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❶  福井市の概況
1）位置と地勢
　福井市は、日本の中央部、中部地方の日本海に面した福井県の県都で、福井県の北部、福井平野の
真ん中に位置しています。（東経 136 度 13.6 分、北緯 36度 3.2 分）
　西方は山岳地帯（国見岳）を隔てて海水浴場と、岩石美で有名な越前海岸公園に臨んでいますが、
その他はおおむね平坦地で、この間を九頭竜、足羽、日野の 3大河川が市内で合流し、北方の三国
港に注いでいます。
　北方は坂井平野が開け三国町、あわら市方面と相対し、東方は吉野嶽を越えて永平寺町、勝山市、
大野市方面を臨み、南方は 江市、清水町に隣接しています。
　市街地の中央部を JR北陸本線が縦貫し、また福井駅を起点として JR越美北線が東方に走ってい
ます。また国道 8号線を始めとした主要地方道等が縦横に走り、県の政治、文化の中心地となって
います。
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2）沿　　革
　市の中心部は、室町時代の頃には北の庄と呼ばれ、街づくりの始まりは柴田勝家の城づくりといわ
れています。
　徳川家康の天下平定後は、その二男、結城秀康を68万石の藩主としました。福井の地名については、
北庄から福居となり、3代藩主忠昌の時、福井と改められました。また、慶永は産業振興事業として
織物を取り入れ、これが織物王国福井の礎となりました。
　明治 22 年に市制が敷かれ福井市となりましたが、当時の人口は 39,863 人、面積は 4.43 平方キ
ロメートルでした。
　以来、鉄道の開通や織物産業等の興隆によって、福井県において政治経済文化の中心都市とな
りました。隣接町村等の編入もあって、現在は人口 253,463 人（平成 16 年 4 月 1日現在）、面積
340.60 平方キロメートルで、北陸における主要都市となっています。
　昭和 20年 7月の空襲、昭和 23年 6月の福井大震災と再度にわたって、全市が壊滅し致命的な打
撃を受け、さらに水害、風害と幾度の災難に見舞われましたが、市民の不屈の復興への意欲によって、
これを乗り越え、今日の『不死鳥のまち福井』を築きあげました
　また平成 12年 11 月には特例市に移行し、地方分権時代の到来に対応しながら、「市民と行政が連
携･協働し、責任を共にする市民参画のまちづくり」を基本理念として、更なる躍進を期しています。

3）市域の推移
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❷ 計画策定までのとりくみ
1）策定に関する経過（平成 15～ 16年度）

年月日 会議等（内容）

15.7. 2

第 1回策定委員会
　　　委嘱状交付
　　　「健康ふくい 21」の概要説明
　　　福井大学医学部　菅沼成文氏による「健康日本 21について」の講演
　　　今後のすすめかたについて

7.11
合同ワーキング（若葉・青葉・紅葉）　
　　　福井大学医学部　菅沼成文氏による「健康日本 21について」の講演
　　　めざす目標「充実した人生」の決定

8. 6 紅葉
8. 7 青葉
8.11 若葉
8.20 若葉

部会別ワーキング
　　　各世代における目標達成のための条件の検討
　　　条件の検証のために、アンケート調査を実施
　　　　　調査人数　1,000 人

9.17
部会長合同会議
　　　各世代における目標達成のための条件の検討
　　　合同ワーキングについての内容検討

9.18 合同ワーキング（若葉・青葉・紅葉）
　　　達成条件の検証結果を踏まえて、達成条件を確定。（17項目）

10. 1 健康づくり対策会議
　　　「健康ふくい 21」計画策定状況について

10. 2

第 2回策定委員会
　　　「健康ふくい 21」のこれまでの進捗状況の報告
　　　ワーキング部会の進捗状況報告
　　　　　めざす目標は：充実した人生
　　　　　目標達成のための骨子　等
　　　市民フォーラムについて

10.30 健康づくり推進協議会
　　　「健康ふくい 21」計画策定状況について

10. 8 紅葉
10. 9 青葉
10.15 若葉
10.23 紅葉
10.30 若葉
11. 3 青葉

部会別ワーキング
　　　達成条件を構成する要素の内容について、ワークシートを使って検討。
　　　（原因・現状・達成への問題点・改善点・今後の方向・具体的な行動など）

11. 7

市民フォーラム（健康フェア 2003）
　　　健康ふくい 21についての報告（目標、策定方法、策定経過等）
　　　基調講演「みんなですすめよう　健康ふくい 21」
　　　　　　　　　ヘルスプロモーション研究センター　藤内修二氏
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年月日 会議等（内容）

11.13 紅葉
11.20 若葉
11.26 紅葉
12. 3 若葉
12. 3 青葉
12.10 紅葉
12.17 若葉
12.17 青葉
12.24 紅葉
12.26 若葉
12.26 青葉

16.1. 8 若葉
1.14 青葉
1.15 紅葉
1.20 若葉
1.28 青葉
1.29 紅葉
2. 4 若葉

部会別ワーキング
　　　達成条件を構成する要素の内容について、ワークシートを使って検討。
　　　（原因・現状・達成への問題点・改善点・今後の方向・具体的な行動など）

　　　　　若葉ワーキング　心身ともに健やかに育つ
　　　　　青葉ワーキング　生活習慣病にならないようにする
　　　　　　　　　　　　　心の健康をはかる
　　　　　紅葉ワーキング　心身ともに健康に生きる

1.26
部会長合同会議
　　　各部会の進捗状況報告
　　　骨子と要素の再編について検討

2.26

第 3回策定委員会
　　　「健康ふくい 21」のこれまでの進捗状況の報告
　　　「健康ふくい 21」の体系及び概要
　　　4つの骨子と要素の再編
　　　ワーキング部会の結果報告
　　　ワークシートのまとめ
　　　ワーキングで取り組むべき課題

2. 9 合同ワーキング
　　　各ワーキング部会への報告と骨子の整理

2.23

合同ワーキング
　　　福井市民の健康に対する意識調査の実施
　　　　　郵送法によるアンケート調査（2,000 人対象）
　　　　　有効回答率　69.1％

3. 3 青葉
3. 3 紅葉
3. 4 若葉

部会別ワーキング
　　　各世代におけるQOL、取り組むべき優先課題の決定

3.16 第 4回策定委員会
　　　「健康ふくい 21」アンケート調査内容について検討
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年月日 会議等（内容）

3.25 健康づくり推進協議会
　　　「健康ふくい 21」計画策定状況について

3.25 紅葉
4.22 青葉
4.26 紅葉
4.30 若葉
5.14 若葉
5.19 紅葉
5.20 青葉
5.28 若葉
6. 7 青葉
6. 7 紅葉
6. 9 若葉

部会別ワーキング
　　　各世代におけるQOL、取り組むべき優先課題の決定
　　　　　既存資料の分析
　　　　　アンケート結果分析
　　　素案の作成

6. 7
部会長合同会議
　　　各ワーキング部会の進捗状況の報告
　　　今後の推進について

6.16

第 5回策定委員会
　　　｢健康ふくい 21｣ 計画（素案）について
　　　　　福井市の現状と課題
　　　　　各世代のQOL、健康課題等
　　　パブリックコメントについて

6.23
健康づくり対策会議
　　　「健康ふくい 21」計画（素案）について
　　　パブリックコメントの実施について

6.30 若葉
7.14 若葉
7.15 紅葉
8. 5 青葉
8.11 紅葉
8.19 若葉
8.26 紅葉
9. 2 若葉
9. 2 青葉

部会別ワーキング
　　　具体的行動計画の検討
　　　　　個人の取りくみ
　　　　　地域、学校、家庭の取りくみ
　　　　　関係機関、市の取りくみ
　　　素案の作成

8.17 ～ 9.6 パブリックコメントの募集
　　　意見提出　3名

9. 9
第 6回策定委員会
　　　「健康ふくい 21」計画（素案）について
　　　健康課題と今後の取り組み
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年月日 会議等（内容）

9.30 健康づくり対策会議
　　　「健康ふくい 21」計画（素案）について

10. 7
健康づくり推進協議会
　　　「健康ふくい 21」計画について
　　　健康フェアについて

10. 6 青葉
10.29 若葉

部会別ワーキング
　　　計画推進に向けての取り組み

10.19
～ 11.18

パブリックコメントの公表

10.21
第 7回策定委員会
　　　パブリックコメント結果について
　　　「健康ふくい 21」計画（原案）についての検討

11. 8
部会長合同会議
　　　「健康ふくい 21」計画（原案）についての検討
　　　今後の推進体制について

11.14

健康フェア 2004 ～あなたの健康物語～
　　　健康ふくい 21についての講演　戎　利光　策定委員長
　　　健康づくり運動に関しての実践発表会
　　　健康ふくい 21実践コーナー

11.16
第 8回策定委員会
　　　　　　　「健康ふくい 21」計画（原案）についての検討
　　　　　　　健康ふくい 21の推進体制及び市の取り組みについて

11.19 市長答申

1.13 健康づくり対策会議
　　　健康ふくい 21計画（案）について

1.21 政策調整会議
　　　健康ふくい 21計画（案）について

2. 1 関係部長会議
　　　健康ふくい 21計画（案）について

3. 1 全体部長会議　　計画の公表

3.10 計画書（概要版）の配布
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2）「健康ふくい 21」ワーキング部会の経過

15年 7月　めざす目標「充実した人生」の決定

　健康ふくい 21では、「住民参加による健康づくり運動の推進」を目標としています。
真の実効のある計画を作成するために、計画策定の手法も、目指す方向性を住民と行政がいっしょに
なって考えていく「目的設定型」を採用しました。
　第 1回の合同ワーキングでは、今回の計画策定の基盤となるヘルスプロモーションと住民参加、
目的設定型による計画策定の方法について学びました。その内容を受けて、本計画のめざす目標を定
めるためのグループワークを行い、「充実した人生」を導き出しました。

15 年 8～ 9月　「充実した人生」の達成条件の検討

　若葉、青葉、紅葉の 3ワーキング部会に分かれて、世代ごとに「充実した人生」の達成条件につ
いて話し合いました。その結果、17項目の達成条件を導き出しました。この達成条件が、25万人の
福井市民に当てはまるものであるかどうかの検証が必要であると考え、小学生、中学生を含む約 1,000
人に対してアンケート調査を実施しました。
　その結果、17項目については、高い一致率がみられましたことから、17項目を達成条件と定めま
した。

１　心が健康であること
２　身体が健康であること
３　ストレスがあっても解消できること
４　働くこと
５　働ける環境
６　家族の愛情
７　楽しく子育てすること
８　近所や地域との交流
９　よい人間関係があること

10　文化施設・スポーツ施設などの整備
11　自分なりの生き方があること
12　打ち込めることがあること
13　勉強すること
14　思いきり遊ぶこと
15　公園や広場等遊び場がたくさんあること
16　目標や夢があること
17　（仕事や役割を通じて）自己表現すること

充実した人生の実現のための達成条件（骨子）充実した人生の実現のための達成条件（骨子）

藤内＆岩室の＜新版＞保健計画策定マニュアルより
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15 年 10 月～　ワークシートを元に福井市の現状・課題を検討

　第 2回策定委員会で承認された「17の達成条件を構成する要素」を、ワーキングごとに導き出し
ました。それら一つ一つについて、原因、現状、達成への問題点、改善点、今後の方向、具体的な行
動についての理解を深めるため、ワークシートを使って内容の整理をしました。
　また、ワーキングから出てきた福井市民の健康に対する意識を知るために、郵送法によるアンケー
ト調査を実施しました。その結果から、世代ごとの目標達成のための課題を明確化していきました。

16 年 2月　各ワーキング部会への報告と骨子の整理

　ワーキング部会ごとに検討してきた、要素の概要や関連について、他のワーキングに報告しました。
また、策定委員会の意見に基づき、骨子の整理を行いました。

16 年 4～ 5月　部会別ワーキング：取り組む優先課題を決定する

　世代ごとに取り組むべき優先課題を決定しました。ワーキンググループの主観的な意見だけでなく、
データも補足して、客観的にも優先順位をつけていきました。

16 年 6～ 7月　部会別ワーキング：具体的行動計画の作成

　優先順位をつけた課題の実現に向けて、市民・関係団体・行政ができることを具体的に決めていき、
行動計画を作りました。（P19～参照）

充
実
し
た
人
生

健
康
寿
命
の
延
伸
と

生
活
の
質
の
向
上

自
己
実
現

身体の健康づくり

心の健康づくり

環
境
づ
く
り

世　代 世代ごとの目標 健康課題

若葉世代 心身ともに健やか育つ

　乳幼児期からの正しい生活習慣が身についていない子どもが多い。
　親が正しい生活習慣の知識を持つことが必要。
　親の育児不安の軽減が、子どもの健やかな成長のためには重要
である。

青葉世代
生活習慣病にならないよ
うにする
心の健康をはかる

　生活習慣病対策は、良い生活習慣の実践が最も重要である。
　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ある。

紅葉世代 心身ともに健康に生きる

　寝たきり、認知症にならないことが重要である。具体的には、
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
要である。
　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ある。
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3）「健康ふくい 21」策定フロー図（平成 15～ 16年度）

・福井大学

・福井県立大学

・ 福井健康福祉セン

ター

・ 福井県衛生環境研

究センター

協力機関

　保健センター

【役割】

　推進体制づくり

　情報提供

　策定作業等

事 務 局

【構成】　　40人

　　　　　3つのライフステージからなる部会で構成。

　　　　　住民組織の代表者で構成。

　　　　　①若葉グループ：0歳～ 14歳

　　　　　②青葉グループ：15歳～ 64歳

　　　　　③紅葉グループ：65歳以上

　　　　　　※健康日本 21の人生の 6段階と一致。

【役割】　　実質的な計画策定組織

　　　　　計画案策定

　　　　　　※ 17年度以降は推進部会となる。

健康ふくい 21ワーキング部会

【構成】　　20人

　　　　　健康づくり推進協議会委員 13名＋ 7名

　　　　　（市民一般公募 2名を含む）

【役割】　　ワーキング部会に対しての助言・提案

　　　　　計画案の審議　　素案の決定

　　　　　最終案の承認を行い、市長へ答申。

健康ふくい 21策定委員会

健康づくり対策会議

健康づくり推進協議会 議　　会

市　　長
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4）「健康ふくい 21」策定委員会からの答申
平成 16年 11月 19 日

福井市長　酒井哲夫　様
健康ふくい 21策定委員会

委員長　戎　利光

「健康ふくい 21（健康日本 21・健やか親子 21地方計画）」について

　これまでの保健医療は、疾病の早期発見を重視してきました。しかし、命を脅かす危険因子のほと
んどが日常の生活習慣の中にあるので、生活習慣を健康なものにすることが健康づくりの中心でなけ
ればなりません。21世紀の福井市が、健康なまちづくりを「健康ふくい 21（健康日本 21・健やか
親子 21地方計画）」の意見に基づき推進されますよう、ここに答申いたします。
　なお、下記の点については特段留意されるようお願いいたします。

記

1．生涯にわたる健康づくりの推進について
　 　本市の三大死因である「がん」、「心臓病」、「脳卒中」は「生活習慣病」と呼ばれ、日常の生活習
慣がこれらの発症に深く関係しているといわれている。生活習慣は子どもの時期に、その基本が身
につくことから、生涯にわたる健康づくりの推進に努められたい。

2．育児不安の解消について
　 　子どもが健やかに成長するためには、最も身近な養育者の心の安定が必要である。養育者の多く
は母親であると推察されるため、母親の育児不安の解消に努められたい。

3．産業保健との連携について
　 　本市における従業員50人未満の中小企業に勤務する人の割合は、生産年齢人口の63.3％である。
生涯にわたる健康づくり推進のために、従業員 50人未満の中心企業への健康支援を重視されたい。

4．今後の推進体制の構築について
　 　生涯にわたる健康づくりが市民ぐるみで推進されるよう、関係機関との連携・協働を十分に行え
る体制づくりの構築を図られたい。
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5）「健康ふくい 21」策定委員会設置要綱
【目　的】

第 1条　 市民が健康で生き生きと暮らせるまちの実現を目指し、市民の具体的な健康づくり目標（以
下「健康ふくい 21」という。）を策定するため、「健康ふくい 21」策定委員会（以下「委員会」
という。）を設置する。

【組　織】

第 2条　委員会は、委員 20人以内で構成する。
　　　　2　委員会の委員は、学識経験者、各種団体関係者及び市民のうちから、市長が委嘱する。
　　　　3　委員会に、ワーキング部会及び協力機関を置く。
【任　期】

第 3条　委員の任期は、委嘱した日から平成 16年 10月 31 日までとする。
　　　　2　委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
【職　務】

第 4条　委員会は、「健康ふくい 21」について調査及び審議し、その策定した結果を市長に答申する。
　　　　2　ワーキング部会は、策定に関して調査、研究及び検討し、委員会を補助する。
　　　　3　 協力機関は、福井大学、福井県立大学、福井健康福祉センター及び福井県衛生環境研究

センターとし、委員会及び部会に対し、策定に必要な情報及び統計資料を提供し、策定
に関して助言及び提案することができる。

【委員長及び副委員長】

第 5条　委員会に委員長及び副委員長を置く。
　　　　2　委員長は、委員の互選により定める。
　　　　3　委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
　　　　4　副委員長は、委員の中から委員長が指名する。
　　　　5　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
【運　営】

第 6条　委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
　　　　2　 委員会の議事については、議事録を作成し、議長が出席委員の同意を得た委員が署名押

印しなければならない。
　　　　3　 委員長は、必要があるときは、委員以外の出席を求め、意見もしくは説明を聴き又は助

言を求めることができる
　　　　4　委員長は、広く市民の意見を聴くため、次のことを実施できる。
　　　　　（1）地区及び各種団体懇話会　（2）市民フォーラム（シンポジウム）　（3）アンケート調査
　　　　　（4）パブリックコメント　　　（5）その他市民参加により意見を聴取できるもの
【事務局】

第 7条　委員会の事務局は、福祉保健部保健センターに置く。
【その他】

第 8条　この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附　則

　この要綱は、平成 15年 7月 2日から施行する。
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参　考　資　料

氏　　名 所　　属（団体）

学 識 経 験 者 ◎戎　　　利　光 福井大学教育地域科学部　教授

医 療 関 係

安　久　藤　弘 福井市薬剤師会　会長

大　野　康　夫 福井市歯科医師会　会長

福　山　公　基 福井第一医師会　会長

○松　田　尚　武 福井市医師会　会長

保 健 関 係

小　林　徹　治 福井保健所　所長

津　田　節　江
（藤田美裕喜）

福井市小学校教育研究会保健部　会長
（福井市小中学校養護教諭部）

福 祉 関 係 吉　岡　幸　一 福井市社会福祉協議会　会長

職 域 関 係 市　橋　一　義 福井県中小企業団体中央会　専務理事

市 民 代 表

飯　吹　昌　世 一般公募

加　畑　一　三 福井市自治会団体連合会　会長

角　野　淑　枝
（北島　清美）

JA福井市指導経済部　副部長
（JA福井市健康福祉課）

小　林　冨美子 福井市健康づくり婦人会　副会長

境　　　勝　美 福井市体育協会　監事

坂　上　泰　学 福井市公民館連絡協議会　会長

寺　腰　正　三 福井市壮年会連絡協議会　会長

中　谷　幸一郎 福井市青年グループ連絡協議会　会長

西　野　悦　子 一般公募

野　阪　雪　子 福井市保健衛生推進員会　会長

村　西　節　子 福井市老人クラブ連合会　理事

◎：策定委員長　○：副委員長
（　）15年度担当

協 力 機 関

菅　沼　成　文 福井大学医学部国際社会医学講座

金　谷　志　子 福井県立大学看護福祉学部

佐　澤　恵美子 福井県衛生環境研究センター

花　山　邦　子 福井健康福祉センター

6）「健康ふくい 21」策定委員会委員名簿（敬称略）
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7）「健康ふくい 21」ワーキング部会設置要綱
【目　的】

第 1条　 市民が健康で生き生きと暮らせるまちの実現を目指し、市民の具体的な健康づくり目標（以
下「健康ふくい 21」という。）を策定するため、「健康ふくい 21」策定委員会設置要綱第 2
条第 3項に基づき、「健康ふくい 21」ワーキング部会（以下「ワーキング部会」という。）
を設置する。

第 2条　  ワーキング部会は、3部会とし、委員 15人以内で 1部会を構成する。
　　　　2　 ワーキング部会の委員は、学識経験者、各種団体関係者及び市民のうちから、市長が依

頼する。
【任　期】

第 3条　委員の任期は、委嘱した日から平成 16年 10月 31 日までとする。
　　　　2　委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
【職　務】

第 4条　ワーキング部会は、「健康ふくい 21」について調査、研究及び検討し、委員会を補助する。
【部会長及び副部会長】

第 5条　ワーキング部会に部会長及び副部会長を置く。
　　　　2　部会長及び副部会長は、委員の互選による。
　　　　3　部会長は、会務を総理し、ワーキング部会を代表する。
　　　　4　副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。
【運　営】

第 6条　ワーキング部会は、必要に応じて部会長が招集し、部会長が議長となる。
　　　　2　 部会長は、必要があるときは、委員以外の出席を求め、意見もしくは説明を聴き又は助

言を求めることができる
　　　　3　部会長は、広く市民の意見を聴くため、次のことを実施できる。
　　　　（1）地区及び各種団体懇話会
　　　　（2）市民フォーラム（シンポジウム）
　　　　（3）アンケート調査
　　　　（4）パブリックコメント
　　　　（5）その他市民参加により意見を聴取できるもの
【事務局】

第 7条　ワーキング部会の事務局は、福祉保健部保健センターに置く。
【その他】

第 8条　 この要綱に定めるもののほか、ワーキング部会の運営に関し必要な事項は、部会長が別に
定める。

附　則

　この要綱は、平成 15年 7月 11日から施行する。
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参　考　資　料

部 会 名 氏　　名 所　　属（団体）

若葉ワーキング

清　水　紘　昭 福井市医師会
○廣　野　澄　子 福井県歯科衛生士会　
川　端　起代美 日本助産師会　福井市支部
田　中　和　代 スクールカウンセラー
堂　本　初　恵 福井市保健衛生推進員会
◎野　阪　　　浩 福井市子ども会育成連合会
小　林　知　美 福井市地域活動連絡協議会
荻　原　淳　子
平　井　淸　子
（藤田美裕喜）

福井市小中学校養護教諭部
　　　　　〃
　　　　　〃

岩　本　幸　栄 多胎児サークル「ツインズクラブ」
寺　田　由紀江 福井県栄養士会
山　本　桂一郎
（田畑　裕嗣）

福井市男女共同参画室・少子化センター
　　　　　〃

川　上　順　子
（坂田　静代）

福井市保育児童課
　　　　　〃

文　室　みどり 福井健康福祉センター

青葉ワーキング

○高　畠　　　学 福井市医師会
松　田　俊　男 福井市歯科医師会
杉　田　紘　昭 福井市壮年会連絡協議会
中　谷　幸一郎 福井市青年グループ連絡協議会
◎平　井　一　芳 日本健康運動指導士会　福井県支部
水戸守　　　一 福井県農業協同組合　青壮年部協議会
時　澤　豊　明 福井県中小企業団体中央会　青年部
川　畑　邦　雄 福井地域産業保健センター
桑　原　彰　三 福井県障害者スポーツ指導者協議会
出　口　かの子 精神保健福祉ボランティア「クレヨン」
小　出　晴　義 日本たばこ産業株式会社　福井営業所
脇　本　行　雄 福井たばこ販売協同組合
西　村　孝一郎 福井県精神保健福祉センター
天　野　美　鶴 福井県栄養士会
清　水　淳　之 福井市生涯学習課
有　城　好　直 福井市スポーツ課
江　川　好　乃
（佐々木和代）

福井健康福祉センター
　　　　　〃

紅葉ワーキング

◎松　田　尚　之 福井県理学療法士会
柳　沢　数　一
（水野　善宏）

福井市自治会団体連合会
　　　　　〃

古　澤　　　淑 福井市保健衛生推進員会
松　田　きよ子 福井市老人クラブ連合会
平　　　重　道 福井市社会福祉協議会
○高　橋　美和子 愛全園在宅介護支援センター
佐々木　岑　生 福井市シルバー人材センター
村　田　洋　子 福井県栄養士会
八　木　尚　子 福井市長寿福祉課
三田村　丈　子 福井健康福祉センター

◎：部会長　○：副部会長
（　）15年度担当

8）「健康ふくい 21」ワーキング部会委員名簿（敬称略）
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9）福井市健康づくり推進協議会規則
平成 11年 6月 8日

規則第 36号
【趣　旨】

第 1条　 この規則は、福井市附属機関設置条例（平成10年福井市条例第18号）第4条の規定に基づき、
福井市健康づくり推進協議会（以下「推進協議会」という。）の組織及び運営に関し必要な
事項を定めるものとする。

【組　織】

第 2条　 推進協議会は、委員 15人以内で組織する。
　　　　2　 委員は、保健所等の関係行政機関、医師会等の保健医療関係団体、福祉関係団体、保健

衛生推進組織、学校、事業所等（以下「関係機関」という。）の代表者及び学識経験者
のうちから市長が委嘱する。

【任　期】

第 3条　委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
　　　　2　委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
【会　長】

第 4条　推進協議会に会長を置く。
　　　　2　会長は、委員が互選する。
　　　　3　会長は、会務を総理し、推進協議会を代表する。
　　　　4　 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名した委員がそ

の職務を代理する。
【会　議】

第 5条　推進協議会は、会長が招集する。
　　　　2　会長は、推進協議会の議長となり、議事を整理する。
　　　　3　推進協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
【庶　務】

第 6条　推進協議会の庶務は、福祉保健部保健センターにおいて処理する。
【その他】

第 7条　この規則に定めるもののほか、推進協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

附　則

　この規則は、平成 11年 7月 1日から施行する。
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参　考　資　料

氏　　名 役 職 名

会 長 松　田　尚　武 福井市医師会　会長

委 員 福　山　公　基 福井第一医師会　会長

委 員 大　野　康　夫 福井市歯科医師会　会長

委 員 安　久　藤　弘 福井市薬剤師会　会長

委 員 吉　岡　幸　一 福井市社会福祉協議会　会長

委 員 坂　上　泰　学 福井市公民館連絡協議会　会長

委 員 小　林　徹　治 福井保健所　所長

委 員 市　橋　一　義 福井県中小企業団体中央会　専務理事

委 員 野　阪　雪　子 福井市保健衛生推進員会　会長

委 員 齋　藤　一　恵
（藤田美裕喜）

福井市養護教諭部　副部長
福井市養護教諭部　部長

委 員 角　野　淑　枝
（北島　清美）

JA福井市　指導経済部　副部長
（JA福井市　健康福祉課）

委 員 村　西　節　子 福井市老人クラブ連合会　理事

委 員 酒　井　美耶子 福井市健康づくり婦人会　会長

10）福井市健康づくり推進協議会委員名簿（敬称略）

（　）15年度担当
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11）福井市健康づくり対策会議設置要綱
【設置目的】

第 1条　 この要綱は、福井市健康づくり推進協議会設置規則（昭和 53年福井市規則第 43号。以下「規
則」という。）の目的達成のため、福井市健康づくり対策会議（以下「対策会議」という。）
を設置し、関係する職員がそれぞれの分野で、福井市の健康づくりについて調査、研究及
び協議し、その結果を福井市健康づくり推進協議会（以下「協議会」という。）に諮ること
により、総合的、体系的な福井市の健康づくりに努めることを目的とする。

【対策会議の委員】

第 2条　 対策会議の委員（以下「委員」という。）は、別表にあげる各課の長又は主任の職にあるも
のをもって充てる。

　　　　2　 委員の任期は、当該職員がその職にある期間とする。ただし、事故等により委員が欠け
た場合は当該課からその後任を選出するものとする。

【座　長】

第 3条　対策会議に座長を置き、保健センター所長の職にある者をもって充てる。
　　　　2　座長は、対策会議の会務を総理し、対策会議を代表する。
　　　　3　座長に事故あるときは、保健センター所次長がその職務を代理する。
【会　議】

第 4条　対策会議の会議（以下「会議」という。）は、座長が招集し、座長が議長となる。
　　　　2　会議は委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
　　　　3　 会議には、第 2条第 1項に揚げる委員のほか、必要に応じ、関係する課の職員の出席を

求めることができる。
【庶　務】

第 5条　対策会議の庶務は、福祉保健部保健センターにおいて処理する。
【その他】

第 6条　この要綱に定めるもののほか、対策会議の運営に関して必要な事項は、別に定める。

附　則

　この規則は、平成 3年 9月 11日から施行する。
附　則

　この要綱は、制定の日（平成 4年 9月 3日）から施行し、保健体育課に係る改正規定は、平成 4
年 4月 11日から、衛生課長及び衛生課に係る改正規定は、平成 4年 8月 1日から適用する。
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参　考　資　料

所 属 名 職　名（補職名） 氏　　名

男女共同参画室・少子化対策センター 主　任 中　嶋　みちよ
（稲葉　重和）

行政管理課（行革推進室） 主　任 上　田　雄　二
（藤崎　嘉文）

社会福祉課 副課長 前田次三右衞門

長寿福祉課 主　任 中　川　英　男
（鈴木　雅紀）

保育児童課 副課長 大　谷　健　一
（小川　春美）

保険年金課 副課長 稲　葉　重　和
（川田　弘司）

介護保険課 主　任 松　田　清　惠

労　政　課 主　任 城　戸　　　優
（清水　幹夫）

農政企画課 主　任 西　端　孝一郎

保健給食課 主　任 井　上　滋　子

生涯学習課 主　任 酒　井　俊　彦
（佐藤恵美子）

スポーツ課 主　任 松　村　尚　美

（座　長）保健センター 所　長 森　下　和　男
（花山　新一）

保健センター 所次長 千　田　晴　夫

12）福井市健康づくり対策会議委員名簿（敬称略）
平成 16年 4月 1日現在

（　）15年度担当
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❸  「健康ふくい 21」アンケート結果     
■調査の概要
　（1）調査対象
　　　　 平成 16 年 3月 1日現在、福井市に住民登録がある 15 ～ 84 歳までの男女、2,000 人を無

作為抽出した。
　（2）調査内容
　　　　食事、身体活動、歯科、飲酒、喫煙の、6つの健康行動について
　　　　家族からのサポート、自己効力感と健康行動の関連
　　　　子育てに関する意識　などについて
　（3）基準日
　　　　平成 16年 3月 22日発送、4月 16日締め切り
　（4）方　法
　　　　郵送法による自記式調査
　（5）回　答
　　　　回答数　1,384 通（69.5％）、宛先人不明による戻り　9通、有効回答数　1,244 通（62.5％）

■基本属性

■世帯構成
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参　考　資　料

■職業分類

■現在の健康状態

■喫煙習慣
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■飲酒習慣

■子育ては親だけでなく地域全体でするものと考えるか

■地域の子ども達に対する経験
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健康日本 21地方計画健康日本 21地方計画（健康ふくい 21健康ふくい 21）策定における調査のお願い策定における調査のお願い健康日本 21地方計画健康日本 21地方計画（（健康ふくい 21健康ふくい 21））策定における調査のお願い策定における調査のお願い
　市民の皆様には、日頃から市政に対しまして格別のご協力を頂き厚くお礼申しあげます。
　さて、本市においても、高齢社会における病気や障害の問題は近年にない大きな課題であり、健康
づくりがますます重要になっているところです。生涯を通した健康づくりは、豊かな人生を楽しむた
めの設計であるともいえます。
　病気にはさまざまな原因がありますが、そのうち生活習慣は、がん、脳卒中、心臓病などの発病や
進行に深くかかわっていることが明らかになってきています。そこで市民の皆様が、普段どのような
お考えのもとに生活をしておられるかを伺い、市民と行政が共に健康づくりについて取り組んでいく
計画「健康ふくい 21」を策定したいと考えております。
　この調査は、市民の皆様の貴重なご意見を十分反映した計画を策定するため実施させて頂くもので、
市内にお住まいの 15～ 84 歳の方の中から無作為に抽出し、調査の対象者を決めさせていただきま
したところ、あなた様にお答えいただくことになったものです。
　お忙しいところ誠に恐縮ですが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

平成 16年 3月
福井市長　　酒　井　哲　夫

1 調査票の設問には、黒の鉛筆かボールペンでご記入ください。
2 調査票の各設問には、番号に○印をつけて回答してください。
3 ご記入いただいた調査票は、4月9日（金）までに同封の返信用封筒に入れて、ご返送ください。
4 何らかのご都合により回答できない方は、下記のいずれかに○をつけて返送してください。

5  　この調査の内容は、より満足いただける保健サービス等の改善のために活用させていただ
きますので、率直なご意見をいただきますよう、ご協力をお願いいたします。

  　この調査は無記名でお答えいただき、アンケートの内容は統計的に処理いたしますので、
個人が特定されることはありません。

 　また、皆様からの情報は、調査及び学術的な検討目的以外には一切使用いたしません。

１．福井市に住んでいない
２．入院中
３．死亡
４．その他（　　　　　　　　）

ご記入にあたっての注意事項

　この調査票についてのお問い合わせは、下記までお願いいたします。
　福井市役所 福祉保健部 保健センター アンケート係（北出、中嶋）　 28－1256
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調　査　票
　この調査は、平成 16年 3月 1日現在でお答えください。
　また、この調査は、できる限りご本人がお答えください。

問 1 あなたのお住まいの小学校区はどこですか。

（　　　　　　　）小学校区

問 2 あなたの性別に○をつけてください。

1．男　性　　　2．女　性

問 3 あなたの満年齢はおいくつですか。

満（　　　　）歳

問 4 今のあなたの世帯は、この中のどれにあたりますか。
 あてはまるもの１つに○をつけてください。

1．ひとりぐらし
2．夫婦のみ
3．夫婦と子ども、または親と子ども（たち）（2世代）
4．親と子どもと孫（3世代）
5．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

問 5 あなたの主な職業は次のうちどれですか。 あてはまるもの１つに○をつけてください。

 1．農林漁業
 2．自営業（商業、工業、サービス業など）
 3．会社員
 4．会社役員、団体役員
 5．公務員
 6．パート、アルバイト
 7．学生
 8．専業主婦
 9．無職
10．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　） 
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問 6 あなたの現在の健康状態はどのようですか。
 最もあてはまるもの１つに○をつけてください。

1．よくない
2．あまりよくない
3．ふつう
4．まあよい
5．よい

問 7 あなたは日頃、ご自分の健康に気をつけていますか。
 最もあてはまるもの１つに○をつけてください。

1．気をつけていない
2．あまり気をつけていない
3．まあ気をつけている
4．気をつけている

問 8  あなたは過去 1年間に、学校や会社、市役所や医療機関などで、健康診査や人間ドック
を受けましたか。

1．はい　　　2．いいえ

　　　　　　問 8－ 2　 「１. はい」と答えた方にお聞きします。どのような指導や対応を受け
ましたか。あてはまるものすべてに○をつけてください。

問 9 あなたの最近の身長、体重をおたずねします。それぞれに記入して下さい。
 小数点以下は四捨五入してください。

　　身　長　□□□ cm　　　体　重　□□□ kg

1．結果通知を受け取った。
2．医療機関での再検査や、治療をすすめられた。
3．食事や運動など生活改善についての指導を受けた。
4．不安や悩みに対する相談やリラックス法の指導を受けた。
5．結果にもとづいて、集団での健康教育を受けた。
6．特になかった。
7．その他（　　　　　　　　　　　　　）

→ウラ面へお進みください
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問10 あなたは今までに、つぎの病気をしたことがありますか。
 あてはまるものすべてに○をつけてください。

1．高血圧
2．糖尿病
3．心臓病
4．脳卒中
5．がん
6．高脂血症
7．その他（　　　　　　　　　　）
8．病気にかかったことはない

問11 あなたは日頃、学校や職場、家庭や地域などで人間関係に疲れることがありますか。
 最もあてはまるもの 1つに○をつけてください。

1．非常にある
2．ややある
3．あまりない
4．ない

＜以下からは、あなたの日常の生活習慣や実際の行動について、おたずねします。ふだんの習
慣をありのままにお答えください。＞

問12 あなたは毎日、朝食を食べますか。最もあてはまるもの１つに○をつけてください。

1．朝食を食べようとあまり考えないし、関心もない。
2．朝食を食べた方がいいと思うが、実行するのが難しい。
3．朝食を食べるよう、いろいろ努力している。
4．最近、朝食を食べている。（始めてから 6か月未満）
5．朝食を食べている。（6か月以上）
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問13  あなたの、健康によい食事に対するお考えについて、最もあてはまるもの 1つに○をつ
けてください。

 （健康によい食事とは 1日 30品目を目標としてとる食事としてお考え下さい）

1．健康によい食事について、あまり考えないし関心もない。
2．健康によい食事をしたいと思うが、実行するのが難しい。
3．健康によい食事をするように、いろいろ努力している。
4．最近、健康によい食事をしている。（始めてから 6か月未満）
5．健康によい食事を続けている。（6か月以上）

　　　　　　問13 － 2　 「1．」または「2．」と答えた方におたずねします。あなたのお考えに
あてはまるものすべてに○をつけてください。

問14 あなたの、毎日の歯みがきについておたずねします。
 最もあてはまるもの 1つに○をつけてください。

1．あまり気にしていないし、関心もない。
2．毎日、歯みがきをしたいと思うが、実行するのが難しい。
3．毎日、歯みがきをしようと、いろいろ努力している。
4．最近、毎日歯みがきをしている。（始めてから 6か月以内）
5．毎日、歯みがきをしている。（6か月以上）

1．忙しくて、食事に気を使う余裕がない。
2．外食や、買ってきたものですますことが多い。
3．健康によい食事とは、どのような食事かわからない。
4．健康によい食事を考えるのは面倒だ。
5．健康によい食事をするための献立や工夫がわからない。
6．特に健康によい食事をする必要はないと思っている。
7．自分では食事をつくっていない。
8．その他（　　　　　　　　　　　　　　）

→ウラ面へお進みください
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問15  からだを動かすことに対するお考えについておたずねします。最もあてはまるもの 1つ
に○をつけてください。

  （からだを動かすこととは、スポーツだけでなく、家事や仕事などで積極的にからだを
動かすことを含みます。）

1．からだを動かそうとあまり考えないし、関心もない。
2．からだを動かした方がいいと思うが、実行するのが難しい。
3．からだを動かそうといろいろ努力している。
4．最近、からだを動かしている。（始めてから 6か月以内）
5．からだを動かすことを続けている。（6か月以上）

　　　　　　問15 － 2　 「1．」または「2．」と答えた方におたずねします。あなたが、からだ
を動かそうとしていない理由はなんですか。あてはまるものすべてに
○をつけてください。

問16 あなたは日本酒の適量を知っていますか。
 適量と思うもの 1つに○をつけてください。

1．1日 1合まで
2．1日 2合まで
3．1日 3合まで
4．1日 4合まで
5．1日 5合まで
6．1日 5合以上
7．その他（　　　　　　　　　　　　　）
8．わからない

1．時間がない。
2．場所がない。
3．誘ってくれる人がいない。
4．からだを動かしたいが、機会がない。
5．健康上の理由などから、からだを動かすことができない。
6．からだを動かすことが、好きでない。得意でない。
7．特に、からだを動かす必要はないと思っている。
8．その他（　　　　　　　　　　　　　　）
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問17 あなたは、お酒を飲みますか。（未成年の方もお答えください）

1．はい　　　2．いいえ

　　　　　　問17 － 2　 「1. はい」と答えた方におたずねします。あなたは、お酒を適量の中
で楽しむことを考えていますか。最もあてはまるところ 1つに○をつ
けてください。

問18 あなたはタバコを吸いますか。（未成年の方もお答えください）

1．吸わない
2．1日に 1～ 10本
3．1日に 11～ 20本
4．1日に 21～ 30本
5．1日に 31本以上
6．やめた

　　　　　　問18 － 2　 「2．」～「6．」と答えた方におたずねします。あなたは現在、タバコ
をやめることを考えていますか。あるいはやめていますか。最もあて
はまるところ１つに○をつけてください。

1．お酒の適量など気にしないし、関心もない。
2．お酒の適量を守ろうと思うが、実行するのが難しい。
3．適量範囲で飲むように、いろいろ努力している。
4．最近、適量の範囲で飲んでいる。（始めてから 6か月未満）
5．適量の範囲で飲んでいる。（6か月以上）

1．禁煙はあまり考えないし、今後もするつもりはない。
2．禁煙をした方がいいと思うが、実行するのが難しい。
3．禁煙をするよう、いろいろ努力している。
4．最近、禁煙をしている。（始めてから 6か月未満）
5．禁煙を続けている。（6か月以上）

→ウラ面へお進みください
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＜以下からは、あなたの普段のお考えについて、おたずねします。＞

問19 あなたは家族と一緒に住んでいますか。

1．一緒に住んでいる
2．別に住んでいる
3．家族はいない

　　　　　　問19 － 2　 「1．」または「2．」と答えた方にお聞きします。
　　　　　　　　　　　あなたのご家族について、下記のことをおたずねします。
　　　　　　　　　　　 それぞれの項目について、最もあてはまる番号 1つに○をつけてくだ

さい。

非常に
そう思う

まあ
そう思う

あまり
そう
思わない

全くそう
思わない

1． あなたに何か困ったことがあって、自分
の力ではどうしようもないとき、助けて
くれる。

1 2 3 4

2． 物事を、いろいろよく話し合って、一緒
に取り組んでいける。

1 2 3 4

3． あなたが、経済的に困っているときに頼
りになる。

1 2 3 4

4． あなたが、病気で寝込んだときに、身の
回りの世話をしてくれる

1 2 3 4

5． 引越しをしなければならないときに、手
伝ってくれる。

1 2 3 4

6．家事をやったり、手伝ってくれたりする。 1 2 3 4

7．気持ちが通じ合う。 1 2 3 4

8． あなたの喜びを、自分のことのように喜
んでくれる。

1 2 3 4

9． お互いの考えや将来のことを話し合うこ
とができる。

1 2 3 4

10．家族がいるので、孤独ではないと思う。 1 2 3 4
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問20  以下からは、あなたの「子育て」についてのお考えをおたずねします。
 あなたは、子育ては親だけでなく、地域全体でするものと考えていますか。
 最もあてはまるもの 1つに○をつけてください。

1．全くそう思わない
2．あまりそう思わない
3．少しそう思う
4．まあそう思う
5．非常にそう思う

問21 あなたは、地域の子ども達に対して、今までに次のようなことをしたことがありますか。
 あてはまるものすべてに○をつけてください。

 1．悪いことをしたので、しかったり、注意したりした。
 2．良いことをしたので、ほめたりごほうびをあげた
 3．わからないことや、できないことを教えた。
 4．子どもが家へ入れないでいるとき、あなたの家へ入れてあげた。
 5．道で会ったとき、声をかけた。
 6．友達にいじめられているとき、助けた。
 7．困っているとき、相談にのった。
 8．買い物や、映画につれて行った。
 9．一緒に運動やスポーツをした。
10．その他、何かしたことがある。（　　　　　　　　　　）
11．特にしたことはない。
12．わからない。

→ウラ面へお進みください
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問22  以下に 16 個の項目があります。各項目を読んで、今のあなたにあてはまるかどうかを
判断してください。そして右の欄の中からあてはまる項目には「1」、あてはまらない場
合には「2」を○でかこんでください。

  「はい」、「いいえ」どちらにもあてはまらないと思われる場合にも、近いと思うほうに必ず○
をつけてください。どちらが正しいと答えということはありませんから、あまり深く考えずに、
ありのままの姿を答えてください。

はい いいえ

1．何か仕事をするときは、自信をもって行うほうである。 1 2

2． 過去に犯した失敗や、いやな経験を思い出して、暗い気持ちにな
ることがよくある。

1 2

3．友人よりすぐれた能力がある。 1 2

4．仕事を終えた後、失敗したと感じることのほうが多い。 1 2

5．人と比べて心配性なほうである。 1 2

6．何かを決めるとき、迷わず決定するほうである。 1 2

7． 何かをするとき、うまくいかないのではないかと不安になること
のほうが多い。

1 2

8． 引っこみじあんなほうだと思う。 1 2

9． 人より記憶がいいほうだと思う。 1 2

10． 結果の見通しのつかない仕事でも、積極的にとりくんでいくほう
だと思う。

1 2

11． どうやったらよいか、決心がつかずに仕事にとりかかれないこと
がよくある。

1 2

12． 友人よりも、特にすぐれた知識を持っている分野がある。 1 2

13． どんなことでも積極的にこなすほうである。 1 2

14． 小さな失敗でも、人よりずっと気にするほうである。 1 2

15． 積極的に活動するのは、苦手なほうである。 1 2

16．世の中に貢献する力があると思う。 1 2
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問23 あなたは今、「充実している」と感じていますか。
 最もあてはまるもの 1つに○をつけてください。

質問は以上です。ご協力ありがとうございました。
福井市に対する、健康づくりへのご意見、ご要望などがありましたら、下記にご記入ください。

1．充実していない
2．あまり充実していない
3．まあ充実している
4．非常に充実している
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❹  関係用語の解説
インターネット
　　 　複数のコンピューター - ネットワークを相互に接続して、全体として一つのネットワークとし
て機能するようにしたもの。インターネットワーク

かかりつけ医
　　 　主に地域の診療所や医院で、患者の初期症状の治療や、家族ぐるみの日常的な健康管理にあたっ
ている医師のこと。

　　 　いわゆるホームドクターで、家族の健康問題等を的確に把握していて、必要な時適切な指示を
してくれる医師のことをいう。

かかりつけ歯科医
　　 　いわゆる家庭医で、治療中心の歯科治療にとどまらず、患者の生涯を通した歯と口の健康管理
を行うことのできる歯科医のこと。

ストレス
　　 　精神緊張・心労・苦痛・寒冷・感染などごく普通にみられる刺激（ストレッサー）が原因で引
き起こされる生体機能の変化。一般には、精神的・肉体的に負担となる刺激や状況をいう。

ダイエット
　　 　健康や美容のために、食事の量や種類を制限すること。
ニュースポーツ
　　 　新しく考案された軽スポーツの総称。競技性があまり強くなく、一般大衆が楽しめることを目
的とする。

メディア
　　 　手段。方法。媒体。特に、新聞・テレビ・ラジオなどの情報媒体。
　　　「マス - ―」「ニュー - ―」
ライフサイクル
　　 　人間は生涯を通じて肉体的、精神的及び社会的に発達し、それぞれの年齢階級において変化の
過程をたどる。人間の出生から死亡までの変化の道程。

悪性新生物（がん）
　　 　人間は無数の細胞でできているが、細胞の突然変異により、正常な制御システムから逸脱して
増殖し、正常な細胞組織に障害をあたえるようになったもののことをいう。

　　 　悪性新生物は全ての臓器や組織から発生するが、上皮組織から出たものをがんまたは癌腫、非
上皮組織由来のものを肉腫という。

介護保険サービス
　　 　要介護認定を受けたものが受けることのできるサービスで、ホームヘルプ、デイサービス、
ショートステイなどの「在宅サービス」と特別養護老人ホーム、老人保健施設、療養型病床群な
どの「施設サービス」の 2つのサービスに分けられる。

介護保険制度
　　 　要介護状態や、そうなるおそれのある要支援状態にある高齢者に対して必要な保険給付を行う
社会保障制度。
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参　考　資　料

虐待（子ども）
　　 　親または親に代わる養育者によって、子どもに加えられた行為で、子どもの心や体を傷つけ、
健やかな成長や発達を損なう行為。生命の危険がある暴力的な行為に限らず、子どもに対する不
適切な関わり全てを含む。

禁煙サポート
　　 　禁煙を希望するものに対して、禁煙が成功するよう保健指導すること。方法としては、集団指
導、集団教育、個別保健指導、個別相談等がある。

三世代交流
　　 　老人クラブ、壮年会、婦人会、青年グループによる各年代との連携交流のこと。本市では、三
世代合同のつどいや、スポーツ大会等を開催している。

歯周疾患
　　 　歯周病は、歯垢中の細菌が歯の周りの歯肉や骨（歯周組織）に炎症を起こす病気。口の中には、
口腔常在菌が歯垢 1mg中に約 1億個もいると言われている。これらの細菌はほとんどが病原性
を持っていないが、一定の条件が満たされると幾種類かの細菌が弱い病原性を発現して炎症が始
まるものと考えられている。炎症のために歯の根の周囲の骨が吸収され、進行すると最悪の場合
は歯が抜け落ちる。

周産期
　　 　出産前後の期間。おおよそ妊娠第 28週から生後 7日くらいまでをいう。
人間ドック
　　 　主として生活習慣病の早期発見と心・肝・腎・肺などのはたらきの検査を目的として、外来ま
たは短期間入院により行う精密な健康診断。

断酒会
　　 　断酒のための自助グループ。酒におぼれ、身も心もぼろぼろになった人や、またその恐れのあ
る人が集う。つらかった体験を語り、悩みを共有し、自分で気づかなかったことを知り、再びア
ルコールに戻ることなく、心身を健康にして生活していけるよう活動している。

地域産業保健推進センター
　　 　小規模の事業所を対象として、健康に関する相談や健康管理を行う機関。
適正飲酒
　　 　節度ある適正な飲酒は、周囲とのコミュニケーションの円滑化など心身の健康に対してプラス
面もあると言われている。しかし、節度ある適正な飲酒とは、1日あたり純アルコール量で 20g
（ビール中びん 1本）とされ、これを超えると急激に健康影響の危険性が高まることが知られて
いる。

適正体重
　　 　適正体重の目安となるものに、体格指数（BMI）がある。体格指数は、
　　　BMI ＝体重（kg）÷身長（m）÷身長（m）　で計算できる。
　　　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。
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認知症
　　 　一度獲得した知的機能（記憶、認識、推理、判断、学習など）の低下によって、自分や周囲の
状況把握や判断が不正確になり、適切な対応が取れなくなり、自立した生活が困難になっている
状態。

　　 　厚生労働省は、「痴呆」という用語が蔑視的・差別的な意味合いを含むとして、「痴呆」に替わ
る呼称を「認知症」とすることで合意した。（2004 年 11 月）。12月の同省の検討会で最終決定
し、都道府県や関連団体へ報告書を送付、年明けの通常国会に提出予定の改正介護保険法に記載
されている表記を変更すると同時に、関連団体や学会などへの周知に努める予定。

ヘルスプロモーション
　　 　ヘルスプロモーションは、1986 年WHOが、カナダのオタワで開催した第 1回ヘルスプロモー
ション会議の中で示された新しい考え方。これに関する宣言文がまとめられたオタワ憲章の中で、
ヘルスプロモーションとは「人々が自らの健康をコントロールし、改善できるようにするプロセ
スである」と定義されている。宣言文の中では、健康は生きる目的ではなくて毎日の生活のため
の資源であること、単なる肉体的な能力以上の積極的な概念であると述べられている。

福井型食生活
　　 　米を中心とした県産農林水産物の食材を組み合わせ、栄養的にバランスのとれた福井県独自の
食生活のあり方。

分煙
　　 　不特定多数の人が集まる公共の場所や職場で、タバコを吸ってよい場所を決め、タバコ煙が流
れないようにして受動喫煙の健康影響を減少させる環境づくりをすること。

平均寿命
　　 　平均寿命とは、0歳平均余命をいう。平均余命は、生命表によって計算される。
要介護状態
　　 　身体または精神の障害のために、入浴・排泄・食事等、日常生活での基本的な動作について、

6か月にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態。


