
「いきいき健康はまなか２１（第二次）」　

平成２６年３月　浜中町

浜中町健康増進計画

～ 　健康なまちづくり　行動計画　～

浜中町では、健康づくりの新たな指針として、国や道が示す方針や本町

の関連計画などを踏まえ、浜中町健康増進計画「いきいき健康はまなか２

１（第二次）～健康なまちづくり 行動計画～」を策定しました。

健康づくりを８つの項目に分類し、みんなの目標や今後の取組み、数値
目標を設け、さらに、乳幼児から高齢者までの世代を４つの世代に分け、
それぞれの世代の行動目標や取組みについて記載しています。

健康づくりの８つの項目

栄養・

食生活・

がん

運動・

身体活動

休養・

こころの

健康づくり
歯の健康

たばこ
アル

コール
糖尿病 循環器病

健康づくりの
４つの世代

乳幼児期

高齢期

学童・思春期

青・壮年期

平成２６年度から平成３５年度までの１０年間です。

平成２６年度
スタート

平成３４年度
実態調査

平成３５年度
評価・見直し



　適切な栄養と食生活　 　意識して身体を動かそう
　　～できることから少しずつはじめよう～

　自分なりのリラックス法を見つけよう 　よくかんで　おいしく食べよう

乳幼児期
早寝早起きをして、朝食を食べる習慣を身につけま

す

学童・思春期
バランスのとれた３回の食事を実践します

青・壮年期
バランスのとれた食事内容を、体調に合わせて選び

ます

高齢期
バランスのとれた食事で健康づくりに努めます

【現状値と目標値（例）】

○成人の肥満者の割合
男性 現状 43.7％⇒ 目標 24.7％
女性 現状 37.2％⇒ 目標 23.5％

○欠食しない人の割合
男性 現状 86.0％⇒ 目標 増加
女性 現状 92.9％⇒ 目標 増加

○特定健康診査受診率

現状 24.4％⇒ 目標 60.0％
○がん検診受診率

現状 約10％台⇒ 目標 50.0％

栄養・食生活・がん

【現状値と目標値（例）】

○運動習慣のある者の割合

男性 現状 31.3％⇒ 目標 増加
女性 現状 22.6％⇒ 目標 増加
保育所年長児 現状 88.1％⇒ 目標 増加
小学５年生 現状 64.6％⇒ 目標 増加

運動・身体活動

【現状値と目標値（例）】

○睡眠による休養が十分にとれている者の割合
現状 77.5％⇒ 目標 増加

○２４時間健康医療相談ダイヤル２４利用者数
現状 ー ⇒ 目標 増加

○地域ゲートキーパー研修会参加者数
現状 ー ⇒ 目標 増加

休養・こころの健康づくり 歯と口腔

世代別行動目標

乳幼児期
元気いっぱい体を動かし、ぐっすり眠る生活リズム
を整えます
学童・思春期
自分にできる運動や活動を見つけ、実践・継続に努
めます
青・壮年期
生活の中で楽しみながら、体を動かす機会を増やし
ます

高齢期
自分の健康状態に合わせて、仲間と楽しく体を動か
します

世代別行動目標

乳幼児期
親子で遊べる場や交流の場に参加します
学童・思春期
就寝時刻・起床時刻を決めます
青・壮年期
規則正しい生活（食事・運動・休養のバランス）に
努め、ストレスと上手につき合う努力をします
高齢期
家族や友達、地域の方々と交流し、生きがいのある
生活に努めます

世代別行動目標

乳幼児期
健康な歯を育てます

学童・思春期
むし歯、歯肉炎を予防します

青・壮年期
歯周病予防に努めます

高齢期
口腔の機能の維持に努めます

世代別行動目標

【現状値と目標値（例）】

○むし歯のない３歳児の割合
現状 70.0％⇒ 目標 増加

○中学１年生の一人平均むし歯数
現状 1.39本⇒ 目標 減少

○歯や口の状態について満足している人の割合
現状 － ⇒ 目標 増加

○歯周疾患検診を受ける人の割合
現状 － ⇒ 目標 増加

○歯肉炎（歯肉１．２）を有する中高生の割合
中学３年生 現状 ー ⇒ 目標 減少
高校３年生 現状 － ⇒ 目標 減少



　たばこの健康への害を知ろう 　飲酒は適量範囲内にしよう
　未成年者に飲酒はさせません

　バランスのとれた食生活で適正体重を維持しよう　血圧の適正な自己管理をしよう

青・壮年期
特定健康診査等を受け、健診結果を日常の健康管理

に役立てます

高齢期
特定健康診査等を受け、健康管理に努めます

【現状値と目標値（例）】

○喫煙率

男性 現状 32.8％⇒ 目標 12.0％
女性 現状 10.0％⇒ 目標 減少

○妊娠中の喫煙者の割合
現状 11.5％⇒ 目標 0％

たばこ

【現状値と目標値（例）】

○多量飲酒者（１日飲酒量３合以上）の割合
男性 現状 3.8％⇒ 目標 減少
女性 現状 0.3％⇒ 目標 0％

○未成年者の飲酒経験者の割合

高校３年生男子 現状 66.7％⇒ 目標 0％
高校３年生女子 現状 36.8％⇒ 目標 0％

○妊娠中の飲酒者の割合
現状 5.8％⇒ 目標 0％

アルコール

【現状値と目標値（例）】

○合併症（糖尿病性腎症による年間新規導入患者数）
の人数

現状 １人⇒ 目標 0人
○メタボ該当者

現状 5.6％⇒ 目標 4.1％
○メタボ予備軍

現状 10.9％⇒ 目標 9.5％

糖尿病

【現状値と目標値（例）】

○高血圧（収縮期血圧130以上の人の割合
男性 現状 30.6％⇒ 目標 27.0％以下
女性 現状 27.4％⇒ 目標 24.0％以下

○特定保健指導実施割合
現状 61.3％ ⇒ 目標 60％

（特定健康診査等実施計画によ
る）

循環器病

全世代
たばこが健康に及ぼす影響やCOPD（慢性閉塞性肺

疾患）について理解し、その害から身を守ります

喫煙者
喫煙や受動喫煙の影響を理解し、効果の高い分煙を

実践します

世代別行動目標

全世代
アルコールが健康に及ぼす影響を学び、その害から

身を守ります

飲酒者
適正な飲酒をこころがけ、休肝日を設けます

世代別行動目標

青・壮年期
特定健康診査等を受け、健診結果を日常の健康管理

に役立てます

高齢期
特定健康診査等を受け、健康管理に努めます

世代別行動目標 世代別行動目標



健康づくりを推進する担い手として、

主体的に活動します

本計画は、地域を構成する町民、行政・関係機関が協働して取り組むことを基本と
し、それぞれの役割を明確にしています。

壮年期死亡の減少

健康寿命の延伸及び生活の質の向上の実現

基本目標

みんなの役割

町民、関係機関、団体等と連携しながら、

健康づくりを推進します

行政・関係機関の役割

浜中町健康増進計画

「いきいき健康はまなか２１

（第二次）」概要版
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