
室戸市健康増進計画
2019年4月～2024年3月

室戸がげんき！
みんなぁが　げんき!!

２０１９年３月
室　戸　市

概要版



　健康づくりは、本来、自助努力が基本ですが、人口の急速な高齢化とともに、疾病全体
に占めるがん、心臓病、脳卒中、糖尿病等の「生活習慣病」の割合が増加している中、個
人の意識に頼るだけでは限界があり、「市民・地域・学校・職場・行政等の取り組み」の相
互作用により、地域全体で健康を底上げしていかなければなりません。
　食育分野においては、食に対する価値観やライフスタイルの多様化が進む中、栄養の偏
りや不規則な食事に起因する肥満や生活習慣病の増加等が問題となっており、これらの課
題へ取り組んでいく必要があります。
　また、自殺が社会問題となる中、平成28年（2016年）の「自殺対策基本法」の改正に伴
い、地域の実情を勘案した自殺対策計画の策定が市町村に義務付けられ、「誰も自殺に追い
込まれることのない社会の実現」を目指した、地域レベルの実践的な取り組みが求められ
ています。
　こうした状況を踏まえ、市民一人ひとりが、健康について自らが気づき、考え、行動す
るために、何をどのように取り組んでいくかを分野別に示し、数値目標を定め、推進する
ため「室戸市健康増進計画」を策定します。

〇この計画の期間は、2019年４月から2024年３月までの５年間とします。
〇年度ごとにPDCAサイクルによる進行管理を行い、効果的な施策実施と課題解決を図り、
室戸市健康づくり推進協議会で報告・審議を行い、次年度以降の取り組みに反映させて
いきます。

計画の趣旨

計画の期間

計画の基本的な考え方

１　健康寿命の延伸
２　生活習慣病の発症及び重症化予防の徹底

＜２つの基本目標＞

計画の位置づけ
　本計画は、健康増進法、食育基本法及び自殺対策基本法に基づき、「室戸市食育推進計画」
及び「室戸市自殺対策計画」の性格を併せもつ計画とし、室戸市総合振興計画を始めとす
る様々な分野の行政計画及び国、県における計画等との整合性を図りながら、策定します。



私たちにできること

●「早寝・早起き・朝ごはん」の習慣を身につけましょう。 

●１日３食、規則正しく食べましょう。 

●自分の適正体重を知り、維持できるよう 

主食・主菜・副菜のそろったバランスの良い食事を心がけましょう。 
●野菜をしっかりとりましょう。 

市と関係機関の取り組み

●生活習慣病や低栄養の予防に関する教室、相談を実施します。 

●食生活改善推進員等と連携し、食を通じた健康づくりに取り組みます。 

※「ＢＭＩ」とは肥満度を表す指標で、体重（kg）÷身長（ｍ）÷身長（ｍ）で計算します。 

  ＢＭＩ22を「標準」、25 以上を「肥満」18.5 未満を「やせ」と判定します。 

●無理なく続けることができる運動に取り組みましょう。 

●運動教室やサークル活動に積極的に参加しましょう。 

●生活の中で意識して身体を動かす機会を増やしましょう。

●運動教室の開催や、シレストでの水中運動体験事業および継続支援 

事業を行い、運動に取り組みやすい環境を整備していきます。 

●ライフステージに合わせた身体活動の場を提供します。 

主な指標 対象 現状値（2017 年度） 目標値（2023 年度）

運動習慣

のある人 

の割合 

1 回３０分以上の運動を 

週２日以上、１年以上実施 

特定健診受診者 

39.1% 50% 

日常生活において歩行又は 

同等の身体活動を１日１時間以上実施
49.2% 60% 

主な指標 対象 現状値（2017 年度） 目標値（2023 年度）

小中学生の 

肥満傾向の割合（標準体重＋20％）

小学生（５年生） 16.2％ 9.9％

中学生（２年生） 11.1％（2015 年度）

（2015 年度）

 9.3％ 

成人（40～74 歳）の 

肥満者の割合（ＢＭＩ※25 以上）

男性 42.4％ 40％ 

女性 32.6％ 30％ 

１ 栄養・食生活１ 栄養・食生活（室戸市食育推進計画）（室戸市食育推進計画）

主食 
(ご飯、パン、

めん類など)

副菜 
(野菜、きのこ、 

海藻類など) 

主菜 
(肉、魚、卵、 

大豆製品など )

バランスの良い食事で適正体重を維持しよう！

私たちにできること 

市と関係機関のとりくみ 

２ 身体活動・運動２ 身体活動・運動

① 『運動習慣の定着』 

② 『身体活動・運動に取り組みやすい環境づくり』

私たちにできること 

市と関係機関のとりくみ 

① 『朝食や野菜の摂取を意識した、子どもの頃からの１日３食バランスの良い食事の定着』

② 『適正体重を維持するための知識の普及』

③ 『高齢者の低栄養の予防』 

身体活動を増やして生活習慣病を予防しよう！ 

●子どもの頃から望ましい食習慣を身につけるための知識の普及・啓発に努めます。

<室戸市の健康目標>

<室戸市の健康目標>
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同世代の同性と比較
して歩くスピードが速い

同世代の同性と比較
して歩くスピードが速い

運動習慣※がある 運動習慣※がある

目標を達成
しています。
+10で、より
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です。いつ、
どこで+10
できるか考
えてみませ
んか？
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※1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上続けて行っている。
（厚生労働省アクティブガイドより）

スタート

今より10分
多く

からだを動
かし

ましょう!



●子どもの前でタバコを吸わないようにしましょう。 

●未成年・妊娠中の喫煙は控えましょう。 

●分煙・禁煙に努めましょう。 

●母子保健事業や特定保健指導等を通して、喫煙・受動喫煙

が健康に及ぼす影響についてお話します。 

●禁煙外来医療機関の紹介をします。 

主な指標 対象 現状値（2017 年度） 目標値（2023 年度）

喫煙者の割合 10％以下 11.5％特定健診受診者

●お酒がもたらす健康への影響を知りましょう。  

●適量を守って、楽しくお酒を飲みましょう。 

●休肝日をつくりましょう。 

●妊婦・未成年は飲酒しません、させません。 

●健診にて、自分の健康状態を知りましょう。 

●飲酒が及ぼす健康への影響について知識の普及に努めます。 

●お酒の飲み方の工夫について、相談・知識の普及を図ります。 

●健診の受診機会を提供し、飲酒習慣について一緒に考えていきます。

主な指標 対象 現状値（2017 年度） 目標値（2023 年度）

飲酒する人の割合 
ほぼ毎日飲む(週 4 日以上)

特定健診

受診者 

24.8％ 22.0％ 

％0.5％2.6む飲上以合３日毎

肝機能「異常あり」の割合 

(γ-GTP50 以上の者)

％0.72％3.92性男

％0.6％3.7性女

① 『妊婦の飲酒をなくす』 

② 『過度の飲酒が及ぼす健康への影響』

③ 『飲酒による健康被害の防止』 

たばこからみんなを守ろう！ 

私たちにできること 

市と関係機関のとりくみ 

1日飲酒量のめやす （純アルコール量で20g程度が適量）

ビール中びん1本

500㎖

清酒1合 

180㎖ 
焼酎0.5合

90㎖

ワイン2杯 

240㎖

ウイスキーダブル1杯 

60㎖

飲む前に食べ物を食べていると、肝臓へのダメージが少なくなります。 

おつまみの選び方にも気をつけましょう。 

健診結果の肝臓の数値『γ-GTP』に注目！上がっていませんか？ 

チューハイ(7％)

1缶 350㎖

市と関係機関のとりくみ 

私たちにできること 

４ 飲酒４ 飲酒 適正飲酒に取り組もう！

３ 喫煙３ 喫煙

① 『喫煙・受動喫煙が及ぼす健康への影響に関する知識の普及』

② 『禁煙の支援、受動喫煙の防止』

毎月22日は

「禁煙の日」 

お酒を飲むなら

知っておこう！

<室戸市の健康目標>

<室戸市の健康目標>



●乳幼児期から歯みがきの習慣を身につけましょう。 

●むし歯・歯周病を予防しましょう。 

●定期的な歯科健診を受け、歯・口腔の健康に努めましょう。

●保育所（年長・年中）、小・中学校にて『フッ素洗口』を行い、

むし歯予防に努めます。 

●『かみかみ百歳体操』『室戸おくち体操』による誤嚥性肺炎等 

口腔機能低下の予防を図ります。 

主な指標 対象 現状値（2017 年度） 目標値（2023 年度）

むし歯のある児の割合 
１歳９か月児 1％以下4.44％

小学生 63.2％（2016 年度） 50％以下

定期的に歯の健診や 

予防のために歯科医院を

受診している人の割合 

特定健診受診者

（集団） 
34.4％ 50％以上

●年に1回は特定健診・がん検診（乳がん・子宮頸がん検診は２年に１回）を受診しましょう。 

●がんや生活習慣病に関する知識を学びましょう。 

●市民の健康づくりを目的に、特定健診・がん検診の受診率向上を目指します。 

主な指標 対象 現状値（2017 年度） 目標値（2023 年度）

肺がん検診

がん検診受診者 

19.5％

％05

％05

％2.9胃がん検診

％05％1.81大腸がん検診

％05％6.81乳がん検診

％05％5.21子宮頸がん検診

５ 歯・口腔の健康５ 歯・口腔の健康 むし歯を予防して８０２０を目指そう！ 
（８０歳で自分の歯２０本を残そう） 

① 『歯・口腔の健康づくりに関する知識の普及』 

② 『定期的な歯科健康診査の受診勧奨』

③ 『歯・口腔の健康づくりのための環境整備』 

低体重児出産
・早産 

メタボリック 
シンドローム 

肥満糖尿病 

心臓病
動脈硬化

脳卒中 

肺炎 

骨粗鬆症

歯周病 

私たちにできること 

市と関係機関のとりくみ 

６ 生活習慣病の予防と健康診査・がん検診６ 生活習慣病の予防と健康診査・がん検診

①  『若い世代からの生活習慣病の予防と重症化予防』 

②  『メタボリックシンドローム該当者・予備軍の減少』

③  『特定健康診査の受診率向上』 

④  『がんの発症を防ぐための生活習慣等に関する知識の普及』

⑤  『がん検診の受診率向上』 

私たちにできること 

市と関係機関のとりくみ 

歯周病は、さまざまな病気や

症状の悪化の原因なります。

歯周病の予防とケアが大切 

です！ 

今こそ知ろう、自分のからだ！ 

<室戸市の健康目標>

<室戸市の健康目標>

（2016 年度）

（2016 年度）

（2016 年度）

（2016 年度）

（2016 年度）

特定健康診査受診率 健診受診者 37.7％ 40％



●睡眠や休息をとるようにしましょう。 

●基本的な生活習慣（早ね・早起き・朝ごはん）を推進します。 

●自主的な介護予防や生きがいにつながる活動と知識の普及を図ります。 

主な指標 現状値（2017 年度） 目標値（2023 年）

就寝時間の割合 
小学生（10 時までに就寝） 87％以上 85.7％

中学生（11 時までに就寝） 70.1％ 72％以上 

睡眠で休養が十分とれていない人の割合 25％以下 29.6％

●悩みごとはひとりで抱え込まず、家族や友人、学校、相談機関等に相談しましょう。

●こころの不調に気づいたときは、医療機関等に早めに相談しましょう。

●自殺予防に向けた普及啓発の充実 

こころの健康や自殺予防の必要性について普及・啓発に努めます。 

●相談支援体制の充実 

広く相談窓口等の周知を図るとともに、関係機関との連携を強化し、必要な支援につながるよう相談支援 

体制の充実に努めます。 

●自殺対策を支える人材の育成 

自殺対策を支える「気づき」のための人材育成を行います。 

●生きることの促進要因への支援 

居場所づくり、自殺未遂者支援等に努めます。 

●こころの健康づくり 

こころの不調を感じている人の早期発見・早期対応等により、こころの健康の保持・増進を図ります。 

主な指標 現状値（2017 年度） 目標値（2023 年）

ゲートキーパー※養成講座受講者数 54 人 150 人 

※「ゲートキーパー」とは悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る人のことです。 

７ 休息・こころの健康７ 休息・こころの健康(室戸市自殺対策計画)(室戸市自殺対策計画)

<室戸市の健康目標>

① 『睡眠等による十分な休養の確保』

② 『趣味や生きがいを持ち、こころの健康を保つ』

私たちにできること 

市と関係機関のとりくみ 

大事にしよう、こころの健康！ 

『誰も自殺に追い込まれることのない地域の実現』

室戸市自殺対策計画

私たちにできること 

市と関係機関のとりくみ 

<室戸市の目標>



乳幼児期

（0～5 歳）

学童期・思春期

（6～19 歳）

成年期

（20～64 歳）

高齢期

（65 歳～）

栄養・食生活

身体活動・運動

喫煙

飲酒

生活習慣病の予防と

健康診査・がん検診

休養・こころの健康

特定健診・がん検診を受けましょう

健診を受けましょう

未成年の喫煙はやめましょう

生活習慣を見直しましょう

妊娠中は禁煙しましょう

早寝・早起きをして睡眠をしっかり取りましょう

分煙・禁煙をしましょう

睡眠をしっかり取りましょう

むし歯・歯周病を予防しましょう

誤嚥性肺炎を予防しましょう

積極的に身体を動かしましょう

定期的な歯科健診を受け、歯・口腔の健康に努めましょう

身体を動かす習慣をつけましょう（無理なくできることを）

歯みがき習慣を

身につけましょう

フッ素洗口

妊娠中の飲酒は控えましょう
適量を守ってお酒とつき合いましょう

未成年の飲酒はやめましょう

休肝日をつくりましょう

１日３食、規則正しく

食べましょう

低栄養に

気をつけましょう

主食・主菜・副菜のそろったバランスのよい食事を心がけましょう

野菜をしっかりとりましょう

発達や発育を促す遊び

を取り入れましょう

悩みごとはひとりで抱え込まず、身近な人などに相談しましょう

子どもの前ではたばこを

吸わないようにしましょう

むし歯・歯肉炎を

予防しましょう

生活リズムをつけて早寝・早起き・

朝ごはんの習慣をつけましょう

早寝・早起き・朝ごはんの習慣を

身に付けましょう

歯・口腔の健康

ライフステージ別　取り組みのまとめ



＊保健福祉センターには、保健師・看護師・管理栄養士・歯科衛生士がおり、
　市民の皆様の健康について一緒に考えていきます。
　何かお困りのことがあれば　お気軽にご相談ください。

室戸市保健介護課　健康推進班
〒781－7109　室戸市領家87番地　TEL0887－22－3100

腹八分目レッド

ハートフルピンク
飲まなイエロー マッスルブルー 禁煙ブラック ドックを受けよう犬歯ははホワイト

ドッグ
は

健康で長生きするためには病気を予防することが大事！

「みんなぁ、病んでられんで！！」

ヤ　ン　デ　ラ　レ　ン

健康で長生きするためには病気を予防することが大事！

「みんなぁ、病んでられんで！！」

ヤ　ン　デ　ラ　レ　ン

むろと


