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Ⅲ章 計画の推進 

１ 計画の推進体制 

 計画の推進にあたっては、市民が日常生活の中で積極的に健康づくりに取り組めるよ

う支援体制を整えていかなければなりません。そのためには、地域や行政などが、それ

ぞれ役割を認識しお互いに連携し、健康づくりを推進していくことが大切となります。 

 

（１）庁内いきいきいなざわ・健康２１連絡会議 

庁内関係各課による“いきいきいなざわ・健康 21”プロジェクトのメンバーによ

る連絡会議を実施し、健康増進関連事業の情報や計画の進行管理をはじめ、新たな健

康づくりへの取り組みや課題等について検討します。 

（２）稲沢市保健対策推進協議会 

稲沢市保健対策推進協議会は、健康づくりに関する保健事業の運営が円滑かつ効果

的に実施されているか、課題や計画の推進について幅広い意見を求めたり提案をする

とともに、計画の進行管理や評価等の協議を行います。 

（３）ヘルスメイト、まちづくり推進協議会等の既存団体の活用 

地域における健康づくりの推進としては、地域で食育を推進するヘルスメイトの活

動や、まちづくり推進協議会などの既存の団体の活動を把握し、健康づくりの支援や

啓発について協力をお願いしていきます。 

（４）実施主体の役割 

 （ア）市民 

   市民一人ひとりが、「自分の健康は、自分で守る」という意識を持ち、積極的に

健康づくりに取り組むことが大切です。また、自らの健康状態や、生活習慣に関

心を持ち、自分自身の生活の質を高める事が必要です。 

 （イ）家庭 

   家庭は、毎日の生活の源であり、生活する上での生活習慣を身につける最も重

要な場です。こころの安らぎを得られる場でもあります。乳幼児期から高齢期ま

で健やかな食生活や生活習慣、団らんを通じて心身を健康に過ごし、健康的な家

庭環境を作ることが必要です。 

（ウ）保育園・幼稚園・学校など 

  保育園や幼稚園、学校は、乳幼児期から学齢期・高校と子どもたちが、家庭を離

れ、社会性を学ぶ場であり、家庭以外で生活習慣を学ぶ場でもあります。子どもた

ちが、心身の健康保持と増進できるように努めていくことが必要です。 
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（エ）事業所などの職場 

  青年期から成人期にかけて、一日の大半を過ごす場であり、心身の健康を保持す

る上で重要な役割を果たします。労働時間や人間関係等のストレスに起因する問題

も生じます。この時期、職場における健康管理や環境の整備が必要です。 

（オ）地域コミュニティ 

  私たちは、地域で暮らしており、地域のコミュニティはとても重要な生活の場と

言えます。地域のつながりを強くし、心身の健康を支えていくことが期待されます。 

（カ）行政 

  いきいきいなざわ・健康２１計画（第 2 次）の目標を達成するために、市民一

人ひとりが健康づくりを推進できるよう支援、普及啓発等を実施するとともに、保

健事業を推進することにより、市民への健康のサポートを実施します。 

また、医師会、歯科医師会、薬剤師会等の関係機関と十分な連携を図り、保健対

策推進協議会の構成団体・メンバー等を中心に地域に根ざした健康づくりの支援を

おこないます。 

 

 

２ 重点施策 

（１）健康に対する意識を高める 

イベント等での健康に関する情報の発信。 

各種データを活用した健康教育。 

（２） 生活習慣病予防のための健康づくり 

特定保健指導の充実。健康に関する講座の充実。 

若い世代への健康診査の充実とがん検診等の事後管理体制の充実。 

（３） 健康につながる行動の実践と習慣化 

 ウォーキングロード等、既存のデータを活用した健康づくりの実践への支援。

地域の既存団体との連携。 

（４）健やかな生活が送れるような環境づくり 

 保健対策推進協議会を中心とし、ヘルスメイトや地域のボランティア等の市民

活動を通じ、健康づくりのネットワークの充実。 

地区分析により、地区の特性にあった健康づくり事業を促進。 

ソーシャルキャピタルの豊かな街づくり。 
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3 ライフステージにおける 

分野別目標及び取り組み 
ライフステージや年齢に伴い変化する生活習慣や状況により、取り組む健康課題も変

化することから、健康づくりは、各年代の特徴に合わせて実践することが重要と考えま

す。ライフステージを「乳幼児期」「学齢期及び高校生」「青年・成人期」「高齢期」と

区分し、それぞれの特徴を踏まえ分野別目標を設定し、健康づくりを推進します。 

 

（１）幼児期 

≪特徴≫ 

身体の生理的機能が自立し、生活リズムや社会性の基礎を形成する時期です。 

≪目 標≫ ≪取り組み≫ 

★栄養・食生活 

・朝食を毎日食べない幼児の減少。 

・朝食をバランスよく食べる児の増加。 

・乳幼児健診等で朝食の必要性の啓発。

 

★歯    科 

・3 歳児で甘い飲み物・おやつを食べる 

習慣のある児の減少。 

・3 歳児のむし歯の減少。 

・歯科健診、相談事業の体制整備。 

・指導内容の充実。 

・保育園、幼稚園での健康教育の充実。

★休養・こころ 

・育児中にゆったりと過ごせる母の増加。 ・健診、教育、相談等支援体制の充実。

・子育て支援の充実。 

・親子遊び等児童館活動の情報提供。 

・子育てネットワーカー活動の充実。 

★そ  の  他 

・低出生体重児出生数の減少。 ・妊娠中の健診、教育、相談等の支援 

体制の充実。 

 

評価指標 現状値（H24） 目標値（H35）

毎日、朝食を食べる児の割合の増加（３歳児） 

（資料：3 歳児健診マニュアル集計） 
94.0％ 98％ 

朝食の内容をバランスよく食べる割合 

（資料：平成 19 年度食育アンケート調査） 
76.8％ 80％ 

３歳児でむし歯がない児の増加 

（資料：3 歳児健診マニュアル集計） 
90.6％ 95％ 

育児中の母親がゆったりと過ごせる割合の増加 

（資料：3 歳児健診マニュアル集計） 
71.0％ 80％ 
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（２）学齢期及び高校生 

≪特徴≫ 

身体の発達が活発な時期です。 

生活習慣が確立する時期であり、大人への移行期で行動範囲も広がる時期です。 

≪目 標≫ ≪取り組み≫ 

★栄養・食生活 

・規則正しい食生活をしている児童、 

生徒数の増加。 

・毎朝の排便習慣のない生徒の減少。 

・食に関する体制の充実。 

・出前講座等で食に対する啓発。 

・小・中学校の栄養教諭による食育の授

業の充実。 

・大学、短大との連携。 

★身体活動・運動 

・身体の成長期に運動習慣がない児童、 

生徒の減少。 

・運動習慣の必要性の啓発活動の充実。

・出前講座等で小・中学生に生活習慣と

運動習慣に対する啓発。 

・地域で運動できるような環境づくり。

★喫    煙 

・喫煙と肺がん等病気との関連について 

認識する児童、生徒の増加。 

・COPD や喫煙による病気や身体への 

影響について正しい知識の普及。 

・出前講座等で小・中学生に生活習慣病

と喫煙に対する啓発。 

★歯    科 

・永久歯のむし歯の児童、生徒を減らす。 

・歯肉炎の児童、生徒を減らす。 

 

・むし歯、歯周病予防や歯の健康につい

ての正しい知識の普及。 

・出前講座等で小・中学校に生活習慣病

と歯周病等の関係を啓発。 

★休養・こころ 

・午前０時過ぎに就寝している児童、生徒

を減らす。 

 

・睡眠の重要性、必要性について正しい

知識の普及。 

・出前講座等で小・中学生に睡眠の必要

性や重要性、生活習慣との関係につい

て啓発。 

★そ  の  他 

・小児肥満の減少。 

・脂質異常者の減少。 

・小・中学校等と連携。 

・肥満防止の取組みの充実。 

・規則正しい生活習慣の健康教育や啓発

活動。 
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評価指標 現状値（H24） 目標値（H35）

毎日3食を規則正しく食べる生徒の増加（中学生）

（資料：平成 24 年度健康に関するアンケート調査） 
54.5％ 60％ 

運動習慣のある生徒の増加（中学生） 

（資料：平成 24 年度健康に関するアンケート調査） 
54.2％ 60％ 

喫煙と病気の関係がわかる児童の増加 

(小学６年生) 

（資料：平成 24 年度健康に関するアンケート調査） 

40.0％ 60％ 

永久歯にむし歯がない児童の増加(小学６年生) 

（資料：地域歯科保健業務状況報告 愛知県一宮保健所） 
75.1％ 85％ 

歯肉炎のない児童の増加（小学６年生） 

（資料：地域歯科保健業務状況報告 愛知県一宮保健所） 
85.0％ 95％ 

午前０時過ぎに就寝する生徒の減少(中学生) 

（資料：平成 24 年度健康に関するアンケート調査） 
13.0％ ５％ 

小児肥満児の減少 

（資料：平成 24 年度学校定期健診結果） 
8.3％ ５％ 

 

（３）青年・成人期 

≪特徴≫ 

家庭や社会的に責任や役割が大きくなる時期です。心身ともに無理しやすく、生活習慣

が乱れやすい時期です。生活習慣病を指摘される人が、徐々に増えます。高齢期に向け

健康を見直す重要な時期です。 

≪目 標≫ ≪取り組み≫ 

★栄養・食生活 

・1 日 3 食を、規則正しく食べる人の増加。

・毎日の排便習慣がある人の増加。 

・健診や教室等機会あるごとに、食生活

と生活習慣病とその重症化予防につい

ての指導内容の充実。 

・地域における活動推進者としてのヘル

スメイトの活動の支援。 

・地域職域の連携。 

★身体活動・運動 

・一人当たりの身体活動量の増加。 

・定期的に運動する人の増加。 

・健康フェスティバル等において、生活

習慣病と運動の関連を周知啓発。 

・特定健診や特定保健指導等の機会に、

生活習慣病、重症化予防や運動に関す

る知識の普及。 

・市民が運動しやすい環境整備。 

・生涯学習課、スポーツ課での講座の 

充実。 
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★喫    煙 

・喫煙と肺がん等病気との関連について 

認識する人の増加。 

・喫煙率の減少。 

・妊婦喫煙を減少。 

・あらゆる機会をとらえ、喫煙の身体へ

の影響を啓発。 

・COPD（慢性閉塞性肺疾患）や喫煙に

起因する病気に関する周知と啓発。 

・妊娠届出時等で煙草の害に関する 

健康教育の強化。 

・乳幼児健診等で受動喫煙等の知識を 

提供。 

・地域職域連携により、喫煙防止運動を

推進。 

・禁煙外来や禁煙サポーター等禁煙に関

する情報を提供。 

★飲    酒 

・毎日飲酒する人の減少。 

 

 

・飲酒による身体への影響(肝機能障害や

依存症等)や知識の普及。 

★歯    科 

・毎日２回以上歯みがきをする人の増加。 

・かかりつけ歯科医を持つ人の増加。 

・定期的に歯科検診する人の増加。 

・自覚症状を持つ人の減少。 

・機会あるごとに、歯の健康管理の必要

性を周知。 

・歯周疾患と生活習慣病の関係を周知。

・歯科健康診査等歯科保健事業の充実。

・職域との連携と啓蒙活動。 

★休養・こころ 

・ストレスを感じている人を減らす。 

・午前０時以降に寝る人の減少。 

・趣味・地域活動をする人の増加。 

 

・機会をとらえて、ストレス解消に関す

る情報の提供。 

・睡眠の重要性、必要性について正しい

知識の普及。 

・心の健康相談窓口を周知。 

・地域職域の連携。 

・自殺対策として、ゲートキーパー養成

等の情報提供し正しい知識を普及啓発

・相談窓口の充実。 

・地域活動の充実とネットワークの充実

★そ  の  他 

・心身ともに健康であると感じる人の増加。

・特定健診、がん検診受診率の増加。 

・糖尿病患者数の減少。 

・透析患者数の減少。 

・メタボ予備群の減少。 

 

・医療機関や歯科医療機関、薬局等関連

機関との連携強化。 

・機会をとらえて、健診、がん検診の重

要性を啓発するとともに職域との連

携。 

・メタボリックシンドロームや糖尿病等

と生活習慣との関係等、正しい健康情

報の発信と提供。 

・健康教育、講座の充実。 
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（４）高齢期 

≪特徴≫ 

身体機能が徐々に低下し、生活習慣病やそれに伴う障害、介護などの問題を抱える時期

です。自分らしく自立した生活を送れることが望まれます。 

≪目 標≫ ≪取り組み≫ 

★栄養・食生活 

・食習慣でバランスよく食べる人の増加。 

 

・タンパク質等が極端に少なくなるのを

防止するため、バランスのとれた食事

と生活習慣病との関係の周知。 

・ヘルスメイトの活用により、地域にお

ける食生活改善の推進。 

・介護予防事業（栄養）の充実。 

★身体活動・運動 

・一人当たりの身体活動量の増加。 

・定期的に運動する人の増加。 

 

・ロコモティブシンドローム（運動器症

候群）予防のため、運動習慣の周知。

・講座の充実と介護予防教室や地域のふ

れあいサロン等の利用促進。 

・介護予防事業(運動)の充実。 

評価指標 現状値（H24） 目標値（H35）

毎日３食食べる人の増加（20 歳代） 

（資料：平成 24 年度健康に関するアンケート調査） 
68.0％ 80％ 

毎日 30 分以上体を動かす人の割合の増加 

（40 歳代） 

（資料：平成 24 年度健康に関するアンケート調査） 

54.8％ 62％ 

定期的に運動する人の割合の増加（40 歳） 

（資料：平成 24 年度健康に関するアンケート調査） 
9.2％ 16％ 

喫煙する人の割合の減少（20 歳代） 

（資料：平成 24 年度健康に関するアンケート調査） 
10.5％ 5％ 

妊婦の喫煙率の減少 

（資料：平成 24 年度妊娠届出時アンケート調査） 
2.4％ 0％ 

定期的に歯科検診する人の割合の増加（40 歳）

（資料：平成 24 年度健康に関するアンケート調査） 
20.0％ 50％ 

心身ともに健康であると思う市民の増加 

（資料：第 21 回市政世論調査） 
68.3％ 75％ 

メタボ予備群の減少 

（資料：平成 24 年度疾病分類統計表 愛知県国保連合会）
12.1％ 5％ 

特定健診受診率の増加 

（資料：平成 24 年度疾病分類統計表 愛知県国保連合会）
45.0％ 60％ 

がん検診受診率の増加（胃・乳・子宮の平均値）

（資料：平成 24 年度保健センター実績） 
10.9％ 15％ 



51 
 

★喫    煙 

・喫煙と肺がん等病気との関連について認

識する人の増加。 

・喫煙する人の減少。 

 

・あらゆる機会をとらえ、喫煙の身体へ

の影響を周知啓発。 

・COPD（慢性閉塞性肺疾患）や喫煙に

起因する病気に関する周知と啓発。 

・地域職域連携により、禁煙運動を推進。

・禁煙外来や禁煙サポーター等禁煙に関

する情報を提供。 

★飲    酒 

・毎日飲酒する人の減少。 

 

・飲酒の身体への影響(肝機能障害や依存

症等)について、正しい知識の普及啓

発。 

★歯    科 

・80 歳で 20 本以上の歯を持つ人の増加。

・毎日２回以上歯みがきをする人の増加。 

・かかりつけ歯科医を持つ人の増加。 

 

 

・機会あるごとに、歯の健康管理の必要

性の啓発。 

・歯周疾患と生活習慣病の関係を周知。

・歯科健康診査等歯科保健事業の充実。

・高齢者への口腔事業の充実。 

★休養・こころ 

・ストレスを感じている人の減少。 

・趣味・地域活動をする人の増加。 

 

・地域参加の情報の提供。 

・心の健康相談窓口を周知。 

・地域活動ができる環境づくり。 

・自殺対策として、ゲートキーパー等の

情報を提供し、正しい知識を普及啓発。

・介護支援事業（認知症予防）の充実。

★そ  の  他 

・介護認定の割合の減少。 

 

 

・介護支援事業の充実。 

・地域における健康づくりネットワーク

の充実。 

 

 

評価指標 現状値（H24） 目標値（H35）

1 日３０分以上歩行している人の割合の増加 

（60 歳代） 

（資料：平成 24 年度健康に関するアンケート調査） 

57.8％ 65％ 

喫煙する人の割合の減少 （60 歳代） 

（資料：平成 24 年度健康に関するアンケート調査） 
17.2％ 10％ 

定期的に歯科検診を受ける人の割合の増加 

（60 歳代） 

（資料：平成 24 年度健康に関するアンケート調査） 

28.0％ 38％ 

趣味・地域活動をする人の割合の増加（60 歳代）

（資料：平成 24 年度健康に関するアンケート調査） 
34.1％ 50％ 


