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第 3章　健康づくりの実践

❶  若
わ か ば

葉世代（0 ～ 14 歳の親子）
1）めざすQOL1

　充実した人生＝心身ともに健やかに育つ

2）若葉世代の特徴
　子どもをとりまく環境は、近年大きく変化し、それに伴い子どもの生活環境も変貌しています。そ
の結果、睡眠時間の減少、体力の低下など、健康面でさまざまな問題が生じています。個人の生活習
慣は、子どもの時期をいかに過ごすかに大きな影響を受けると言われており、今の子ども達のために、
次の世代へ健康な社会を受け継いでいくためには、家庭・学校・地域が一体となって、子どもを産み
育てることは楽しいことだと感じ、子どもの健康的な生活習慣の確立に取り組んでいくことが課題で
あるといえます。
　子どもは周囲の大人など、環境に影響を受けながら育っていきます。最も身近な両親の心の状態が
安定し、子どもが自ら育つ力を、親や環境から学び取っていける力を形成していけるように個人・家
庭・学校・地域全体で取り組むことが課題です。

　（1）幼年期（0～ 4歳）
　子どもは、この時期に生理的機能が次第に自立するといわれています。したがって人格や習慣を形
成する時期として非常に重要です。この時期の死亡は近年著しく改善して、世界で最も低い値を示し
ており、その原因は周産期に発生した病態・先天異常・不慮の事故などです。
　この時期の健康観の形成に対する影響力は、家庭（両親）から最も受けることが大きく、心の発達
も、一番身近な養育者（多くは母親のため、以下「母親」とします）の心の状態と密接な関係がある
と言われています。そのため、子どもが健やかに成長するためには、一番身近な母親の育児不安の軽
減が有効であると言われています。
　育児不安の原因には、「知識や経験の不足から生じるもの」、「母親自身の問題によるもの」、「子供
の問題によるもの」、「家族機能あるいは地域社会での問題によるもの」があります。これらの不安は、
少子化や核家族化等による家族構成の変化で、親子のふれあいの時間が少なくなっていること、また
夫婦の関係の問題によるものといわれています。
　また幼年期は、基本的な生活習慣が確立するという非常に重要な時期です。子どもが生活習慣を正
しく確立するには、親が正しい生活習慣を理解し獲得していなければなりません。

第3章 健康づくりの実践

1　QOL（Quality of Life）
 　生活・人生の質を意味する言葉。概ね「人が充実感や満足感を持って日常生活を送ることができること」を意味する。
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　（2）少年期（5～ 14歳）
　この時期は社会参加への準備の時期であり、精神神経機能の発達の時期です。疾病にはほとんどか
かりませんが、虫歯は急増します。また、この時期の死亡は極めて少ない現状です。
　この時期の健康観は清潔や衛生などに関連していることが多く、この時期に「調和のとれた食事」、
「適切な運動」、「十分な休養と睡眠」などの生活習慣が完成するといわれています。したがって少年
期は、これまで親から受けてきた生活習慣の影響を、自分自身のものとして確立していく時期ともい
えます。家庭だけでなく、学校・地域が一体となって子どもが良い生活習慣を獲得していけるように
支援することが必要です。
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第 3章　健康づくりの実践

3）福井市の実態（既存の資料及び今回の調査による）

項　　目 福井市の実態

生活習慣について
＜睡　眠＞

＜家族との食事＞

＜肥満とおやつ＞

《3歳児の就寝時間》

　福井市の3歳児の就寝時間は全国と比べ遅く、夜型の生活になっています。「子
どもの遅寝遅起き」に対する親の問題意識が高いほど、子どもの就寝時間は早
いといわれており、親に対する働きかけが重要であると考えられます。

《夕食を家族そろって食べているか
（福井県；食生活に関する児童生徒の実態調査　2000）》

　家族そろって食べることのできない理由は、「家族の人の都合で時間があわな
い」が最も多くなっています。家族そろって楽しく食事をすることで、子ども
の心の豊かさが育まれます。
　よって、家族そろって食事ができるような支援が必要です。

《肥満の割合　（福井市：福井市保健衛生統計　2003）》

資料　福井市  3 歳児健診アンケート調査　2004

食べていない

小学 5年生 19.4％

中学 2年生 15.3％

年　　齢 肥満の場合

1歳 6か月 0.5％（市） 0.9％（県）

3歳 4.3％（市） 3.8％（県）

小学生（全学年） 男子 10.6％（市） 女子 6.9％（市）

中学生（全学年） 男子 10.6％（市） 女子 7.6％（市）

※小学生、中学生：市定期健康診断結果
※幼児（県）：福井県の母子保健
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項　　目 福井市の実態

＜子どもの体力＞

《おやつの与え方：（日本小児保健協会；幼児健康度調査　2000）》

　肥満の割合は、年齢が上がるにしたがって多くなっています。特に男子では、
小学生で既に 10％を超えています。
　おやつの与え方をみると、栄養価に注意している人が増加していますが、そ
の一方で特に気をつけていない人も増加しています。
　正しい知識を持っておやつを与えることができるようにするための支援が必
要です。

《身長・基礎的運動能力の比較：（文部科学省体力運動能力調査）》
●男子

●女子

　子どもの体力・運動能力は、昭和 60 年ごろから現在まで低下傾向が続いて
います。現在の子どもの結果を、その親の世代である 30 年前と比較すると、
ほとんどの項目において、子どもの世代が親の世代を下回っています。
　その一方で、身長・体重など体格について比較すると、逆に親の世代を上回っ
ています。子どもの体力の低下は運動面だけでなく、肥満や生活習慣病などの
健康面にも悪い影響を及ぼすといわれています。乳幼児期から母親が意識して
体を使って遊ぶ楽しさを教えていけるような支援が必要です。

親の世代 今の子ども達

身長（cm） 141.2 145.3 ↑

50m走（秒） 8.80 8.96 ↓

ソフトボール投げ（m） 34.50 30.86 ↓

親の世代 今の子ども達

身長（cm） 143.5 147.4 ↑

50m走（秒） 9.10 9.26 ↓

ソフトボール投げ（m） 20.10 17.49 ↓

※親の世代は昭和 47年度の 11歳、今の子ども達は平成 14年度の 11歳。
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第 3章　健康づくりの実践

項　　目 福井市の実態

＜歯の健康＞

育児不安

《虫歯のある子どもの割合》

　1歳 6か月では 3.4%であった虫歯が 3歳では 30.3％に増加します。また、
小学生では 77.5％、中学生では 70.7％が虫歯を持っています。
　虫歯の原因となる細菌は、1歳 6か月から 2歳 6か月頃に主に母親などの家
族から感染することが最も多いといわれています。したがってこの時期に歯み
がきの習慣をつけ、虫歯のない丈夫な歯を作るための支援が必要です。

《最も不安に思ったこと：
（福井市；お母さんの育児に関するアンケート　2002）》

　不安を感じた内容は、0～ 3か月では「発育」が多く、次いで多かったのは「病
気」でした。3～ 6か月では「生活習慣」が多く、次いで多かったのは「病気」
でした。6～ 9か月においては「生活習慣」で、次いで多かったのは「運動発達」
でした。
　また、相談相手がいることが、不安の軽減につながるといわれていますが、
相談相手で最も多かったのは配偶者（77.8％）、次いでその他の親族（66.7％）
でした。（福井市次世代支援対策推進行動計画）
　最も身近な相談相手である配偶者が育児参加できるような支援が必要です。

虫歯のある子どもの割合

1歳 6か月 3.4％（市） 3.3％（県）

3歳 30.3％（市） 30.5％（県）

小学生（全体） 77.5％（県）

中学生（全体） 70.7％（県）

資料　福井市　2003
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項　　目 福井市の実態

地域の子育て意識 《地域の子育て意識：（福井市；「健康ふくい 21」調査　2004）》

　福井市では子育ては親だけでなく地域全体でするものと考えている人が大半
を占めていました。
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第 3章　健康づくりの実践

4）健康課題
　1． 乳幼児期から正しい生活習慣を身につけるためには、母親が正しい生活習慣の知識を持ち、子

どもに教えることが必要です。

　2． 子どもの健やかな心と身体をはぐくむためには、母親が安心して楽しく育児ができることが大
切です。そのためには、育児不安を抱えている母親への支援が必要です。

早寝早起きについて

若葉ワーキング　清水　紘昭（清水小児科医院　院長）
　ヒトは昔から明るいときに働き暗くなると休むという、規則正しい生活をしてきました。
この間にヒトは長い時間をかけて、これに順応するような体内リズムを作り上げてきました。
　そのため、夜更かしや寝不足によりこの体内リズムが狂うと身体にいろいろな障害が出て
くるということになります。
　これを防ぐためにも、ご家族が協力して、お子さんに早寝早起きの習慣をつけるように心
がけましょう。
　早寝早起きを実行することにより、脳の働きも朝から活発になり、規則正しい食事と運動
に加えて、夜間の熟睡で成長ホルモンの分泌も増加し、きっと今以上に成績の良い、心身と
もに健康で、しかも背も高いスタイルの良いお子さんになるかもしれません。
　ともあれ、家族全員がそろって早寝すれば、電気代だって節約できるではないですか！！
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5）取り組み方針
　【正しい生活習慣】
　正しい知識を持って、生活習慣を整え、健やかな心と身体を育てます。

評価指標 現状値 目標値 根　拠 個人（親子）、家庭の取り組み

・早寝早起きをしている
　子どもの増加
　起床時間： 8 時前に起きる
　　　　　　3歳児の増加
　就寝時間：22時までに寝る
　　　　　　3歳児の増加

・ テレビを 4 時間以上見てい
る 3歳児の減少

・乳幼児健診受診者の増加
　4か月児健診
　10か月児健診
　1歳 6か月児健診
　3歳児健診

・ 麻しん・風しんの予防接種が
終了している子どもの増加
　　・麻しん
　　・風しん

・ BCGが終了している子ども
の増加

83.1％

57.2％

8.3％

98.7％
98.0％
97.1％
97.3％

96.0％
79.5％

77.9％

90.0％

70.0％

5.0％

99.0％
99.0％
98.0％
98.0％

98.0％
95.0％

95.0％

3 歳児健診
結果
3 歳児健診
結果

国幼児健康
度調査

市乳幼児健
診結果
市乳幼児健
診結果

市保健衛生
統計

市保健衛生
統計

【個人】
○ 親が身につけた正しい生活
習慣の知識を子どもに伝え
ていきます。
○早寝早起きをします。
○ テレビは時間を決めて見ま
す。
○生活リズムを整えます。
○健診を受けます。
　（乳幼児）
○予防接種を受けます。

【家庭】
○ 両親、祖父母が生活習慣の
正しい知識を持ちます。
○ テレビは時間を決めて見せ
ます。
○ テレビゲームは時間を決め
て使用します。
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第 3章　健康づくりの実践

地域 ､学校、関係機関の取り組み 市の取り組み 実施担当課

【学校】
○ 小学３年生から、保健学習で生
活習慣について学習します。

○ 学校保健委員会で、子どもの健
康課題について話し合います。

【関係機関】
○ 出前講座：地域に出向き相談、
教室を実施します。（県小児科
医会）

○ 生活習慣の知識啓発をします。
（助産師会）
○ ポスター、チラシを使ってテレ
ビの観賞時間短縮を引き続き啓
発します。（県小児科医会）
○ 生活習慣に関する講演会、研修
会、座談会を引き続き実施しま
す。（母親クラブ）

○ 広報紙で生活習慣に関する情報
を紹介します。（母親クラブ）

【市】
☆ 生活習慣の大切さを啓発した「子育て 21パン
フレット」を作成し、配布します。
　（母子保健協議部会）（P85参照）
☆ 関係機関で協議をし、母子保健のネットワーク
づくりに努めます。
　（母子保健協議部会）（P85参照）
☆ 生活習慣に関する事業の啓発をします。
　（市政広報等）
○妊産婦・新生児訪問指導
○乳幼児訪問指導
○妊婦健康診査
○乳児健康診査（1か月、4か月、10か月）
○幼児健康診査（1歳 6か月、3歳）
○離乳食教室（5か月、7か月）
○健康教室
○乳幼児健康相談
○保育園で親を対象に生活習慣の講演会を実施
○保育園で園児を対象に生活習慣の指導を実施
○ 入所児発達相談事業
　（保育園入所予定児及び在園児）
○親と子のふれあい広場
　（市内児童館、公民館、公園等）
○保健だよりの配布（全園児）
○地域子育て支援センター
　（ぱんだルーム、ひよこ広場）
○児童、生徒及び幼児の健康診断
○就学時の健康診断
○ 子育て情報誌「ほっと」に生活習慣の情報を掲
載

保健センター

保健センター

保健センター

保健センター
保健センター
保健センター
保健センター
保健センター
保健センター
保健センター
保健センター
保育児童課
保育児童課
保育児童課

保育児童課

保育児童課
保育児童課

保健給食課
保健給食課
少子化対策セン
ター

☆：新規事業　○：既存事業
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　【栄養・食生活】
　正しい食習慣を身につけ、丈夫な身体をつくります。
　家族との和やかな食事をとおして、健やかな心を育てます。

評価指標 現状値 目標値 根　拠 個人（親子）、家庭の取り組み

・ 朝食を毎日食べる子どもの増
加（3歳児）

・ 夕食を家族そろって食べてい
ない子どもの減少
　　小学５年生
　　中学 2年生

・ 時間を決めておやつを与えて
いる親の増加

・肥満児の減少
　　1歳 6か月児
　　3歳児
　　小学校
　　
　　中学校

・ 生後 3 か月まで母乳で育て
ている親の増加

88.0％

19.4％
15.3％

61.7％

0.5％
4.1％
男 10.6％
女 6.9％
男 10.6％
女 7.6％

40.1％

95.0％

10.0％
10.0％

80.0％

0.3％
2.0％
5.0％
5.0％
5.0％
5.0％

50.0％

3歳児健診

県食生活に
関する児童
生徒の実態
調査

市乳幼児健
診結果

市乳幼児健
診結果
市定期健診
結果
市定期健診
結果

市乳幼児健
診結果

【個人】
○毎日朝食を食べます。
○  1 日 3回主食･主菜・副菜を
そろえた食事をとります。

○ 家族団らんで食事をします。

【家庭】
○ 家族で会話しながら楽しく
食事をします。
○ おやつは内容と量を考えて
与えます。
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第 3章　健康づくりの実践

地域 ､学校、関係機関の取り組み 市の取り組み 実施担当課

【学校】
○ 給食だよりの発行：給食のレシ
ピ等家庭を意識した内容を掲載
します。

○ 給食時、食事の大切さを子ども
に声かけします。

○ 親を対象に、給食の試食会をし
ます。

【関係機関】
○ 幼児期からの味覚の発達、食育
の推進を更に深める食習慣定着
事業を実施します。（県）

○ 授乳の正しい知識を啓発しま
す。（助産師会）

○ ヘルスケアステーションにて栄
養に関する電話相談に応じま
す。（県栄養士会）

【市】
○ 離乳食教室で、味覚の形成や、楽しく食事をす
ることの大切さを啓発
○  1 歳 6か月児健診時、肥満・虫歯予防のため、
おやつの内容・与え方を啓発

○ 親子おにぎり教室
　（市内希望幼稚園、保育園の 4、5歳児対象）
○ 子どもの健康おこめ食料理教室（市内小学校）
○ お母さんに福井のお米プレゼント
○ 幼児の食生活についての講演会及び試食会
○ 子どものおやつや食事についてのアイディア料
理講習会
○ 献立の紹介及び乳幼児の食生活についての情報
提供のため給食だよりを配布
　（公私立保育園児）
○ 保育園での栄養指導を実施
　（園児栄養指導、職員への食生活情報提供など）

保健センター

保健センター

農政企画課

農政企画課
農政企画課
保育児童課
保育児童課

保育児童課

保育児童課

☆：新規事業　○：既存事業
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　【身体活動・遊び】
　楽しく遊び、丈夫な身体をつくります。
　遊びをとおして親子のコミュニケーションを深めます。

評価指標 現状値 目標値 根　拠 個人（親子）の取り組み

・ 子どもと遊んでいる父親の増
加
　　1歳 6か月児
　　3歳児

92.9％
88.2％

95.0％
95.0％

国幼児健康
度調査

【個人】
○楽しく外で遊びます。

【家庭】
○親と子が楽しく遊びます。

遊びは子どもの大切なビタミン

若葉ワーキング部会長　野阪　　浩（福井市子ども会育成連合会副会長）
　塾通いや、家にこもってパソコン、テレビゲームに熱中するなど、だんだんと外に出て遊
ぶ時間が少なくなってきているように思います。
　子どもの発育過程で、からだを動かし体験することは大変重要で、この直接体験をするこ
とにより、運動神経の発達、危険回避能力の向上など、子どものときに身につけなければな
らないことを、遊びの中から身につけていくわけです。
　外での遊びは子どもにとって大切なビタミン、どんどん子どもたちを公園や自然の中に送
り出し、いろんな体験をさせましょう。
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第 3章　健康づくりの実践

地域 ､学校、関係機関の取り組み 市の取り組み 実施担当課

【地域】
○スポーツ少年団の活動

【学校】
○外遊びを推奨します。

【関係機関】
○ 親子で楽しめるスポーツ行事を
行います。（母親クラブ）

【市】
☆ 生活習慣の大切さを啓発した「子育て 21パン
フレット」を配布し、親に「遊び」の大切さを
伝えます。（P27参照）
○新生児訪問指導
○乳幼児訪問指導（再掲）
○乳児健康診査（1か月、4か月、10か月）（再掲）
○幼児健康診査（1歳 6か月、3歳）（再掲）
○離乳食教室（5か月、7か月）（再掲）
○健康教室（再掲）
○乳幼児健康相談（再掲）
○ 各種公民館教育事業の中で、健康づくり・スポー
ツ等の事業を開催
○ 生涯スポーツの推進
　　各種スポーツ大会・スポーツ教室の開催
　　学校開放事業（体育館・グラウンド・プール）
○ 親子スポーツ事業
　（ファミリーウォーク、ファミリーマラソン等）
○福井市スポーツ少年団の支援

保健センター

保健センター
保健センター
保健センター
保健センター
保健センター
保健センター
保健センター
生涯学習課

スポーツ課

スポーツ課

スポーツ課

☆：新規事業　○：既存事業

子どもは地域の宝

若葉ワーキング部会長　野阪　　浩（福井市子ども会育成連合会副会長）
　近頃、少子化の影響か、自分の子どもさえ良ければいいような親御さんが増えているよう
に見受けられます。
　このような考えで子どもが育てば、日本は大変危ない国になってしまいます。『子はかす
がい、子は地域の、そして日本の宝』と考え、他人の子も、我が子と同じように、温かく見
守り、時には厳しく躾て、明日の地域をそして、日本を担える大人に育てましょう。
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　【歯の健康】
　歯みがきをして、虫歯のない丈夫な歯をつくります。

評価指標 現状値 目標値 根　拠 個人（親子）、家庭の取り組み

・ 虫歯のある子どもの減少
　　1歳 6か月児
　　3歳児
　　小学生
　　中学生

 3.4％
30.3％
77.5％
70.7％

 2.5％
25.0％
60.0％
60.0％

市幼児健診
結果
県調査
県調査

【個人】
○ 歯みがき習慣を身につけま
す。
○ 子どもの仕上げみがきをし
ます。

【家庭】
○ おやつは時間と量を決めて
与えます。

虫歯とはみがき

若葉ワーキング副部会長　廣野　澄子（福井県歯科衛生士会　会長）
　歯垢は食べカスに含まれる糖分を利用して作られる、細菌のかたまりです。歯の表面や歯
と歯茎のすきまにべっとりと付着し、虫歯や歯肉炎の原因となります。
　効果的なブラッシングは、歯磨剤のサッパリ感にだまされないで、たっぷり時間を掛けて、
納得するまで磨き落とすことがポイントです。
　デンタルグッズを使いこなしましょう。歯ブラシだけでは、しっかりきれいにすることが
難しいからです。使う前に使用法を一度専門家に指導してもらうことが大切です。
　　（ デンタルグッズには、デンタルフロス・歯間ブラシ・糸付きヨウジ・電動歯ブラシ・

歯垢染色剤などがあります。）
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第 3章　健康づくりの実践

地域 ､学校、関係機関の取り組み 市の取り組み 実施担当課

【学校】
○ 給食後の歯みがき指導を実施し
ます。

○ 定期の歯科検診を実施します。

【関係機関】
○ 歯みがきと歯の健康指導を実施
します。（市歯科医師会、県歯
科衛生士会、県栄養士会）

【市】
☆ １歳６か月健診時、歯みがき習慣の大切さとお
やつの内容、与え方を周知します。

○ 離乳食教室で歯科衛生士による健康教育
○ 就学時健康診断での歯科検診

保健センター

保健センター
保健給食課

☆：新規事業　○：既存事業

朝ご飯を大切に！

若葉ワーキング　寺田由紀江（福井県栄養士会）
　夜はからだを休めてゆっくり眠り、朝にはしっかり目覚めて活動を開始できることが、毎
日の生活には大切です。朝食は眠っている胃腸や内臓を目覚めさせ、お昼までの活動源とな
ります。朝食は充実した 1日のスタートに必要不可欠なものです。
　大人はもちろん、ましてや、子ども達は成長期まっただ中。朝食も丈夫なからだをつくる
ための大切な 1回分の食事であり、安定した心をもささえるものです。
　家族全員で朝食を大切にしましょう！！
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　【タバコ・アルコール】
　タバコ、アルコールについての正しい知識を身につけます。

評価指標 現状値 目標値 根　拠 個人（親子）、家庭の取り組み

・ 未成年の喫煙者の減少→
　0人へ（15～ 19歳）
・ 日本酒の適量を 1 日１合と
知っている人の増加

 7.1％

50.0％

0％

60.0％

21アンケート

21アンケート

【個人】
○ タバコ、アルコールについ
ての正しい知識を学びます。
○ タバコは吸いません。
○ アルコールは飲みません。
○ タバコやアルコールを勧め
られても断ります。

【家庭】
○ タバコ、アルコールの身体
に与える影響について学び
ます。
○ 子どもの前ではタバコは吸
いません。
○ 子どもにはタバコやアル
コールを勧めません。
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第 3章　健康づくりの実践

地域 ､学校、関係機関の取り組み 市の取り組み 実施担当課

【地域】
○ 公民館や人の多く集まる場所で
分煙を推進します。

【関係機関】
○ 禁煙サポート外来の情報を提供
します。

　（市医師会）
○ 断酒会活動を支援します。（県）
○ 喫煙者のマナー向上に取り組み
ます。（日本たばこ）　

【学校】
○ タバコ、アルコールの害につい
て学習します。

【市】
☆ 関係機関の協議会を開催します。
　（母子保健協議部会）（P85参照）

○ 妊娠期からタバコ、アルコールが子どもに及ぼ
す影響についての情報提供を実施

保健センター

保健センター

☆：新規事業　○：既存事業

子育ての楽しみ方

若葉ワーキング　小林　知美（福井市地域活動連絡協議会　会長）
　乳児期の子どもの発達は、一番身近な養育者（多くは母親）の心の状態と密接な関係があ
るので、楽しんで子育てすることは、健やかな子どもの成長につながるといえます。
　でも、育児に不慣れなことからくる不安や育児上の心配事は、あって当然です。一人で悩
まず、まわりの人に気軽に相談することが、不安の軽減になります。
　また、育児の大変さを家族が理解し、協力することが大切です。
　子どもを通して新しい出会いが生まれ、家族の絆が深まることも、子育ての楽しみのひと
つではないでしょうか。
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　【心の健康づくり】
　子どもの健やかな身体と心を育てるために、母親は安定した気持ちで子育てします。

評価指標 現状値 目標値 根　拠 個人（親子）、家庭の取り組み

・ 育児を楽しいと感じている母
親の増加

・ 家事、育児に協力を参加をす
る父親の増加

・虐待の相談件数の減少

・ 子育てに関する悩みや不安の
相談相手の増加
　　配偶者
　　その他の親族
　　隣近所の人、
　　　地域の人、友人

・ 新生児（第 1 子）訪問件数
の増加

84.4％

80.2％

45 件

77.8％
66.7％
53.0％

53.3％

90.0％

90.0％

増加を
経て減少

90.0％
80.0％
70.0％

95.0％

市乳幼児健
診結果

市乳幼児健
診結果

県総合福祉
相談所事業
概要

市次世代支援
対策推進行動
計画

市保健衛生
統計

【個人】
○ 母親は楽しんで育児に取り
組みます。
○ 一人で悩まず、相談して不
安を解消します。
○ 地域での母親同士の交流の
場に参加します。
○ 父親は母親に、声かけしま
す。
○ 父親は育児の大切さを認識
し、積極的に育児に参加し
ます。

【家庭】
○ 家族みんなが育児に協力し
ます。
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第 3章　健康づくりの実践

地域 ､学校、関係機関の取り組み 市の取り組み 実施担当課

【地域】
○ 地域での母親同士の交流の場を
設置します。

【学校】
○ 乳幼児とふれ合う機会を設けま
す。

【関係機関】
☆ 相談場所、トラブル対処方法に
関するパンフレットを関係機関
で作成し、医療機関等で配布し
ていきます。（市医師会）

☆ 育児についての相談場所を紹介
したチラシを置きます。

　（市医師会）
○ 出前相談会をします。
　（小児科医会）（助産師会）
○ 低出生体重児などハイリスク者
の訪問指導をします。（県）

【市】
☆ 小児科医や産科医との協議会を開催します。（母
子保健協議部会：医科委員会）（P85参照）

☆ 母親が父親に求める育児参加について実態調査
をします。また、分析した結果を子育て 21パ
ンフレットに掲載し、配布します。
　更に、関係機関に情報提供します。
　（母子保健協議部会）（P85参照）
☆ 虐待防止ネットワークを立ち上げ、虐待の予防
に努めます。
○ 母子健康手帳の交付
○ 妊産婦・新生児訪問指導（再掲）
○ 乳幼児訪問指導（再掲）
○ 乳児健康診査（1か月、4か月、10か月）（再掲）
○ 幼児健康診査（１歳６か月、３歳）（再掲）
○ 両親学級の充実開催
○ 健康教室（再掲）
○ 乳幼児健康相談（再掲）
○ 不妊治療費助成事業
○ 地域子育て支援センター、各保育園での相談会
○ 小学校入学前の子を持つ親への家庭教育講座
○ 思春期の子どもを持つ親へ青少年への対応講座
○ 出産前の妊娠期の親への心構え等の家庭教育講
座
○ 乳幼児を持つ親への子育て理解講座を実施
○ 中高生を対象とした子育て理解講座
○ 相談機関、子育ての情報をインターネットで提
供
○ ほのぼのダイヤル相談室（電話相談）

○ ブックスタート事業

保健センター

保健センター

少子化対策セン
ター
保健センター
保健センター
保健センター
保健センター
保健センター
保健センター
保健センター
保健センター
保健センター
保育児童課
生涯学習課
生涯学習課
生涯学習課

生涯学習課
生涯学習課
少子化対策セン
ター
少子化対策セン
ター
図書館

☆：新規事業　○：既存事業
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❷  青
あ お ば

葉世代（15 ～ 64 歳）
1）めざすQOL1

　充実した人生＝生活習慣病にならないようにする
　　　　　　　　心の健康をはかる

2）青葉世代の特徴
　我が国の平均寿命、健康寿命 2は、世界でも最高水準にあります。しかし近年、生活様式が変化し、
人口の急速な高齢化が進む中で、疾病構造が変化し、悪性新生物（がん）、心疾患、脳卒中、糖尿病、
歯周病などの生活習慣病が増えてきています。青葉世代は少年期に確立した生活習慣が、健康に影響
を与え始める時期です。生活習慣病の発症にはさまざまな要因が関係していますが、そのうち、悪性
新生物（がん）、脳卒中、心臓病などの発症や進行には生活習慣が深く関わっていることが明らかになっ
てきています。したがって、この時期に、「生活習慣を改善することにより、疾病の発症や進行が予
防できる」という認識を持ち、実際の行動に結びつけていくことが重要です。
　また、現代社会は様々な形で「心の不健康」といわれる状況がみられます。その大きい原因の一つ
にストレスを解消できないことが指摘されています。特に青葉世代は仕事や役割を通して、社会との
関わりが多い世代であり、ストレスと密接に関わりをもっているといえます。ストレスの対処方法と
して休養を十分にとること、相談相手を持つこと、運動や音楽が効果的であるといわれています。
　これらの生活に密着した習慣、あるいはストレスなどに人々が立ち向かうためには、個人の理解と
意欲のみならず、社会をあげての支援が不可欠であるといえます。

　（1）青年期（15～ 24歳）
　この時期は身体的に子供から大人へ移行する時期です。この時期の死亡は極めて少なく、障害や疾病
にかかることも少ないので、死亡の原因の多くは事故や自殺によるものです。したがって、この時期の
健康観は疾病の有無ではなく、むしろ美容やファッションという視点でとらえていることが特徴です。

　（2）壮年期（25～ 44歳）
　働く、子供を育てるなど、極めて活動的な時期であり、身体的にも機能は充実している時期です。
このころから死亡が増え始めると同時に精神障害、身体障害、歯周疾患が増加し始めます。

　（3）中年期（45～ 64歳）
　身体機能は徐々に低下していく時期です。65歳未満の死亡の中でこの期の占める割合が最も大き
くなっています。障害の内容は、圧倒的に身体障害が増えてきます。この時期の健康観は、疾病と関
係が深く、健康が気になり始める時期であるといわれています。

1　QOL（Quality of Life）
 　生活・人生の質を意味する言葉。概ね「人が充実感や満足感を持って日常生活を送ることができること」を意味する。
2　健康寿命
 　 寿命の質に着目して、健康に暮らせる期間をあらわす考え方。０歳児がこれから生きるであろう年数を表している平
均寿命の中で、健康に暮らせる期間が何年あるかを表すのが健康寿命である。
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第 3章　健康づくりの実践

3）福井市の実態（既存の資料及び今回の調査による）

項　　目 福井市の実態

死因について

疾病について
＜患者数と医療費＞

　男性の 30 ～ 49 歳では ｢自殺 ｣、50 ～ 64 歳では ｢悪性新生物（がん）｣が
多い。女性では、30 ～ 39 歳は ｢ 悪性新生物（がん）｣と ｢ 不慮の事故 ｣、40
～ 64歳は ｢悪性新生物（がん）｣で死亡する人が多くなっています。（P13参照）

《平成 14年患者調査：福井県福祉環境部》

　青葉世代が最も多く医療を受けている疾患は「高血圧」次いで「糖尿病」です。
これらの疾患は心疾患や脳血管疾患と深く関連しており、これらを防ぐことが
必要です。
　また、国民健康保険からみると、件数が多かったものは患者調査と同じく「高
血圧」が多く、次いで「糖尿病」でした。
　医療費については、平成 14 年 5月の国民健康保険の疾病別 1人当たり点数
を見ると、男女とも 1位は「糖尿病」であり、糖尿病は一人あたりの医療費が
高額な疾病であるといえます。

糖尿病 高血圧性疾患
心疾患

（除高血圧性）
脳血管疾患

福井県 全国 福井県 全国 福井県 全国 福井県 全国

15～ 19歳 4 3 2 1 0 5 0 0

20 ～ 24 歳 2 4 2 2 15 6 2 1

25 ～ 29 歳 11 9 4 6 7 7 2 2

30 ～ 34 歳 22 17 6 16 12 9 2 4

35 ～ 39 歳 26 31 28 45 2 16 0 5

40 ～ 44 歳 79 51 116 109 45 27 14 12

45 ～ 49 歳 112 95 191 238 40 44 28 24

50 ～ 54 歳 176 153 447 498 86 74 77 46

55 ～ 59 歳 268 241 554 730 122 134 98 96

60 ～ 64 歳 381 373 926 1,062 231 207 198 162

65 ～ 69 歳 341 463 1,236 1,467 315 338 289 295

70 ～ 74 歳 678 525 1,670 2,041 499 518 445 452

75 ～ 79 歳 653 513 2,201 2,332 689 672 622 687

80 ～ 84 歳 569 483 2,356 2,376 790 780 712 825

（人口 10万対　単位：人）
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項　　目 福井市の実態

《国民健康保険の現状（件数）：平成 14年 5月分》

《国民健康保険の現状（医療費）：平成 14年 5月分》

福井市　件数（男性）

福井市　件数（女性）

福井市　医療費（男女計）
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第 3章　健康づくりの実践

項　　目 福井市の実態

労働力について

健診について

　どの年代も全国に比べ働いている人が多く、特に女性の 30 ～ 59 歳におい
て、働いている人の割合は、全国平均に比べ 10ポイント以上高くなっています。
（P15参照）
　事業所数では、50 人未満の中小企業の占める割合が全体の 97.7％を占めて
います。（P16参照）
　　企業数：50人以上企業：　 399 社（  49,509 人）
　　　　　　50人未満企業：17,198 社（105,184 人）

《過去 1年間の健康診査や人間ドックの受診の有無：
（福井市：「健康ふくい 21」調査　2004）》

　過去 1年間に健診や人間ドックを受けたことがある人は、およそ 60％でした。
　職業別に見ると、農林漁業、会社員、公務員では健診を受けている割合が、
約 80％と高くなっています。一方、自営業やパート、学生、専業主婦では、健
診を受けている人の割合は、40～ 50％と低くなっています。
　働いている人は職域で、働いていない人には学校や地域で、健診や人間ドッ
クを受ける制度がありますが、充分には活用されていない現状にあります。

過去 1年間の健康診査や人間ドックの受診の有無
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項　　目 福井市の実態

肥満について 《肥満の割合：福井市：（「健康ふくい 21」調査　2004）》

　肥満の割合をBMI1 でみると、女性の肥満者が 15.6％であるのに比べ、男性
では肥満者が 23.4％を占めています。また、男性では 30代から、女性では 50
代から肥満の増加が著しくなっています。
　生活習慣が、がん、脳卒中、心臓病などの発症・進行に深く関わっているこ
とが明らかになっていますが、生活習慣は徐々に確立していくものであるので、
若葉世代からの良い生活習慣を実践していくことが課題です。
　肥満は生活習慣病の危険因子であり、男性において特に 30 代からの減量支
援が必要と考えられます。

1　BMI
 　肥満度の判定方法の 1つで、体重（kg）／身長（m）²で求められる。
 　18.5 ～ 25.0 未満が標準となる。18.5 未満はやせ、25.0 以上が肥満となる。

肥満の割合（男性）

肥満の割合（女性）
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第 3章　健康づくりの実践

項　　目 福井市の実態

ふだん健康に
気をつけているか

からだを動かす
ことについて

《ふだん健康に気をつけているか：（福井市：「健康ふくい 21」調査　2004）》

　普段から健康に気をつけている人の割合は 75％であり、高い割合となってい
ます。

《からだを動かすことに対する考え：（福井市：「健康ふくい 21」調査　2004）》

　からだを動かすことについては、実行している人と実行は難しいと感じる人
に二分されていました。
　からだを動かすことのできない理由としては、「時間がない」「身体を動かし
たいが機会がない」という理由で実行困難な人が多いことがわかりました。青
葉世代は働く世代であり、自分にあった運動を見つけ、生活の中に身体を動か
すことを取り入れていく支援が必要です。

からだを動かすことに対する考え

健康に気をつけているか
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項　　目 福井市の実態

食生活について 《健康によい食事（1日 30品目）に対する考え：
（福井市：「健康ふくい 21」調査　2004）》

　健康づくりは本人の理解や意思などによることが大きく、長年培われてきた
生活習慣を改善することは極めて困難であるといわれています。さらに改善し
た習慣を維持し続けることも課題です。
　したがって、生活習慣病対策においては、健康行動の知識を得て、実践、継
続する過程が重要であるといえます。
　「健康によい食事」については、ほとんどの人が興味関心を持っていますが、
実行の難しさを感じている人が 42％と最も多かったので、関心はあるが実行が
難しい人に対する支援は非常に有効であると考えられます。
　まず「主食・主菜・副菜」をそろえ、バランスのよい食事をすることができ
るよう支援することが重要です。

健康によい食事に対する考え
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第 3章　健康づくりの実践

項　　目 福井市の実態

《1人 1日当たりの栄養状況・食品摂取状況：
（県民栄養の現状：平成 12年 3月　福井県）》

　充足率 80 ～ 120％を適正な範囲とすると、エネルギーについては概ね良好
な摂取状況ですが、カルシウムについては男性の 15～ 19歳、女性の 15～ 29
歳で充足率 80％を下回っています。脂肪のエネルギーに占める摂取割合では
15～ 49歳の各年代において、目標値の 20～ 25％の範囲を超えています。
　また、一方食品の摂取状況では野菜の摂取目標量を 350g とすると、各年代
において少ない状況となっており、一方食塩については 10g未満を摂取目標量
としていますが、男性の各年代、女性の30～59歳において多く摂取しています。

栄養摂取状況
（充足率％ 1）

食品摂取状況
（g）

エネルギー カルシウム
脂肪

エネルギー
比率 2 

野　菜 3 食　塩

男　　性

15～ 19歳 93.1 58.9 29.5 328.9 15.5

20 ～ 29 歳 87.7 89.4 26.8 258.5 12.3

30 ～ 39 歳 91.9 90.4 28.2 183.7 12.8

40 ～ 49 歳 93.1 83.7 25.6 244.1 13.7

50 ～ 59 歳 104.0 101.7 24.4 312.1 13.2

女　　性

15～ 19歳 83.2 58.8 29.5 328.9 9.9

20 ～ 29 歳 89.9 75.0 26.8 258.5 9.4

30 ～ 39 歳 93.2 87.9 28.2 183.7 12.3

40 ～ 49 歳 95.4 88.0 25.6 244.1 11.2

50 ～ 59 歳 104.3 106.9 24.4 312.1 12.0

1　充足率
 　栄養素等摂取量÷ 1日の栄養所要量× 100 で算出
2　脂肪エネルギー比率
 　エネルギーに占める脂肪の摂取割合、男女別資料無し
3　野菜
 　緑黄色野菜とその他の野菜の総グラム数、男女別資料無し
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項　　目 福井市の実態

歯の健康について

アルコールについて

《歯みがきについての実態：（福井市：「健康ふくい 21」調査　2004）》

　88％の人は毎日歯みがきをしています。しかし、「毎食後に歯をみがく」者
の割合は低く、福井市民は、歯の健康に対する意識があまり高くないことがわ
かりました。
　歯の健康を維持するために、まずは「毎食後に歯をみがくこと」を周知して
いく必要があります。また、歯周病になりやすい世代であるので、「年に 1回の
健康診査」を含めた、かかりつけ歯科医制度の推進が重要です。

《飲酒者の割合：（福井市：「健康ふくい 21」調査　2004）》

　お酒を飲む人の割合は、男性が 64.5％、女性が 33.1％となっており、男女
で大きく差が見られました。

毎日の歯みがきについて

飲酒者の割合
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第 3章　健康づくりの実践

項　　目 福井市の実態

《日本酒の適量についての知識：
（福井市：「健康ふくい 21」調査　2004）》

《適量の中で飲酒を楽しんでいるか（飲酒習慣者）：
（福井市：「健康ふくい 21」調査　2004）》

　日本酒の適量 1日 1合までを知っている人は、45％でした。一般的な日本酒
の適量は、「1日 1合まで」であるという知識を、未成年のうちから身につけら
れるよう、支援していくことが必要です。
　また、適量の中で飲酒を楽しむことを実行している人の割合は、全体のおよ
そ 60％でした。

日本酒の適量

適量の中で飲酒を楽しむことを考えているか（飲酒習慣者）
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項　　目 福井市の実態

タバコについて 《喫煙の実態：（福井市：「健康ふくい 21」調査　2004）》

　現在タバコを吸っている人は全体の 23.0％でした。男女別では、男性の喫煙
率が 39.5％であり、女性の約 4倍となっています。
　また喫煙者のうち、81.0％の人は禁煙に向けて何らかしたいと考えており、
10代を除く全ての年代で高い割合となっています。しかし、実際に行動をおこ
している人は15.0％と低い割合でした。実際に行動に結びつけにくいことから、
やめたい人への支援が重要です。

喫煙者の割合

現在タバコをやめることについての考え
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第 3章　健康づくりの実践

項　　目 福井市の実態

ストレスについて 《ストレスの有無：（福井市：「健康ふくい 21」調査　2004）》

　ストレスを「非常に感じている」と答えた方は、16.2％、「やや感じている」
は 44.5％でした。
　ストレスは避けることはできませんが、上手に処理することは可能です。ス
トレス関連障害の予防のためには自分にあった対処法を身につけることが必要
です。

ストレスの有無

4）健康課題
　1． 生活習慣病の予防対策は、「良い生活習慣」の実践が最も重要ですが、知識を得て、実践し継

続するにあたり、良い生活習慣を実践することに関心のない人、必要であると思ってはいても
実践が難しいと思っている人、良い生活習慣を実践するよう努力している人、それぞれの段階
に応じた支援が必要です。

　2． 従業員 50 人未満の企業に働く人が多く、また、良い生活習慣を身につけるには、若いときか
らの取り組みが必要です。生涯を通じた健康づくりのために、地域と職域との連携による健康
づくり運動の推進が重要です。
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5）取り組み方針
　【個人の健康管理能力の育成支援】
　市民一人ひとりが自分の健康に関心を持ちます。
　よい生活習慣を身につけます。

評価指標 現状値 目標値 根　拠 個人、家庭の取り組み

・ 三大死因による死亡者数の減
少（人口千人あたり）

・ 自分の健康に関心を持ってい
る人の増加

・ 年 1 回健康診査を受けてい
る人の増加

・ 市が実施する基本健康診査受
診者の増加

・ リーダー養成（生活習慣コー
ス）を終了した保健衛生推進
員の増加

4.8 人

69.4％

59.6％

36.8％

3.5％

4.2 人

80.0％

80.0％

50.0％

100.0％

市保健衛生
統計

21アンケート

21アンケート

市保健衛生
統計

市保健衛生
統計

【個人】
○ 日頃から、自分の健康に気
をつけます。
○ 年に１回は健康診査などを
受けます。
○ かかりつけ医をもちます。
○ 血圧を測るように心がけま
す。

【家庭】
○ 家族の健康に気を配ります。
○ 家族でかかりつけ医を持つ
ようにします。

働く人の健康

福井大学医学部国際社会医学講座環境保健学領域　菅沼　成文
　働く人の健康というと白ろう病、じん肺、有機溶剤による中毒など職業の現場でしか見ら
れない病気に対する対策という印象が強いのですが、近年、このような職業病は十分に予防
できるようになってきたため、新たに、作業関連疾患という考え方が広まってきています。
これは、働く人びとが職業に関係なく持っている病気が働くことにより悪化し重大な健康影
響を与えるという考え方です。
　現在、成人の主要な疾病である高血圧、糖尿病、高脂血症などは過重な労働によって悪化
し、心筋梗塞や脳血管疾患などの致命的な病気の危険を高めると考えられています。このた
め健康診断などにより従業員の健康管理に努めることが事業主の責務であると定められてい
ます。しかし、産業医の選任が義務付けられていない 50人未満の事業場では、健康診断の
通知が書面でなされるのみで個別の健康指導が十分になされていません。
　健康ふくい 21計画の目標達成には、このような働く人たちの健康管理を状況にあわせて
行うことが非常に重要です。
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第 3章　健康づくりの実践

地域 ､関係機関の取り組み 市の取り組み 実施担当課

【関係機関】
○ 健康づくり実践団体の応援「一
団体一健康づくりネットワーク
事業」を推進します（県）

○ 地区において健診を受けるよ
う、声かけをします。

　（保健衛生推進員会）

【市】
☆ 健康に関する企画会議を開催し、正しい知識の
普及に努めます。
　（生活習慣協議部会）（P85参照）
☆ 医療機関との連携を持ち、生活習慣病予防のた
めの一貫した生活指導を行うためシステムづく
りに努めます。（医療連携委員会）（P85参照）

☆ 福井市に多い従業員 50人未満の中小企業労働
者の健康づくりを支援します。
　（産業保健委員会）（P85参照）
☆ 自分の健康に関心を持ち、良い生活習慣を身に
つけることができるようなイベント、事業、広
報を行います。
☆ 健康づくり講師の登録を行います。
○ 健康リーダー育成事業
○自主健康グループの育成
○健康教育
○基本健康診査・がん検診の充実
○健康手帳の交付
○生活習慣病予防教室
○健康相談
○公民館教育事業
　（青年・家庭・婦人・成人・壮年）
○あじさい講座
　（生活習慣病予防のための知識の習得を目的）
○一日人間ドック利用助成事業

保健センター

保健センター

保健センター

保健センター

保健センター
保健センター
保健センター
保健センター
保健センター
保健センター
保健センター
保健センター
生涯学習課

労政課

保険年金課

☆：新規事業　○：既存事業
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　【栄養・食生活】
　自分のからだに必要な食事の量を知り、バランスのよい食生活を心がけます。
　肥満、やせの防止のために、適正体重の維持に努めます。

評価指標 現状値 目標値 根　拠 個人、家庭の取り組み

・ 毎日朝食を食べている人の増
加

・成人の野菜の摂取量の増加

・ 20～40歳代脂肪エネルギー
比率の減少

・成人食塩摂取量の減少

・適正体重者の増加
　　男性
　　女性

84.7％

287.4g

26.1％

11.5g

44.9％
53.5％

95.0％

350g

25.0％

10g

60.0％
60.0％

21アンケート

県民健康栄
養調査
県民健康栄
養調査

県民健康栄
養調査

21アンケート

【個人】
○ 食生活について正しい知識
を持ちます。
○ 主食、主菜、副菜をそろえ
た食事をします。
○ まとめ買いをしません。
○ よくかんで食べるようにし
ます。
○ 自分に必要な食事の量、エ
ネルギー量を知ります。
○ 脂肪、食塩の取りすぎに注
意します。
○ 朝食を毎日食べます。
○ 毎食野菜をとります。
○ 自分の適正体重を知り、定
期的に体重を測ります。
○ 無理なダイエットはしませ
ん。
○ おやつの取りすぎに注意し
ます。
○ 飲みすぎ、食べすぎに注意
します。
○ 自分の適正カロリーを知り
ます。（計算式）

【家庭】
○ 福井型食生活の主食、主菜、
副菜をそろえた食事を作り
ます。
○ 献立に、野菜料理をとりい
れます。
○ 家庭に体重計を置くように
します。

福井型食生活
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第 3章　健康づくりの実践

地域 ､関係機関の取り組み 市の取り組み 実施担当課

【地域】
○ 地域で食事についての勉強会を
開催します。（壮年会、保健衛
生推進員会など）

【関係機関】
○ 健康づくり応援の店、健康づく
り発信の店の登録と普及推進を
していきます。（県）

○ 伝承料理アレンジメニューの普
及に努めます。（県）

○ 福井型食生活実践レシピの普及
に努めます。（県栄養士会）
○ 正しい栄養、食生活情報の発信
と普及に努めます。（県栄養士
会･栄養ケアステーション）

【市】
☆「朝夕、体重をはかろう」運動を行います。
☆肥満と生活習慣病の関連を普及します。
☆ 太るメカニズム、適正体重、適正カロリーの算
出方法の周知に努めます。
☆ 健康に配慮したスピードメニューの提案をしま
す。
○食生活についての正しい知識の普及
○健康リーダー育成事業（再掲）
○健康教育（再掲）
○生活習慣病予防教室（再掲）
○健康相談（再掲）
○健康料理教室
○生活習慣病予防の健康米料理教室
○料理講座

保健センター
保健センター
保健センター
保健センター
保健センター

保健センター
保健センター
保健センター
保健センター
保健センター
保健センター
農政企画課
労政課

☆：新規事業　○：既存事業

主食・主菜・副菜について

青葉ワーキング　天野　美鶴（福井県栄養士会）
　ヒトは食べ物を食べて活動するエネルギーを産生したり、筋肉や骨そして血管や細胞を
作っています。さらに適切な食事はからだをいつもよい状態に維持する働きをしています。
　毎日の食事では、ご飯や、麺、パンなどの穀類のお料理を主食といいます。主食はエネルギー
源です。必要な量を毎食食べる必要があります。主菜とは魚、卵、肉、大豆製品などのお料
理です。主菜はからだをつくるたんぱく質の供給源です。不足しないよう質と量を考えて毎
食、食べるようにしましょう。副菜はお野菜の料理です。緑黄色野菜、その他の野菜、海草、
きのこなど 1日成人 350g は色々の種類をそろえて食べましょう。ビタミン、ミネラル、食
物繊維の供給源です。
　1日に必要なエネルギーを、たんぱく質：脂質：炭水化物からのエネルギー（カロリー）
の量（PFC比）を考えて食べることで油の摂取量を減らし適切なエネルギー、たんぱく質
を補給することができます。
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　【身体活動・運動】
　身体活動・運動の必要性について理解を深め、運動不足の解消に努めます。
　仕事や日常生活の中に、運動を取り入れます。

評価指標 現状値 目標値 根　拠 個人、家庭の取り組み

・ からだを動かすことを心がけ
ている人の増加

・日常生活における歩数の増加

・ 運動をする習慣を持っている
者の増加

62.5％

男
9,171 歩
女

8,910 歩

男 19.1%
女 18.8%

80.0％

9,200 歩

9,000 歩

39.0%
35.0%

21アンケート

県民健康栄
養調査

県民健康栄
養調査

【個人】
○ 自分にあった運動を実践し
ます。
○ 生活の中で、こまめに身体
を動かします。
○ 歩いて通勤します。
○ エレベーターより階段を使
います。
○ ノーマイカーデーを実践し
ます。

【家庭】
○ 親子でスポーツ行事に参加
します。
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第 3章　健康づくりの実践

地域 ､関係機関の取り組み 市の取り組み 実施担当課

【地域】
○ 仲間やサークルで運動します。
○ 運動に関する催しを開催しま
す。

【関係機関】
○ 自分にあった運動が実践できる
よう支援します。

　（健康運動指導士会）
○ 効果的な身体活動を普及しま
す。（健康運動指導士会）

○ 健康運動指導士の育成支援を行
います。

【市】
☆ 健康ふくい 21 推奨「元気体操 21」を普及し
ます。
☆ 運動に関する関係機関とのネットワークづくり
に努め、運動習慣の形成を支援します。
　（運動推進委員会）（P85参照）
○健康教育（再掲）
○生活習慣病予防教室（再掲）
○自主健康体操グループの育成支援
○自主健康グループの育成支援
○身体障害者スポーツ大会
○ 勤労婦人センター、勤労青少年ホームにて健康
増進のための各種教室を開催
　　 リフレッシュ体操、フォーク＆レクダンス、
ヨガ、テニス講座、ゴルフ講座、バドミント
ン講座等住民のニーズに応じた講座を開催

○生涯スポーツの推進
　各種スポーツ大会・スポーツ教室の開催
　学校開放事業（体育館・グラウンド・プール）
○公民館講座（体育、スポーツ講座の開催）
　　 空手・エアロビクス・剣道・ヨガ・健康体操・
バドミントン等住民のニーズに応じた講座を
開催

保健センター
保健センター

保健センター
保健センター
保健センター
保健センター
社会福祉課
労政課

スポーツ課

生涯学習課

☆：新規事業　○：既存事業
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　【歯の健康】
　歯についての正しい知識を持ち、歯の喪失防止に努めます。

評価指標 現状値 目標値 根　拠 個人、家庭の取り組み

・  60 歳で 24 本以上自分の歯
を有する人の増加
　（55～ 64歳）

・ 60 歳で定期的に歯科医師か
ら歯科検診を受けている人
の増加
　（55～ 64歳）

44.1％

15.9％

50.0％

30.0％

国歯科疾患
基礎調査

国保健福祉
動向調査

【個人】
○歯みがきをします。
○ かかりつけ歯科医を持ちま
す。
○ 年に 1 回は歯科健診を受け
ます。
○ ながら食べ、だらだら食べ
をしません。
○ 甘い食べ物、甘い飲み物を
控えます。
○  1 日 1 回は、3 分以上かけ
て歯みがきをします。

○ 喫煙者は禁煙に挑戦します。

【家庭】
○ 食後の歯みがきを実践しま
す。
○ 家族の定期歯科健診をすす
めます。
○ 家族のかかりつけ歯科医を
持ちます。

食べる

若葉ワーキング副部会長　広野　澄子（福井県歯科衛生士会　会長）
　食事をとるとき、身体のどこがどんな仕事をするのでしょう？
　2階まで流れてくるいい匂い。“今日はカレーだ。”…逞しい想像力や食欲、鼻・耳など
が敏感に働き、唾液も出始め、食べる前から様々な器官が起動します。
　口唇や頬をすぼめてスープをすすり、手指を巧みに動かしてほおばった肉を、舌が歯の上
へと運び、味わいながら咀嚼し、舌で巧みに喉の奥に送り込んで飲み込みます。奥歯をかみ
しめて、飲み込む力を出すのです。こうした無意識の運動を繰り返しつつ、食事が進行します。
　物を食べるときには、様々な器官を駆使し、その様々な器官を支配する神経が刺激されて
脳が活性化されます。こ～んなに重要な「食べる機能」の主役は歯です。
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第 3章　健康づくりの実践

地域 ､関係機関の取り組み 市の取り組み 実施担当課

【関係機関】
☆ かかりつけ歯科医の普及、定着
に努めます。（市歯科医師会）

○ 歯周疾患予防のために禁煙指導
をします。（市歯科医師会）

【市】
☆ 福井市の実態を把握し、虫歯予防・歯周疾患予
防の推進を行います
　（歯科委員会）（P85参照）
☆ かかりつけ歯科医制度推進のためのパンフレッ
トを作成し、かかりつけ歯科医のPRに努めま
す。（歯科委員会）（P85参照）
☆ 歯についての正しい知識の普及啓発に努めます。
○ 健康教育（再掲）
○健康相談（再掲）
○歯周疾患検診の充実実施

保健センター

保健センター

保健センター
保健センター
保健センター
保健センター

家庭医（かかりつけ歯科医）を持ちましょう！

健康ふくい21策定委員　大野　康夫（福井市歯科医師会会長・大野歯科医院院長）
　最近、「かかりつけ歯科医」という言葉を耳にすることがありますか？
　では、「かかりつけ歯科医」を簡単に説明します。
　歯の治療というと歯や口の中の悪い時だけの治療という「歯科医師と患者」の関係があります。
しかし、「かかりつけ歯科医」は「人と人」という対等な関係に持っていくことにより、治療中心
の歯科治療から、患者さんの生涯を通した歯と口の健康管理を行うことができるということです。
　具体的には、
　◎ 患者さんの、これまでの病歴や薬に対するアレルギー等、様々な健康情報を管理してい
るので安心してまかせられる

　◎ 生活習慣の問題点を含め、日常の歯や口の健康管理や急を要する治療にも気軽に相談できる
　◎ 高血圧や糖尿病、妊娠など身体の状態により歯科治療を受けるのは不安なものです。そ
のような時は、専門医や病院と連携をとり、相談しながら治療を進めます。

　◎ 長期にわたるおつき合いがあれば、患者さんの気心もわかるだけでなく、心の不安状態
の時にも適切な治療ができる

　◎ 万が一、要介護状態になったとき、口腔ケアや治療などの訪問診療に出向ける体制になっ
ている　　　　　　　　　　　　・・・・・・等がございます。

　今回、「健康ふくい 21」の歯の健康づくりとして、福井市歯科医師会は「かかりつけ歯科医」
の普及、定着を目指しています。

☆：新規事業　○：既存事業
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　【タバコ・アルコール】
　喫煙率の低下をめざします。
　アルコールについての正しい知識をもち、健康的な飲酒習慣を身につけます。

評価指標 現状値 目標値 根　拠 個人、家庭の取り組み

・喫煙者の減少（20～ 64歳）
・ 禁煙に取り組もうとする人の
増加

・未成年の喫煙者の減少

・ 日本酒の適量を 1 日 1 合と
知っている人の増加
・ 適量の中で飲酒を楽しもうと
思っている人の増加

・ タバコが健康に与える影響に
ついて知っている人の増加
　　肺がん
　　ぜんそく
　　心臓病
　　脳卒中
　　妊娠に関連した異常
　　歯周病

28.7％
10.8％

7.1％

50.0％

50.3％

77.8％
69.5％
56.0％
50.2％
72.3%
40.3%

15.0％
20.0％

０％

60.0％

60.0％

80.0％
75.0％
60.0％
60.0％
85.0％
50.0％

21アンケート
県民健康意
識調査

21アンケート

21アンケート

21アンケート

県民健康意
識調査

【個人】
○ タバコ、アルコールが健康
に与える影響を知ります。
○ 喫煙者は禁煙に挑戦します。
○ 未成年：タバコ、アルコー
ルについての正しい知識を
学びます。
○ 未成年：タバコやアルコー
ルを勧められても断ります。
○ 周囲の人にタバコの煙で迷
惑をかけません。
○ 適正飲酒を実践します。
　（日本酒なら 1日 1合まで）
○ 週に 2日は休肝日にします。
【家庭】
○禁煙に協力します。
○ タバコ、アルコールの身体
に与える影響について学び
ます。
○ 家庭内分煙を徹底します。

知っていますか？アルコールの適量

健康ふくい21策定委員長　戎　　利光（福井大学教育地域科学部教授）
　飲酒による健康への影響は複雑です。多量の飲酒は、脂肪肝、肝炎、肝硬変などの原因に
なりますが、少量の飲酒は虚血性心疾患に対して予防効果が指摘されています。
　健康日本 21では、1日の適度な飲酒量を、ビールなら中瓶約 1本、日本酒なら約 1合、ウィ
スキーならダブル約 1杯、ワインならグラス約 1.7 杯と定義しています。お酒は適量の範囲
で楽しみたいものです。

1 日の適度な飲酒量（厚生省、2000）

ビールなら
中瓶約1本

日本酒なら
約1合

ウィスキーなら
ダブル約1杯

ワインなら
約1.7 杯

戎　利光・戌　弘志著「ライフスタイルと健康の科学」より
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第 3章　健康づくりの実践

地域 ､関係機関の取り組み 市の取り組み 実施担当課

【地域】
○ 周囲の人にタバコ、アルコール
を無理にすすめません。

○ 禁煙、禁酒をしている人を応援
します。

○ 公民館や人の多く集まる場所で
分煙を推進します。

【関係機関】
○ 禁煙サポート外来の情報を提供
します。（市医師会）

○ 断酒会活動を支援します。（県）
○ 喫煙者のマナー向上に取り組み
ます。（日本たばこ）

【市】
☆ タバコ、アルコールについての情報提供や分煙
の推進をします。
　（産業保健委員会）（P85参照）
☆禁煙を希望する人への支援をします。
○ タバコ、アルコールが健康に与える影響につい
ての情報提供
○健康教育（再掲）
○生活習慣病予防教室（再掲）
○健康相談（再掲）

保健センター

保健センター
保健センター

保健センター
保健センター
保健センター

☆：新規事業　○：既存事業

タバコを吸っている人は意志が強い！？

福井大学医学部国際社会医学講座環境保健学領域　菅沼　成文
　公共の場での禁煙が多くなり、タバコを吸う人たちには肩身の狭い世の中になってきまし
た。それでもタバコを吸うことが好きで、誰がなんと言ってもやめないという固い決意を持っ
て吸っている人もいます。
　さて、日本ではじん肺のように職業で無理やり粉塵を吸わされて病気になる人が減ってき
たので、自分で好んで粉塵を吸う人の研究をするようになりました。というのも、タバコの
煙は有毒な気体も含まれていますが、粉塵も多く含まれているからです。また、CT検査を
することでタバコの煙を吸ったひとは肺気腫という肺胞の壁が壊れてしまう病気になること
が分かってきました。肺気腫は呼吸困難が進行し、家にいても酸素を吸わなくては生活がで
きなくなってしまう病気です。
　そういうことを知ってしまうと、タバコを吸い続けている人は本当に意志の固い人だと尊
敬してしまいます。でも、知人の柔道家から「雪の降る日に一人さびしく家の外でタバコを
吸っていて、俺はなんでこんな哀れなことをしているんだ、アル中と同じじゃないかと思い、
きっぱりタバコをやめた」という話を聞き、男の美学を感じました。
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　【心の健康づくり】
　心の健康について正しく理解します。
　ストレスと上手に付き合います。

評価指標 現状値 目標値 根　拠 個人、家庭の取り組み

・ ストレスを感じている人の減
少

55.4％ 45.0％ 21アンケート
【個人】
○ ストレスについて学びます。
○ 自分なりのストレス対処法
を身につけます。
○ 自分の楽しみを見つけ、実
行します。
○ 悩みごとは相談します。
○ 人とのつながりを大切にし
ます（家庭・職場・地域）。
○ あいさつ、声かけを心がけます。
○ 地域の行事にはできるだけ
参加します。

【家庭】
○ 日頃から、家族で話し合う
時間を設けます。
○ 家族内でもあいさつをします。
○ 家族が悩んでいたら声をか
けます。

心の健康について

青葉ワーキング　出口かの子（精神保健福祉ボランティア　クレヨン代表）
　「心にうたを」という言葉がありますが、明るく一声かけることの大切さを実感している
今日この頃です。
　ストレス社会において、心の健康に関心を深める方が多くなっておりますが、地域住民の
一人として心病む人との関わりの中で、やはり正しい理解、正しい関わり方、正しい援助方
法を学ぶことが、地域で交流をもつ上で最も基本になることを実感しております。
　これからも明るい声でたった一言、「こんにちは」「おはようございます」「ありがとうご
ざいます」を繰り返しながら、自身の心の健康を大切にゆとりの境涯で素敵な人生を送りゆ
けたらと思います。
　ある人いわく、食事の便利さの中で「レンジでチン」があるが、人の心まではレンジでチ
ンとはゆかないと。一人ひとりの心を大切に受けとめられるよう、成長の 1年でありたいと
願っております。ありがとうございました。
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第 3章　健康づくりの実践

地域 ､関係機関の取り組み 市の取り組み 実施担当課

【地域】
○ あいさつ、声かけを心がけます。
○ 周囲に悩んでいる人がいたら、
声をかけ、話を聞きます。

○ 近隣との付き合いを大切にしま
す。

【関係機関】
○ ストレスを気軽に相談できる体
制づくりをします。（県）

【市】
○心の健康についての、正しい知識の啓蒙、啓発
○健康教育（再掲）
○健康相談（再掲）

保健センター
保健センター
保健センター

☆：新規事業　○：既存事業
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❷  紅
も み じ

葉世代（65 歳以上）
1）めざすQOL1

　充実した人生＝心身ともに健康に生きる

2）紅葉世代の特徴（高年期）
　この世代は、社会的に人生の完成期です。余生を楽しみ、豊かな収穫を得る時期です。しかし身体
的には老化が進み、健康問題が大きくなってくる世代でもあります。障害は、寝たきりや認知症など
の介護を必要とするものもありますが、視聴覚、歯の喪失など、生活の質にかかわる障害も多くあら
われてきます。しかし、近年の高齢者は非常に活動的で、従来のように「健康面でも経済面でも恵
まれていない」という視点で論じることは適当ではありません。この時期を「余生」ではなく「第 2
の現役期」として生きがいを持って生きることが可能である社会が求められています。
　21世紀は高齢者の世紀であるといわれています。高年期においては若い時期以上に「健康」と「生
きがい」が重なり合う部分が大きく、生きがいのある生活が健康の維持増進につながっていくといえ
るでしょう。「健康」という面からも、高齢者が社会の中で積極的な役割を果たし、生きがいを持っ
て生活できる環境づくりが重要です。
　しかし一方で、介護保険制度が創設されたように、高齢期の人が「安心」を得られるかどうかも重
要な論点です。介護を受けて生活している人は年々増加傾向にあります。要介護状態になることを予
防し、「第 2の現役期」の時期を長く過ごすためには、寝たきりや認知症の主な原因である脳卒中を
はじめとした生活習慣病の克服、衰弱や骨折の防止が大きな課題です。今後は「活動的な 85歳」を
めざして、日頃からの生活機能の向上と生活機能が低下した場合の早期発見と対応が課題です。

1　QOL（Quality of Life）
 　生活・人生の質を意味する言葉。概ね「人が充実感や満足感を持って日常生活を送ることができること」を意味する。
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第 3章　健康づくりの実践

3）福井市の実態（既存の資料及び今回の調査による）

項　　目 福井市の実態

死亡について

高齢者の生活

　65歳以上の死亡原因は、男性では悪性新生物（がん）が最も多いが、年齢が
上がるにしたがって心疾患、脳血管疾患による死亡数が多くなっています。また、
女性も悪性新生物（がん）による死亡が多くなっていますが、年齢が上がるに
したがって心疾患、脳血管疾患による死亡数が男性よりも急激に増加していま
す。（P13参照）

《高齢者のいる世帯の状況：（新オアシスプラン：福井市 2003）》

《高齢者のいる世帯の形態：（新オアシスプラン：福井市 2003）》

　福井市の全世帯のうち、高齢者のいる世帯は 36.7％で、全国よりも 4.5 ポイ
ント高くなっています。高齢者のいる世帯の形態として、同居世帯が 70.2％、
高齢者のみの世帯は 29.8％で、全国よりも高齢者のみの世帯は 9.2 ポイント少
ない状況にあります。
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項　　目 福井市の実態

健康に対する意識 《普段、健康に気を使っていますか：（新オアシスプラン：福井市 2003）》

　健康に留意している人は、全体の約 90％を占めており、高齢者の健康に対す
る意識は高くなっています。

《健康について知りたいこと：（新オアシスプラン：福井市 2003）》

　健康について最も知りたいことは、生活習慣病にならない工夫で、次いで認
知症や寝たきりの予防でした。

健康に気をつけているか
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第 3章　健康づくりの実践

項　　目 福井市の実態

寝たきりの原因

高齢者の疾病

《寝たきり登録者の原因疾患：（福井市：平成 10年度保健指導報告）》

　脳卒中によって寝たきりになる人の割合が多く、特に男性に顕著にみられま
す。次いで老衰、骨折によるものが多く、特に女性でその割合が高くなってい
ます。

《高齢者の疾病分類：（新オアシスプラン：福井市 2003）》

　疾病を持つ人では、循環器系（19.5％）、消化器系（16.9％）、筋骨格系（13.3％）
の順で多くなっています。
　特に循環器疾患には 65歳～ 69歳の 20.5％、80歳以上の 30.5％が罹ってい
ます。

福井県 福井市全体 福井市男性 福井市女性

第 1位
脳卒中

（39.9％）
脳卒中

（41.3％）
脳卒中

（50.1％）
脳卒中

（33.9％）

第 2位
老衰

（13.2%）
老衰

（8.7％）
老衰

（4.5％）
骨折

（13.1％）

第 3位
骨折

（7.5%）
骨折

（8.3％）
骨折

（4.3％）
老衰

（12.5％）
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項　　目 福井市の実態

外出について 《外出について：（新オアシスプラン：福井市 2003）》

　年代が上がるにしたがって、外出せずに家の中にいることが多くなっています。

友達と誘い合わせて外出することが多いですか

一日中、家の外に出ず、家の中で過ごすことが多いですか
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第 3章　健康づくりの実践

項　　目 福井市の実態

食生活について 《総エネルギー量：（福井県：県民栄養の現状　2000）》

　エネルギーの摂取状況をみると、過剰に摂取している人の割合が 3～ 4割を
占めています。また、不足している人の割合は 1割となっています。近年、高
齢者の最大の栄養問題は、たんぱく質･エネルギー低栄養状態とされており、特
に在宅で療養されている人に多くみられています。

《健康によい食事に対する考え：（福井市：「健康ふくい 21」調査　2004）》

　バランスのよい食事の実行について、「努力している 166 人（45.4％）」、「実
行したいが困難 84人（24.0％）」、「実行、継続している 85人（23.1％）」でした。

エネルギーの摂取状況 1

年　齢 不　足 適　正 過　剰

男　性
60～ 69歳 10.0 54.3 35.7

70 歳～ 8.6 51.4 40.0

女　性
60～ 69歳 18.6 46.5 34.9

70 歳～ 8.8 50.5 40.7

（単位：％）

1　エネルギー摂取状況
 　エネルギー摂取量÷エネルギー所要量× 100 で充足率を算出し、充足率が 80％未満を不足、80 ～ 120％を適正、
120.1％以上を過剰とする。

健康によい食事に対する考え
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項　　目 福井市の実態

生きがいづくり
＜充実感＞

《自分でバランスのとれた食事を準備できるか
（福井県：県民健康意識調査（福井市分）2000）》

　どの年代でも、男性よりも女性の方が「準備できる」と答えている人の割合は、
高くなっています。男性では、自分で準備のできる人の割合は、40％以下となっ
ています。

《現在の充実感：（福井市：「健康ふくい 21」調査　2004）》

　「まあ充実している」と答えた人が 68.0％と最も多く、次いで「あまり充実
していない」と答えた人が 16.4％と多くなっています。

（単位：％）

男　性 女　性

はい いいえ はい いいえ

60～ 69歳 33.5％ 63.5％ 57.8％ 40.5％

70 ～ 79 歳 27.8％ 68.2％ 54.2％ 40.0％

80 歳以上 30.4％ 60.7％ 31.9％ 61.5％
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第 3章　健康づくりの実践

項　　目 福井市の実態

＜生きがい＞ 《生きがいを感じること、今後行ってみたいこと
（新オアシスプラン：福井市 2003）》

　生きがいを感じることでは、「仲間うちでの集まりや趣味の会活動」、「農作業
や畑仕事」、「家事や家業の手伝い」が多くなっています。
　また、今後やってみたいことは「仲間うちでの集まりや趣味の会活動」、「学
習や教養を高める活動」、「スポーツやレクリエーション活動」でした。
　働いている高齢者も多いが、生活費をまかなうために働いていると回答した
人が多くいました。

4）健康課題
　１． 寝たきりや認知症になることを防ぐためには、疾病予防のみならず、生きがいを持ち生きるこ

とが重要です。
　　　 福井市の高齢者は趣味活動、生涯学習活動、スポーツやレクリエーションを希望しているので、

これらを推進していくことが、高齢者の健康づくりには効果的です。

　２． 福井市の高齢者が寝たきりとなる原因である、「脳卒中」や「骨折」を防ぐことが必要です。
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5）取り組み方針
　【自主的な健康管理】
　自分の健康状態を知り、自分で健康管理をします。

評価指標 現状値 目標値 根　拠 個人、家庭の取り組み

・ 健診及び人間ドック受診者の
増加

（65歳以上）

60.4％ 70.0％ 21アンケート
【個人】
○  1 年に 1 回は健康診査など
を受けます。

○ かかりつけ医を持ちます。
○血圧を測ります。

【家庭】
○ 加齢による身体の変化を家
族がお互いに理解し、健康
状態に気を配ります。

かかりつけ医をもちましょう

健康ふくい21策定委員　福山　公基（福井第一医師会会長　福山医院　院長）
　市民のみなさんは、かかりつけ医をお持ちでしょうか。近くに何でも気軽に相談できる開
業医がいることは心強いことです。毎日の健康管理、家族の方が病気になったときや寝たき
りになられた場合の、相談や対応の仕方等々皆さんの身になって考えてくれます。
　最近は、大病院志向になり、軽症の病気でも大病院での診察を受けられる方が多くなって
おりますが、地域の中で皆さんといっしょに生活し、心と心の通じ合ったかかりつけ医での
受診をお薦めいたします。
　かかりつけ医の仕事は、緊急時の初期医療はもちろん、地域の総合病院への紹介及び連携、
生活習慣病などの保健指導、往診、介護等の在宅医療等々、医療に関する全てに対応してお
ります。
　健康長寿の秘訣は、良いかかりつけ医を持つことではないでしょうか。
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第 3章　健康づくりの実践

地域 ､関係機関の取り組み 市の取り組み 実施担当課

【関係機関】
☆ 軽度認知症の早期発見・早期治
療のために、もの忘れ検診に取
り組みます。

　（市医師会）

○ かかりつけ医を推進します。
　（県）

○ 地区において、健診を受けるよ
う声かけをします。

　（保健衛生推進員会）

【市】
☆ 医療機関との連携を持ち、生活習慣病予防のた
めの一貫した生活指導を行うためシステムづく
りに努めます。
　（医療連携委員会）（P85参照）
☆ 健康手帳をより使いやすいように工夫します。
☆ 習慣的に血圧を測ることの必要性について啓発
します。
○健康教育
○基本健康診査・がん検診の充実
○健康相談
○一日人間ドック利用助成事業
○健康手帳の交付（70歳以上）
○自治会型デイホーム
○介護予防事業

○高齢者学級

保健センター

保健センター
保健センター

保健センター
保健センター
保健センター
保険年金課
保険年金課
長寿福祉課
長寿福祉課・
介護保険課・
保健センター
生涯学習課

☆：新規事業　○：既存事業
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　【栄養・食生活】
　おいしく楽しい食事をしながら、栄養バランスのよい食事をとります。

評価指標 現状値 目標値 根　拠 個人、家庭の取り組み

・ 家族といっしょに食事をする
頻度（週に 4、5日以上）の
増加

・ 健康によい食事をしている人
の増加

80.3％

23.1％

85.0％

50.0％

県民栄養調
査

21アンケート

【個人】
○ 自分の健康状態にあった食
事の内容や量について、正
しい知識を身につけます。
○ 主食・主菜・副菜を心がけ
て食べます。
○ よくかんで食べます。
○ できるだけ自分の歯で食べ
られるよう、歯の健康に気
をつけます。
○ 家族団らんで食事をとります。

【家庭】
○ 主食・主菜・副菜がそろっ
たバランスのよい食事を作
ります。
○ 家族や仲間と声かけして一
緒に食事をとるように心が
けます。
○ 福井の旬の食材を大切にし
ます。

高齢者の食事

紅葉ワーキング　村田　洋子（福井県栄養士会）
　年齢を重ねると筋肉や骨の重量の減少や食物の咀嚼、消化吸収機能など心身の変化や高血
圧、動脈硬化、骨粗しょう症、低栄養などの病的な変化が起こります。
　健康でよりよく生活していくために、毎日の食事から色々な栄養素を含んだ主食、主菜、
副菜をとることが大切です。①やわらかく消化の良い食品を選び、調理方法の工夫をする②
便秘を防ぐためや衰えている腸を刺激するためにも食物繊維を含んだ食品を食べる③一度に
大食しないようにする④肉類は脂身を控え、魚類を主とする⑤調理には植物性油を使用する
⑥醤油や砂糖を控え酸味や香辛料を使った調理で、薄味に慣れる⑦牛乳や果物はおやつとす
る　等の点に留意し、1日 3食規則正しい食生活を心がけ、自分のペースに合わせて無理に
ならないよう適度に身体も動かしましょう。
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第 3章　健康づくりの実践

地域 ､関係機関の取り組み 市の取り組み 実施担当課

【地域】
○ 行事や会合のときに、寝たきり
や認知症予防につながる食生活
の大切さや正しい知識を普及し
ます。

【関係機関】
○ 広報誌に「食生活の大切さ」の
記事を掲載していきます。

　 （市社会福祉協議会、老人クラ
ブ、シルバー人材センター）

○ 健康な食生活について、自治会
型デイホーム事業や学級等に取
り入れます。

　（市社会福祉協議会）
○ 地区の催しや地域に出向き、栄
養相談に応じたり、正しい知識
を伝えます。（県栄養士会）
○ 福井型食生活、地産地消レシピ
集の普及に努めます。

　（県栄養士会）

【市】
○ 食生活に関する正しい知識やバランスのよい献
立等について学習したり、アドバイスする機会
を増やします。（健康教育（再掲））

○健康相談（再掲）
○自治会型デイホーム（再掲）
○食の自立支援事業
○高齢者学級（再掲）

保健センター

保健センター
長寿福祉課
長寿福祉課
生涯学習課

☆：新規事業　○：既存事業

生きがいと健康

紅葉ワーキング部会　松田きよ子（福井市老人クラブ連合会）
　私たち高齢者にとって、健康はとても身近な課題です。人間の健康と生きがいは重なり合
う部分が大きく、相互に影響しあうと言われているので、仲間達と共に楽しいことをどんど
ん行っていこうと思っています。
　私ども福井市老人クラブ連合会の中にも、スポーツを楽しんだり、手芸や踊りなどの趣味、
文化活動を楽しんでいる人たちが多く、どの人も健康で生きがいを持って暮らしています。
　ぜひ、福井市老人クラブ連合会にご参加をお待ちしています。
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　【身体活動・運動】
　加齢による身体の変化や自分の体力を把握し、自分にあった方法で身体を動かします。

評価指標 現状値 目標値 根　拠 個人、家庭の取り組み

・ からだを動かすことについて
の考え：実行、継続している
人の増加

・ 介護保険サービスを利用して
いない人で、外出する頻度の
増加
・殆ど外出しない者の減少

・日常生活における歩数の増加
　　男性（70歳以上）
　　女性（70歳以上）

50.4％

5.8％

5,725 歩
5,290 歩

75.0％

3.0％

6,700 歩
5,900 歩

21アンケート

新オアシス
プラン

県民栄養調
査

【個人】
○ 庭掃除、家事、散歩や体操
など自分でできる運動で身
体を動かします。
○ 筋力トレーニングやスポー
ツ等に関心の高い人は、
　・スポーツをする
　・筋力トレーニングをする
　・ ウォーキングや水中ウォー
キングをする

○ 自治会型デイホーム、高齢
者学級、老人クラブ活動に
参加します。
○ 体力測定などで自分の体力
を知ります。
○ 積極的に外出します。

【家庭】
○ 家事の役割を持って、身体
を動かすように声かけしま
す。



75

第 3章　健康づくりの実践

地域 ､関係機関の取り組み 市の取り組み 実施担当課

【地域】
○ 会合などでラジオ体操や転倒骨
折予防体操をします。

○ 自治会型デイホーム、高齢者学
級、老人クラブ、趣味活動、地
域活動への参加を呼びかけま
す。

【関係機関】
○ 自治会型デイホーム事業で身体
活動について関心を高められる
メニューを増やします。

　（市社会福祉協議会）
○ ニュースポーツの普及をしま
す。（老人クラブ）

○ 外出や自治会型デイホーム、老
人クラブ、敬老会などの地域活
動への参加を呼びかけます。（保
健衛生推進員、市社会福祉協議
会、老人クラブ）

○ 引き続き、転倒骨折予防体操の
普及に努めます。

　 （市社会福祉協議会、在宅介護
支援センター）

【市】
☆ 日常生活で行いやすい運動内容や高齢者が利用
できる運動施設について紹介します。
　（運動推進委員会）（P85参照）
○健康教育（再掲）
○自治会型デイホーム（再掲）
○介護予防事業（再掲）

○各種スポーツ大会の開催事業
○高齢者学級（再掲）
○生涯スポーツの推進
　　各種スポーツ大会・スポーツ教室の開催
　　学校開放事業（体育館・グラウンド・プール）

　
保健センター

保健センター
長寿福祉課
長寿福祉課・
介護保険課・
保健センター
長寿福祉課
生涯学習課
スポーツ課

☆：新規事業　○：既存事業
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　【歯の健康】
　歯についての正しい知識を持ち、歯の喪失防止に努めます。

評価指標 現状値 目標値 根　拠 個人、家庭の取り組み

・ 80 歳で 20 本以上の自分の
歯を有する人の増加

11.1％ 20.0％ 県民健康意
識調査

【個人】
○毎日、歯みがきをします。
○入れ歯の手入れをします。
○ かかりつけ歯科医を持ちま
す。
○ 年に 1 回は歯科検診を受け
ます。
○ ながら食べ、だらだら食べ
をしません。
○ 甘い食べ物、甘い飲み物を
控えます。
○ 1 日 1 回は、3 分以上かけ
て歯みがきをします。

【家庭】
○ 食後の歯みがきを実践しま
す。
○ 家族の定期歯科健診をすす
めます。
○ 家族のかかりつけ歯科医を
持ちます。
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第 3章　健康づくりの実践

地域 ､関係機関の取り組み 市の取り組み 実施担当課

【関係機関】
○ 歯周疾患予防のために禁煙指導
をします。（市歯科医師会）

【市】
☆ 福井市の実態を把握し、口腔機能低下防止・歯
周疾患予防の推進を行います。
　（歯科委員会）（P85参照）
☆ かかりつけ歯科医制度推進のためのパンフレッ
トを作成します。（歯科委員会）（P85参照）

○健康教育（再掲）
○健康相談（再掲）
○歯周疾患検診

保健センター

保健センター

保健センター
保健センター
保健センター

☆：新規事業　○：既存事業
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　【タバコ・アルコール】
　喫煙率の低下をめざします。
　アルコールについての正しい知識をもち、健康的な飲酒習慣を身につけます。

評価指標 現状値 目標値 根　拠 個人、家庭の取り組み

・喫煙者の減少（65歳以上）

・ 日本酒の適量を 1 日 1 合と
知っている人の増加
・ 適量の中で飲酒を楽しもうと
思っている人の増加

15.5％

50.0％

50.3％

10.0％

60.0％

60.0％

21アンケート

21アンケート

21アンケート

【個人】
○ タバコ、アルコールが健康
に与える影響を知ります。
○ 喫煙者は禁煙に挑戦します。
○ 周囲の人にタバコの煙で迷
惑をかけません。
○ お酒は控えめにします。

【家庭】
○ 禁煙に協力します。
○ タバコ、アルコールの身体
に与える影響について学び
ます。
○ 家庭内分煙を徹底します。
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第 3章　健康づくりの実践

地域 ､関係機関の取り組み 市の取り組み 実施担当課

【地域】
○ 公民館や人の多く集まる場所で
分煙を推進します。

【関係機関】
○ 禁煙サポート外来の情報を提供
します。

　（市医師会）
○ 断酒会活動を支援します。（県）
○ 喫煙者のマナー向上に取り組み
ます。

　（日本たばこ）

【市】
○ タバコ、アルコールが健康に与える影響につい
ての情報提供
○健康教育（再掲）
○健康相談（再掲）

保健センター

保健センター
保健センター

☆：新規事業　○：既存事業
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　【心の健康づくり】
　生きがいを持ち続け、生きる喜びを得られるようにします。

評価指標 現状値 目標値 根　拠 個人、家庭の取り組み

・ 生きがいを感じている人（と
ても、まあまあ感じている）
人の増加（70歳以上）

・ 趣味活動や生涯学習活動に参
加している人の増加

・ 65 ～ 74 歳人口に占める要
介護者の減少

73.4％

53.0％

4.0％

85.0％

60％

4.0％

県民健康意
識調査

新オアシス
プラン

市介護保険
課資料

【個人】
○ 人と会って楽しく会話をし
たり、あいさつをします。
○ 生きがい活動やボランティ
ア活動に積極的に参加しま
す。
○ 働く意欲を持つようにしま
す。
○ 家庭でも地域でも自分の役
割を持つようにします。

【家庭】
○ 普段からあいさつや声かけ、
会話をします。
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第 3章　健康づくりの実践

地域 ､関係機関の取り組み 市の取り組み 実施担当課

【地域】
○ 近所の人や仲間、友人と挨拶や
声かけ、会話をします。

　（保健衛生推進員、民生委員）

【関係機関】
○ 交流のための集まりの場を増や
します。（市社会福祉協議会、
老人クラブ）

○ 趣味活動や地域活動に参加しや
すいよう情報提供や声かけをし
ます。（老人クラブ、保健衛生
推進員、在宅介護支援センター）

○ 健康づくり実践団体の応援「一
団体一健康づくりネットワーク
事業」を推進します（県）

○ 生きがい活動を通じて、寝たき
り、認知症予防のための知識啓
発を推進します。（市社会福祉
協議会、在宅介護支援センター）

【市】
○高齢者雇用の推進
○認知症予防についての知識普及
○生きがいと健康づくり推進事業
○自治会型デイホーム（再掲）
○介護予防事業（再掲）

○老人クラブの指導育成
○老人家庭相談員の設置
○高齢者と保育園児との交流事業
○三世代交流事業
○高齢者学級（再掲）
○各種公民館講座
○高齢者人材活用派遣事業
○ 福井市福祉のまちづくり環境整備指針に基づ
き、移動手段や道路の整備など障害者・高齢者
が外出しやすい環境を整えます。
○健康教育（再掲）
○健康相談（再掲）

労政課
長寿福祉課
長寿福祉課
長寿福祉課
長寿福祉課・
介護保険課・
保健センター
長寿福祉課
長寿福祉課
保育児童課
生涯学習課
生涯学習課
生涯学習課
生涯学習課
社会福祉課

保健センター
保健センター

☆：新規事業　○：既存事業
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❹  個人の取り組み
1）項目別にみた世代ごとの取り組み：再掲

世代特有の行動目標 栄養・食生活 身体活動・運動

若
葉
世
代
（
０
〜
14
歳
）

≪正しい生活習慣≫
○ 親が身につけた正しい生活習
慣の知識を子どもに伝えてい
きます。

○ 早寝早起きをします。
○ テレビは時間を決めて見ます。
○ 生活リズムを整えます。
○健診を受けます。
○予防接種を受けます。

○毎日朝食を食べます。
○ 1 日 3 回主食･主菜・副菜を
そろえた食事をとります。

○ 家族団らんで食事をします。

○楽しく外で遊びます。

青
葉
世
代
（
15
〜
64
歳
）

≪個人の健康管理能力の育成支援≫
○ 日頃から自分の健康に気をつ
けます。

○ 年に 1 回は健康診査などを
受けます。

○ かかりつけ医を持ちます。
○ 血圧を測るように心がけま
す。

○ 食生活について正しい知識を
持ちます。
○ 主食、主菜、副菜をそろえた
食事をします。
○ まとめ買いをしません
○ よくかんで食べるようにします。
○ 自分に必要な食事の量、エネ
ルギー量を知ります。
○ 脂肪、食塩の取りすぎに注意
します。
○ 朝食を毎日食べます。
○ 自分の適正体重を知り、定期
的に体重を測ります。
○ 無理なダイエットはしません。
○ おやつの取りすぎに注意します。
○ 飲みすぎ、食べすぎに注意し
ます。
○ 自分の適正カロリーを知ります。

○ 自分にあった運動を実践しま
す。

○ 生活の中で、こまめに身体を
動かします。

○ 歩いて通勤します。
○ エレベーターより階段を使い
ます。

○ ノーマイカーデーを実践しま
す。

紅
葉
世
代
（
65
歳
以
上
）

≪自主的な健康管理≫
○ 1年に 1回は健康診査などを
受けます。

○かかりつけ医を持ちます。
○血圧を測ります。

○ 自分の健康状態にあった食事
の内容や量について、正しい
知識を身につけます。
○ 主食・主菜・副菜を心がけて
食べます。
○よくかんで食べます。
○ できるだけ自分の歯で食べら
れるよう、歯の健康に気をつ
けます。
○ 家族団らんで食事をとりま
す。

○ 庭掃除、家事、散歩や体操な
ど自分でできる運動で身体を
動かします。

○ 筋力トレーニングやスポーツ
等に関心の高い人は、

　・スポーツをする
　・筋力トレーニングをする
　・ ウォーキングや水中ウォー
キングをする

○ 自治会型デイホーム、高齢者
学級、老人クラブ活動に参加
します。

○ 体力測定などで自分の体力を
知ります。

○積極的に外出します。
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第 3章　健康づくりの実践

歯の健康 タバコ・アルコール 心の健康づくり

若
葉
世
代
（
０
〜
14
歳
）

○ 歯みがき習慣を身につけま
す。

○ 子どもの仕上げみがきをしま
す。

○ タバコ、アルコールについて
の正しい知識を学びます。
○タバコは吸いません。
○アルコールは飲みません。
○ タバコやアルコールを勧めら
れても断ります。

○ 母親は楽しんで育児に取り組
みます。

○ 1 人で悩まず、相談して不安
を解消します。

○ 地域での母親同士の交流の場
に参加します。

○ 父親は母親に、声かけします。
○ 父親は育児の大切さを認識
し、積極的に育児に参加しま
す。

青
葉
世
代
（
15
〜
64
歳
）

○  歯みがきをします。
○ かかりつけ歯科医を持ちます
○ 年に 1 回は歯科検診を受け
ます。

○ ながら食べ、だらだら食べを
しません。

○ 甘い食べ物、甘い飲み物を控
えます。

○  1 日 1 回は、3 分以上かけ
て歯みがきをします。

○喫煙者は禁煙に挑戦します。

○ タバコ、アルコールが健康に
与える影響を知ります。
○ 喫煙者は禁煙に挑戦します。
○ 未成年：タバコやアルコール
についての正しい知識を学び
ます。
○ 未成年：タバコやアルコール
を勧められても断ります。
○ 周囲の人にタバコの煙で迷惑
をかけません。
○ 適正飲酒を実践します。
　（日本酒なら１日１合まで）
○ 週に２日は休肝日にします。

○ ストレスについて学びます。
○ 自分なりのストレス対処法を
身につけます。

○ 自分の楽しみを見つけ、実行
します。

○ 悩み事は相談します。
○ 人とのつながりを大切にしま
す（家庭・職場・地域）。
○ あいさつ、声かけを心がけま
す。

○ 地域の行事にはできるだけ参
加します。

紅
葉
世
代
（
65
歳
以
上
）

○毎日、歯みがきをします。
○入れ歯の手入れをします。
○ かかりつけ歯科医をもちま
す。

○ 年に 1 回は歯科検診を受け
ます。

○ ながら食べ、だらだら食べを
しません。

○ 甘い食べ物、甘い飲み物を控
えます。

○  1 日 1 回は、3 分以上かけ
て歯みがきをします。

○ タバコ、アルコールが健康に
与える影響を知ります。
○ 喫煙者は禁煙に挑戦します。
○ 周囲の人にタバコの煙で迷惑
をかけません。
○ お酒は控えめにします。

○ 人と会って楽しく会話をした
り、あいさつをします。

○ 生きがい活動やボランティア
活動に積極的に参加します。

○ 働く意欲を持つようにしま
す。

○ 家庭でも地域でも自分の役割
を持つようにします。
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2）健康づくり 1週間
　健康づくりは、毎日の心がけから。福井市では、個人の取り組みの中から特に重要なものを 7つ
取り上げ、子ども向けと大人向けの1週間の目標を作りました。以下の７つのことに毎日気をつけて、
正しい生活習慣を身につけましょう。


