 20 歳代で朝食を欠食している人が多い。

（全国と比べて同等程度）《29 頁参照》 
 
・朝食をほとんど食べない理由は、「時間がなくて食べ

られない」が最も高く、次いで「食べる気がしない」
が高い。（『食事に気をつける』『健康診断を受ける』
『家にこもらない』『お酒を飲まない（飲みすぎな
い）』『過労に注意する』に取り組みたいと考えてい
る人ほど毎日食べている。）《31 頁参照》 

 
・男性の 20 歳代から 50 歳代で朝食を誰かと食べる頻度

が低い。（男性の 20 歳代は「ひとりで食べている」
が、男性の 30 歳代、40 歳代は「時間が合えば一緒に
食べている」が高い。）《32 頁参照》 

 
・男性の 20 歳代から 40 歳代で夕食を誰かと食べる頻度

が低い。（「時間が合えば一緒に食べている」が高い。）
《33 頁参照》 

 
・健康について心がけていることは、「食事に気をつけ

る」が最も高く（60.1％）、次いで「体を動かす」、「充
分な睡眠をとる」となっている。《12 頁参照》 

 
・メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の「言

葉も意味も知っている」が最も高く（68.7％）、次い
で「言葉は知っているが、意味は知らない」（26.7％）、
「言葉も意味も知らない」（2.8％）となっている。《26
頁参照》 

 
・野菜が不足を「どちらかといえば感じていない」人が

半数以上。（男性の 20 歳代、30 歳代で「どちらかと
いえば感じている」が高い。また、野菜を多く摂ら
ない理由は、男性の 20 歳代で「野菜が嫌いだから」
が、男性 60 歳代で「健康食品やサプリメントで栄養
を補えると思うから」が高い。また、女性の 50 歳代、
60 歳代で「家族が、野菜料理が嫌いなので」が高い。）
《34 頁参照》 

 
・男女ともに、年齢が高くなるにつれて高血圧が高い。

《19 頁参照》 
 
【高齢期】 
・男性の 70 歳以上、女性の 60 歳代で朝食を誰かと食べ

る頻度が高い。《29 頁参照》 
 
・男性の 70 歳以上、女性の 60 歳代で夕食を誰かと食べ

る頻度が高い。（女性の 70 歳以上で「ひとりで食べ
ている」が高い。）《33 頁参照》 

 
・男女ともに、年齢が高くなるにつれて高血圧が高い。

《19 頁参照》 

 
【乳幼児期】 

・おやつの時間を決めていない保護者が増加している。

・子どもの野菜不足と感じている保護者が増えている。

・朝食を食べている子どもの割合 

1 歳 6 か月児健診 98.2% 

3 歳児健診    98.4% 

・朝食を食べている保護者の割合 

1 歳 6 か月児健診 93.8% 

3 歳児健診    94.8% 

・食事にいての保護者の悩みがある（1.6 健診～58.4%、

3 歳児健診～55.4%） 

  「あり」の内容 

   1.6 健診 

    遊び食い 37.4% 

    むら食い 35.0% 

    よく噛まない 35.0% 

    好き嫌い 32.1% 

   3 歳児健診 

    好き嫌い 34.8% 

    遊び食い 30.2% 

    むら食い 25.8% 
 
【児童・青少年期】 

・肥満度＋20％以上の児童（小学生）は増加し、生徒（中

学生）は減少している。 
 
【成人】 

・男女ともに成人のやせ、肥満の割合が全国平均を下回

っている。 

・男性 40 歳～64 歳における生活習慣病死亡率が三重県

平均を上回っている。 

伊賀市男性 344.6（人口 10 万対）  

三重県男性 308.0 

・ＢＭＩ 

○「健康日本２１」中間評価報告書（H19.4） 

・様々な食育と連動した国民運動の推進 

・行政管理栄養士の配置等の体制整備 

○「健やか親子２１」第２回中間評価（H22.3） 

・妊産婦等への食育の普及啓発 

・児童・生徒、思春期の保健対策 

・母子の健康確保等 

○「食育推進基本計画」の改訂（H23.3 内閣府） 

・「周知」から「実践」へ 

・生活習慣病予防及び改善に向けた食育の推進 

・家庭における食育の推進 

・ライフステージに応じた食育の 

推進 

○保健指導・食育活動拠点整備事業、疾病の重症化予防

のための食事指導拠点整備事業 

○「マジごはん計画」（H23.3 農水省） 

・“食べる”ことを大切に思える機会の提供 

・作る人の“マジ”を伝える機会の提供 

⇒ちゃんとしたものを、ちゃんと食べるようになる 

 
 

 

 

 
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
ましい食習慣を身につけるとともに、食を選択する力を
身につけることで、心身を培い、豊かな人間を育み「生
きる力」を成長していくことが重要です。 
 
【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。 

 
【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。 

 
【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、ＢＭＩ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。 

 
【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。 
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市民アンケートから見えた現状 

※《 》はアンケート報告書参照頁 
既存の取組み等から見えた現状 

国の制度や計画から見えた 

新たな課題 
新計画の現状・課題 

運
動 

 
【成人】 
・日ごろから健康の維持・増進のために体を動かしてい

る状況について、「特に意識して体を動かしてはいな
い」、「日ごろは運動していないが意識して体を動か
している」が約 4割、「日ごろから運動している」は
22.8％。 
男女ともに 30 歳代で「特に意識して体を動かしては
いない」が高い。《37 頁参照》 

 
・太った人で「特に意識して体を動かしてはいない」が

高く、変らない、痩せた人で「日ごろから運動して
いる」が高い。《39 頁参照》 

 
・非常に健康だと思う人で「日ごろから運動している」

が高く、「特に意識して体を動かしてはいない」が低
い。《39 頁参照》 

 
・日ごろから運動している人で、１回 30 分以上で週２

回以上の運動を「１年以上実施している」が 70.6％、
「１年にはならないが実施している」が 20.2％とな
っている。《40 頁参照》 

 
・日ごろから運動している人の内容は「ウォーキング」

がと最も高い（43.1％）。《41 頁参照》 
 
・運動習慣がない理由は、「仕事や学業が忙しくて、十

分な時間がとれないから」が最も高い（39.2％）。次
いで「場所や機会がないから」が 25.3％。《42 頁参
照》 

 
・男性 20 歳代、40 歳代で「運動の必要性を感じない」

が高い。《43 頁参照》 
 
・高脂血症、糖尿病の人が年齢とともに多くなる。《19

ページ参照》 
 
【高齢期】 
・男性の 60 歳代以上で「日ごろから運動している」、女

性の 70 歳以上で「日ごろは運動していないが意識し
て体を動かしている」が高い。《38 頁参照》 

 
・男性の 60 歳代で、１回 30 分以上で週２回以上の運動

を「１年以上実施している」が高い。《40 頁参照》 
 
・運動習慣がない理由は、男性 60 歳代以上で「運動の

必要性を感じない」が高い。男性 70 歳以上で「体の
調子がよくなく、体を動かすことが困難だから」が
高い。《42 頁参照》 

 
 

 
【乳幼児期】 
・１０時以降に寝る児の割合 
   １歳６か月児健診 25.3% 
   ３歳児健診    30.9% 
・朝８時以降に起床する児の割合 
   １歳６か月児健診 20.9% 
   ３歳児健診    15.2% 
 

 
 
【児童・青少年期】 

・6～11 歳では、肥満度＋20％以上の児童生徒、肥満度

－20％以下の児童生徒が増加している。 

・12～14 歳では、肥満度＋20％以上の児童生徒、肥満

度－20％以下の児童生徒が減少している。 
 
【成人期】 

・日常的運動習慣がある人は減少している。 

・継続的にウォーキングしている人は減少している。 

 

○健康日本２１中間評価報告書（H19.4） 

・健診後の運動指導の充実 

・「エクササイズガイド 2006」の普及啓発・ 指導者の

育成の促進 

・学校・企業などの運動施設の開放やイベント頻回実施、

ボランティア活動の奨励等、身体活動・運動に取り組

みやすい環境整備 

○平成 23 年度に「健康づくりのための運動基準 2006」

を新たな知見を踏まえた改定及び対象者別の指針の

作成を目的とした改定を行う。 

 

 

 
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
ることが内臓脂肪の燃焼や健康を維持するために必要
となります。 
ＱＯＬ（生活の質）を向上させるために、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、適正体重
を維持することが大切です。 
 
 

【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。 

 
【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、規則正しい生活習慣を身につける必要
があります。 

 
【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。 

 
【高齢者】 
・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。 

 
  



 

- 3 - 

 

 
市民アンケートから見えた現状 

※《 》はアンケート報告書参照頁 
既存の取組み等から見えた現状 

国の制度や計画から見えた 

新たな課題 
新計画の現状・課題 

こ
こ
ろ
の
健
康
・
休
養 

 
【成人】 
・日頃、ストレスを感じる人が、男性で 6割以上、女性

では 7割以上。《45 頁参照》 
 
・ストレスの内容は、男女ともに「家事や仕事の負担に

ついて」が高い。《47 頁参照》 
 
・「相談相手がいる」人でストレスを感じている人の割

合が低い。《46 頁参照》 
 
・「日ごろから運動している」人でストレスを感じてい

る人の割合が低い。《46 頁参照》 
 
・ストレス対処法がある人は、男性で 7割以上、女性で

8割以上。《49 頁参照》 
「健康ではない」と感じる人は、ストレス対処法が
ない人が高い。《50 頁参照》 

 
・「ストレスの対処法がある」人でストレスを感じてい

る人の割合が低い。《46 頁参照》 
 
・悩みや相談相手がいないときの対処方法は、「自分で

我慢する」の割合が高い。《54 頁参照》 
 
・睡眠について、「よく眠れる」「どちらかといえばよく

眠れる」をあわせた眠れる人は 79.8％。《55 頁参照》 
 
・目覚めたときに疲労感のある人が 60 歳以上に比べ、

高い。《57 頁参照》 
 
【高齢期】 
・日頃、ストレスを感じる人が男性の 60 歳代で 59.0％、

女性の 60 歳代で 69.0％、70 歳以上で 66.7％。《45
頁参照》 

 
・ストレスの内容は、男性 60 歳代で「人間関係につい

て」、「自分の生きがいや将来に対する不安につい
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。
《48 頁参照》 

 
・ストレス対処法がある人が男性の 70 歳以上、女性の

70 歳以上で低い。《49 頁参照》 
 
・悩みなどの相談相手の有無は、男性の 60 歳以上で「い

ない」が高い。《53 頁参照》 
 
 

 
【乳幼児期】 

・3 歳で午後 10 時以降に就寝している子は減少してい

る。 

・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りますか」で「よ

くなる」「時々なる」が 21.4％（４か月）25.6％（１

０か月）である。 

・イライラしたときの発散方法は、「誰かと話をする」

「外出・買い物をする」「たくさん食べる」の順に多

い。 

・子育て中の母親が、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や機関について、４か月

児・１０か月児・１歳６か月児・３歳児健診いずれも、

多いのは夫、実家、友人である。誰もいない人は３歳

児で５名であるが、その他の時期は１～２名である。
 
【児童・青少年期】 

 

 
 

【成人期】 

・継続的に悩みを持ったり、ストレスを感じている人は

減少している。 

・身近に相談できる人がいる人は増加している。 

・自殺者（人口 10 万対年齢調整死亡率）はわずかに減

少している。 

 

【高齢期】 

・ストレスがあるのに対処法がない人が多い。 

・悩みの相談相手がいない人が男性で多い。 

 

○健康日本２１中間評価報告書（H19.4） 
・思春期のうつ病等の精神疾患の 
早期発見自殺対策の推進 

・自殺対策に関する研究の推進 
・睡眠に関する知識の普及啓発 
○健やか親子２１第２回中間評価（H22.3） 
・思春期のうつ病等の精神疾患の早期発見や専門的に対

応できる人材の確保、学校における心の健康づくり等
が求められる 

・子どもの心の診療に指導できる医師のもとで研修がで
きる体制を整備する必要がある 

・親子の心の問題に対応できる技術を持った小児科医や
精神科医と専門医療機関との紹介体制の確立 

○いのちを守る自殺対策緊急プラン（H22.2） 
・社会全体での自殺対策の取り組み 
・相談、早期対応体制の充実・強化 
・状況分析や実態解明を進めて効果的な対策・制度 
・慣行にまで踏み込んだ対策に向けた検討 
・ハイリスク地・ハイリスク者について重点的な対策 
・自殺未遂者のための支援の強化 
・自殺者の遺族のための支援の強化 
・推進体制の強化 
○地域 
・職域連携推進事業における自殺 
・うつ病等対策の強化 
○平成 22 年度までは「都道府県地域 
・職域連携推進協議会」に地域（都道府県等）、関係機
関（医師会等）、職域（事業者代表等）で構成されて
いたが、平成 23 年度自殺・うつ病対策では「保健所」
がうつ・精神を主として受け持ち、既存の「都道府県
地域・職域連携推進協議会」に民生委員、学識経験者、
病院・診療所、産業医、NPO・ボランティア、事業所
労務担当者等の支援実務者を追加する。また、労働分
野（過労・失業）、学校（いじめ）、弁護士会（多重債
務）とも連携していく。 
 

 
健康を維持するためには、身体の健康のみではなく、

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。日常生活における不安や心配を解消し、十分な休養
をとるとともに、自分にあったストレス解消法を見つけ
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。 

 
【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。 

 
【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。 

 
【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。 
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市民アンケートから見えた現状 

※《 》はアンケート報告書参照頁 
既存の取組み等から見えた現状 

国の制度や計画から見えた 

新たな課題 
新計画の現状・課題 

歯
科
保
健 

 
【成人・高齢期】 
 
・歯みがきを行っている人は 96.6％となっている。《73

頁参照》 
 
・歯みがきを行う時は、「就寝前」「朝食後」が高く、「昼

食後」「間食後」「夕食後」の割合は低い。《73 頁参照》 
 
・かかりつけ歯科医の有無について、「いる」人が

72.0％、「いない」人が 25.9％となっている。《74 頁
参照》 

 
・この１年間での歯科医院の受診の有無は、「行った」

が 50.9％、「行かなかった」が 47.6％。《74 頁参照》 
 
・歯科医院にいった理由は、「むし歯や歯周病の治療」

「歯石の除去や清掃」が高く、「入れ歯の調整」「歯
科の健康診断」「矯正」が低い。 
《74 頁参照》 

 
 
 
 

 
【乳幼児期】 

・う歯のない 3 歳児の割合は減少している。（H17 年度

71.2％→H22 年度 65.6％） 
・一人当たりのう歯保有率が高い 
・おやつの時間を決めていない保護者が増加している。
（1歳6か月児健診 H17年度37.0％ H22年度50.0％）
（3歳児健診 H17 年度 42.0％ H22 年度 57.0％） 
 
【児童・青少年期】 
・う歯のない児童・生徒の割合は増加している。 
 
【成人】 
・歯の健康づくりに取り組んでいる者の割合減少してい

る。 
・定期的な歯科健診の受診者数は減少している。 
・歯科医院に行く理由として、む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。 

  
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むし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、むし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。 

 
【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、むし歯だけでなく、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。 

 
【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、むし歯等の治療や歯石 
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。 
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市民アンケートから見えた現状 

※《 》はアンケート報告書参照頁 
既存の取組み等から見えた現状 

国の制度や計画から見えた 

新たな課題 
新計画の現状・課題 

た
ば
こ 

 
【成人】 
・喫煙の習慣が「ある」人は 20.9％、「以前は吸ってい

たがやめた」は 18.6％。（平成 17 年度調査と比べ、
大きな差異がない。男性の年代が高くなるにつれて
「以前吸っていたがやめた」が高い。）《60 頁参照》 

 
・今後の喫煙に対する考え方について、男性の 30 歳代、

40 歳代、女性の 20 歳代で「このままでよいと思って
いる」が高い。《62 頁参照》 
  

・禁煙ができなかった理由は、「自分の意志が弱かった
から」と最も高く（84.7％）なっている。（平成 17
年度調査と比べ、「自分の意思が弱かったから」が増
加し、「自分にあった方法が見つからなかったから」
が減少している。）《63 頁参照》 

 
・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。《●頁参照》 

 
・たばこをやめたきっかけは、「たばこが体に悪いと思

ったから」が最も高い。《64 頁参照》 
 
【高齢期】 
・喫煙の習慣について、男性の 60 歳代で 34.0％、70

歳以上で 24.4％、女性の 60 歳代で 10.6％、70 歳以
上で 0.8％となっている。《61 頁参照》 

 
 

 
【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。（H17

年度 5.4％→H22 年度 3.1％） 
・１歳半における健康予防対策実態調査（Ｈ22）より、

「子どものいる部屋での喫煙状況は、両親ともが
7.5％、父親のみが 3.0％。 

 
【児童・青少年期】 

 
 
【成人】 

・悪性新生物年齢調整死亡率が減少している。（H17 年

度 120.26→H22 年度 147.93） 

 

【高齢期】 

・Ｈ21 国民営要調査概要版より、国に比べ 60 歳、70

歳以上の喫煙率が高い。 

・国保疾病分類別統計、長寿医療統計によると、喘息の

受診率が高い。 

・Ｈ19、20 主要要因別年齢調整死亡率をみると、慢性

閉塞性肺疾患が県平均より高くなっている。 

○健康日本２１中間評価報告書（H19.4） 

・新規喫煙者増加の防止・ 受動喫煙の防止 

・禁煙指導の充実 

・「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」によ

る喫煙率を引き下げ、たばこの消費を抑制し、国民の

健康に与える影響を低減させていくための取組が必

要 

○健やか親子２１第２回中間評価（H22.3） 

・教育機関の敷地内完全禁煙や学校における喫煙防止教

育の推進やすでに喫煙している子どものために禁煙

治療外来（卒煙外来）の普及 

○平成 22 年 2 月健康局長通知により、受動喫煙防止対

策の基本的な方針として、多数の者が利用する公共的

な空間は、原則として全面禁煙であるべき。 

○平成 22 年 10 月 1 本あたり 3.5 円のたばこ税率引上

げ 

 
 

 

 

 
喫煙は、がん、心臓疾患、脳血管疾患、呼吸器疾患な

どの発症要因となり、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。 

 
【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。 

 
【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。 
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市民アンケートから見えた現状 

※《 》はアンケート報告書参照頁 
既存の取組み等から見えた現状 

国の制度や計画から見えた 

新たな課題 
新計画の現状・課題 

ア
ル
コ
ー
ル 

 
【成人】 
・飲酒の習慣は、「ない」が 51.0％と最も高く、次いで

「ある」が 41.9％、「以前は飲んでいたがやめた」が
5.0％となっている。（平成 17年度調査と比較すると、
飲酒習慣のある人が増えている。男性の 30 歳代以上
で飲酒の「ある」が高くなっている一方、女性の 40
歳代以上で低い。）《65 頁参照》 

 
・飲酒の頻度は、男性で年齢が上がるにつれ、「ほぼ毎

日」が高くなる。《66 頁参照》 
 
・一日の飲酒量（日本酒換算）は、「1 合未満」が最も

高く（48.0％）なっている。（飲酒量が多くなるにつ
れて「ほぼ毎日」飲酒しているが多い。）《68 頁参照》 

 
・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」（80.9％）が最も高く、次いで「量を減ら
そうと思っている」（15.6％）が、「やめようと思っ
ている」（2.6％）となっている。（平成 17 年度調査
と比較すると「このままでよいと思っている」が増
加し、「量を減らそうと思っている」が減少している。
健康感が低くなるにつれて「このままでよいと思っ
ている」が低くなっている。）《69 頁参照》 

 
・禁酒・減酒ができない理由は、「自分の意思が弱かっ

たから」（65.1％）が最も高い。《70 頁参照》 
 
・飲酒をやめた理由は、「体の調子が悪くなったから」

（40.7％）が最も高い。《71 頁参照》 
 
・「節度ある適切な飲酒」の認知度は、「知っている」が

48.0％、「知らない」が 36.1％となっている。《72 頁
参照》 

 
【高齢期】 
・飲酒の頻度について、男性の 60 歳以上で「ほぼ毎日」

が高い。《67 頁参照》 
 

 
【乳幼児期】 

・妊婦のうち飲酒習慣がある者の割合が減少している。

（H17 年度 10.9％→H22 年度 3.0％） 
 
【児童・青少年期】 

 
 
【成人・高齢期】 
 
・体調が悪くならないと禁酒できない人が多い。 
・飲酒習慣がある人の 3割は適正な飲酒量を知らない。

○健康日本２１中間評価報告書（H19.4） 

・未成年者の飲酒者をゼロにする 

・多量に飲酒する者の割合の２割削減 

○健やか親子２１第２回中間評価（H22.3） 

・学校における飲酒防止教育の推進 

・未成年者の飲酒防止に向けた地域レベルの関係機関に

おける組織的な取組体制の確立 

・保健所や精神保健福祉センターにおける未成年者の飲

酒に関する相談サービスの充実 

・未成年と成年が混在する大学高等教育機関における飲

酒の取り扱いについて厳密に対処が必要 

○平成 20 年 4 月厚生労働省事務連絡「アルコールの影

響と適度な飲酒について」を発出 

 
 

 

 

 
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。 
特に、未成年者は大人に比べて肝臓処理能力が弱く、

少量でも負担が大きくな健康に害を及ぼす危険が大き
くなります。 
 
 

【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。 

 
【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。 

 
【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。 
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市民アンケートから見えた現状 

※《 》はアンケート報告書参照頁 
既存の取組み等から見えた現状 
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新たな課題 
新計画の現状・課題 

健
康
診
査 

 
【成人】 
・ここ１年間での健康診査やがん検診の受診について、

「健康診断」を市の健診（検診）で受けた人が 18.4％
となっている。「乳がん」が 10.7％、「子宮がん」が
8.7％となっている。各がん検診で、「受けていない」
の割合が 5割以上となっている。《75 頁参照》 

 
・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」が高い。 
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」が高い。《78 頁参照》 

 
・健康づくりを進めるにあたり、行政に望むものは、「身

近で健康チェックなど健康づくりができる場をつく
る」が 47.2％、「健康づくりに関する情報を手軽に入
手できるようにする」が 33.8％となっている《80 頁
参照》 

 
【高齢期】 
・ここ１年間での健康診査やがん検診の受診は、60 歳

代、70 歳以上で「市の健診（検診）」の割合が高い。
《76 頁参照》 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【乳幼児期】 
・乳幼児健診の実施、疾病・障がいの早期発見・早期治

療・療育へのつなぎ。保護者の不安軽減への相談や
育児への助言等。必要に応じて発達支援センターや
こども家庭課相談員と情報共有し支援についての連
携を図っている。 
 
受診率（22 年度） 
４ヶ月児健診   97.4％ 
10 ヶ月児健診   93.9％ 
1 歳 6 ヶ月児健診 91.3％ 
3 歳児健診    93.4％ 

  

 
 
【児童・青少年期】 
・学校保健法に基づく健診の実施 
・肥満度・発育度のチェック及び相談、 
・生活改善への情報発信。 
 
【成人】 
・特定健診へ移行してからの受診率が低い。 
・胃がん検診、大腸がん検診、子宮がん検診、乳がん検

診の受診率は増加している。一方、肺がん検診の受
診率は減少している。 

・がん検診の男性受診率が低い。 

 

受診率  Ｈ18 年度  Ｈ22 年度 

基本健診  47.6％    － 

特定健診   －    23.70％ 

胃がん検診 3.0％    3.22％ 

肺がん   24.0％   23.2％ 

大腸がん  3.6％    4.45％ 

子宮がん  10.6％   22.68％ 

乳がん   12.1％   24.76％ 

 

○がん対策基本法 

平成 19 年 4 月施工・がんの予防及び早期発見の推進・

医療機関の整備等・がん患者の療養生活の質の維持向

上・研究の推進等 

 

 
 

 

 

 
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。 

 
【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。 

 

 


