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第 4章　計画の推進体制と市の取り組み

❶  計画の推進
1）計画の推進体制
　　① 本計画は、福井市民が生涯にわたり健康な生活習慣を得る「一次予防」に重点をおいた計画です。

市民一人ひとりが健康づくりに自ら取り組めるように、さまざまなプログラムを提案します。
　　② 健康的な生活習慣をおくるためには、健康にとって好ましい行動を自ら選択し、自ら決定する

というプロセスを経ることが必要です。本計画は個人の行動変容に注目し、健康的な生活習慣
を継続することをめざしていきます。

　　③ 市民一人ひとりが健康づくりに取り組み、充実した人生を送ることができるよう、行政だけで
なく健康に関する関係団体および市民団体と協働して支援します。

　　④ 福井市健康づくり推進協議会は、本計画の進捗状況の総点検をし、推進及び評価の総括を行い
ます。また、本計画の母子保健に関することは「母子保健協議部会」で、生活習慣病予防に関
することは「生活習慣協議部会」で進捗管理及び評価を行います。

第4章 計画の推進体制と市の取り組み

健康ふくい21計画推進部会

福井市の保健事業
及び衛生事業
（第四次福井市
保健計画）

母子保健協議部会
（全体の進捗管理を兼ねる）

生活習慣協議部会
（全体の進捗管理を兼ねる）

医科委員会
歯科委員会
学校保健委員会
庁内連携委員会
医療連携委員会
歯科委員会
産業保健委員会
運動推進委員会

「健康ふくい 21」の推進
市民一人ひとりの実践・地域や関係機関の実践・環境づくり

全体のアドバイス及び方向づけ

福井市健康づくり推進協議会
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2）重点的に取り組む事項
　福井市ではワーキング部会及び策定委員会の意見を重視し、以下の事項について様々な関係機関及
び関係団体と行政が協働して取り組みます。

　①子どもの正しい生活習慣の形成
　 　若葉世代は生活習慣の基礎をつくることを第一の目標とします。子どもは純粋無垢で生まれてく
るため、親が生活の基礎を教え、子どもを守らなければなりません。
　 　これまで述べてきた生活習慣（生活リズムの形成、歯みがきの習慣、テレビの視聴時間、食習慣、
外遊び）は、子どもの発育・発達過程に応じて養育者に正しい知識を啓発する必要があります。特
に生活リズムの形成は、生後3か月前後から始まることや他の生活習慣に影響を及ぼすことからも、
早期に支援をしていくことが必要です。
　 　したがって若葉世代では、生活習慣が形成される 1か月～ 4か月児とその保護者、また、子ど
も自身で生活習慣を形成できるといわれている小学 3年生以降に焦点を絞り、集団の変化を観察
することで評価します。

子どもの生活習慣形成に焦点を当てた支援

親子の生活習慣形成支援

生活習慣パンフレット配布

育児支援

相談場所案内を医療機関
等で配布

学校保健との連携の強化

学校保健委員会と協働した生
活習慣づくり
保健の時間に生活習慣を普及

1～ 4か月の子どもと親

親子の正しい生活習慣の形成

小学３年生～

地域での支援

出前相談会
母親の交流の場

まちづくり

地域からの支援など

福井市の子供のすこやかな育ち→充実した人生へ
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　②よい生活習慣の確立
　 　市全体の生活習慣病予防のためには、若年（特に肥満が増加する 30歳代の男性）に焦点をあて
て支援することが効果的であると考えました。これらを行うことで全体の生活習慣病予防をめざし
ます。また、30 代男性のよい生活習慣の確立を目指すために、福井市に多い従業員 50 人未満の
企業の健康づくり支援に取り組みます。
　 　これまで述べてきたように、良い生活習慣を実践することが生活習慣病にならず、健康寿命を延
伸させ、充実した人生を送るために不可欠です。健康ふくい 21アンケートから、良い生活習慣を
実践している人は自分の健康に気をつけている人であることがわかりました。男性は 30歳代を迎
えると肥満傾向があらわれ、また良い生活習慣を実践できている人も女性や他の年代にくらべ少な
いということがわかりました。
　 　そこで、本市においては 30歳代男性集団の健康に関する知識、実践、継続の変化を観察しながら、
福井市民全体が良い生活習慣を実践継続し、生活習慣病にならないことを目的とします。

30代男性に焦点を当てた支援

健康づくり講師の登録

医師・歯科医師
薬剤師・栄養士
健康運動指導士
健康づくり実践市民

産業保健との連携強化

事業主を健康リーダー
に育成
関係機関との連携

ハイリスク者への支援

生活改善支援
医療機関連携システム
各地区での教室

健康づくり

健康づくりイベント
啓蒙啓発事業

自分の健康に対して興味関心を持つ
↓

よい生活習慣の実践をする
↓

よい生活習慣を継続する

福井市全体の生活習慣病予防→充実した人生へ
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❷  市の推進方策
1）今後の福井市の母子保健
　　　　　　　～親と子の、心と身体の健康に向けて～
　若葉世代は心身ともに成長が著しく、生涯にわたる充実した人生を送るために望ましい生活習慣の
基本が育つ大切な時期です。正しい生活習慣は、将来の生活習慣病を予防するだけでなく、健やかな
成長発達や体力にまで影響します。本市の 3歳児が夜型に傾いていることは、これまでにも述べま
したが、就寝時間の乱れはすべての生活習慣の乱れにつながることはよく知られています。睡眠、食
事、活動のそれぞれのリズムを家族ぐるみで整えることが重要です。
　そのため、親に正しい生活習慣の知識を啓発し、乳幼児期から正しい生活習慣の基本が身につくよ
う支援します。また、乳幼児期は、歯みがきや食習慣等の基本的歯科保健習慣を身につける時期とし
て重要であるため、歯科医師会、歯科衛生士会との連携を図り、歯科保健事業に取り組み、幼児のむ
し歯の罹患率減少を目指します。
　一方、少子化・核家族化等の社会環境の変化に伴い、子育ての密室化、孤立化により様々な問題が
発生しています。育児不安や育児に関するストレスが、母と子の心身の健康状態、とりわけ心の安定
や成長発達を脅かし、虐待に至る原因の一つとなっています。そのため、最も身近な相談相手である
父親の育児参加を促すとともに、安心して楽しく育児ができる環境を整備するよう関係機関・地域と
連携して、育児支援の強化を図ります。また、子育て支援については保健分野だけでなく、庁内全体
での連携を推進します。

現状と目標

（1）正しい生活習慣の形成

（2）心の健康づくり

現　状 目　標（23年度）

8時前に起きる 3歳児の増加 83.1％ 90.0％

22 時までに寝る 3歳児の増加 57.2％ 70.0％

朝食を毎日食べる 3歳児の増加 88.0％ 95.0％

虫歯のある 3歳児の割合の減少 30.3％ 25.0％

時間を決め、おやつを与えている親の増加 61.7％ 80.0％

現　状 目　標（23年度）

子育てに関する悩みや不安の相談相手が配偶者となっ
ている母親の増加

77.8％ 90.0％
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今後の重点事業

（1） 医療機関との協力体制を整え、妊婦・乳幼児健診時、疾病や虐待の兆候についての早期発見に
努めるとともに、生活習慣の評価と改善、育児不安の軽減を図ります。

（2）支援が必要な幼児とその保護者に対しての訪問指導、教育相談等の充実を図ります。
（3）健診の未受診者には、受診勧奨と個々の理由を把握し、状況に応じた支援の徹底を図ります。
（4） 新生児・乳児に対し、育児不安の軽減や、児の成長・発達、生活習慣の確立を促すために、新

生児及び乳児訪問指導を充実していきます。
（5） 離乳食教室（後期：7か月児）及び、1歳 6か月児健診時に歯科衛生士と連携し、歯の健康づく

りについての情報を提供していくと共に、歯科相談の充実を図ります。
（6）関係機関との協力・連携をより一層推進します。
（7） 保健衛生推進員が、乳児を持つ保護者に対し、子育てに関する情報を啓発できるように育成し

ます。
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2）今後の福井市の成人・老人保健
　　　　　　　～生活習慣病予防と介護予防の新たな展開に向けて～
1．生活習慣改善に向けて
　これまで述べてきたように、福井市の死亡原因の中で上位を占めている「悪性新生物（がん）」、「心
疾患」、「脳卒中」などや、近年増えてきている「歯周病」や「糖尿病」は毎日の生活習慣が深く関っ
ていることが明らかになってきています。生活習慣は子どものころからの積み重ねであり、すぐに変
えられるものではありません。自分の現在の健康状態を知り、生活習慣を振り返ることで、問題点に
気づき、自ら生活習慣改善が実践できるよう支援することが、本市の成人・老人保健事業の大きな目
的となります。
　まず、身近な場所やまた同じ地区の人たちと一緒に健康づくりに取り組めるような自主的な健康づ
くり活動を支援します。最近はマスメディアなどによって健康に関する情報が多く流されています。
年に 1回は自分の身体の状態を知り、情報を自分の健康状態や健康行動に正しく結び付けていくこ
とができるよう、保健衛生推進員をとおして啓蒙・啓発を重視していきます。
　次に生活習慣病の危険因子となる耐糖能異常 1 、高脂血症、高血圧、肥満、喫煙などに焦点を絞り、
これらのハイリスク者に対して早期の介入を行います。自分で解決しなければならない問題を具体的
に把握する認識力と、的確な判断力を身につけていくような学習を実施し、それら生活習慣改善教室
の全地区展開を目指していきます。また、本市は従業員 50人未満の中小企業に働く市民が多く、こ
れらの企業との連携を視野に入れた生活習慣病予防対策も検討していきます。さらに、医師会との連
携を重視し医療機関と協働して治療と健康教育の一体的システムの構築をめざします。
　また、歯周疾患は 40歳以降に歯を失っていく大きな原因となっており、平成 11年厚生労働省歯
科疾患実態調査によると、20歳代後半以降になると 80％の人が歯周疾患にかかっており、早期に歯
周疾患の予防や進行防止をすることが課題です。

現状と目標

現　状 目　標（23年度）

年 1回、健診や人間ドックなどを受けている人の増加 59.6％ 80.0％

毎日朝食を食べている人の増加 84.7％ 95.0％

からだを動かすことを心がけている人の増加 62.5％ 80.0％

適正体重者の増加
男性 44.9％
女性 53.5％

60.0％
60.0％

日本酒の適量を知っている人の増加 50.0％ 60.0％

喫煙者の減少（20～ 64歳） 28.7％ 15.0％

1　耐糖能異常
 　糖尿病とその予備軍となる状態のこと。
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今後の重点事業

（1） 生活習慣病予防のための、正しい「食生活」、「運動習慣」の情報を普及し、生活習慣病予防の
ための生活を、地区や身近な場所で自らが実践できるように支援します。

（2）自主的な健康づくりの場の拡大と育成を目指します。
（3）生活習慣改善教室の全地区展開を行います。
（4）生活習慣病のハイリスク者に対して、訪問指導と健康教育を一体的に実施し支援します。
（5）地域産業保健センター他、関係機関と連携し生活習慣病予防に向けた取り組みを実施します。
（6）生活習慣改善のための事業に関しては、医療機関と連携した取り組みを構築していきます。
（7） タバコが健康に与える影響について情報を提供し、禁煙を希望する人には個別での支援を行い

ます。
（8）虫歯及び歯周疾患の予防の推進を歯科医師会、歯科衛生士会と連携して実施します。

現　状 目　標（23年度）

60歳で 24本以上自分の歯を有する人の増加
（55～ 64歳）

44.1％ 50.0％

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）

15.9％ 30.0％

リーダー養成（生活習慣コース）を修了した保健衛生
推進員の増加

3.5％ 100.0％
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3）介護予防への取り組み
　近年、要介護状態にならないための方策（介護予防）の重要性がクローズアップされてきています。
本市においても介護保険サービスの利用者は年々増加しており、中でも要支援と認定を受けた人や要
介護 1と認定を受けた人が増えています。また、平成 14年度の調査によれば介護保険サービスを利
用していない人の中であっても、寝たきりや認知症のハイリスクといえる人が約 10～ 20％いるこ
とがわかりました。近年様々な研究が進み、要介護状態にならないためには、生活習慣病にならない
ようにすることと生活機能の低下を防ぐことの 2つが重要であることがわかってきています。
　これまで本市では、保健分野と福祉分野がそれぞれに生活機能低下予防への取り組みを行ってきま
した。生活機能低下予防に有効であるのは身近な拠点での仲間づくり・体力を上げること・生きがい
を持つこと・積極的に外出をすること、などが効果的であると言われており、介護予防事業のメニュー
も転倒骨折予防・低栄養予防・口腔ケア・閉じこもり予防など、「活動的な 85 歳」を目標として、
対象に応じた健康と生きがいづくりが一体となった多様な展開が望まれます。

現状と目標

今後の重点事業

（1） 高齢者一人ひとりが家庭や地域の中で今ある生活機能の低下を予防し、心身ともに活動的な生
活を自主的に送ることができるよう支援していきます。

（2） 機能低下の早期発見・早期対応が迅速に図れるよう関係機関と連携し、要介護状態の予防に努
めていきます。

（3）介護予防に関する情報の収集、啓蒙・啓発に努めます。

現　状 目　標（23年度）

65～ 74歳人口に占める要介護者の減少 4.0％ 4.0％

生きがいを感じている人の増加（70歳以上） 73.4％ 85.0％

趣味活動・生涯学習活動に参加している人の増加 53.0％ 60.0％
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❸  計画の評価
1）全体の評価
　　① 本計画の評価は「健康指標」、「健康ふくい 21への参加」、「計画策定の経過」の 3分野にわた

り行います。
　　② 計画全体の全体評価については、福井市健康づくり推進協議会で、また、「子どもの正しい生

活習慣の形成」については母子保健協議部会で、「よい生活習慣の確立」については生活習慣
協議部会で進捗管理を進めていきます。

　　③ 特定集団に焦点をあてて追跡調査を行い、評価を行います。
　　④ べースラインを平成16年度とし、中間評価を平成19年度に、最終評価を平成23年に行います。

評価は指標に基づいて行います。

充 実 し た 人 生
健康ふくい21の達成

計画策定の経過 健  康  指  標 健康ふくい21への参加

健康に対する理解や関心
が深まったか

優先順位の決定

計画した事業が実施され
たか

関係団体との連携がされ
たか

死亡の状況及び生活習慣
病状況が改善したか

健康行動の段階が改善し
たか（知識→実践→継続）

健康に対する考え、関心
が改善したか

健康に関連する環境が改
善したか

市民一人ひとりの参加

各企業の参加

各種団体・市民団体の参
加

市の他部局の参加
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2）評価項目について
　　① 評価指標及び評価項目は「第 3章　健康づくりの実践」に記載されたものとします。
　　② 評価指標及び評価項目は、本計画の中間評価の時点（平成 19年度）において見直します。
　　③ 「計画策定の経過」の評価は、中間見直し及び本計画の次の計画策定のために行います。

3）追跡調査を利用した評価
　　①若葉世代（0～ 14歳の親子）への支援の評価
　　　 　平成 18年に生まれた子ども、平成 20年に生まれた子どもを特定集団とみなし、様々な関

係機関及び関係団体と行政が協働して健康ふくい21に取り組むことで、どのように効果があっ
たかを調査します。なお、倫理的配慮には十分に留意します。

　　②青葉世代（15～ 64歳）及び紅葉世代（65歳以上）への支援の評価
　　　 　特定集団を設定し、様々な関係機関及び関係団体と行政が協働して健康ふくい 21に取り組

むことで、どのように効果があったかを調査します。なお、倫理的配慮には十分に留意します。


