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健康日本２１幸手計画（第２次） 
第１章 計画策定の基本的考え方 

１ 計画策定の趣旨 

 平成２４年７月、国においては、平成２５年度から平成３４年度までの１０年

間の基本方針として「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方

針」（健康日本２１（第２次））が告示されました。 

また、埼玉県では、国の健康日本２１（第２次）を受け、県が１０年間目指す

方向を示す基本方針として、「健康埼玉２１」を定め、その基本方針の実現のた

め、平成２５年度から平成２７年度までの３年間を計画期間とした「埼玉県健康

長寿計画」を策定しました。 

そして、市では、平成１６年度を初年度とした「健康日本２１幸手計画」を策

定し、目標の達成を目指してきたところですが、今回、健康増進法第８条の規定

に基づき、国の基本方針及び埼玉県健康長寿計画を勘案して、幸手市民の健康の

増進の推進に関する施策についての計画として、「健康日本２１幸手計画（第２

次）」を策定するものです。 

 

２ 計画の性格と特色 

 (1) この計画は、市の総合計画である「第５次幸手市総合振興計画基本構想・

後期基本計画」の下位計画に当たります。 

(2) 指標の設定にあたっては、国の「健康日本２１（第２次）」、「埼玉県健康

長寿計画」及び「健康日本２１幸手計画最終評価」を勘案します。また、評

価・検証のため、数値の推移の把握が可能な指標とします。 

 (3) この計画は、乳幼児から高齢者までのライフステージ（乳幼児期、青壮

年期、高齢期等の人の生涯における各段階）に応じた健康増進の取組を推進

するため、全市民を対象とします。 

 

３ 計画の期間 

  平成２６年度～平成３０年度（５年） 

 

第２章 計画の基本方針 

１ 健康寿命の延伸と健康格差の縮小 

生活習慣病の予防や社会生活を営むために必要な機能の維持、向上により、

健康寿命（健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間をい

う。）の延伸を目指します。 

また、あらゆる世代の健やかな暮らしを支える良好な社会環境を構築するこ

とにより、健康格差（地域や社会経済状況の違いによる集団間の健康状態の差

をいう。）の縮小を目指します。 

 

２ 生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底 

健康寿命の延伸を図る上で重要な課題として、主要な死亡原因であるがん及

び循環器疾患への対策と重大な合併症を引き起こす恐れのある糖尿病への対

策が必要です。 

こうした生活習慣病の発症や重症化を予防するため、食生活、運動習慣、飲

酒、喫煙など生活習慣の改善や、特定健康診査、特定保健指導の実施の推進を

目指します。 
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３ 社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上 

  健康寿命の延伸を実現するには、生活習慣病の予防とともに、社会生活を営

むための機能をいつまでも維持していくことが必要であり、そのためには、身

体の健康とともに心の健康も大切です。 

  生涯を通じて自立した日常生活を営むことを目指し、乳幼児期から高齢期ま

で、それぞれのライフステージにおいて、心身機能の維持及び向上を目指します。 

 

４ 健康を支え、守るための社会環境の整備（地域社会と健康づくり） 

  個人の健康は、家庭、学校、地域、職場等の社会環境の影響を受けることか

ら、社会全体として、個人の健康を支え、守る環境づくりを目指します。 

 

５ 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙及び歯・口腔の健康に関

する生活習慣の改善 

  生活習慣病の予防をはじめとする健康増進には、栄養、食生活、身体活動・

運動、休養、飲酒、喫煙及び歯・口腔の健康に関する生活習慣の改善が重要です。 

  乳幼児期から高齢期までのライフステージや性別など、それぞれの特性やニ

ーズ、健康課題等を把握し、改善を目指します。 

 

第３章 計画の展開 

１ 健康寿命の延伸と健康格差の縮小 

【現状･課題】 

急速に進む高齢化により、市の医療費や要支援・要介護認定者は増加しており、

市の６５歳健康寿命*1（平成２３年度）は、男性が１６．７年、女性が２０．３

年（埼玉県平均男性１６．９年、女性１９．８年）という状況です。 

健康寿命の延伸は、個人の生活の質の低下を防ぐとともに、社会全体の医療費

等の軽減にもつながるので、健康寿命に着目していくことが必要です。 

 また、あらゆる世代の健やかな暮らしを支える良好な社会環境の構築が必要で  

す。 

 

【主な施策】 

◆生活習慣病の予防や社会生活を営むために必要な機能の維持、向上による健康

寿命の延伸に取り組みます。 

◆あらゆる世代の健やかな暮らしを支えるため、健康状態に差が生じないよう取

り組みます。 

 

【施策指標】 

項 目 現 状 目 標 

６５歳健康寿命の延伸 男性 16.7 年 

女性 20.3 年 

（平成 23 年度埼玉県算出）

男性 17.3 年 

女性 21.0 年 

（平成 30 年度） 

 

*1 65 歳に達した人が「要介護 2 以上」になるまでの平均的な年数 
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２ 生活習慣病の発症予防と重症化予防 

市の死因別死亡割合は、第１位が悪性新生物で、ライフステージ別に見ると中

年期ではその半数を占めています。しかし、がん検診の受診率は、埼玉県平均を

下回っており、若い世代ほど未受診者が多い状況となっています。 

また、市の特定健康診査（平成２２年度）から、血液脂質や血圧の指導域の割

合は、収縮期血圧を除き、埼玉県平均を下回っているのに対し、糖尿病は予備群

やコントロール不良群が埼玉県平均を上回っている状況となっています。 

こうしたことから、がん検診や特定健康診査を毎年受診し、特に糖尿病やがん

を中心に早期発見・早期予防に努め、生活習慣を改善していく取組が必要です。 

(1) がん 

【現状・課題】 

 市のがんによる死亡者数は、全死亡者の約３割にあたる約１６０人（平成２２年）と年々増

加しており、高齢化の影響を除いた年齢調整死亡率で見ても増加傾向にあります。 

がんによる死亡を防ぐために最も重要なことは、早期発見・早期治療ですが、

市のがん検診受診率は、いずれのがん検診においても１０％前後と低く、胃がん

検診を除いては埼玉県平均を下回っており、また、精密検査受診率についても、

いずれも８０％程度にとどまっている状況です。 

早期発見のためには、定期的な検診受診が有効であること、そして、検診の結

果、精密検査が必要な場合には早急な医療機関への受診が重要であることについ

て、普及・啓発活動を行い、また、精密検査の受診勧奨を徹底して実施すること

で、市民の意識と行動の変容を図る必要があります。 

がん検診受診率の向上のためには、がん検診を特定健康診査やその他の検診と

同時に実施したり、休日や早朝に受診できる体制を整えるなど、受診者の利便性

の向上を図っていくとともに、市民のがん検診に対するニーズや職域における受

診の実態などを把握していくことも大切です。 

 

【主な施策】 

◆がん検診を受診しやすい環境を整えるとともに、がん検診の必要性などについ

て知識の普及・啓発を図り、定期的ながん検診受診を促進します。 

◆ 訪問や電話により精密検査の受診勧奨を徹底し、がんの早期発見・早期治療を推進します。 

 

【施策指標】 

項 目 現 状 目 標 

がん検診受診率の増加 胃がん   6.2％ 

大腸がん  9.3％ 

肺がん   7.9％ 

乳がん   10.9％ 

子宮頸がん 10.6％ 

（平成 24 年度） 

胃がん   20％ 

大腸がん  20％ 

肺がん   20％ 

乳がん   20％ 

子宮頸がん 20％ 

（平成 30 年度） 

精密検査受診率の増加 胃がん   81.6％ 

大腸がん  82.7％ 

肺がん   87.5％ 

乳がん   89.6％ 

子宮頸がん 58.1％ 

（平成 23 年度） 

胃がん   95％ 

大腸がん  95％ 

肺がん   95％ 

乳がん   95％ 

子宮頸がん 95％ 

（平成 30 年度） 
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(2) 糖尿病 

【現状・課題】 

市の特定健康診査（平成２２年度）では、糖尿病有病者及び予備群*1 の人の

割合は７４．６％で、埼玉県平均の５９．８％と比較するとかなり割合が高い状

況となっています。また、コントロール不良者*2 の割合も１．２％と、埼玉県

平均の１．１％を上回っている状況です。 

糖尿病は、コントロール不良が続くことにより循環器疾患のリスクを高め、ま

た神経障害、網膜症、腎症などの合併症を引き起こし、生活の質や医療費等に大

きな影響を及ぼします。 

こうしたことから、糖尿病についての知識の普及・啓発や、要医療・要治療者

に対する医療への受診勧奨をより積極的に行うことが必要です。 

 

【主な施策】 

◆糖尿病についての知識の普及・啓発を図り、予防に努めます。 

◆適正な食事量や運動量を伝える機会を設けることにより、糖尿病を予防するこ

とができる人を増やし、加えて、糖尿病予備群及び重症化する人を減らします。 

◆個々に対し食事管理のアドバイスを行い、状況に応じた糖尿病発症予防や重症

化予防を図ります。 

◆糖尿病で要医療・要治療者に対し、積極的な医療への受診勧奨を図ります。 

 

【施策指標】 

項 目 現 状 目 標 

糖尿病有病者及び予備群

の人の割合の減少   

74.6％ 

（平成 22 年度） 

50％ 

（平成 30 年度） 

糖尿病有病者のコントロ

ール不良者の割合の減少 

1.2％ 

（平成 22 年度） 

1％ 

（平成 30 年度） 

 

*1 HbA1c の値が、NGSP 値 5.6％以上（又は JDS 値 5.2％以上）の者 

*2 HbA1c の値が、NGSP 値 8.4％以上（又は JDS 値 8.0％以上）の者 
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(3) 特定健康診査・特定保健指導 

【現状・課題】 

 生活習慣病の予防には、特定健康診査を受診し、情報提供を含めた特定保健指

導を利用する中で、自分の健康現状を理解し、早めに生活習慣の改善をすること

が必要です。 

しかし、平成２０年度から開始された特定健康診査と特定保健指導ですが、毎

年継続して特定健康診査を受診し、特定保健指導を利用する人が全体的に低い状

況にあります。 

 また、特定保健指導を利用する人には、生活習慣を改善しながらも、複数年続

けて特定保健指導の該当になることが多いことから、特定保健指導の実施方法に

ついて、更なる工夫が必要です。 

 

【主な施策】 

◆生活習慣病の様々な危険因子をはらむメタボリックシンドローム（内臓脂肪症

候群）*1 の予防と生活習慣の改善に向け、毎年の特定健康診査の受診を推進

します。 

◆特定保健指導対象者のみでなく、情報提供者への特定保健指導も重視し、生活

習慣病の予防、メタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少を目指しま

す。 

◆特定保健指導は、利用者の意思を尊重しながらも関心度を高め、初めての該当

者やハイリスク者などには重点的に実施します。 

 

【施策指標】 

項 目 現 状 目 標 

メタボリックシンドロー

ム該当者及び予備群の減

少 

該当者 16.4％ 

予備群 11.9％ 

（平成 20 年度特定健康

診査・保健指導法定報告）

該当者 12.3％ 

予備群  8.9％ 

（平成 30 年度） 

特定健康診査受診率の増

加 

35.0％ 

（平成 24 年度特定健康

診査・保健指導法定報告）

60％ 

（平成 30 年度） 

特定保健指導実施率の増

加 

23.6％ 

（平成 24 年度特定健康

診査・保健指導法定報告）

60％ 

（平成 30 年度） 

 

*1 内臓脂肪型肥満に加えて、高血糖、高血圧、脂質異常の中で２つ以上の疾患

を併せ持っている状態 
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３ 社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上 

(1) こころの健康 

【現状・課題】 

 市の生活習慣調査（平成２３年度）では、ストレス解消のために努めている人

でも、実際には解消されておらず、ストレスを感じている人の割合は増加傾向に

あります。 

また、市の特定健康診査問診票(平成２４年度)では、睡眠による休養を十分に

とれていない人の割合は、２６．９％という状況です。 

こころの健康を保つには、適度な運動やバランスのとれた食生活、休養、睡眠

などストレスと上手に付き合うことが必要です。 

 また、身近な人の変化に気づき、適切な対応をすることも求められています。 

 

【主な施策】 

◆運動習慣者*1 を増やす取組を推進します。 

◆バランスのとれた栄養・食生活を推進します。 

◆質の良い睡眠を得るための知識の普及・啓発を図ります。 

◆職員の相談業務のスキルアップのため、専門職研修に積極的に参加します。 

 

【施策指標】 

項 目 現 状 目 標 

睡眠による休養を十分に

とれていない人の割合の

減少 

26.9％ 

（平成 24 年度特定健康

診査問診票） 

15％ 

（平成 30 年度） 

 

*1 １回 30 分以上の運動を週２日以上、１年以上続けている人 

 



- 7 - 
 

(2) 母と子の健康 

【現状･課題】 

 乳幼児期は、基本的な生活リズムや食習慣が確立する時期です。 

しかし、３歳５か月児健診アンケート（平成２５年度）では、幼児の「起床時

間が８時以降」が１５．１％、「就寝時間が２２時以降」が２７．４％で、望ま

しい生活習慣が身に付いていない傾向がありました。 

 子ども自身が健康づくりに取り組むことは難しいため、親への様々な情報提供

や意識啓発が大切です。また、親自身の健康意識が低く生活習慣が乱れると、子

どもの発育・習慣形成にも影響することから、親と子がともに健やかに生活習慣

を形成できるような支援が必要です。 

 また、少子化や核家族化が進む中、子育てに悩みや不安を抱え、社会で孤立し

た子育て家庭が増えています。 

乳幼児健診アンケート（平成２５年度）では、育児に自信が持てないことが、

「ときどきある」、「よくある」が５０．４％で、児の接し方がわからず落ち込ん

でしまうことが、「時々ある」、「よくある」が４０．６％という状況でありまし

た。 

こうしたことから、育児支援の必要な親が増えており、親のみならず相談相手

になっている家族等への支援も必要とされています。また、地域の人に見守られ

ることにより、親の育児不安の軽減につながり、安心して子育てができるよう行

政、地域、学校と連携しながらの仕組みづくりが必要です。 

 

【主な施策】 

◆子どもの健やかな発育・発達を促していくため、育児環境を把握しながら育児

能力を判断し、適切な情報提供をします。 

◆規則正しい生活リズムや食習慣、休養、運動といった調和のとれた生活習慣の

普及・啓発を図ります。 

◆育児不安の軽減と育児能力を上げていくために、地域や関係機関と連携し、相

談ができる環境整備や場づくりを推進します。 

 

【施策指標】 

項 目 現 状 目 標 

起床時間 

午前 7 時までに起きる子

の割合の増加 

1 歳 6 か月児 45.5％ 

3 歳児    44.3％ 

（平成 25 年度乳幼児健

診アンケート） 

1 歳 6 か月児 70％ 

3 歳児    70％ 

（平成 30 年度） 

 

就寝時間 

午後 9 時までに寝る子の

割合の増加 

 

 

 

午後 10 時までに寝る子

の割合の増加 

 

1 歳 6 か月児 36.4％ 

3 歳児    32.1％ 

（平成 25 年度乳幼児健

診アンケート） 

 

小学 5 年生 79.7％ 

(平成 24 年度埼玉県小学

校学習状況調査） 

 

1 歳 6 か月児 70％ 

3 歳児    70％ 

（平成 30 年度） 

 

 

小学 5 年生  90％ 

（平成 30 年度） 
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朝食を欠食する子の割合

の減少 

 

 

3 歳児 6.5％ 

（平成 25 年度乳幼児健

診アンケート） 

 

小学 5 年生 9％ 

（平成 24 年度埼玉県小

学校学習状況調査） 

3 歳児 0％に近づける 

（平成 30 年度） 

 

 

小学 5 年生 

0％に近づける 

（平成 30 年度） 

幼児が 1 日に外遊びをす

る時間（1 時間 30 分以上） 

の割合の増加 

3 歳児 49.1％ 

（平成 23 年度 3 歳 5 か月

児健診） 

3 歳児 80％ 

（平成 30 年度） 

全出生児中の低出生体重

児（出生体重 2,500 ㎏未

満）の割合の減少 

8.9％ 

（平成 24 年度） 

減少させる 

（平成 30 年度） 

肥満傾向（中等度、高度）

にある子の割合の減少 

 

 

 

 

3 歳児 1.1％ 

（平成 23 年度 3 歳 5 か月

児健診） 

 

小学 5 年生 0.7％ 

（平成 24 年度幸手市小

学校身体測定結果） 

3 歳児 減少させる 

（平成 30 年度） 

 

 

小学 5 年生 減少させる

（平成 30 年度） 

育児に自信が持てない人

の割合の減少 

50.4％ 

（平成 25 年度乳幼児健

診アンケート） 

減少させる 

（平成 30 年度） 
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(3) 高齢者の健康 

【現状･課題】 

  高齢化の急速な進行により、市の高齢者人口（平成２５年４月１日現在）は 

１３，８４２人で、高齢化率は２５．７％ですが、平成３２年（２０２０年）に

は、１７，１７８人、３４．８％になると推計（国立社会保障・人口問題研究所

平成２５年３月推計）されています。 

また、市の 65 歳以上の要支援・要介護認定者（以下「認定者」という。）は１，

６６８人（平成２５年 4 月 1 日現在）で、今後の高齢化の進行により、認定者は

増加することが予想されることから、健康寿命の延伸のため、介護予防事業の推

進が必要です。 

認定者を対象としたアンケート調査（平成２３年度）では、介護が必要となっ

た直接のきっかけは、脳血管疾患１５．０％、認知症１４．６％、骨折・転倒 

１３．９％という結果でありました。 

こうしたことから、加齢に伴う機能低下を遅らせることに焦点を当てた取組を

強化する必要があり、運動器の機能低下予防と認知症対策が重要です。 

また、運動器の機能の低下は、徐々に進行することから、自分で気づき予防す

ることが重要です。骨・関節・筋肉などの機能の低下による要介護の状態や要介

護リスクの高い状態であるロコモティブシンドローム（運動器症候群）*1 の予

防の重要性を啓発し、自立度の低下予防を促進する必要があります。 

さらに、認知症高齢者が尊厳を持って地域で安心して暮らし続けることができ、

あわせて家族の負担を少しでも軽減するためには、地域全体が認知症を理解し、

支援する環境整備と認知機能の低下の予防に取り組み、必要時に早期に適切な治

療につなげることが必要です。 

 

【主な施策】 

◆ロコモティブシンドロームの周知と予防の啓発を図ります。 

◆高齢者健康体操自主グループの活動を支援します。 

◆認知症サポーター*2 の養成を継続します。 

◆軽度認知障害*3  の早期発見を通して、認知症発症の時期を遅らせたり、認知 

機能低下の抑制を図ります。 

 

【施策指標】 

項 目 現 状 目 標 

65 歳以上の要支援・要介

護認定者の割合 

12.1％ 

（平成 25 年 3 月末） 

増加させない 

（平成 30 年度） 

ロコモティブシンドロー

ムを認知している人の割

合の増加 

－％ 

 

50％ 

（平成 30 年度） 

高齢者健康体操自主グル

ープ数の増加 

33 

（平成 24 年度） 

38 

（平成 30 年度） 

認知症サポーター養成講

座受講者数の増加 

1,121 人 

（平成 24 年度） 

1,500 人 

（平成 30 年度） 
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軽度認知障害スクリーニ

ングテスト実施者数の増

加 

－人 

 

700 人 

（平成 30 年度） 

 

*1 骨、関節、筋肉など体を支え動かす役割の器官に障害が起きて移動能力が 

低下した状態 

*2 認知症について正しく理解し、認知症の人や家族を温かく見守り支援する応

援者 

*3 記憶力に障害があって物忘れの自覚はあるが、記憶力の低下以外に明らかな

認知機能の障害が見られず、日常生活への影響はないか、又はあっても軽度

のもの 
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４ 健康を支え、守るための社会環境の整備（地域社会と健康づくり） 

【現状・課題】 

「健康づくり」と言うと、これまでは、個人や家庭での取組が中心と考えられ

ていました。しかし、地域社会との交流によって、より充実した健康づくりが行

うことができ、積極的に地域社会の活動に参加することで、健康づくりはより楽

しくなるものです。健康で医療費の少ない地域には、「良いコミュニティ」があ

ると言われています。 

 こうしたことから、地域での健康づくり活動をサポートしていくことが大切で

す。 

 

【主な施策】 

◆自治会、クラブ・サークル等の地域での活動を通して、健康づくりができるよ

う地域活動をサポートします。 

◆地域における食育及び母子保健活動の推進を図ります。 

◆健康長寿サポーター（健康に役立つ情報を身に付けることで、自らの健康のた

め、食や運動などの生活習慣の改善を実践するとともに、生活習慣の改善に関

する知識を家族や友人など周りの人に伝え、共有し、実践を促すこと。）を育

成します。 

 

【施策指標】 

項 目 現 状 目 標 

幸手市食生活改善推進員

の会員の増加 

48 人 

（平成 25 年度） 

増加させる 

（平成 30 年度） 

幸手市母子愛育会の会員

の増加 

39 人 

（平成 25 年度） 

増加させる 

（平成 30 年度） 
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５ 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙及び歯・口腔の健康に関

する生活習慣の改善 

(1) 栄養・食生活 

【現状･課題】 

 食事は、私たちの体を維持するために最も基本的なものです。そして、食事の

適正な量と栄養バランスは、健康のためになくてはならないものです。 

健康日本２１幸手計画最終評価では、栄養の偏りや不規則な食事をしているな

ど、自らの健康を維持するための食事内容がわからない人が多くいるという課題

がありました。 

 こうしたことから、適正体重を維持するカロリーや食事内容を知り、適正体重

を維持する人を増やしていく必要があります。 

 また、子育て世代における朝食の欠食という課題もありました。子育て世代の

食習慣は、成長期の子どもの食習慣や健康な体づくりに大きな影響を与えること

から、朝食の重要性を伝え、１日３回の食事をしっかりとる人を増やす必要があ

ります。 

 そのためにも、地域、学校や保育所等における食育の充実を図り、健康を支え

る食習慣を推進していく必要があります。 

 

【主な施策】 

◆適正体重を維持するカロリーや食事についての情報提供を図ります。 

◆１食の適量や栄養バランスが優れた日本型食生活の普及・啓発を図ります。 

◆野菜の摂取量を増加させる啓発をします。 

◆朝食の重要性を知り、朝食を欠食しない食生活の普及・啓発を図ります。 

◆げんきアップメニュー（健康食のレシピ）の周知を図ります。 

◆パパママ教室や離乳食講習会等で情報提供を図ります。 

◆学校や保育所等における専門職員との連携を図り、食育活動を推進します。 

◆地域における食育活動（食育を広めるボランテイアの増加等）を推進します。 

 

【施策指標】 

項 目 現 状 目 標 

適正体重を維持している

人の増加（肥満（BMI*25

以上）の人の割合の減少） 

25.8％ 

（平成 24 年度特定健康

診査結果） 

20％ 

（平成 30 年度） 

適正体重を維持するカロ

リーや食事内容を知って

いる人の割合の増加 

34.6％ 

（平成 23 年度生活習慣

アンケート） 

50％ 

（平成 30 年度） 

朝食を抜くことが週３回

以上ある人の割合の減少 

18.8％ 

（平成 24 年度特定健康

診査問診票） 

減少させる 

（平成 30 年度） 

人と比較して食べる速度

がはやい人の割合の減少 

25.4％ 

（平成 24 年度特定健康

診査問診票） 

減少させる 

（平成 30 年度） 

 

* BMI ＝ 体重(㎏) ／（ 身長(ｍ)×身長(ｍ) ） 
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(2) 身体活動・運動 

【現状･課題】 

運動習慣のある人の割合は、市の生活習慣調査（平成２３年度）では、３４．３％

で、年代が上がるにつれて増加していますが、全体としては低い状況にあり、特

に、２０～５０歳代の働き盛り世代においては低い傾向にあります。 

 また、日常生活で体を動かすことを心がけている人の割合は約８割で、運動に

対する意識は高い傾向にありますが、実際に日常生活における平均歩数は、健康

維持のために推奨されている歩数を下回っている状況にあります。運動時間を確

保することが難しくても、一人一人が家事や通勤等の日常生活の中で、意識的に

体を動かし、歩数を増やすことが大切です。 

健康に良い身体活動とは、毎日の生活の中でこまめに歩いたり、軽い運動を楽

しむことです。特に、歩くことは、最も基本的な身体活動であるとともに、子ど

もから高齢者まで幅広い世代が簡単にできて、健康づくりにとても役立ちます。

高齢化に伴う身体機能の低下を遅らせるためにも、生涯を通じた運動習慣をつけ

ることが大切です。 

 

【主な施策】 

◆運動習慣の必要性についての知識の普及・啓発を推進します。 

◆ウォーキングマップの周知や運動教室を開催し、運動習慣のきっかけづくりを

提供します。 

◆日常生活の中での身体活動の方法の普及・啓発を図ります。 

◆公民館等で活動しているクラブ・サークル活動の情報を提供します。 

 

【施策指標】 

項 目 現 状 目 標 

運動習慣者*1の割合の増

加 

34.3％ 

（平成 23 年度生活習慣 

調査） 

40％ 

（平成 30 年度） 

日常生活における歩数の

増加 

5,501 歩 

（平成 23 年度生活習慣 

調査） 

20～64 歳 

男性 9,000 歩 

女性 8,500 歩 

65 歳以上 

男性 7,000 歩 

女性 6,000 歩 

（平成 30 年度） 

 

*1 １回 30 分以上の運動を週２日以上、１年以上続けている人 
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(3) 休養 

【現状・課題】 

市の特定健康診査問診票(平成２４年度)では、睡眠による休養を十分にとれて

いない人の割合は、２６．９％で、また、健康日本２１幸手計画最終評価では、

０時以降に就寝する人の割合は増加傾向にあり、十分な睡眠がとれていない人が

見受けられる状況です。 

休養は、生活の質にかかる重要な要素であり、日常的に質・量ともに十分な睡

眠をとり、余暇等で心を養うことは、心身の健康の観点から大切なことです。 

 

【主な施策】 

◆質の良い睡眠を得るための知識の普及・啓発を図ります。 

 

【施策指標】 

項 目 現 状 目 標 

睡眠による休養を十分に

とれていない人の割合の

減少（再掲） 

26.9％ 

（平成 24 年度特定健康

診査問診票） 

15％ 

（平成 30 年度） 
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(4) 飲酒 

【現状・課題】 

生活習慣病のリスクを高める量*1 を飲酒している人の割合は、市の特定健康

診査問診票（平成２４年度）では、男性１５．３％、女性１４．５％でした。こ

れは県と比較すると、男性はほぼ同様ですが、女性は高い傾向にありました。 

適量を超えた飲酒は、肝機能障害をはじめとする生活習慣病等の発症に影響を

及ぼすことから、飲酒による健康問題を理解し、そのリスクを高める飲酒量を知

り、行動できるよう支援することが必要です、週に１～２日は、飲酒をしない「休

肝日」をつくるなど、お酒と上手に付き合うことが大切です。 

また、母子手帳交付時アンケート（平成２３年度）では、妊娠中に飲酒してい

る人は、３６５人のうち７人（１．９％）でありました。妊娠中の飲酒を控える

よう、妊娠中の飲酒が胎児に与える影響について周知・啓発が必要です。 

さらに、未成年者の飲酒は、健全な成長発達を妨げるほか、アルコール依存症

になりやすいことから、未成年者の飲酒が健康に及ぼす影響について周知・啓発

し、未成年者の飲酒をなくすことも必要です。 

 

【主な施策】 

◆飲酒による健康問題や適切な飲酒量について、知識の普及・啓発を図ります。 

◆特定保健指導など個々の健康状態や生活習慣に合わせた具体的な取組方法を

共に考える健康相談を充実します。 

◆母子手帳交付時やパパママ教室等で、飲酒が胎児に与える影響について、知識

の普及・啓発に努め、妊娠中の飲酒の防止を目指します。 

◆健康に及ぼす影響について、未成年者に正しい知識の普及・啓発に努めます。 

 

【施策指標】 

項 目 現 状 目 標 

生活習慣病のリスクを高

める量を飲酒している人

の割合の減少 

男性 15.3％ 

女性 14.5％ 

（平成 24 年度特定健康

診査問診票） 

男性 14.2％ 

女性 13.5％ 

（平成 30 年度） 

妊娠中の飲酒をなくす 1.9％ 

（平成 23 年度母子手帳

交付時アンケート） 

0％に近づける 

（平成 30 年度） 

 

*1 １日当たりの純アルコール摂取量が男性 40ｇ以上（日本酒２合又はビール

500ml 缶２本相当）、女性 20ｇ以上（日本酒１合又はビール 500ml 缶１本相

当） 
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(5) 喫煙 

【現状・課題】 

成人の喫煙率は、市の特定健康診査問診票（平成２４年度）では、１５％とい

う状況です。 

喫煙と受動喫煙は、いずれも多くの疾患の原因となっており、禁煙に成功すれ

ば、年齢に関係なく、喫煙が関係する疾患の発症が減少することから、より多く

の人が喫煙に対する正しい知識を持つことで、禁煙することに関心を持ち、禁煙

に取り組めるよう支援することが大切です。 

また、ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）は、長年の喫煙が主な原因となって肺や

気管支の組織が壊れ、呼吸がうまくできなくなってしまう病気で、今後、死亡原

因として急速に増加すると予想され、健康寿命の延伸を図る上で重要な課題とな

っています。 

ＣＯＰＤは、禁煙により予防可能であるとともに、早期発見が重要であること

から、ＣＯＰＤの認知度の向上を図ることが必要です。 

妊娠中の女性の喫煙率は、母子手帳交付時アンケート（平成２３年度）では、

３６５人のうち２０人（５．４％）でありました。妊娠中の喫煙をなくすよう妊

娠中の喫煙が胎児に与える影響について周知・啓発が必要です。 

また、受動喫煙による影響も大きいことから周囲の理解や協力も不可欠です。 

さらに、未成年者の喫煙は、健康影響が大きく、成人期においても喫煙継続に

つながりやすいことから、喫煙が健康に及ぼす影響について周知・啓発し、未成

年者の喫煙をなくすことも必要です。 

 

【主な施策】 

◆喫煙や受動喫煙が健康に及ぼす影響について、正しい知識の普及・啓発を図り

ます。さらに、喫煙をやめたい人に対して禁煙支援に関する情報提供を実施し

ます。 

◆ＣＯＰＤの認知度の向上を図ります。 

◆母子手帳交付時やパパママ教室等で、喫煙や受動喫煙が胎児に与える影響につ

いて、知識の普及・啓発に努め、喫煙防止を目指します。 

◆健康に及ぼす影響について、未成年者に正しい知識の普及・啓発に努めます。 

 

【施策指標】 

項 目 現 状 目 標 

成人の喫煙率の減少 15％ 

（平成 24 年度特定健康

診査問診票） 

12％ 

（平成 30 年度） 

妊娠中の喫煙をなくす 5.4％ 

（平成 23 年度母子手帳

交付時アンケート) 

0％に近づける 

（平成 30 年度） 

 



- 17 - 
 

(6) 歯・口腔の健康 

【現状・課題】 

市の３歳５か月児健診時（平成２３年度）における、う蝕（むし歯）のない子

の割合は７３．６％（埼玉県平均の７７．８％）で増加傾向にあり、今後も食生

活の見直しやホームケア、フッ素塗布などのう蝕予防の取組が必要です。 

成人が歯を失う主な原因は、う蝕と歯周病です。特に、歯周病は、生活習慣病

との関わりが深く、その予防の対応は、成人期の健康づくりには不可欠です。そ

のため、定期的に歯科検診を受診することが大切です。また、障害者や介護を必

要とする高齢者などが、定期的に歯科検診を受診できるよう配慮する必要があり

ます。 

さらに、妊娠中の女性は口腔内の変化が起こりやすく、トラブルを抱えやすい

ので、歯科検診を受診するなど、歯と口腔の健康を意識することが大切です。生

まれてくる子どもの歯の健康のためにも、う蝕や歯周病の予防を心がけることが

必要です。 

 

【主な施策】 

◆乳幼児健診における歯科健診、歯科衛生士によるはみがき指導を実施します。 

◆家庭でできるう蝕予防法の啓発を図ります。 

◆成人の歯周疾患検診の実施、定期的に歯科検診を受診するよう啓発し、歯周病

予防を図ります。 

◆８０歳で２０本以上の自分の歯を保つ「８０２０（ハチマルニイマル）運動」

に加え、６０歳で２４本以上の自分の歯を保つ「６０２４（ロクマルニイヨン）

運動」推進します。 

◆妊娠中の歯科検診の実施や、妊娠中の歯と口腔の健康について周知を図ります。 

 

【施策指標】 

項 目 現 状 目 標 

３歳児でう蝕がない子の

割合の増加 

73.6％ 

（平成 23 年度 3歳５か月

児健診） 

80％ 

（平成 30 年度） 

12歳児の一人平均う歯数

の減少 

2 本 

（平成 23 年度学校歯科

保健状況調査） 

1 本未満 

（平成 30 年度） 

定期的に歯科検診を受診

している人（成人）の割

合の増加 

37.3％ 

（平成 23 年度歯周疾患

検診） 

65％ 

（平成 30 年度） 

妊娠中に歯科検診を受診

した人の割合の増加 

－％ 65％ 

（平成 30 年度） 

 

 

 

 


