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❶　基本方針に基づく取組の考え方
　第４章で掲げた３つの基本方針「健康的な生活習慣の推進と定着」、「生活習慣病の発症予防と重症
化予防」、「健康づくりを支援する社会環境の整備」を達成するために、市民の健康づくりについて毎
日の生活場面とライフステージとに分けて取り組みます。
　まず、毎日の生活場面については、日常生活の中で、身体活動・運動、栄養・食生活、心の健康、歯・
口腔の健康、そして健康管理という５つの場面を想定しており、それぞれの生活場面において健康づ
くりを意識することが重要で、この取組が市民にとって効果的でわかりやすいものとなるよう、５つ
の生活場面を分野別に整理し取組や施策を掲げます。
　次に、ライフステージについては、各世代の特性や健康課題が異なることから、生涯を妊娠期、乳
幼児期、学童期・思春期、青年期、壮年期、高齢期の６つのライフステージに分けて、健康づくりの
取組や施策を掲げます。
　また、５つの分野別、６つのライフステージ別に健康づくりを効率的に推進していくためには、個
人はもとより家族や地域、職域、関係団体、行政等が目標を共有し、目標達成を目指すことが重要で
あるため、個人の取組となる、「市民が取り組むこと」や周囲の支えとしての「地域や社会が取り組
むこと」、そして行政としての「市が取り組む施策（市が取り組む事業）」に分けて掲げています。
　なお、第３章から見出された３つの重点課題である、「【身体活動・運動】の取組の強化」「若い世
代（20歳代、30歳代）に対する健康づくりへの支援」「職域への働きかけ」については、重点施策
として取り組みます。

（１）分野別健康づくりの取組
　国の健康増進計画である「健康日本21（第二次）」においては、生活習慣病の発症を予防し、健康
寿命を延伸するための健康増進を形成するためには「健康に関する生活習慣の改善が重要である」と
しています。
　そして、そのために必要な基本的要素として、身体活動・運動、栄養・食生活、休養、歯・口腔の
健康、飲酒、喫煙を掲げています。
　「健康ふくい21」においても、国の計画に準じ、身体活動・運動、栄養・食生活、心の健康づくり、
歯の健康、タバコ・アルコールの項目別に取組を掲げています。
　この健康増進に必要な基本的要素を本計画において、日常生活の場面から、また国や「健康ふくい
21」に準じて取り入れ、①身体活動・運動、②栄養・食生活、③心の健康、④歯・口腔の健康、⑤
健康管理の５分野に分けて掲げます。
　なお、各分野の目標や指標は、第２章で述べた福井市の状況や第３章で述べた「健康ふくい21」
評価と課題を踏まえながら、国の健康づくり計画「健康日本21（第二次）」や福井県の健康づくり計
画「第３次元気な福井の健康づくり応援計画」を勘案して設定しています。

「健康ふくふくプラン21」の取組第5章

*
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　①身体活動・運動
　体を動かすことは、生活習慣病の予防のほか、気分転換やストレス解消等の心の健康につながり
ます。
　なお、この分野は「健康ふくい21」の評価で、特に改善がみられなかったため、分野別健康づ
くりの取組において、重点的に取り組む必要があります。

　②栄養・食生活
　食生活の乱れや偏りは肥満ややせにつながります。
　食生活を整え適正体重を維持するために、子どもの頃から正しい食習慣やバランスのよい食事の
摂り方を身につけることが重要です。

　③心の健康
　健やかな生活を送るためには、体の健康とともに心の健康も大切です。
　ストレスは生活習慣病とも深く関係しているため、十分な睡眠やストレスと上手につき合うこと
が、健康に過ごすために欠かせないものとなっています。

　④歯・口腔の健康
　歯や口腔の健康は、「食べること」「話すこと」「美しさを保つこと」「頭を働かせること」等、「健
康の入り口」ともいわれているように、健康的な生活を送るためにとても重要です。

　⑤健康管理
　生活習慣病を予防するには、子どもの頃から、またそれ以前の妊娠中からの正しい生活習慣を身
につけることがとても大切です。
　生活習慣病は生活の質や医療費に大きな影響を及ぼします。そのため、自分の健康状況を知り、
生活習慣を改善することが大切です。

（２）ライフステージ別健康づくりの取組
　健康づくりは、生涯を通して取り組むことがとても大切であり、健康増進を形成する基本的要素と
なる５つの分野は共通していますが、各世代にはそれぞれ特性があります。
　健康的な生活習慣の定着や生活習慣病の予防等のためには、各世代の特性に応じた取組が必要です。
　「健康日本21（第二次）」では、「生活習慣の改善を含めた健康づくりを効果的に推進するため、乳
幼児期から高齢期までのライフステージの違いや健康課題等を十分把握し、総人口に占める高齢者の
割合が最も高くなる時期に高齢期を迎える現在の青壮年期の世代への生活習慣の改善に向けた働きか
けを重点的に行うこととする」としています。
　そこで、本市ではライフステージの開始を乳幼児期よりもさらに前段階である妊娠期からとし、世
代別に取り組む内容がわかるように、①妊娠期、②乳幼児期（０歳～５歳）、③学童期（６歳～12歳）・
思春期（13歳～19歳）、④青年期（20歳～30歳代）、⑤壮年期（40歳～64歳）、⑥高齢期（65
歳以上）の６つのライフステージ別健康づくりの取組を掲げます。

*
組
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　なお、青年期（20歳～30歳代）については、「健康ふくい21」の評価や「健康日本21（第二次）」
を踏まえて、重点的に健康づくりへの支援を行う必要があります。

　①妊娠期
　妊娠中の生活習慣は、胎児の成長に大きく影響します。この時期の母親の生活習慣は生まれてく
る子どもの成長や生活習慣にも影響します。

　②乳幼児期（０歳～５歳）
　乳幼児期は心身が大きく成長、発達する時期で、保護者や家族の生活習慣や健康管理が乳幼児の
健康に大きく影響します。

　③学童期（６歳～12歳）・思春期（13歳～19歳）
　学童期は生活の中心が家庭から学校となり、心身の大きな成長、発達はもとより、人間関係の中
心が親子関係から友達関係へと変わるなど、社会面においても大きく成長します。
　また、思春期はより一層大人へと移り変わる時期で生活習慣が確立されますが、成人になってか
らの健康に大きく影響する生活習慣の乱れも生じる時期ともいえます。

　④青年期（20歳～30歳代）
　青年期は進学や就職、結婚等、ライフステージにおいて生活環境や生活習慣が大きく変わるとと
もに、生活習慣病等の発症に大きく影響するライフスタイルが確立されます。

　⑤壮年期（40歳～64歳）
　壮年期は、体の健康や体力の低下等に不安を感じることが多くなる一方で、家庭や職場、地域等
で重要な役割を担うなど、精神的、社会的に負担が大きくなります。
　また、生活習慣病の発症も増えてくる時期といえます。

　⑥高齢期（65歳以上）
　高齢期は、徐々に身体能力が低下し、生活習慣病等の重症化をきたしやすく、心身の機能低下が
みられてくる時期ともいえます。
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❷　分野別健康づくりの取組
①身体活動・運動（体を動かすこと）

　
【分野の目標】
日常生活の中で、今より10分多く体を動かす習慣を身につけましょう。

　【現状と課題】
　体を動かすことを心がけている人の割合は減少し、中でも20歳代男性では約10年前に比べて５
分の１に減少しています。また、20歳以上のどの年齢層でも運動習慣のない人の割合が高く、特に
30歳代では７割以上の人に運動習慣がない状況です（平成26年度「健康ふくい21」最終評価アン
ケート）。また、スポーツ推進計画において、運動習慣のない主な理由として、「仕事（家事・育児）
が忙しいために時間がない」などがあげられています。
　「日常生活における歩数」も平成18年に比べ、男女ともに200歩程度減少しています。まずは、
今より10分多く体を動かすことが大切です。1,000歩は約10分の身体活動に相当します。
　体を動かすことは、生活習慣病の予防やメタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の予防につ
ながるほか、気分転換やストレス解消等の心の健康につながります。また、高齢期のロコモティブシ
ンドローム（運動器症候群）、認知症の予防につながります。

　【指標と目標値】（■は、国の計画にも掲げている指標項目）

項　　目 過去値
（H16）

現状値
（H25）

目標値
（H33） 出典元

運動習慣を持って
いる人

男性 27.3% 25.5%
増加傾向へ 県民健康栄養調査

女性 28.5%
（H18）

21.8%
（H23）

日常生活における
歩数

男性 6,978歩 6,781歩
現状値から
1,000歩増加 県民健康栄養調査

女性 6,463歩
（H18）

6,279歩
（H23）
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　 基本方針（1）健康的な生活習慣の推進と定着  ★は重点的な取組
　　　　【市民が取り組むこと】　
　　　　　★今より10分多く体を動かしましょう。
　　　　　○福井市の健康づくり体操「元気体操21」を習得し、実践しましょう。
　　　　　○一緒に楽しく体を動かす仲間を増やしましょう。
　　　　　○車での通勤をできるだけ公共交通機関や自転車の利用、徒歩等にしましょう。
　　　　　○親子で体を使った遊びをしましょう。
　　　　【地域や社会が取り組むこと】
　　　　　★「ずっと健康101（いちまるいち）宣言」（＋10分の運動）を地域や職場の中で普及啓

発しましょう。
　　　　　○福井市の健康づくり体操「元気体操21」を地域や職場の中で普及啓発しましょう。
　　　　【市が取り組む施策】
　　　　　★「ずっと健康101宣言」（＋10分の運動）に関する情報について、様々な機会を通して

発信します。
　　　　　★福井市の健康づくり体操「元気体操21」をケーブルテレビやホームページ、健康教室

や市が主催するスポーツイベント、地区での運動サークルで紹介する等、様々な機会を
通して普及啓発します。

　　　　　○親子で体を使って遊ぶことや外で遊ぶことを幼児健康診査等で普及啓発します。

　 基本方針（2）生活習慣病の発症予防と重症化予防
　　　　【市民が取り組むこと】
　　　　　○階段を利用する等、日常生活の中で意識して積極的に体を動かしましょう。
　　　　　○運動教室やスポーツに関する行事、運動サークル等に積極的に参加しましょう。
　　　　【地域や社会が取り組むこと】
　　　　　★家族や職場の皆さんが気軽に身体を動かすことができるような時間を設けましょう。
　　　　　○体を動かすことの大切さや楽しさ、効果等を幅広く普及啓発しましょう。
　　　　【市が取り組む施策】
　　　　　○身体活動・運動の必要性に関する知識を普及啓発します。

　 基本方針（3）健康づくりを支援する社会環境の整備
　　　　【地域や社会が取り組むこと】
　　　　　○運動に関する行事を積極的に企画し、実施しましょう。
　　　　　○職場等でノーマイカーデーを設け、実践しましょう。
　　　　【市が取り組む施策】
　　　　　★健康や身体活動・運動に関する学習や活動を行うグループを支援します。
　　　　　○市民が運動しやすい環境整備に努めます。
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②栄養・食生活（食べること）

　【分野の目標】
子どもの頃から栄養・食生活に関する正しい知識を習得し、適量の食事をバランスよく摂る習慣
を身につけましょう。

　【現状と課題】
　生活習慣病の発症に大きく関わっているとされる肥満について、３歳児健康診査で肥満傾向にある
子の割合や20歳代、30歳代男性で肥満の人の割合が、約10年前に比べて増加しています。
　一方、20歳代女性のやせは減少していますが、若い女性のやせは低出生体重児出産や骨量減少に
よる骨折等との関連があるといわれています。また、高齢期のやせや低栄養は、要介護状態や総死亡
リスクを高める要因となっています。
　食生活の乱れや偏りが肥満ややせにつながることから、食生活を整え適正体重を維持するために、
子どもの頃から正しい食習慣やバランスのよい食事の摂り方を身につけることが重要です。また、家
族や仲間と楽しく食事をすることは、体だけではなく、心の健康にもつながりとても大切です。

　【指標と目標値】（■は、国の計画にも掲げている指標項目）

項　　目 過去値
（H16）

現状値
（H25）

目標値
（H33） 出典元

肥満傾向にある3歳児の割合 4.1％ 4.8％
（H26） 減少傾向へ 市３歳児健康診査

肥満傾向にある児
童・生徒の割合

小学（男子） 10.6％ 8.0％
（H27） 減少傾向へ 市学校保健統計調査

小学（女子） 6.9％ 5.8％
（H27） 減少傾向へ 市学校保健統計調査

中学（男子） 10.6％ 7.9％
（H27） 減少傾向へ 市学校保健統計調査

中学（女子） 7.6％ 6.7％
（H27） 減少傾向へ 市学校保健統計調査

やせ傾向にある中学女子の割合 3.8％ 4.2％
（H27） 減少傾向へ 市学校保健統計調査

20～60歳代男性の肥満の人の割合 29.4％
（H18）

31.7％
（H23） 28.0％ 県民健康栄養調査

40～60歳代女性の肥満の人の割合 23.9％
（H18）

22.5％
（H23） 19.0％ 県民健康栄養調査

20歳代女性のやせの人の割合 33.3％
（H18）

14.3％
（H23） 減少傾向へ 県民健康栄養調査
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項　　目 過去値
（H16）

現状値
（H25）

目標値
（H33） 出典元

低栄養傾向（BMI 20以下）の高齢
者の割合

18.3％
（H22）

19.3％
（H26） 22.0% 市国保特定健康診査、

長寿健康診査

栄養バランスを考えて食事を摂って
いる人の割合

85.0％
（H19）

83.0％
（H26）

90.0％
（※）

市食育推進にかか
るアンケート調査

成人の食塩摂取量 11.6ｇ
（H18）

10.9ｇ
（H23） 8.0ｇ 県民健康栄養調査

成人の野菜摂取量 296.3ｇ
（H18）

311.9ｇ
（H23） 350.0ｇ 県民健康栄養調査

朝食を毎日食べる人
の割合

３歳児 88.0％ 94.７％
（H26）

100％に
近づける 市３歳児健康診査

小学5, 6年
（男子）

90.8％
（H18）

92.6％
（H27） 増加傾向へ 子どもの生活習慣

実態調査

小学5, 6年
（女子）

92.0％
（H18）

93.0％
（H27） 増加傾向へ 子どもの生活習慣

実態調査

中学生
（男子）

81.0％
（H18）

87.9％
（H27） 増加傾向へ 子どもの生活習慣

実態調査

中学生
（女子）

82.0％
（H18）

86.0％
（H27） 増加傾向へ 子どもの生活習慣

実態調査

20歳以上 93.５％
（H18）

92.3％
（H23）

100％に
近づける 県民健康栄養調査

家族で共に朝夕食を
摂る人の割合

朝食 75.0％ 64.0％ 85.0％
市食育推進にかか
るアンケート調査

夕食 81.0％
（H19）

77.0％
（H26）

85.0％
（※）

※食育推進計画：計画期間が平成24年度～平成28年度。
　　　　　　　　平成28年度の次期計画策定に伴い、目標値が見直される予定。
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　 基本方針（1）健康的な生活習慣の推進と定着  ★は重点的な取組
　　　　【市民が取り組むこと】　
　　　　　★１日３回、主食・主菜・副菜のそろったバランスのよい食事を摂りましょう。
　　　　　★今より１皿多く野菜を食べましょう。
　　　　　○子どもの頃から健康的な食習慣を身につけましょう。
　　　　　○家族や仲間とそろって楽しく食事を食べましょう。
　　　　【地域や社会が取り組むこと】
　　　　　★バランスのよい食事について普及啓発しましょう。
　　　　　★「ずっと健康101宣言」（＋１皿の野菜）を地域や職場の中で普及啓発しましょう。
　　　　　○正しい食習慣について普及啓発しましょう。
　　　　【市が取り組む施策】
　　　　　★「ずっと健康101宣言」（＋１皿の野菜）に関する情報について、様々な機会を通して

発信します。
　　　　　○子どもへのおやつの与え方や正しい食習慣について、子育て相談会や離乳食教室、幼児

健康診査等、様々な場で啓発します。

　 基本方針（2）生活習慣病の発症予防と重症化予防
　　　　【市民が取り組むこと】
　　　　　★野菜から食べる習慣（ベジ・ファースト）を身につけましょう。
　　　　　★適正体重を知り、維持するように心がけましょう。
　　　　　○塩分を減らしましょう。
　　　　　○肥満ややせによる健康への影響を理解しましょう。
　　　　【地域や社会が取り組むこと】
　　　　　★野菜から食べる習慣（ベジ・ファースト）について普及啓発しましょう。
　　　　　○適正体重、肥満ややせの影響及び生活習慣病予防のための食事について普及啓発しまし

ょう。
　　　　【市が取り組む施策】
　　　　　★適正体重の重要性及び生活習慣病予防について普及啓発します。
　　　　　○栄養教室や栄養相談等において、適正体重、肥満ややせの影響及び生活習慣病予防や低

栄養に留意するための食事について普及啓発します。

　 基本方針（3）健康づくりを支援する社会環境の整備
　　　　【地域や社会が取り組むこと】
　　　　　○正しい食生活や生活習慣病予防について普及啓発します。
　　　　【市が取り組む施策】
　　　　　○健康や栄養・食生活に関する学習や活動を行うグループを支援します。
　　　　　○関係機関と連携し、正しい食生活に関する情報提供をします。
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③心の健康（安らぐこと）

　【分野の目標】
心の健康を保ち、自分らしくいきいきとした生活を送りましょう。

　【現状と課題】
　健やかな生活を送るためには、体の健康とともに心の健康も大切です。また、心の健康は「生活の
質」を左右するといわれており、ストレスは生活習慣病とも深く関係しているため、十分な睡眠やス
トレスと上手につき合うことが、健康に過ごすために欠かせないものとなっています。
　心の健康を保つためには、日常生活の中で不安や悩みをひとりで抱えこまず、相談できる所を知っ
ておくことが重要です。また、日頃から自分に合ったストレス対処法を身につけておくことが大切で
す。
　悩みを抱えている場合、ひとりで解決できないことや自分から相談できないこともあります。この
ような状況に対処するためには、周囲の人がそれに気づき、気軽に相談することができる環境を整え
ておくことも必要です。

　【指標と目標値】（■は、国の計画にも掲げている指標項目）

項　　目 過去値
（H16）

現状値
（H25）

目標値
（H33） 出典元

ストレスを感じる人の割合 66.0%
（H18）

61.4%
（H23） 減少傾向へ 県民健康栄養調査

ストレスを感じたとき相談する所を
知っている人の割合

29.5%
（H18）

40.4%
（H23） 増加傾向へ 県民健康栄養調査

睡眠による休養が十分とれている人
の割合

82.5%
（H18）

79.8%
（H23） 増加傾向へ 県民健康栄養調査
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　 基本方針（1）健康的な生活習慣の推進と定着  ★は重点的な取組
　　　　【市民が取り組むこと】　
　　　　　★自分に合ったストレス対処法を知り、身につけましょう。
　　　　　○早寝・早起きを心がけ、心身の疲労回復を図りましょう。
　　　　　○家族でコミュニケーションを取りながら子育てをしましょう。
　　　　【地域や社会が取り組むこと】
　　　　　★ストレスの対処法や睡眠、休養の大切さについて普及啓発しましょう。
　　　　【市が取り組む施策】
　　　　　○心の健康を保つため、ストレスの対処法等について普及啓発します。

　 基本方針（2）生活習慣病の発症予防と重症化予防
　　　　【市民が取り組むこと】
　　　　　○不安や悩みをひとりで抱え込まず、家族や友人、職場の同僚や上司等に相談しましょう。
　　　　　○睡眠不足や不安、悩みが解消されない場合には早めに相談機関等に相談しましょう。
　　　　　○家族や周囲の心の不調に気づき、早期に相談や治療につなげましょう。
　　　　　○心の病気について正しい知識を身につけましょう。
　　　　【地域や社会が取り組むこと】
　　　　　○周囲の人の心の不調に気づき、早期に相談や治療を勧めましょう。
　　　　【市が取り組む施策】
　　　　　★心の健康や病気に関する情報提供をします。
　　　　　○成人健診受診時等、気軽にストレスチェックができる機会を設けます。

　 基本方針（3）健康づくりを支援する社会環境の整備
　　　　【地域や社会が取り組むこと】
　　　　　★学校や職場、地域で相談しやすい環境を整えましょう。
　　　　【市が取り組む施策】
　　　　　○不安や悩み相談窓口に関する体制整備及び情報提供をします。
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④歯・口腔の健康（お口のこと）

　【分野の目標】
虫歯や歯の喪失を予防し、口腔機能の維持・向上に心がけましょう。

　【現状と課題】
　歯や口腔の健康は、「食べること」「話すこと」「美しさを保つこと」｢頭を働かせること」等、「健
康の入り口」ともいわれているように、健康的な生活を送るためにとても重要です。
　近年では、妊娠中から自分の歯の健康管理や生まれてくる子の虫歯予防に関心のある人が増えてき
ています。しかしその一方で、子どもの仕上げ磨きをする保護者の割合が低くなっています。
　また、成人では歯科検診を受診する人の割合がどの年齢でも低く、歯の健康に関する意識の低さが
うかがえます。定期的な歯科検診による継続的な口腔管理は、歯・口腔の健康のみならず生活習慣病
の予防において重要な役割を果たします。
　これらのことから、歯を失くしてからその健康の大切さに気づくのではなく、自分の歯で生涯を送
ることの大切さや正しい知識を知り、歯と口腔機能を維持・向上することが大切です。

　【指標と目標値】（■は、国の計画にも掲げている指標項目）

項　　目 過去値
（H16）

現状値
（H25）

目標値
（H33） 出典元

虫歯のある３歳児の割合 30.3％ 16.9%
（H26） 12.0％ 市３歳児健康診査

虫歯のある小学生の割合 77.5%
（H15）

58.1%
（H27） 減少傾向へ 市学校保健統計調査

虫歯のある中学生の割合 70.7%
（H15）

50.1%
（H27） 減少傾向へ 市学校保健統計調査

子どもの仕上げ磨きをしている保護
者の割合（１歳６か月児） ― 60.0% 75.0％ 市１歳６か月児健

康診査アンケート

定期的に歯科検診を受けている人の
割合（20歳以上） 25.0% 33.2%

（H23） 55.0％ 県民健康栄養調査

60歳で24本以上自分の歯を有する
人の割合

44.1%
（※）

56.0%
（H23） 60.0％ 県民健康栄養調査

80歳で20本以上自分の歯を有する
人の割合

11.1%
（※）

24.1%
（H23） 30.0％ 県民健康栄養調査

※H16策定時は国歯科疾患基礎調査から引用
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　 基本方針（1）健康的な生活習慣の推進と定着  ★は重点的な取組
　　　　【市民が取り組むこと】　
　　　　　★正しい方法で歯を磨きましょう。
　　　　　○よくかんで食べましょう。
　　　　　○子どもは保護者が歯の仕上げ磨きをしましょう。
　　　　【地域や社会が取り組むこと】
　　　　　★正しい歯磨きの方法を普及啓発しましょう。
　　　　　○よくかむことの大切さを普及啓発しましょう。
　　　　【市が取り組む施策】
　　　　　★正しい歯磨きの方法について啓発します。
　　　　　○虫歯予防について、おやつの与え方や正しい食習慣について、離乳食教室や幼児健康診

査等で啓発します。

　 基本方針（2）生活習慣病の発症予防と重症化予防
　　　　【市民が取り組むこと】
　　　　　★定期的に歯科検診を受け、虫歯や歯周疾患を予防しましょう。
　　　　　○かかりつけ歯科医を持ちましょう。
　　　　　○虫歯や歯周疾患がある場合には、早期に治療を受けましょう。
　　　　【地域や社会が取り組むこと】
　　　　　★定期的に歯科検診を受診することの必要性を周知し、受診を勧めましょう。
　　　　　○かかりつけ歯科医を持つことの大切さを普及啓発しましょう。
　　　　【市が取り組む施策】
　　　　　○歯周疾患検診や定期的な歯科検診の受診勧奨をします。

　 基本方針（3）健康づくりを支援する社会環境の整備
　　　　【地域や社会が取り組むこと】
　　　　　○定期的な歯科検診の大切さについて周知しましょう。
　　　　【市が取り組む施策】
　　　　　★歯や口腔の健康についての 正しい知識や情報提供をします。
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⑤健康管理（毎日の過ごし方）

【分野の目標】
子どもの頃から正しい生活習慣を身につけましょう。
日頃から自分の健康状況を知り、健康管理に心がけましょう。
生活習慣を見直し改善することによって、生活習慣病を予防しましょう。

　【現状と課題】
　生活習慣病は、その発症に身体活動・運動、栄養・食生活、喫煙等の生活習慣が関係しています。
生活習慣病を予防するためには、子どもの頃から、またそれ以前の妊娠中からの正しい生活習慣を身
につけることがとても大切です。
　幼児健康診査（１歳６か月児健康診査及び３歳児健康診査）アンケートの状況をみると、起床時間
や就寝時間、テレビの視聴時間はいずれも改善傾向にあります。その反面、インターネットや携帯電
話等の普及により、小・中学生の生活リズムに乱れが生じているといった問題も出現しています。
　また、低出生体重児の割合が微増しています。低出生体重児は成人になってからの生活習慣病の発
症と関連があるといわれています。そして、低出生体重児が生まれる原因のひとつに妊娠中の喫煙が
あります。低出生体重児の発生予防として、妊婦及び家族への禁煙の大切さを普及啓発することが大
切です。
　成人の健康に関しては、死亡原因の第１位としてがん（悪性新生物）があるほか、福井県は急性心
筋梗塞による死亡が男女ともに全国平均を上回っています（H22人口動態統計）。また、５人に１人
が糖尿病の予備群ともいわれています（H24国民健康栄養調査）。糖尿病は重症化すると透析治療が
必要となり、生活の質や医療費に大きな影響を及ぼします。これらのことから、特定健康診査やがん
検診等を受診して自分の健康状態を知り、生活習慣を改善することが大切です。
　生活習慣病を発症する前の若い世代から特定健康診査やがん検診の目的や必要性について正しく理
解し、受診することが大切です。

　【指標と目標値】（■は、国の計画にも掲げている指標項目）

項　　目 過去値
（H16）

現状値
（H25）

目標値
（H33） 出典元

８時前に起きる３歳児の割合 83.1％ 90.8%
（H26） 増加傾向へ 市３歳児健康診査

アンケート

22時までに寝る３歳児の割合 57.2% 76.8%
（H26） 増加傾向へ 市３歳児健康診査

アンケート

テレビを４時間以上見ている３歳児
の割合 8.3% 8.3%

（H26） 減少傾向へ 市３歳児健康診査
アンケート

妊娠中の喫煙率 ― 2.4%
（H26）

０％に
近づける 妊娠届出アンケート



*　*　*　*　*　*　*　*　*　*　*　*　*　*　*　*　*　*　*　*　*　*　*　*　*　*　*　*　
第５章　「健康ふくふくプラン21」の取組

39

項　　目 過去値
（H16）

現状値
（H25）

目標値
（H33） 出典元

妊娠中の夫の喫煙率 ― 37.1%
（H26） 減少傾向へ 妊娠届出アンケート

育児中の保護者の喫
煙率

母 ― 9.0%
減少傾向へ 市３歳児健康診査

アンケート
父 ― 44.1%

成人の喫煙率 22.8% 15.2% 12.0% 県民健康栄養調査

全出生数中の低出生体重児の割合 8.7％ 8.8％ 減少傾向へ 人口動態統計

福井市国保特定健康診査受診率 20.9%
（H20） 26.7％ １年で１％

以上増加 市保険年金課統計

がん検診受診率（※）

胃がん 13.8％ 9.9％ 20.0％

市衛生統計

肺がん 28.1％ 19.0％ 30.0％

大腸がん 15.3％ 23.3％ 30.0％

子宮がん 13.4％ 38.1％ 40.0％

乳がん 6.6％ 23.7％ 31.0％

虚血性心疾患の標準
化死亡率（ＳＭＲ）

男性 ― 147.6
（H22）

減少傾向へ 人口動態統計
女性 ― 133.2

（H22）

メタボリックシンドロームの該当者
及び予備群の割合

26.1％
（H24）

26.7％
（H26） 減少傾向へ 市国保特定健康診査、

人間ドック

高血圧の人の割合
（140／90ｍｍｇ）

23.3％
（H24）

23.2％
（H26） 減少傾向へ 市国保特定健康診査、

人間ドック

糖尿病治療継続者（HbA1c6.5％
以上の人のうち、糖尿病の薬を飲ん
でいると回答した人）の割合

83.3%
（H24）

72.9％
（H26） 増加傾向へ 市国保特定健康診査、

人間ドック

血糖コントロール不良者（HbA1c8.0
％以上の人）の割合

0.9%
（H24）

1.1％
（H26） 減少傾向へ 市国保特定健康診査、

人間ドック
※がん検診受診率は国の出す福井市推計対象者数（職域を除く）のうち市のがん検診受診者
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　 基本方針（1）健康的な生活習慣の推進と定着  ★は重点的な取組
　　　　【市民が取り組むこと】　
　　　　　★正しい生活習慣について理解し、改善に努めましょう。
　　　　　○早寝早起きをしましょう。
　　　　　○テレビやインターネット、携帯メール等は時間を決めて利用しましょう。
　　　　【地域や社会が取り組むこと】
　　　　　★正しい生活習慣や生活習慣病とその予防について普及啓発しましょう。
　　　　　○テレビやインターネット、携帯メール等の正しい使い方について啓発しましょう。
　　　　【市が取り組む施策】
　　　　　★正しい生活習慣の重要性について、情報提供と普及啓発をします。
　　　　　○正しい生活習慣を啓発したチラシやパンフレットを乳児健康診査の案内通知に同封した

り、こんにちは赤ちゃん訪問で配付します。
　　　　　○正しい生活習慣について、子育て相談会や離乳食教室、幼児健康診査等、様々な場で啓

発します。
　　　　　○テレビやインターネット、携帯メール等の健康に及ぼす影響や正しい利用方法について

ポスターにて啓発し、幼児健診で必要な場合には個別に助言します。

　 基本方針（2）生活習慣病の発症予防と重症化予防
　　　　【市民が取り組むこと】
　　　　　★妊娠中からのたばこが健康に及ぼす影響を理解し、妊婦本人、家族や周囲の人が禁煙し

ましょう。
　　　　　○日頃から健康管理について相談できるかかりつけ医を持ちましょう。
　　　　　○日頃から薬について相談できるかかりつけ薬局を持ち、正しい薬の飲み方について相談

しましょう。
　　　　　○定期的に健康診査やがん検診を受診し、自分自身の健康状況を把握しましょう。
　　　　　○生活習慣について改善指導を受けることが必要になった場合には利用しましょう。
　　　　　○精密検査が必要な場合には受診しましょう。
　　　　　○治療が必要になった場合には、継続的に治療を受けましょう。
　　　　【地域や社会が取り組むこと】
　　　　　★健康診査やがん検診の必要性を周知し、受診を勧めましょう。
　　　　　○かかりつけ医やかかりつけ薬局を持つことの大切さを普及啓発しましょう。
　　　　　○治療が必要な人には、医療機関への受診を勧めましょう。
　　　　【市が取り組む施策】
　　　　　★生活習慣改善の取組を支援します。
　　　　　★がんや生活習慣病の予防に関する情報発信をします。
　　　　　★特定健康診査や長寿健康診査、がん検診の大切さを健康教室や広報等を通して周知します。
　　　　　○市民が健康づくりに積極的に取り組めるよう、健康教育、相談等で健康づくりの情報提

供を行います。
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　　　　　○母子健康手帳の発行時に妊娠中の喫煙による影響を説明し、妊婦や家族へ禁煙の大切さ
について啓発します。

　　　　　○特定健康診査やがん検診の未受診者には電話で受診勧奨をします。
　　　　　○保健衛生推進員の協力を得て特定健康診査、がん検診の受診勧奨をし、大腸がん検診容

器の配付をします。
　　　　　○生活習慣病の重症化を予防するため、適切な治療を受けることや治療が継続できるよう

に支援します。
　　　　　○糖尿病等の生活習慣病の発症を予防するために、血糖値が高めの人等を対象とした健康

教室を実施し、生活習慣の改善について集団指導や個別に助言する等、支援します。
　　　　　○たばこについて情報発信し、禁煙や受動喫煙防止について普及啓発します。
　　　　　○子どもの頃からたばこについて考える機会が持てるよう支援します。

　 基本方針（3）健康づくりを支援する社会環境の整備
　　　　【地域や社会が取り組むこと】
　　　　　○健康づくりや正しい生活習慣病予防について普及啓発しましょう。
　　　　【市が取り組む施策】
　　　　　★働く世代への健康づくりに関する情報発信に取り組みます。
　　　　　○特定健康診査や長寿健康診査、がん検診が受診しやすくなるよう、予約方法、実施場所、

実施日時、環境づくり、体制づくりを検討します。
　　　　　○関係機関と協力しながら特定健康診査、がん検診の受診を勧めます。
　　　　　○関係機関と連携し、正しい薬の飲み方や先発、後発医薬品についての知識を普及啓発し

ます。
　　　　　○公共施設においての禁煙を進めていきます。
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❸　ライフステージ別健康づくりの取組
①妊娠期

　健やかな妊娠期を過ごすことができるよう、正しい生活習慣に心がけましょう。

　 基本方針（1）健康的な生活習慣の推進と定着  ★は重点的な取組
　　　　【市民が取り組むこと】
　　　　　★主食・主菜・副菜のそろったバランスのよい食事を摂りましょう。
　　　　　○主治医に相談しながら日常生活の中で無理ない程度に体を動かしましょう。
　　　　　○早寝・早起きに心がけ、心身の疲労回復を図りましょう。
　　　　【地域や社会が取り組むこと】
　　　　　○正しい生活習慣について普及啓発しましょう。
　　　　【市が取り組む事業】
　　　　　○母子健康手帳交付事業
　　　　　○両親学級
　　　　　○妊娠期の健康管理に関する情報発信

　 基本方針（2）生活習慣病の発症予防と重症化予防
　　　　【市民が取り組むこと】
　　　　　★歯科検診を受け、虫歯や歯周病を予防しましょう。
　　　　　★妊婦自身のたばこはやめましょう。
　　　　　○妊婦健康診査を受けましょう。
　　　　　○塩分を減らしましょう。
　　　　　○自分に合ったストレス対処法を知り、身につけましょう。
　　　　【地域や社会が取り組むこと】
　　　　　○妊婦の周囲でのたばこはやめましょう。
　　　　　○妊娠や出産、育児に関する不安や悩みを抱えている人には相談機関への相談を勧めまし

ょう。
　　　　【市が取り組む事業】
　　　　　○妊婦健康診査事業
　　　　　○妊産婦訪問事業

　 基本方針（3）健康づくりを支援する社会環境の整備
　　　　【地域や社会が取り組むこと】
　　　　　○地域や職場で相談しやすい環境を整えましょう。
　　　　【市が取り組む事業】
　　　　　○特定不妊治療費助成事業
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②乳幼児期（０歳～５歳）

　正しい生活習慣を保護者や家族、周囲の人が心がけ、健やかな成長、発達を後押ししましょう。

　 基本方針（1）健康的な生活習慣の推進と定着  ★は重点的な取組
　　　　【市民が取り組むこと】
　　　　　★親子で外遊びする機会を増やしましょう。
　　　　　★親子そろって主食・主菜・副菜のそろったバランスのよい食事を摂りましょう。
　　　　　★親子そろって早寝・早起きをしましょう。
　　　　　★親子そろってテレビは時間を決めて見ましょう。
　　　　　○乳幼児健康診査を受けましょう。
　　　　　○保護者や家族が仕上げ磨きをしましょう。
　　　　【地域や社会が取り組むこと】
　　　　　○子どもの頃からの正しい生活習慣の大切さについて普及啓発しましょう。
　　　　【市が取り組む事業】
　　　　　○乳児家庭全戸訪問事業
　　　　　○乳幼児健康診査事業
　　　　　○離乳食教室
　　　　　○子どもの健康づくりに関する情報発信
　　　　　○生涯スポーツ推進事業

　 基本方針（2）生活習慣病の発症予防と重症化予防
　　　　【市民が取り組むこと】
　　　　　○子育てに不安や心配がある場合は、早めに専門機関等へ相談しましょう。
　　　　　○定期的に歯科検診を受けましょう。　
　　　　　○予防接種を受けましょう。
　　　　【地域や社会が取り組むこと】
　　　　　○育児に関する不安や悩みを抱えている人には相談機関への相談を勧めましょう。
　　　　【市が取り組む事業】
　　　　　○乳幼児訪問事業
　　　　　○子育て相談会
　　　　　○母子健康教育・健康相談事業
　　　　　○予防接種事業
　　　　　○発達相談事業（保育園入園予定児・在園児）

　 基本方針（3）健康づくりを支援する社会環境の整備
　　　　【地域や社会が取り組むこと】
　　　　　○地域や職場で相談しやすい環境を整えましょう。
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　　　　【市が取り組む事業】
　　　　　○福井の新米プレゼント
　　　　　○保育カウンセラー配置事業
　　　　　○保育園等での保健指導、栄養指導
　　　　　○入所児童の健康診断・地域子育て支援事業・給食試食会・講演会及び給食だより
　　　　　○子育て情報誌「ほっと」発刊事業・地域子育て支援委員会事業　　

③学童期（６歳～12歳）・思春期（13歳～19歳）

　子どもの頃から正しい生活習慣を身につけましょう。

　 基本方針（1）健康的な生活習慣の推進と定着  ★は重点的な取組
　　　　【市民が取り組むこと】
　　　　　★１日３回、主食・主菜・副菜のそろったバランスのよい食事を摂りましょう。
　　　　　★早寝・早起きに心がけましょう。
　　　　　★テレビやインターネット、携帯メール等は、時間を決めて利用しましょう。
　　　　　○家族や仲間とそろって楽しく食事を摂りましょう。
　　　　【地域や社会が取り組むこと】
　　　　　○子どもの頃からの正しい生活習慣の大切さについて普及啓発しましょう。
　　　　【市が取り組む事業】
　　　　　○「ずっと健康101宣言」の普及
　　　　　　正しい生活習慣を身につけてもらうためのリーフレットをイベント等で配布し、普及啓

発します。
　　　　　○元気体操21の普及
　　　　　　福井市の健康づくり体操「元気体操21」を広報やメディア、ホームページ等を通して

普及啓発します。
　　　　　○健康づくりや生活習慣病予防に関する情報発信
　　　　　○生涯スポーツ推進事業

　 基本方針（2）生活習慣病の発症予防と重症化予防
　　　　【市民が取り組むこと】
　　　　　★野菜から食べる習慣を身につけましょう。
　　　　　★虫歯や歯周病を予防し、虫歯の治療が必要な場合には、早めに歯科受診しましょう。
　　　　　○不安や悩みをひとりで抱え込まず、家族や友人、先生等に相談しましょう。
　　　　　○たばこは絶対に吸わないようにします。
　　　　　○お酒は絶対に飲まないようにします。
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　　　　【地域や社会が取り組むこと】
　　　　　○たばこは絶対に吸わないように普及啓発しましょう。
　　　　　○お酒は絶対に飲まないように普及啓発しましょう。
　　　　【市が取り組む事業】
　　　　　○小・中学生の「タバコと健康」ポスター募集
　　　　　○児童・生徒及び幼児の健康診断事業
　　　　　○就学時健康診断事業
　　　　　○予防接種事業

　 基本方針（3）健康づくりを支援する社会環境の整備
　　　　【地域や社会が取り組むこと】
　　　　　○学校や地域で相談しやすい環境を整えましょう。
　　　　【市が取り組む事業】
　　　　　○生涯スポーツ推進事業

④青年期（20歳～30歳代）

　運動やバランスのよい食事等、正しい生活習慣の定着に心がけ、生活習慣病を予防しましょう。

　
　 基本方針（1）健康的な生活習慣の推進と定着  ★は重点的な取組　　○新は新規事業
　　　　【市民が取り組むこと】
　　　　　★今より10分多く体を動かしましょう。
　　　　　★１日３回、主食・主菜・副菜のそろったバランスのよい食事を摂りましょう。
　　　　　★今より１皿多く野菜を食べましょう。
　　　　　○福井市の健康づくり体操「元気体操21」を習得し、実践しましょう。
　　　　　○車での通勤をできるだけ公共交通機関や自転車の利用、徒歩等にしましょう。
　　　　　○テレビやインターネット、携帯メールなどは時間を決めて利用しましょう。
　　　　【地域や社会が取り組むこと】
　　　　　○体を動かすことの大切さや楽しさ及び効果等を幅広く周知しましょう。
　　　　　○正しい生活習慣や生活習慣病とその予防について普及啓発しましょう。
　　　　【市が取り組む事業】
　　　　　★「ずっと健康101宣言」の普及
　　　　　○元気体操21の普及
　　　　　○健康ポイント事業
　　　　　○健康づくりや生活習慣病予防に関する情報発信
　　　　　○健康フェア
　　　　　○自転車活用の推進による健康づくり
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　　　　　○公民館講座
　　　　　○生涯スポーツ推進事業
　　　　　○新大学との連携事業
　　　　　　大学生と連携した運動や食事等、若い世代からの正しい生活習慣を身につけてもらうた

めの支援を行います。

　 基本方針（2）生活習慣病の発症予防と重症化予防
　　　　【市民が取り組むこと】
　　　　　★野菜から食べる習慣を身につけましょう。
　　　　　★適正体重を知り、維持するように心がけましょう。
　　　　　★たばこを吸わない習慣を身につけましょう。
　　　　　○不安や悩みはひとりで抱え込まず、家族や友人、職場の同僚や上司等に相談しましょう。
　　　　　○自分に合ったストレス対処法を知り、身につけましょう。
　　　　　○定期的に歯科検診を受診し、虫歯や歯周病を予防しましょう。
　　　　【地域や社会が取り組むこと】
　　　　　○周囲の人の心の不調に気づき、早めの相談や治療を勧めましょう。
　　　　　○定期的に歯科検診を受診することの必要性を周知し、受診を勧めましょう。
　　　　【市が取り組む事業】
　　　　　○健康教育事業
　　　　　○健康相談事業
　　　　　○フレッシュ健診
　　　　　○がん検診
　　　　　○新歯周疾患検診

　 基本方針（3）健康づくりを支援する社会環境の整備
　　　　【地域や社会が取り組むこと】
　　　　　○運動に関する行事を積極的に企画し、実施しましょう。
　　　　　○地域や職場で相談できる環境を整えましょう。
　　　　【市が取り組む事業】
　　　　　○働く世代のための健康教室
　　　　　　働き盛りの若い世代の人に健康に関心を持ち、正しい生活習慣を身につけてもらうため、

団体やグループ、企業に出向き健康教室を行います。
　　　　　○新健康づくりに取り組む企業の認定事業
　　　　　　健康づくりに取り組む企業を優良企業として認定し、企業のイメージアップや継続した

健康づくりを支援します。
　　　　　○新働く人の健康相談事業
　　　　　　職場健診の結果、生活習慣の改善が必要な希望する人に対して、結果の説明や生活習慣

の改善に向けた健康相談の機会を設けます。
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⑤壮年期（40歳～64歳）

　自分の体や心の健康状態を把握し、生活習慣の改善に取り組みましょう。

　 基本方針（1）健康的な生活習慣の推進と定着  ★は重点的な取組　　○新は新規事業
　　　　【市民が取り組むこと】
　　　　　★今より10分多く体を動かしましょう。
　　　　　★１日３回、主食・主菜・副菜のそろったバランスのよい食事を摂りましょう。
　　　　　★今より１皿多く野菜を食べましょう。
　　　　　○福井市の健康づくり体操「元気体操21」を習得し、実践しましょう。
　　　　　○車での通勤をできるだけ公共交通機関や自転車の利用、徒歩等にしましょう。
　　　　【地域や社会が取り組むこと】
　　　　　○体を動かすことの大切さや楽しさ、効果等を幅広く普及啓発しましょう。
　　　　　○正しい生活習慣や生活習慣病の予防について普及啓発しましょう。
　　　　【市が取り組む事業】
　　　　　★「ずっと健康101宣言」の普及
　　　　　○元気体操21の普及
　　　　　○健康ポイント事業
　　　　　○健康フェア
　　　　　○健康づくりや生活習慣病予防に関する情報発信
　　　　　○自転車活用の推進による健康づくり
　　　　　○公民館講座
　　　　　○生涯スポーツ推進事業
　　　　　○新大学との連携事業
　　　　　　大学生と連携した運動や食事等、正しい生活習慣を身につけてもらうための支援を行い

ます。
　　　
　 基本方針（2）生活習慣病の発症予防と重症化予防
　　　　【市民が取り組むこと】
　　　　　★野菜から食べる習慣を身につけましょう。
　　　　　★自分に合ったストレス対処法を知り、身につけましょう。
　　　　　○定期的に健康診査やがん検診を受診し、自分自身の健康状況を把握しましょう。
　　　　　○睡眠不足や不安､ 悩みが解消されない場合は､ 早めに相談機関等を受診しましょう。
　　　　　○たばこを吸わない習慣を身につけましょう。
　　　　　○適正体重を知り、維持するように心がけましょう。　
　　　　　○定期的に歯科検診を受け、虫歯や歯周病を予防しましょう。
　　　　　○日頃から健康管理について相談できるかかりつけ医を持ちましょう。
　　　　　○日頃から薬について相談できるかかりつけ薬局を持ちましょう。
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　　　　【地域や社会が取り組むこと】
　　　　　○周囲の人の心の不調に気づき、早めの相談や治療を勧めましょう。
　　　　　○定期的に歯科検診を受診することの大切さを普及啓発し、受診を勧めましょう。
　　　　　○健康診査やがん検診の必要性を周知し、受診を勧めましょう。
　　　　【市が取り組む事業】
　　　　　○健康教育事業
　　　　　○健康相談事業
　　　　　○訪問指導事業　
　　　　　○がん検診
　　　　　○骨粗鬆症検診
　　　　　○歯周疾患検診
　　　　　○特定健康診査・特定保健指導事業
　　　　　○健診（検診）時ストレスチェック票の配付
　　　　　○歯周疾患検診

　 基本方針（3）健康づくりを支援する社会環境の整備
　　　　【地域や社会が取り組むこと】
　　　　　○運動に関する行事を積極的に企画し、実施しましょう。
　　　　　○地域や職場で相談しやすい環境を整えましょう。
　　　　【市が取り組む事業】　
　　　　　○働く世代のための健康教室
　　　　　○新健康づくりに取り組む企業の認定事業
　　　　　　健康づくりに取り組む企業を優良企業として認定し、企業のイメージアップや継続した

健康づくりを支援します。
　　　　　○新働く人の健康相談事業
　　　　　　職場健診の結果、生活習慣の改善が必要な希望する人に対して、結果の説明や生活習慣

の改善に向けた健康相談の機会を設けます。

⑥高齢期（65歳以上）

　これまで歩んできた人生経験をふまえ自身の豊かな生活を送るためにも、身体機能の維持や生
活習慣病等の予防や重症化予防に努めましょう。

　 基本方針（1）健康的な生活習慣の推進と定着  ★は重点的な取組
　　　　【市民が取り組むこと】
　　　　　★１日３回、主食・主菜・副菜のそろったバランスのよい食事を摂りましょう。
　　　　　★歯の喪失を予防し口腔機能を保ちましょう。
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　　　　　○日常生活の中で積極的に体を動かし、外出する機会を持ちましょう。
　　　　【地域や社会が取り組むこと】
　　　　　○体を動かすことの大切さを周知しましょう。
　　　　【市が取り組む事業】
　　　　　○健康づくりや生活習慣病予防に関する情報発信
　　　　　○健康フェア
　　　　　○公民館講座
　　　　　○生涯スポーツ推進事業

　 基本方針（2）生活習慣病の発症予防と重症化予防
　　　　【市民が取り組むこと】
　　　　　★転倒に注意しましょう。
　　　　　○日頃から健康管理について相談できるかかりつけ医を持ちましょう。
　　　　　○日頃から薬について相談できるかかりつけ薬局を持ちましょう。
　　　　　○定期的に健康診査やがん検診を受診し、自分自身の健康状況を把握しましょう。
　　　　　○治療が必要になった場合には早めに治療を受けましょう。
　　　　【地域や社会が取り組むこと】
　　　　　○日頃から健康管理について相談できるかかりつけ医を持つことの大切さを普及啓発しま

しょう。
　　　　　○日頃から薬について相談できるかかりつけ薬局を持つことの大切さを普及啓発しましょ

う。
　　　　　○地域で体や心の不調に気づき、早めの相談や治療を勧めましょう。
　　　　【市が取り組む事業】
　　　　　○特定健康診査・長寿健康診査
　　　　　○がん検診
　　　　　○健康教育・健康相談事業　
　　　　　○訪問指導事業
　　　　　○予防接種事業
　　　　　○認知症検診

　 基本方針（3）健康づくりを支援する社会環境の整備
　　　　【地域や社会が取り組むこと】
　　　　　○孤独にならないように地域で見守り、相談できる環境を整えましょう。
　　　　【市が取り組む事業】
　　　　　○関係機関と連携して高齢者の健康づくりを支援します。
　　　　　　生活習慣病予防の観点から、必要に応じてサルコペニアやロコモティブシンドローム、

認知症の予防、口腔機能の低下予防等、高齢者の健康づくりにつながる事業を行います。


