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いつまでも健やかで充実した生活を送ることは、一人ひとりの願いであり、社会全体の

願いでもあります。そして、市民一人ひとりのかけがえのない豊かな人生を、住み慣れた

地域で安心して送ることができるまちづくりは、次世代を担う子ども達が健やかに成長し、

高齢者が安心して地域で暮らしていくためにも、今後ますます重要な課題になってまいり

ます。 

このため、本市では、｢新見市総合振興計画｣に掲げる将来都市像の｢豊かさの実感 安

全・快適・情報文化都市 にいみ｣の実現に向けて諸施策に取り組んでいます。 

平成２０年３月、この基本目標の一つである「共に支え合うやさしさのある健康都市」

の実現をめざして、健康増進法、母子保健法、食育基本法に基づき「新見市健康増進計画」

を策定しました。 

国は、平成２４年７月、国民の健康づくり運動の基本方針である「健康日本２１」を全

面的に改め、健康寿命の延伸、生活習慣病の発症および重症化の予防等を基本的な方針と

して示しました。これを踏まえ、今年度、新見市健康増進計画のこれまでの取り組みの成

果や目標達成状況について中間評価を行いました。その結果、「運動習慣の定着」や「子ど

ものむし歯有病率」など重点課題として取り組んだ事業の成果が現れた一方で、「青壮年期

の糖尿病予備軍の増加」や「こころの健康づくりの重要性」など、今後取り組むべき重点

課題も明確になりました。 

この度、今回の中間評価を踏まえ、新見市健康増進計画の「後期計画」を策定しました。 

今後も、この計画に基づき、市民の民様や各種関係機関など地域と行政との協働で保健

事業を推進してまいりたいと考えておりますので、ご支援、ご協力を賜りますようよろし

くお願いいたします。 

 

平成２５年３月 

 

新見市長新見市長新見市長新見市長        石垣石垣石垣石垣    正夫正夫正夫正夫 
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第１章 計画の基本的な考え方 
 

１ 計画策定の趣旨 

社会構造が大きく変化し、少子高齢化が進む中、医療の進歩や生活環境の改善により、平

均寿命は伸びてきているものの、糖尿病、虚血性心疾患などの生活習慣病が増加しています。 

国は、平成２４年７月に国民の健康づくり運動の基本方針である「健康日本２１」を全面的に

改め、健康寿命の延伸、生活習慣病の発症予防等を基本的な方針として示し、岡山県は、平

成２５年３月に「第２次健康おかやま２１」を策定しました。 

これらを踏まえて、本市は、「共に支え合うやさしさのある健康都市」の実現に向け、社会情勢

の変化や健康を取り巻く現状を踏まえながら、関連する保健福祉計画等との整合性を図り、５

年目にあたる平成２４年度に新見市健康増進計画の中間評価を行い、「新見市健康増進計画・

後期計画」を策定しました。 

 

２ 計画の位置づけ 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆国   「健康日本 21(（第２次）」 
「食育推進基本計画（第２次）」 

◆岡山県 「健康おかやま 21（第２次）」 
「後期・新世紀おかやま母子保健計画」 
「岡山県食育推進計画（第２次）」 

との整合性に配慮した計画 
 

◆健康増進法に基づく「市町村健康増進計画」 
◆母子保健法に基づく「市町村母子保健計画」 
◆食育基本法に基づく「市町村食育推進計画」 
◆上位計画、他の保健福祉関連計画等と整合した 

計画 

国・岡山県 

健康日本 21 健康おかやま 21 

母子保健計画 
新世紀岡山 

母子保健計画 

食育推進計画 
岡山県 

食育推進計画 

高 齢者保 健福祉 計画 

介 護 保 険 事 業 計 画 

障 害 者 福 祉 計 画 

障 害 福 祉 計 画 

特定健康診査等実施計画 

次世代育成支援行動計画 

その他各部の関連計画 

健康増進法に基づく 

健 康 増 進 計健 康 増 進 計健 康 増 進 計健 康 増 進 計 画画画画    

母子保健法に基づく 

母 子 保 健 計母 子 保 健 計母 子 保 健 計母 子 保 健 計 画画画画    

食育基本法に基づく 

食食食食 育 推 進 計育 推 進 計育 推 進 計育 推 進 計 画画画画    

(2)や さ しさ

の「健康都市」 

整
合
整
合
整
合
整
合    



 ２ 

 

３ 計画の基本構想 

“やさしさの「健康都市」”を実現していくために、次の 8 分野を計画の柱として位置づけ、それ

ぞれの目標を定め、各ライフステージに沿った健康づくりに５年間取り組みました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 

 

①食生活・食育 

食べ過ぎに気をつけ、バランスの良い食事

を 3 食きちんと食べるなど、健康的で規則正し

い食習慣の形成を目指します。 

また、子どもの頃から食事や食品に関心を

持ち、食を楽しみながら、健康づくりが実践で

きるように、地産地消に取り組みながら食育を

推進します。 

②身体活動・運動 

日常生活の中で、意識的に体を動かし、自

分の体力に合った運動習慣を身につけること

を目指します。 

また、運動施設や関係団体と連携して、運

動に関する情報を提供し、運動習慣が定着す

るような環境づくりに取り組みます。 

③休養・こころの健康 

ストレス社会といわれる現代において健康に

過ごすためには、自分のストレスと上手につき

あうことが求められます。自分なりのストレス解

消法を身につけられるよう取り組みます。 

④たばこ・アルコール 

たばこがもたらす害は、すべてのライフステ

ージに悪影響を及ぼすことから、禁煙対策に

努めるとともに、喫煙の害と分煙に対する正し

い知識を提供します。 

アルコールの害、適量、飲み方の知識の普

及を図りながら、節度ある適正な飲酒が守れる

よう推進します。 

⑤歯と口腔 

正しい歯磨き習慣等の知識の普及を幼児期

から高齢期まで実践的に行い、すべてのライフ

ステージにおいて口腔の健康を保つことを目

指します。 

また、健診等の一次予防の普及は、う歯等

の早期発見・治療のみならず、口腔について

の健康意識の向上にもつながるため、定期的

な歯科健診の受診を啓発します。 

⑥生活習慣病 

生活習慣病及びメタボリックシンドローム の

早期発見・治療ができるよう、各ライフステージ

に応じた健診の受診を勧奨し、生活習慣病の

予防につなげます。また、自分の健康は自分

で守る意識を持ち、意欲的に健康づくりに取り

組むことができるよう、健康相談や各種健康教

室等の実施とともに、かかりつけ医を持つこと

の大切さを啓発します。 

⑦事故 

近年、子どもが事故や事件に巻き込まれる

報道が増えており、親の目だけでは十分な安

全確保ができなくなっていることから、学校・家

庭・地域・行政が一体となって、各種事故防止

対策に取り組みます。 

⑧リプロダクティブヘルス（性と生殖に関する健康） 

学童・思春期は、子どもから大人の身体に

移行し、心身が変化するにつれ、性に関する

行動や環境が著しく変化する時期です。妊娠・

出産や性感染症に関する誤った知識から、不

幸な結果を生む例も少なくないことから、性の

大切さや豊かな性の確立ができるように正確で

適切な知識を身につけるための啓発を推進し

ます。 

※ 

※メタボリックシンドローム…内臓脂肪の蓄積に伴い、高血圧や高血糖、脂質異常症など様々な疾病が引き起こされやすくなった状態 



 ３ 

※ 

４ 計画の期間 

 計画は、初年度を平成 20 年度とし、１０年後の平成 29 年度を最終評価年度とします。また、

５年後の平成 24 年度に中間評価を行い、見直した内容を後期計画に反映しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ ライフステージの設定 

本計画は、すべての年代（乳幼児期・妊産婦期、学童・思春期、青壮年期、高齢期）を対象と

します。健康寿命の延伸と生活の質の向上に向けて、人生の特徴ある年代ごとに目標を設定し

ます。 

 

ライフステージ区分 対象となる年齢 特 徴 

乳 幼 児 期 

（ 妊 産 婦 期 ） 

0～6 歳（就学前） 

（妊産婦） 

・心も身体も大きく成長する時期 
・保護者が食事や睡眠、遊びなどの基本的な

生活習慣に気をつけていく時期 

学 童 ・ 思 春 期 7～19 歳 

・心も身体も大きく成長する時期 
・自分の身体の変化に悩んだり、異性に興味を

持ち始める時期 

青 壮 年 期 20～64 歳 

・働く、家庭を持つ、子育てをするなど、社会生
活が活発になる時期 

・食生活の乱れや運動不足、睡眠不足、ストレ
スの増加など、健康面の問題が増える時期 

・生活習慣病の発症が徐々に増えてくる時期 

高 齢 期 65 歳以上 

・地域活動に参加するなど、ゆとりのある生 
活を営む時期 

・生活習慣病の発症が増える時期 
・身体機能が低下する時期 

 

 

 

 

 

 

 

平成 20 年度 

（2008 年度） 

計画推進開始 

平成 24 年度 

（2012 年度） 

計画の中間評価 

平成 29 年度 

（2017 年度） 

計画の最終評価 

※ライフステージ…人の一生を、乳幼児期（妊産婦期）、学童・思春期、青壮年期、高齢期などと分けたそれぞれの段階 



第２章　新見市健康増進計画の中間評価及び
 新見市の健康を取り巻く現状と課題

１　中間評価の方法
　（１）新見市健康増進計画中間評価検討会議

計画の進捗状況について評価と事業内容の見直しを目的として、「健康増進会議」の中で検討し、

　　協議を行いました。

　（２）年度ごとの重点課題

計画策定時に平成２０年度から平成２４年度までの５年間の重点課題を掲げ進めていましたが、平

　　成２２年度から糖尿病予備軍の人が急激に増加したため、重点課題を一部変更して進めてきました。

策定時

変更後

  

新見市特定健康診査の受診者（４０～７４歳）の結果より

　（３）指標の評価

注）目標値が基準値より減少と設定された指標は、目標が増す指標に対し、評価点は

　　正反対の判定をしています。

　人口動態統計、母子保健事業報告、老人保健事業報告、特定健康診査結果等から得られ

たデータや各種アンケート調査結果等を基に各指標について中間評価を行いました。

　策定時に現状の値が把握出来なかった指標については、最終評価時に同様の方法で評価

等が行えるように調整し、できるだけ現状値を明らかにしました。また、今回は、評価が

行えた指標のみ達成状況を以下のとおり５段階で評価しました。策定時（Ｈ１８・１９）

又は中間評価時（Ｈ２３・２４）の現状値を把握できなかった指標は「評価不能」、中間

評価から加えた新たな指標は、「評価なし」、現状値等を割合で算出することが困難な指

標は、「評価困難」としました。

５段階評価 状　　況

悪化の傾向

やや悪化の傾向

やや改善の傾向

改善の傾向

変化なし

1

2

3

4

5

「血圧」 「歯と口腔」 「身体活動・運動」 「たばこ・アルコール」

「糖尿病」

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

５％以上、または、Ｈ２９年度の目標値を達成

２％以上～５％未満

中間評価（Ｈ２３・２４）の現状値-策定時（Ｈ１８・１９）の現状値

－５％以下

－５％未満～－２％以下

－２％未満～２％未満

「食生活・食育」

「糖尿病」

図１　糖尿病の疑いがある人の割合（Ｈ２０～Ｈ２３）

18.1 21.6 24.7 26.5
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10.7 9.8
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40

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３

糖尿病の可能性を否定できない人（ＨｂＡ１ｃ 5.6～6.1%未満） 糖尿病が強く疑われる人（ＨｂＡ１ｃ 6.１%以上）

27.0
31.7

35.4 36.3
わずか

３年間で
9.3%増加

４



２　年度ごとの重点課題と主な事業

にいみ歩こう月間（１０月）
（各自歩いて歩数や時間を記録）

参加者：２８５人

中間評価
（指標、目標値の再検討）

にいみ　にっこり  クッキング
（行政放送で健康料理を紹介）

にいみ　にっこり  元気アップ体操
（行政放送で健康体操を紹介）

新見ロコモ体操
（行政放送でロコモ予防体操を紹介）

健康づくり推進大会
(11/28)

（糖尿病予防）
参加者：120人

にいみ食育ひろば
（ホームページで食育の情報発信）

ニッピー☆チャレンジ
（１０月）

参加者：４０８人
（労働基準監督署等と連携）

メタボ川柳募集(１月)
（優秀者を市報に掲載）

応募３５作品

歯の衛生展参加(２回)
（展示、ｸｲｸﾞ等）
参加者：２４６人

（子供144人、大人102人）

ニッピー☆チャレンジ
（１月）

参加者：３１２人

中間評価準備
（指標、目標値の再検討）

ニッピー☆チャレンジ
（１月）

参加者：２６８人

ニッピー☆チャレンジ
（１月）

参加者：３４８人

新見食育推進会議(2回)
（食育推進に関する協議）

市栄養士、保健所、
農林課、公立短大等参加

健康づくり推進大会
(3/4)

（歯の健康、8020表彰）

参加者：７５人

健康づくり推進大会
(11/26)

（ロコモ予防）
参加者：９０人

平成２４年度

「糖尿病」

担当者会議(10回)
（計画推進に関する協議）

糖尿病に関する健康教育他

健康教育全体
実施回数：189回
参加者数：4242人

ニッピー☆チャレンジ
（１０月）

参加者：５３１人
（労働基準監督署等と連携）

担当者会議(8回)
（計画推進に関する協議）

担当者会議(10回)
（計画推進に関する協議）

担当者会議(12回)
（計画推進に関する協議）

担当者会議(12回)
（計画推進に関する協議）

健康づくり推進大会
(11/26)

（糖尿病予防）
参加者：114人

歯と口腔に関する健康教育他

健康教育全体
実施回数：134回
参加者数：1755人

糖尿病に関する健康教育他

健康教育全体
実施回数：199回
参加者数：4231人

運動に関する健康教育他

健康教育全体
実施回数：132回
参加者数：2580人

平成２０年度

「血圧」

平成２３年度

「糖尿病」

平成２１年度

「歯と口腔」

平成２２年度

「身体活動･運動」

血圧に関する健康教育他

健康教育全体
実施回数：191回
参加者数：3542人

５



３　５年間の健康づくりの取り組み

乳幼児期乳幼児期乳幼児期乳幼児期（（（（妊産婦期妊産婦期妊産婦期妊産婦期）））） 学童思春期学童思春期学童思春期学童思春期 青壮年期青壮年期青壮年期青壮年期

３食きちんと食べよう 授乳や食事のリズムを整える
母乳育児をすすめる

朝食を毎日食べる 腹八分目を心がける

うす味を心がけよう 離乳食からうす味に心がける 野菜料理をしっかり食べる 野菜料理を1日5皿食べる

バランスの良い食事
をしよう

好き嫌いせず何でも食べる バランスを考えて食べる 主食・主菜・副菜をそろえて食
べる

運動習慣を身につけ
よう

家族と一緒に楽しく身体を動
かす

スポーツ少年団、部活動など
で積極的に運動する

短い時間でも、毎日意識して
身体を動かす

遊びや運動に関するイベント
に参加する

運動実施上の注意点を正しく
理解する

運動の大切さを理解する

利用できるサービスを知る 悩みを相談できる人がいる 悩みを相談する窓口を知る

不安、悩みの解消が出来る 友達を大切にする 趣味を持つ

あいさつをする 適度な休息をとる

喫煙と受動喫煙を避
けよう

妊娠中は禁煙する たばこ・アルコールの害につい
て学ぶ

たばこ、アルコールの害につ
いて学ぶ

適正飲酒を心がけよ
う

妊娠中はアルコールを飲まな
い

たばこを吸ったり、アルコール
を飲んだりしない

禁煙・分煙を心がける

たばこやアルコールを勧めら
れても断る

適正飲酒 ※2 を心がける

年に１回は歯科検診
を受けよう

仕上げ磨きをする 食べたら歯を磨く 定期的に歯科健診を受ける

歯科ケア用品 ※4 を
使おう

おやつの時間を決める おやつの適切な食べ方を身に
つける

歯ごたえのあるものを食べる

　 歯科ケア用品を利用する

健診を受けよう 早寝早起きをする しっかり身体を動かす 健診を受ける

予防接種を受けよう 早寝早起きをする 適正体重を知る

安全安心で過ごせる
ようにしよう

室内の整理整頓をする 正しい交通マナーを身につけ
る

子供から目を離さない 遊具等を正しく利用する

安心して妊娠・出産・育児をす
る

正しい性知識を学び命を大切
にする

母子健康手帳を活用する 悩みがあれば相談する

健康管理に努める

※1 メンタルヘルス ： 心の健康、精神衛生　　※2 適正飲酒 ： 望ましい飲酒量

※4 歯科ケア用品 ：歯間ブラシ、糸ようじ、義歯用洗浄剤、フッ素入り歯みがき剤等　　　　

※6 エクササイズガイド２００６ ：運動基準、運動量の目安、運動メニュー等を具体的に示したもの

食生活食生活食生活食生活
食育食育食育食育

身体活動身体活動身体活動身体活動
運動運動運動運動

休養休養休養休養
心心心心のののの健康健康健康健康

たばこたばこたばこたばこ
アルコールアルコールアルコールアルコール

歯歯歯歯とととと口腔口腔口腔口腔

事事事事　　　　　　　　故故故故

リプロダクティブリプロダクティブリプロダクティブリプロダクティブ
ヘルスヘルスヘルスヘルス
（（（（性性性性とととと生殖生殖生殖生殖にににに関関関関
するするするする健康健康健康健康））））

ライフステージに応じ
た正しい知識を身に
つけよう

生活習慣病生活習慣病生活習慣病生活習慣病

すべてのすべてのすべてのすべての
ライフステージライフステージライフステージライフステージをををを

通通通通じてじてじてじて

自分自分自分自分がががが出来出来出来出来ることることることること

自分なりにストレスの
発散をしながら生活
しよう

６



高齢期高齢期高齢期高齢期

3食をきちんと食べる 朝ご飯を用意する 食育の啓発活動を行う 食に関する正しい情報を提供す
る

漬け物を食べ過ぎない 食卓に調味料を置かない 食文化の伝承をする 食事バランスガイド ※5 を普及
啓発する

主食・主菜・副菜をそろえて食
べる

主食・主菜・副菜をそろえた食事
を作る

地産地消をすすめる

安全面に配慮し、自分にあっ
た適度な運動を続ける

家族や友達と一緒に身体を動か
す

一緒に運動する仲間を作る 運動に関する情報を提供する

短い時間でも、毎日意識して
身体を動かす

遊びや運動に関するイベントに
参加する

運動に関するイベントに参加す
る

運動に関するイベントの支援を
する

自分のことは自分でする
昔遊びを伝承する

エクササイズガイド２００６ ※6 を
普及啓発する

悩みを相談する窓口を知る 家族団らんの時間を持つ 世代間で交流する機会を作る 相談窓口を紹介する

睡眠、休息をとる 家族を思いやり、いたわり合う あいさつなどの声かけをする メンタルヘルス ※1 についての
情報提供をする

家族で役割分担をする

たばこ、アルコールの害につ
いて学ぶ

禁煙・分煙、適正飲酒を心がけ
る

地域団体で、禁煙分煙活動を推
進する

たばこ・アルコールの正しい知識
の普及啓発を行う

禁煙・分煙を心がける 妊婦や、子供のいるところでた
ばこを吸わない

適正飲酒が守れるよう声かけを
する

適正飲酒を心がける 妊婦や子供にたばこ、アルコー
ルを勧めない

禁煙・分煙施設を推進する

定期的に歯科健診をする お菓子やジュース類の買い置き
をしない

むし歯予防についての啓発活動
を進める

各年代の歯科健診を実施する

歯科ケア用品を利用する 歯ごたえのあるものを献立に入
れる

３２５，６０２４，８０２０運動 ※3を
進める

むし歯予防教室を実施する

早めに治療を受けさせる

かかりつけ医を持つ 健診、予防接種を受けに連れて
行く

誘い合わせて各種イベントに参
加する

相談窓口の情報提供をする

適正体重を知る 　 健康教室を実施する

　 健診体制を充実させる。

事故予防グッズ ※7 を活用する 防犯パトロールを実施する 事故予防に関する知識を普及
啓発する

救急法を身につける 通学路の整備をする

公園等の定期安全点検をする

家族で話をする時間を持つ 声かけをして、育児不安を解消
する

マタニティーマークの普及をすす
める

育児に協力する 　 妊婦・乳児健診を充実させる

家庭訪問、育児相談を実施する

※3 ３２５ ・６０２４ ・８０２０運動 : 3歳児のむし歯罹患率を25％以下に、また60歳で24本以上 ・80歳で20本以上の歯を残そう

　　という運動

※5 食事バランスガイド ：「食事の基本」を身につけるための望ましい食事のとり方やおおよその量をわかりやすく示したもの

※７ 事故予防グッズ ：ベット柵、コンセントカバー、チャイルドシート等

　

地域地域地域地域がががが出来出来出来出来ることることることること 行政行政行政行政がががが出来出来出来出来ることることることること
自分自分自分自分がががが出来出来出来出来ることることることること

家族家族家族家族がががが出来出来出来出来ることることることること

７



４　健康づくりの取り組みの様子

　＜乳幼児期（妊産婦期）＞

　＜学童・思春期＞

　＜青壮年期＞

　＜高齢期＞

乳幼児健診 幼児の親子料理教室（おにぎり作り）

栄養委員による小学生のカミカミ教室 愛育委員による高校生のふれあい
体験事業（事前学習）

糖尿病予防のための運動実習 パソコンを活用した食生活診断

大学生と高齢者のふれあい料理教室新見ロコモ体操

８



５　成果目標の達成状況

　　平成２９年の最終評価年度の目標に対して、平成２４年度現在で既に達成した項目は、１２４
　項目中３３項目であり、達成率は２６．６％でした。

【Ｈ２９年の最終目標に対してすでに達成した項目】 ３３項目／１２４項目中 達成率：２６．６％
分野 項目 策定時(H18・19) Ｈ２９目標 中間評価(H23・24)

1 ＜食生活・食育＞ おやつの時間が決まっている子どもの割合（１．６歳児） 71.5% 80% 80.7%
2 おやつの時間が決まっている子どもの割合（２．６歳児） 75.2% 80% 81.2%
3 おやつの時間が決まっている子どもの割合（３歳児） 77.2% 80% 81.4%
4 ４・５歳児の適切な食事内容や量を知らない保護者の割合 69.0% 50% 46.0%
5 学校給食における地場産物を使用する割合 43.4% 45% 62.3%
6 ＜運動＞ げんき広場におけるスイミングスクールの年間延べ利用者数 ２,５００人 ３,０００人 １７,９９６人

7 総合型地域スポーツクラブの数（幼児期・学童思春期・青壮年期・高齢期） ０団体 １団体 １団体
8 運動習慣のある人の割合（４０代男性） 15.2% 30% 33.3%
9 げんき広場における会員の延べ利用者数（青壮年期） ２９,４６２人 ３５,０００人 ３５,１１６人

10 げんき広場における会員の延べ利用者数（高齢期） ７,２３０人 ８,０００人 ２４,４１６人

11 ＜こころ・休養＞ 相談窓口を知っている人の割合（学童・思春期） 12.8% 40% 43.5%
12 相談相手がいる人の割合（青壮年期） 74.2% 80% 81.8%
13 ＜たばこ・ たばこを吸ったことがある高校生男子 65.0% 30% 19.7%
14 アルコール＞ ２０歳未満で喫煙をした人の割合 38.0% 30% 21.3%
15 家族のいるところでたばこを吸う人の割合 50.0% 25% 16.6%
16 お酒の害（脳障害が起こることがある）を知っている高校生の割合 40.0% 60% 93.3%
17 妊娠中の飲酒率 4.4% 3.0% 2.1%
18 ＜歯・口腔＞ むし歯の罹患率（１．６歳児） 5.0% 2.0% 1.5%
19 むし歯の罹患率（３歳児） 35.8% 25% 21.1%
20 むし歯の被患率（幼稚園児） 39.4% 35% 20.2%
21 むし歯の被患率（小学生） 35.9% 減少 28.7%
22 むし歯の被患率（中学生） 26.7% 減少 24.0%
23 むし歯の被患率（高校生） 25.7% 減少 18.7%
24 むし歯の治療率（小学生） 62.7% 増加 68.3%
25 むし歯の治療率（中学生） 41.9% 増加 49.0%
26 フッ素入り歯磨きを使用する人の割合（青壮年期） 32.1% 50% 54.5%
27 歯科定期健診受診者の割合（高齢期） 4.8% 10% 11.8%
28 ＜生活習慣病＞ 自分の血圧を知らない人の割合　（青壮年期） 30.6% 25% 22.1%
29 健康状態があまりよくない人とよくない人の割合（青壮年期） 20.9% 10% 9.6%
30 健康状態があまりよくない人とよくない人の割合（高齢期） 32.6% 25% 17.4%
31 ＜予防接種＞ ＭＲ２期接種率 77.5% 90% 98.8%
32 ＜リピロダクティブヘルス＞ 妊娠１１週以下の妊娠届率 69.0% 80% 93.8%
33 １０代の人工妊娠中絶率 1.35% 1.0% 0.81%

　図２　成果目標の達成状況（分野別）
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20%

40%
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100%

食生活・食育 身体活動・運動 休養・心の健康 たばこ・アルコール 歯と口腔 生活習慣病 事故・リプロ 健診（検診） 予防接種

改善傾向 変化なし 悪化
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６　分野ごとの中間評価　（食生活・食育）

＜全ライフステージ共通の健康づくり＞
・３食きちんと食べよう　　・うす味を心がけよう　　・バランスの良い食事をしよう

最終目標
現状(H19)% 目標(H29)% 中間評価(H23頃)% ５段階評価 (H29)%

母乳の割合（生後３ヶ月まで） ５６．０ ７０ ５５．２ 3 ７０
朝食の摂取率（１．６歳児） ９７．０ １００ ９８．４ 3 １００
朝食の摂取率（２．６歳児） ９６．０ １００ ９８．６ 4 １００
朝食の摂取率（３歳児） ９８．０ １００ ９５．０ 2 １００
朝食の摂取率（４～５歳児） ９５．０ １００ ９３．０ 2 １００
乳児期からおやつを食べている児の割合（９～１０ヶ月児） ９０．０ ５０ ８０．９ 0 ５０
おやつのおやつのおやつのおやつの時間時間時間時間がががが決決決決まっているまっているまっているまっている子子子子どものどものどものどもの割合割合割合割合（（（（１１１１．．．．６６６６歳児歳児歳児歳児）））） ７１７１７１７１．．．．５５５５ ８０８０８０８０ ８０８０８０８０．．．．７７７７ ５５５５ ８５８５８５８５
おやつのおやつのおやつのおやつの時間時間時間時間がががが決決決決まっているまっているまっているまっている子子子子どものどものどものどもの割合割合割合割合（（（（２２２２．．．．６６６６歳児歳児歳児歳児）））） ７５７５７５７５．．．．２２２２ ８０８０８０８０ ８１８１８１８１．．．．２２２２ ５５５５ ８５８５８５８５
おやつのおやつのおやつのおやつの時間時間時間時間がががが決決決決まっているまっているまっているまっている子子子子どものどものどものどもの割合割合割合割合（（（（３３３３歳児歳児歳児歳児）））） ７７７７７７７７．．．．２２２２ ８０８０８０８０ ８１８１８１８１．．．．４４４４ ５５５５ ８５８５８５８５
おやつの回数が２回以下の子どもの割合（１．６歳児） ８７．２ ９５ ８８．８ 3 ９５
おやつの回数が２回以下の子どもの割合（２．６歳児） ８９．０ ９５ ８６．４ 2 変化なし ９５
おやつの回数が２回以下の子どもの割合（３歳児） ９１．３ ９５ ９１．０ 3 ９５
偏食のある児の割合（３歳児） ３２．０ ２０ ３７．２ １ ２０
毎食野菜を（小皿１杯程度）食べている子どもの割合 ３６．０ ５０ ３７．２ 3 ５０
４４４４････５５５５歳児歳児歳児歳児のののの適切適切適切適切なななな食事内容食事内容食事内容食事内容やややや量量量量をををを知知知知らないらないらないらない保護者保護者保護者保護者のののの割合割合割合割合 ６９６９６９６９．．．．００００ ５０５０５０５０ ４６４６４６４６．．．．００００ ５５５５ ３５３５３５３５
朝食の摂取率（小学生） ８５．７ １００ ８３．１ 2 １００
朝食の摂取率（中学生） ８１．３ １００ ８３．５ 4 １００
朝食の摂取率（高校生） ７３．０ ８０ 評価不能 － ８０
朝食の摂取率（大学生） ５６．４ ６５ 評価不能 － ６５
毎日朝食を食べる人（１５～１９歳）の割合 ７２．３ ８０ 評価不能 － ８０
中・高校生から朝食を食べなくなった人の割合 ６０．５ ５０ 評価不能 － ５０
自分の食事をよいと思う人の割合 ４３．３ ５０ 評価不能 － ５０
自分の適切な食事内容や量を知っている人の割合 ５４．８ ６０ 評価不能 － できた ６０
学校給食学校給食学校給食学校給食におけるにおけるにおけるにおける地場産物地場産物地場産物地場産物をををを使用使用使用使用するするするする割合割合割合割合 ４３４３４３４３．．．．４４４４ ４５４５４５４５ ６２６２６２６２．．．．３３３３ ５５５５ 現状維持現状維持現状維持現状維持

小学生の共食の機会（朝食を１人で食べる小学生の割合） － － １１．０ 評価なし 減少
　　　　　　〃　　　　　　（夕食を１人で食べる小学生の割合） － － ２．０ 評価なし 減少
中学生の共食の機会（朝食を１人で食べる中学生の割合） － － ２５．０ 評価なし 減少
　　　　　　〃　　　　　　（夕食を１人で食べる中学生の割合） － － ６．０ 評価なし 減少

世代別 今までの取り組み
・幼児クラブ、子育て広場での料理教室等 ・むし歯予防の積極的な取り組みにより、おやつの時間を
・保育所、幼稚園、認定こども園の料理教室 　決めて食べる幼児は増えたが、おやつの回数が改善で
・「にいみ　にっこり　クッキング～キッズクッキング～」（行政放送） 　きていない。また、３歳児の偏食も増加した。
・食育推進支援事業（ぱくぱく☆げんキッズ等）　・食育推進会議 ・食育推進支援事業により、栄養士等が保育所・幼稚園・
・ＢＡＢＹすくぅ～る　　・乳幼児健診の栄養相談指導　　　　 　認定こども園の関係職員と課題を共有しながら協働で

　食育を進めたことにより、関係者の食の知識が深まった。
・親子料理教室（栄養委員等の協力）　　 ・小学生、中学生の朝食の摂取状況に変化はなかった。
・「にいみ　にっこり　クッキング～郷土料理編～」（行政放送） ・小学生、中学生の肥満の割合が増加傾向にある。
・「にいみ　にっこり　クッキング～学校給食編～」（行政放送）

・高校生の食育授業および料理教室（スポーツ栄養）
・各種健康教育 ・２０～３０代の朝食摂取率は改善傾向にある。
・おでかけ健康教室 ・特定保健指導該当者の割合は、国13.3％（Ｈ22）、
・ニッピー学園（特定保健指導申込者グループ支援事業） 　県13.7％（Ｈ22）、市は15.2％（Ｈ22）と高い。
・「にいみ　にっこり　クッキング～メンズクッキング～」（行政放送） 　　特に、食生活では、「就寝前の２時間以内に夕食を

　週３回以上食べる人の割合」が国13.9％(H22)、
　県13.5％(H22)に比べ、市は17.0％(H22)と高い。

・地域での各種健康教育（愛育委員・栄養委員等の協力） ・低栄養傾向（ＢＭＩ20以下）の高齢者の割合は、国17.4％

・にっこり適塩運動教室（栄養委員等の協力）  （Ｈ22）、県16.6％（Ｈ23）に比べ、市は21.0％（Ｈ23）と高い。

・管理栄養士の訪問型介護予防事業（低栄養予防） ・にっこり適塩運動教室の参加者における尿中塩分平均値は

・「にいみ　にっこり　クッキング～高血圧予防編～」（行政放送） 　約30年前と比較すると、2.5g／日減っていた。
・「にいみ　にっこり　クッキング～糖尿病予防編～」（行政放送）

・新見市健康増進計画推進企画「ニッピー☆チャレンジ」 ・ニッピーチャレンジの参加者は、年々増加傾向にあり、
・街頭での普及啓発（食育・むし歯予防・糖尿病予防等） 　２３年度から労働基準監督署との連携も図れ、企業や
・食育フェア　　・「にいみ食育ひろば」のホームページ 　病院など、青壮年期の参加者が増加している。
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婦
期

）
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Ｈ２９年の最終目標に対して既に達成した項目

中間評価（Ｈ２４年度）以降に追加して評価する項目

最終目標

現状(H19)% 目標(H29)% 中間評価(H23頃)% ５段階評価 (H29)%
２０～３０歳代の毎日朝食を食べている人の割合 ６２．７ ８０ ７２．２ 5 ８０
うす味に気をつけている人の割合 ５８．６ ７０ ６７．８ 5 ７０
自分の食事に問題があると思っている人の割合 ５９．８ ４０ ５５．８ 4 ４０
栄養成分表示を参考にしている人の割合 ３５．６ ５０ ３８．４ 2 ５０
栄養成分表示店 ４６店 ６０店 ４１店 評価困難 ５５店
２０歳の時から体重が１０ｋｇ以上増加した人の割合 - - ２９．５ 評価なし できた ２５
就寝前の２時間以内に夕食を週３回以上食べる人の割合 - - １２．１ 評価なし １０
夕食後に夜食を週３回以上食べる人の割合 - - ９．０ 評価なし ５
うす味に気をつけている人の割合 ８０．２ ９０ ７９．８ 3 ９０
自分の食事に問題があると思っている人の割合 ３７．３ ２０ ３４．５ 4 ２０
栄養成分表示を参考にしている人の割合 ４０．５ ５０ ３６．７ 2 ５０
２０歳の時から体重が１０ｋｇ以上増加した人の割合 - - ２１．３ 評価なし １５
就寝前の２時間以内に夕食を週３回以上食べる人の割合 - - １９．０ 評価なし 変化なし １５
夕食後に夜食を週３回以上食べる人の割合 - - ６．５ 評価なし ５
低栄養傾向（ＢＭＩ２０以下）の高齢者の割合 - - ２１．０ 評価なし ２０

【今後の改善策】
　＜乳幼児期（妊産婦期）＞

おやつ（補食）の役割を正しく理解するための啓発活動
乳幼児健診の栄養指導だけでなく、愛育委員や栄養委員等の協力も得ながら、地域の
料理教室等で保護者や養育者へ「補食（おやつ）の役割」を正しく理解してもらい、子ど
もの時から望ましい食習慣を身につけることができるように支援する。

　＜学童・思春期＞
学校関係者・栄養教諭・学校栄養職員等との連携
朝食の摂取状況や小学生、中学生の肥満の割合が増加傾向にあることから、栄養教諭
・学校栄養職員等の学校関係者と連携を図り、「早寝・早起き・朝ごはん」を勧めながら、
実態や状況に応じた食育支援を協働で進める。

　＜青壮年期＞
労働基準監督署や企業など職域との連携による生活習慣病予防
特定保健指導該当者の割合が国や県の値よりも高いことから、労働基準監督署や企業
等と連携を図り、健康教育で、夜遅い時間に食べる習慣を見直し、適正体重の維持など
食生活改善の支援を協働で進める。

　＜高齢期＞
高齢者の低栄養やロコモティブシンドローム予防を重視した介護予防
高齢者の低栄養傾向の割合が県の値よりも高かったことから、愛育委員や栄養委員等
関係機関等と協力し、適正体重の維持や低栄養予防を重視した食生活支援を進める。

 ※ＢＭＩ：体格指数で肥満判定の指標 ※標準体重：健康を維持しやすい体重

　

　 　標準体重を維持して元気に過ごしましょう。

指　　標

青
壮
年
期

高
齢
期

評価
策定時

世代別
中間評価時

ＢＭＩ＝＝＝＝体重体重体重体重((((kgkgkgkg))))÷÷÷÷身長身長身長身長((((mmmm))))÷÷÷÷身長身長身長身長((((mmmm))))

やせ
18.5未満

標準
18.5～24.9

肥満
25.0以上

標準体重＝＝＝＝((((身長身長身長身長mmmm))))××××((((身長身長身長身長mmmm))))××××２２２２２２２２

風
邪
を
ひ
き

や
す
い
な
…

今日も元気！
生
活
習
慣
病
が

心
配
だ
な
…

((((例例例例))))

　　　　身長身長身長身長がががが１５５１５５１５５１５５cmcmcmcmのののの場合場合場合場合のののの標準体重標準体重標準体重標準体重

　　　　１１１１．．．．５５５５５５５５m×m×m×m×１１１１．．．．５５５５５５５５m×m×m×m×２２２２２２２２＝＝＝＝５２５２５２５２．．．．９９９９kgkgkgkg

＜知って得々　健康メモ　～食生活・食育～＞
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分野ごとの中間評価　（身体活動・運動）

＜全ライフステージ共通の健康づくり＞ Ｈ２９年の最終目標に対して既に達成した項目

・運動習慣を身につけよう 中間評価（Ｈ２４年度）以降に追加して評価する項目

最終目標
現状(H19)% 目標(H29)% 現状(H23頃)% ５段階評価 (H29)%

げんき広場におけるベビースイミングの年間延べ利用者数 ５９３人 ７００人 １００人 １ －
総合型地域総合型地域総合型地域総合型地域スポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブのののの数数数数 ００００ 1111 1111 5555 変化なし －

げんきげんきげんきげんき広場広場広場広場におけるにおけるにおけるにおけるスイミングスクールスイミングスクールスイミングスクールスイミングスクールのののの年間延年間延年間延年間延べべべべ利用者数利用者数利用者数利用者数 ２２２２，，，，５００５００５００５００人人人人 ３３３３，，，，００００００００００００人人人人 １７１７１７１７，，，，９９６９９６９９６９９６人人人人 5555 １８１８１８１８，，，，００００００００００００人人人人

総合型地域総合型地域総合型地域総合型地域スポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブのののの数数数数 ００００ 1111 1111 5555 －－－－

スポーツ少年団の参加率 － - ３６．４ 評価なし よくできた ４０
運動習慣のある人の割合　　　２０代男性 ３２．５ - ３８．２ 5 ４０
運動習慣のある人の割合　　　２０代女性 １８．５ - １４．９ 2 ２０
運動習慣のある人の割合　　　３０代男性 ２５．５ - ２８．５ 4 ３０
運動習慣のある人の割合　　　３０代女性 １２．８ ３０ １９．９ 5 ２５
運動習慣運動習慣運動習慣運動習慣のあるのあるのあるのある人人人人のののの割合割合割合割合　　　　　　　　　　　　４０４０４０４０代男性代男性代男性代男性 １５１５１５１５．．．．２２２２ ３０３０３０３０ ３３３３３３３３．．．．３３３３ 5555 ３５３５３５３５
運動習慣のある人の割合　　　４０代女性 １８．２ ３０ １４．７ 2 できた ２０
運動習慣のある人の割合　　　５０代男性 １９．７ ３０ ２４．３ 4 ３０
運動習慣のある人の割合　　　５０代女性 ２３．５ ３０ ２３．９ 3 ３０
げんきげんきげんきげんき広場広場広場広場におけるにおけるにおけるにおける一般会員一般会員一般会員一般会員のののの年間延年間延年間延年間延べべべべ利用者数利用者数利用者数利用者数 ２９２９２９２９，，，，４６２４６２４６２４６２人人人人 ３５３５３５３５，，，，００００００００００００人人人人 ３５３５３５３５，，，，１１６１１６１１６１１６人人人人 5555 ３７３７３７３７，，，，００００００００００００人人人人

総合型地域総合型地域総合型地域総合型地域スポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブのののの数数数数 ００００ １１１１ １１１１ 5555 －－－－

運動習慣のある人の割合　　　６０代男性 ３２．０ ４５ ４２．７ 5 ４５
運動習慣のある人の割合　　　６０代女性 ３５．４ ４５ ４４．１ 5 ４５
げんきげんきげんきげんき広場広場広場広場におけるにおけるにおけるにおける６５６５６５６５歳以上歳以上歳以上歳以上のののの会員会員会員会員のののの年間延年間延年間延年間延べべべべ利用者数利用者数利用者数利用者数 ７７７７，，，，２３０２３０２３０２３０人人人人 ８８８８，，，，００００００００００００人人人人 ２４２４２４２４，，，，４１６４１６４１６４１６人人人人 5555 ２５２５２５２５，，，，００００００００００００人人人人

総合型地域総合型地域総合型地域総合型地域スポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブのののの数数数数 ００００ 1111 １１１１ 5555 よくできた －

運動器の機能向上が必要な人の割合（基本チェックリスト） － - １０．９ 評価なし １０．５

今までの取り組み 現状～経過評価～
・げんき広場（ベビースイミング） ・げんき広場のベビースイミング年間延べ利用者数は、減少

　しているが、乳幼児期の運動等の評価基準等がないため、
　今後は、発達状況・外遊びの視点で経過を観察する。

・げんき広場（スイミングスクール） ・げんき広場のスイミングスクール年間延べ利用者数は、
　策定時と比べ、７倍以上も増加している。

・生き生き健康アップ支援事業（地域版・げんき広場版） ・運動習慣のある人の割合は策定時と比べ、男性は全世代
・おでかけ健康教室 　で増加している。女性は、３０代と５０代が若干増加している
・「にいみ　にっこり　元気アップ体操」（行政放送） 　が、２０代と４０代では減少している。

・男性は、全世代で運動習慣のある人が平成２３年度国民
　健康・栄養調査結果よりも高かった。
・女性は、運動習慣のある人が平成２３年度国民健康・
　栄養調査結果に比べ、３０代までは高いが４０代以降は
　低かった。
・げんき広場の年間延べ利用者数は、策定時から増加して
　おり、目標値を上回った。

・生き生き健康アップ支援事業（地域版・げんき広場版） ・運動習慣のある人の割合は策定時と比べ、男女とも増加
・おでかけ健康教室 　している。
・足腰脳力アップ教室 ・男女とも運動習慣のある人が平成２３年度国民健康・栄養
・ロコモ予防に関する普及啓発活動（愛育委員等の協力） 　調査結果よりも高かった。
・「にいみ　にっこり　元気アップ体操」（行政放送） ・げんき広場の年間延べ利用者数は、策定時と比べ、３倍
・「新見ロコモ体操」（行政放送） 　以上に増加しており、目標値を大きく上回った。

・基本チェックリストで運動器の機能向上が必要と
　なった人の割合は、国、県と比べて低かった。また、該当
　者の運動機能向上プログラム（足腰脳力アップ教室）への
　参加率は、国、県よりも高かった。

・新見市健康増進計画推進企画「ニッピー☆チャレンジ」 ・平成２０年度より開始した。愛育委員や栄養委員を中心に
　地域へＰＲ活動を行ったこと、労働基準監督署と連携した
　こと等により参加者が増加している。
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【今後の改善策】
　＜学童・思春期＞

外遊びの伝承
行事等イベント参加時に実践を通して指導できる人材の育成を進める。
学校との連携
小学校、中学校、高校の養護教諭と課題を共有し、肥満対策とあわせて運動習慣の普及啓発を
図る。

　＜青壮年期＞
運動の普及啓発
愛育委員、栄養委員を中心とした地域への啓発活動を推進する。また、行政放送、ＩＴの活用に
よる広報活動の推進や、特定保健指導の利用促進を図る。
環境整備
教育委員会や生涯学習課と連携し、色々な種目の運動が体験
できる機会の提供を進める。また、げんき広場にいみと連携し、
運動教室の充実を図る。

　＜高齢期＞
介護予防の推進
新見ロコモ体操の普及を推進し、地域で定期的に住民主体で
運動が実施できるような事業の推進を図る。
環境整備
げんき広場にいみと連携し、運動教室の充実を図る。

～新見ロコモ体操で「貯筋」をしよう～ 新見ロコモ体操は、毎日行政放送
で放送されています。放送を見なが
ら一緒にやると運動のポイントが掴
みやすいと思いますので、是非ご覧
ください。

　いつまでも、元気に過ごすためには、体を動かして筋肉
を蓄える「貯筋」が大切です。
新見ロコモ体操で、元気な体づくりを進めましょう。

＜知って得々　健康メモ　～身体活動・運動～＞
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分野ごとの中間評価　（休養・心の健康）

＜全ライフステージ共通の健康づくり＞ Ｈ２９年の最終目標に対して既に達成した項目

・自分なりのストレス発散をしながら生活をしよう 中間評価（Ｈ２４年度）以降に追加して評価する項目

最終目標
現状(H19)% 目標(H29)% 現状(H23頃)% ５段階評価 (H29)%

虐待件数　（新規通告のみ） ７件 減少 20件 評価困難 減少
育児に協力してくれる人がいると回答した割合 ９７．０ １００ 98.5 3 １００
育児が負担になると回答した割合 ３０．０ 減少 30.9 3 減少
育児が楽しいと感じている人の割合 － － 97.8 評価なし 変化なし １００
相談相手がいる人の割合 ８３．０ ９０ ８６．３ 3 ９０
相談窓口相談窓口相談窓口相談窓口をををを知知知知っているっているっているっている人人人人のののの割合割合割合割合 １２１２１２１２．．．．８８８８ ４０４０４０４０ ４３４３４３４３．．．．５５５５ 5555 ４０４０４０４０
ストレス・悩み等をうまく解消できる人の割合 ４４．７ ５０ ３５．２ 2 ５０
休日に子どもと一緒に過ごす人の割合 ７８．３ ８０ 評価不能 - 変化なし ８０
相談相手相談相手相談相手相談相手がいるがいるがいるがいる人人人人のののの割合割合割合割合 ７４７４７４７４．．．．２２２２ ８０８０８０８０ ８１８１８１８１．．．．１１１１ 5555 ８０８０８０８０
相談窓口を知っている人の割合 ２３．５ ４０ ３５．０ 4 ４０
ストレス・悩み等をうまく解消できる人の割合 ４３．９ ５０ 評価不能 - ５０
自殺者数 ６人 減少 ＊８人 評価困難 よくできた 減少
相談相手がいる人の割合 ８１．０ ９０ ７９．９ 3 ９０
相談窓口を知っている人の割合 ２６．２ ４０ ３０．２ 4 ４０
ストレス・悩み等をうまく解消できる人の割合 ５０．０ ６０ 評価不能 - ６０
睡眠で休養がとれている人の割合 ７７．８ ８０ ４９．８ 2 変化なし ８０
自殺者数 ５人 減少 ＊３人 評価困難 減少

＊：Ｈ２０年～Ｈ２３年の４年間の自殺者数の平均を表す

世代別 今までの取り組み
・子育て広場、幼児クラブ等の交流の場の増設と利用促進 ・Ｈ２３年度から虐待件数に施設入所児数も加えたので
・愛育委員、主任児童委員による赤ちゃん訪問 　虐待件数は急増している。また、児童虐待早期発見の
・保健師の乳児全戸訪問 　啓発により、地域の見守り体制も強化され、虐待の疑い
・乳幼児健診 　の段階で通告するように改正されたため、件数のみで

　判断するのは適切でないため「評価困難」とした。
・児童虐待の予防・早期発見を目的に愛育委員等による
　赤ちゃん訪問を開始した。乳幼児健診のアンケートより、
　育児に負担を感じている保護者の割合は約30％と大きな
　変化はないが、育児が楽しいと回答する保護者は97.8％
　と高かった。母親の育児負担軽減のため、子育て広場の
　利用促進、愛育委員等による赤ちゃん訪問と保健師に
　よる乳児の全戸訪問を継続する必要がある。
　

・思春期ふれあい体験学習の継続開催 ・中学生や高校生が、かわいい赤ちゃんと直接ふれ合う
　機会を設け、命の尊さを再確認したり、家族への感謝の
　気持ち等を醸成することで、将来の育児負担感の軽減
　や虐待予防につなげている。

・民生委員に相談員の心得を周知　 ・相談員の心得を関係者に周知することにより、地域での
・保健所主催自殺予防連絡会に参加 　見守り・相談体制が整備されつつある。
・自殺予防対策セミナーの開催　 ・自殺予防連絡会、講演会の実施により、市民に自殺

　予防の大切さ等について啓発する機会がもてた。

・うつ病、ストレス予防についての啓発 ・うつやストレスの予防を関係者に啓発することで、知識の
　民生委員会で紹介 　普及、予防、早期相談につなげている。
　愛育委員会で紹介

・新見市健康増進計画推進企画「ニッピー☆チャレンジ」 ・うつやストレスの予防を市民全体に啓発することにより、
・自殺予防啓発チラシを愛育委員が全戸配布 　これらの予防や早期発見につなげている。
・うつ病、ストレス予防について市報に掲載 ・愛育委員が啓発用のチラシを全戸配布することで、知識
・保健所の相談窓口を市報に毎月掲載 　の普及や専門相談窓口を市全体に周知することができた。

・市報に保健所の心の健康相談窓口を毎月掲載する
　ことで、専門相談窓口を周知することができた。
　（心の健康相談・思春期相談）

全
体

学
童
・

思
春
期

青
壮
年
期

高
齢
期

中間評価時
評価指　　標

乳
幼
児
期

（
妊

産

婦

期

）

学
童
・
思
春
期

世代別

乳
幼
児
期

（
妊
産
婦
期

）

策定時

青
壮
年
期

高
齢
期

現状～経過評価～
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【今後の改善策】
　＜乳幼児期（妊産婦期）＞

子育て広場、幼児クラブ等の交流の場の利用啓発
保護者の孤立感を軽減するために、保護者が交流出来るように促し、赤ちゃん訪問（愛育委員等）
乳幼児健診等で交流の場の紹介を徹底し、保健師の乳児全戸訪問により、保護者が育児に自信が
持てるように支援する。

　＜学童・思春期＞
学校関係者との連携
学校関係者と児童生徒の心の健康づくりについて共に考える。

　＜青壮年期＞
ゲートキーパーの養成
心の健康づくりの視点をもつ市民を増やし相互支援を進める。
自殺予防連絡会議の開催
職域も含めた関係者と連携し、自殺予防等の心の健康づくりに取り組む。

　＜高齢期＞
心の健康づくりの普及啓発
各種健康教育で心の健康づくり等ミニ講話を実施する。
心の健康づくりに関する講演会の開催
高齢者、介護者等を対象に講演会を実施する。

【【【【ゲートキーパーゲートキーパーゲートキーパーゲートキーパーとはとはとはとは】】】】

ゲートキーパーゲートキーパーゲートキーパーゲートキーパーとはとはとはとは、、、、悩悩悩悩んでいるんでいるんでいるんでいる人人人人にににに気気気気づきづきづきづき、、、、声声声声をををを
かけかけかけかけ、、、、話話話話をををを聞聞聞聞いていていていて、、、、必要必要必要必要なななな支援支援支援支援につなげにつなげにつなげにつなげ、、、、見守見守見守見守るるるる人人人人
のことですのことですのことですのことです。。。。

見守見守見守見守りりりり：：：：温温温温かくかくかくかく寄寄寄寄りりりり添添添添いながらいながらいながらいながら、、、、じっくりとじっくりとじっくりとじっくりと見守見守見守見守るるるる

傾聴傾聴傾聴傾聴：：：：本人本人本人本人のののの気持気持気持気持ちをちをちをちを尊重尊重尊重尊重しししし、、、、耳耳耳耳をををを傾傾傾傾けるけるけるける

つなぎつなぎつなぎつなぎ：：：：早早早早めにめにめにめに専門家専門家専門家専門家にににに相談相談相談相談するようにするようにするようにするように促促促促すすすす

　　　　　　　　✜✜✜✜ゲートキーパーゲートキーパーゲートキーパーゲートキーパーのののの役割役割役割役割

気気気気づきづきづきづき：：：：家族家族家族家族やややや仲間仲間仲間仲間のののの変化変化変化変化にににに気気気気づいてづいてづいてづいて、、、、声声声声をかけるをかけるをかけるをかける

＜知って得々　健康メモ　～休養・心の健康～＞
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分野ごとの中間評価　（たばこ・アルコール）

＜全ライフステージ共通の健康づくり＞
・喫煙と受動喫煙を避けよう Ｈ２９年の最終目標に対して既に達成した項目

・適正飲酒を心がけよう 中間評価（Ｈ２４年度）以降に追加して評価する項目

指　　標 最終目標

現状(H19)% 最終目標(H29)% 現状(H23頃)% ５段階評価 (H29)%

妊娠中の喫煙率 ６．８ ５ ５．８ ５ ５
妊娠中妊娠中妊娠中妊娠中のののの飲酒率飲酒率飲酒率飲酒率 ４４４４．．．．４４４４ ３３３３ ２２２２．．．．１１１１ ５５５５ ２２２２
たばこの害について　妊娠への影響があると思う者の割合 ８４．２ ９０ 評価不能 － ９０
受動喫煙の害について　妊婦への影響があると思う者の割合 ７８．９ ８５ 評価不能 － よくできた ８５
たばこの害（がんへの影響について）を知っている高校生の割合 ９５．０ １００ ９８．０ ４ １００
たばこの害（早産・流産への影響について）を知っている高校生の割合 ８８．０ １００ ９６．６ ５ １００
たばこをたばこをたばこをたばこを吸吸吸吸ったことがあるったことがあるったことがあるったことがある　　　　高校生男子高校生男子高校生男子高校生男子のののの割合割合割合割合 ６５６５６５６５．．．．００００ ３０３０３０３０ １９１９１９１９．．．．７７７７ ５５５５ １５１５１５１５
たばこを吸ったことがある　高校生女子の割合 ４５．０ ２０ ２３．２ ５ １５
２０２０２０２０歳未満歳未満歳未満歳未満でででで喫煙喫煙喫煙喫煙したしたしたした者者者者のののの割合割合割合割合 ３８３８３８３８．．．．００００ ３０３０３０３０ ２１２１２１２１．．．．３３３３ ５５５５ １５１５１５１５
小・中学校の禁煙実施施設・完全分煙施設数の割合 ５２．９ １００ ６４．３ ５ よくできた ７０
おおおお酒酒酒酒のののの害害害害（（（（脳障害脳障害脳障害脳障害がががが起起起起こることがあるこることがあるこることがあるこることがある））））をををを知知知知っているっているっているっている高校生高校生高校生高校生のののの割合割合割合割合 ４０４０４０４０．．．．００００ ６０６０６０６０ ９３９３９３９３．．．．３３３３ ５５５５ ９５９５９５９５
飲酒経験がある高校生の割合 ８０．０ ４０ ４８．９ ５ ４０
禁煙・完全分煙施設（カ所） １０２カ所 １２０カ所 １１４カ所 評価困難 １３０カ所
たばこをやめたいと思う人の割合 １４．１ ２０ 評価不能 － ２０
家族にたばこを吸う人がいる割合 ４２．４ ３５ 評価不能 － ３５
家族家族家族家族のいるのいるのいるのいる所所所所でたばこをでたばこをでたばこをでたばこを吸吸吸吸うううう人人人人のののの割合割合割合割合 ５０５０５０５０ ２５２５２５２５ １６１６１６１６．．．．６６６６ ５５５５ １０１０１０１０
アルコールが身体に悪い影響を及ぼすと思う人の割合 ６６．４ ８０ 評価不能 － 変化なし ８０
アルコール摂取の適量（一日あたり）が１合までと思う人の割合 ６７．４ ８０ ６３．１ １ ８０
毎日お酒を飲む人の割合 ２５．８ １５ 評価不能 － １５
アルコールが身体に悪い影響を及ぼすと思う人の割合 ５２．４ ６０ 評価不能 － ６０
アルコール摂取の適量（１日あたり）が１合までと思う人の割合 ５０．０ ６０ ５３．０ ４ ６０
毎日お酒を飲む人の割合 １８．３ １５ 評価不能 － できた １５

世代別 今までの取り組み
・たばこ・アルコールの正しい知識の普及啓発 ・妊娠中の喫煙率・飲酒率が低下した。　　　　
（妊娠届出時、妊婦訪問、新生児・乳児訪問、乳幼児健診等）

・たばこ・アルコールの正しい知識の普及啓発（学校等） ・「たばこの害を知っている高校生の割合」が増加した。
・学校等における禁煙・完全分煙施設の推進 ・高校生の喫煙経験率・飲酒経験率はほぼ半減したが、

　喫煙経験率は、男子よりも女子が高くなっている。
・小・中学校の禁煙・完全分煙実施施設の割合は、増加
　している。

・たばこ・アルコールの正しい知識の普及啓発 ・禁煙・完全分煙実施施設数が増加しているが、改善の
・禁煙・分煙施設の推進 　余地があり、未実施施設への普及啓発、登録推進が、
・精神保健相談・アルコール相談・断酒会の紹介 　必要である。

・家族のいる所でたばこを吸う人の割合が激減した。
・適正飲酒量が「１合まで」と「飲まない方がよい」とを合わ
　せると79.4％であり、適正飲酒の認識が普及していき
　ている。

・たばこ・アルコールの正しい知識の普及啓発 ・「適正飲酒量が１合まで」と認識している人の割合は、
・禁煙・分煙施設の推進 　高齢期では、策定時50.0％から中間評価時53.0％と
・精神保健相談・アルコール相談・断酒会の紹介 　増加している。

・「飲まない方がよい」と回答した人の割合も11.9％から
  22.1％と増加し、「飲まない方がよい」と思う人の割合が
　多くなっている。

・新見市健康増進計画推進企画「ニッピー☆チャレンジ」 ・禁煙や適正飲酒への参加者が年々増加している
・禁煙・分煙施設の推進 ・社会環境の変化（たばこの値上げ、taspo（タスポ）の

　導入、禁煙・完全分煙施設の増加、メディアからの
　情報等）から、住民の意識の変化が行動変容となり、
　その結果、指標の目標達成につながっているのでは
　ないかと考える。

世代別
策定時 中間評価時

評価

現状～経過評価～
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期
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期
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齢
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全
体

青
壮
年
期

高
齢
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【今後の課題・改善策】
  ＜乳幼児期（妊産婦期）＞

たばこ・アルコールの正しい知識の普及啓発
妊娠届出時や妊婦訪問等でたばこ・アルコールの正しい知識を普及し、関係機関と連携
しながら、禁煙・完全分煙施設を推進する。

　＜学童・思春期＞
たばこ・アルコールの正しい知識の普及啓発
各学校で、たばこ・アルコールの正しい知識を普及し、学校関係者と協力しながら、禁煙・
完全分煙施設を推進する。

　＜青壮年期＞
たばこ・アルコールの正しい知識の普及啓発
たばこ・アルコールの正しい知識を普及し、労働基準監督署、商工会等の職域と連携を
図り、禁煙・分煙施設を推進する。また、アルコールについては、必要に応じて精神保健
相談、アルコール相談・断酒会を紹介する。

　＜高齢期＞
たばこ・アルコールの正しい知識の普及啓発
健康教育や愛育・栄養委員活動等でたばこ・アルコールの正しい知識を普及し、関係
機関と連携を図り、禁煙・分煙施設を推進する。また、アルコールについては、必要に
応じて精神保健相談、アルコール相談・断酒会を紹介する。

岡山県では、受動喫煙（非喫煙者が他人のたばこの煙を吸わされること）を防止する環境作りを
進めることを目的として、禁煙・完全分煙を実施している施設に対して認定を行っています。
認定については、備北保健所新見支所（℡７２－５６９１）にお問い合わせください。
また、岡山県ホームページからも情報を知ることができます。

（平成24年3月31日現在）
施設数

27
官公庁施設 12
教育関係施設 35
文化・運動施設 27
一般企業等 10

3

適正飲酒量（１日あたり）
※１．飲酒習慣のない人に、この量の飲酒を推奨するものではない。 種類 アルコール度数 めやす 飲酒量
※２．少量の飲酒で顔面紅潮を来す等アルコール代謝能力の低い人は、 日本酒 15% １合 180ｍｌ以下

　　　 より少ない量が適当である。 ビール 5% 中びん１本 500ｍｌ以下

※３．女性や６５歳以上の高齢者、より少量の飲酒が適当である。 焼酎 35% １合 180ｍｌ以下

※４． アルコール依存症者は、適切な支援のもとに完全断酒が必要である。 ワイン 12% １杯 120ｍｌ以下

ウイスキー 43% ダブル１杯 ６０ｍｌ以下

　禁煙治療に保険が使える禁煙外来（ニコチン依存症管理
料届出医療機関）は、市内の医療機関では、吉田医院、渡
辺病院、上江州医院の３医療機関が実施しています（平成
24年12月5日現在）。禁煙外来医療機関については岡山県
ホームページからも検索して情報を知ることができます。

市内の禁煙外来

「禁煙・完全分煙実施施設」の募集！

（出典）～全国禁煙外来・禁煙クリニック一覧～
禁煙治療に保険が使える医療機関情報最新
版（ニコチン依存症管理料算定医療機関）
資料提供：各地方厚生局都道府県事務所

作成：NPO法人日本禁煙学会

適正飲酒について

施設の種類
保健・福祉・医療施設

その他

＜知って得々　健康メモ　～たばこ・アルコール～＞
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分野ごとの中間評価　（歯と口腔）

＜全ライフステージ共通の健康づくり＞
・年に１回は歯科検診を受けよう Ｈ２９年の最終目標に対して既に達成した項目

・歯科ケア用品を使おう 中間評価（Ｈ２４年度）以降に追加して評価する項目

最終目標
現状(H19)% 目標(H29)% 現状(H23頃)% ５段階評価 （H29)%

むしむしむしむし歯罹患率歯罹患率歯罹患率歯罹患率（（（（１１１１．．．．６６６６歳児歳児歳児歳児）））） ５５５５ ２２２２ １１１１．．．．５５５５ ５５５５ ２２２２
むし歯罹患率（２．６歳児） １５ １０ １０．８ 4 １０
むしむしむしむし歯罹患率歯罹患率歯罹患率歯罹患率（（（（３３３３歳児歳児歳児歳児）））） ３５３５３５３５．．．．８８８８ ２５２５２５２５ ２１２１２１２１．．．．１１１１ 5555 ２０２０２０２０
幼稚園児幼稚園児幼稚園児幼稚園児のむしのむしのむしのむし歯被患率歯被患率歯被患率歯被患率 ３９３９３９３９．．．．４４４４ ３５３５３５３５ ２０２０２０２０．．．．２２２２ 5555 ３５３５３５３５
幼稚園児のむし歯治療率 ６５．８ ８０ ６１．６ 2 ８０
仕上げ寝かせ磨きを毎日実施している人の割合（１．６歳児） ５２．９ ９０ ５５．８ 4 できた ９０
仕上げ寝かせ磨きを毎日実施している人の割合（２．６歳児） ５９．３ ９５ ６２．３ 4 ９５
仕上げ寝かせ磨きを毎日実施している人の割合（３歳児） ５４．９ ９５ ５３．８ 3 ９５
むしむしむしむし歯被患率歯被患率歯被患率歯被患率（（（（小学生小学生小学生小学生）））） ３５３５３５３５．．．．９９９９ 減少減少減少減少 ２８２８２８２８．．．．７７７７ 5555 ２５２５２５２５
むしむしむしむし歯被患率歯被患率歯被患率歯被患率（（（（中学生中学生中学生中学生）））） ２６２６２６２６．．．．７７７７ 減少減少減少減少 ２４２４２４２４．．．．００００ ５５５５ ２０２０２０２０
むしむしむしむし歯被患率歯被患率歯被患率歯被患率（（（（高校生高校生高校生高校生）））） ２５２５２５２５．．．．７７７７ 減少減少減少減少 １８１８１８１８．．．．７７７７ 5555 １５１５１５１５
歯周疾患の有病者数（小学生） １人 ０人 ８人 評価困難 ０人
歯周疾患の有病者数（中学生） ７人 減少 １３人 評価困難 よくできた ０人
むしむしむしむし歯歯歯歯のののの治療率治療率治療率治療率（（（（小学生小学生小学生小学生）））） ６２６２６２６２．．．．７７７７ 増加増加増加増加 ６８６８６８６８．．．．３３３３ 5555 ７５７５７５７５
むしむしむしむし歯歯歯歯のののの治療率治療率治療率治療率（（（（中学生中学生中学生中学生）））） ４１４１４１４１．．．．９９９９ 増加増加増加増加 ４９４９４９４９．．．．００００ 5555 ６０６０６０６０
妊婦歯科健診受診率 ― ― ２２．７ 評価なし ５０
節目健診受診率 ９．３ １５ ４．１ 1 １５
６０２４達成者の状況 ― 増加 ５９．６ － ６５
歯や口の状態が気になる人の割合 ７１．７ ５０ ６６．７ 5 ５０
歯科健診の定期受診者の割合 ７．３ １５ １１．７ 4 できた １５
フッフッフッフッ素入素入素入素入りりりり歯磨歯磨歯磨歯磨きききき剤剤剤剤をををを使用使用使用使用しているしているしているしている人人人人のののの割合割合割合割合 ３２３２３２３２．．．．１１１１ ５０５０５０５０ ５４５４５４５４．．．．５５５５ 5555 ５０５０５０５０
８０２０達成者状況 ５人 増加 評価不能 評価困難 １３
歯や口の状況が気になる人の割合 ６５．０ ５０ ５６．６ 5 ５０
歯科健診歯科健診歯科健診歯科健診のののの定期受診者定期受診者定期受診者定期受診者のののの割合割合割合割合 ４４４４．．．．８８８８ １０１０１０１０ １１１１１１１１．．．．８８８８ 5555 １０１０１０１０
フッ素入り歯磨き剤を使用している人の割合 ― ― ６２．９ 評価なし よくできた ８０
口腔機能の向上が必要となった人の割合（基本チェックリスト） ― ― １５３人 評価なし １２０人

世代別 今までの取り組み
・乳幼児健診「歯科健診・ブラッシング指導・フッ素塗布」
・むし歯予防に関する健康教育 ・幼稚園児のむし歯治療率が低い。
・愛育・栄養委員によるむし歯予防普及啓発 ・仕上げ寝かせみがきを毎日実施している者の割合が、年齢が

・妊婦歯科健診の受診勧奨 　上がるにつれて下がっている。

・学校歯科健診 ・小・中学生のむし歯治療率は高くなったが、全員治療できて
・むし歯予防教室 　いる状況ではない。
・学校での歯みがき、歯みがき指導 ・小・中学生の歯周疾患有病者数は増加している。

・節目歯科健診（個別通知）の受診勧奨 ・節目歯科健診受診率が低いことから歯周疾患に対する意識が

・歯の健康に関する普及啓発 　低いことが推察される。
・おでかけ健康教室 ・５０歳代以降の「歯や口の状況で気になること」は、「食べ物が

　歯と歯の間に挟まる」が多い。

・歯の健康に関する普及啓発 ・歯周疾患に対する予防観点の意識が低い。
・おでかけ健康教室

・新見市健康増進計画推進企画「ニッピー☆チャレンジ」 ・学校全体で取り組まれた小学校もあった。
・学校から保護者への参加の呼びかけもあった

全
体

高
齢
期

乳
幼
児
期

（
妊
産
婦
期

）

乳
幼
児
期

（
妊
産
婦
期

）
学
童
・
思
春
期

青
壮
年
期

学
童
・
思
春
期

・乳幼児期、学童・思春期のむし歯有病者率は減少傾向にある。

青
壮
年
期

高
齢
期

現状～経過評価～

評価
策定時

世代別
中間評価時

指　　標
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【今後の課題・改善策】
  ＜乳幼児期（妊産婦期）＞

妊婦への歯科健診の受診勧奨
妊婦歯科健診受診率が低いことから、更に母子手帳発行時に歯周疾患の予防の大切さ
を促し、歯科健診の受診勧奨を行う。
寝かせみがきの普及啓発
保健師、愛育委員等による健康教室で普及啓発を行う。

　＜学童・思春期＞
学校との連携
小学校、中学校、高校の養護教諭や歯科衛生士等との課題を共有し、歯周疾患の予防
に関する普及啓発の連携を図る。　

　＜青壮年期＞
青壮年期の節目歯科健診の受診勧奨
節目歯科健診受診率が低いことから、歯周疾患予防の大切さを促すと共に歯科健診の
受診勧奨を行う。

　＜高齢期＞
歯の健康の普及啓発
歯周疾患の予防に関する意識が低いことから、歯疾患の大切さを促す普及啓発を行う。
特に、誤嚥による肺炎も多いことから、口腔ケア等に関する普及啓発を行う。

仕上げ磨きをしている保護者の割合

（むし歯があるお子さんの場合）

時々
36.0%

毎日
50.0%

しない
14.0%

寝かせ磨きをする保護者の割合

（むし歯がないお子さんの場合）

毎日
60.0%

時々
28.0%

しない
12.0%

むし歯がないお子さんは
　毎日、寝かせて、仕上げ磨きをしている。

生えたばかりの歯は、柔らかくむし歯になりやすいので、寝かせ仕上げ磨きは、
歯が完全に生えかわる小学３～４年生まで続けましょう。

毎日寝かせ磨きをしている保護者の割合（Ｈ２０～Ｈ２３）

60.9

62.2

55.8

56.4

56.0

62.3

56.5

63.9

59.2

53.8

62.6

55.6

45.0

50.0

55.0

60.0

65.0

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３

１．６歳児 ２．６歳児 ３歳児

＜知って得々　健康メモ　～歯と口腔～＞
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分野ごとの中間評価　（生活習慣病）

＜全ライフステージ共通の健康づくり＞ Ｈ２９年の最終目標に対して既に達成した項目

・病気にならないよう自分の健康管理に努めよう 中間評価（Ｈ２４年度）以降に追加して評価する項目

指　　標 最終目標

現状(H19)% 目標(H29)% 中間評価(H23頃)% ５段階評価 （H29)%
１０時以降の就寝率（１．６歳児） １８．２ １０ ２０．３ ２ 20
１０時以降の就寝率（２．６歳児） ２０．８ １０ ２８．６ １ 20
１０時以降の就寝率（３歳児） １９．３ １０ ２９．６ １ 20
１０時以降の就寝率（４～５歳児） ２４ １５ １４．１ ５ がんばろう 10
幼稚園児の肥満率 ０．２ ０ ０．６ ３ 0
小学生の肥満率 ２．９ ２ ７．８ ２ 5
中学生の肥満率 ３．０ ２．５ １１．６ １ がんばろう 10
自分自分自分自分のののの血圧血圧血圧血圧をををを知知知知らないらないらないらない人人人人のののの割合割合割合割合 ３０３０３０３０．．．．６６６６ ２５２５２５２５ ２２２２２２２２．．．．１１１１ ５５５５ 20202020
健康状態健康状態健康状態健康状態があまりよくないがあまりよくないがあまりよくないがあまりよくない・・・・よくないとよくないとよくないとよくないと自覚自覚自覚自覚しているしているしているしている人人人人のののの割合割合割合割合 ２０２０２０２０．．．．９９９９ １０１０１０１０ ９９９９．．．．６６６６ ５５５５ 8888
ＨＡ1ｃ5.6～6.0の割合 － 減少 １８．５ － 減少
ＨＡ1ｃ6.1以上の割合 － 減少 ５．２ － 減少
メタボリックシンドローム該当者の割合 － １０以上減少 １０．４ － １０
メタボリックシンドローム予備軍者の割合 － １０以上減少 ５．９ － 減少
特定健診受診率 － ８０ ３８．５ － よくできた ５０
特定保健指導利用率 － ６０ １９．２ － ４０
肥満者の割合（ＢＭＩ２５以上） ー － ２３．８ 評価なし 20
健康状態健康状態健康状態健康状態があまりよくないがあまりよくないがあまりよくないがあまりよくない・・・・よくないとよくないとよくないとよくないと自覚自覚自覚自覚しているしているしているしている人人人人のののの割合割合割合割合 ３２３２３２３２．．．．６６６６ ２５２５２５２５ １７１７１７１７．．．．４４４４ ５５５５ 15151515
ＨＡ1ｃ5.6～6.0の割合 － 減少 ２５．０ － 減少
ＨＡ1ｃ6.1以上の割合 － 減少 ９．８ － 減少
１年間の新規透析患者数（実数） １８人 － １４人 評価困難 減少
１年間の糖尿病による新規透析患者数（実数） － － ３人 評価なし よくできた 減少
自分の血圧を知らない人の割合 － － ７．１ 評価なし ５

世代別 今までの取り組み
・１歳６ヶ月健診で早寝・早起き・生活リズム指導 ・４～５歳児の就寝時間は、食育講演会の開催等により
・ＢＡＢＹすくぅ～るで早寝・早起き・生活リズム指導 　１０時までに就寝できる子どもが増加している。
・保育園・幼稚園等での食育講演会 ・乳幼児期の１０時以降の就寝率が高くなっている。
・教育連携会議講演会 ・小学生、中学生の肥満の割合が増加傾向にある。

＜特定検診・特定保健指導＞ ・自分の血圧を知らない人の割合が減少し、最終評価
・特定健診受診勧奨訪問事業 　時の目標値が達成できた。
・特定保健指導該当者家庭訪問事業 ・健康状態があまりよくない、よくない人が減少し、最終
・特定保健指導申込者個別支援事業 　評価時の目標値が達成できた。
・ニッピー学園（特定保健指導申込者グループ支援事業） ＜特定検診保健指導＞
＜健康教育事業＞ ・特定保健指導は利用勧奨の家庭訪問やグループ支援
・検診結果説明会 　による教室（ニッピー学園）の開始により、利用率が高く
・おでかけ健康教室 　なっている。
・にっこり適塩運動教室 ＜おでかけ健康教室＞
＜糖尿病予防活動＞ ・おでかけ健康教室が地域に浸透し申込みが増加しており、

・健康づくり推進大会 　地域住民の集まりのみでなく、職域からの申請が増加して

・パンフレット作成・配布による普及啓発活動 　いる。

＜健康教育事業＞ ・健康状態があまりよくない・よくない人の割合が減少し、
・検診結果説明会 　最終評価時の目標値が達成できた。
・おでかけ健康教室 ＜糖尿病＞
・にっこり適塩運動教室 ・透析患者数は年々増加しているが、新規透析患者数は
＜糖尿病予防活動＞ 　減少している。
・健康づくり推進大会 ＜糖尿病予防活動＞
・パンフレット作成・配布による普及啓発活動 ・愛育委員・栄養委員など地区組織の協力により普及啓発

　活動が浸透してきている。

・新見市健康増進計画推進企画「ニッピー☆チャレンジ」 ・毎年１０月を「ニッピー☆チャレンジ」月間と決めたこと、
　愛育委員や栄養委員がＰＲ活動を行ったこと、労働
　基準監督署と連携したこと等により参加者が増加した。

高
齢
期

学
童
・

思
春
期

青
壮
年
期

全
体

高
齢
期

乳
幼
児

期

世代別
中間評価時策定時

青
壮
年
期

＜現状～経過評価～＞

学
童
・

思
春
期

評価

乳
幼
児
期
　
　

（
妊

産
婦
期

）
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【今後の課題・改善策】
  ＜乳幼児期（妊産婦期）＞

保育園・幼稚園との連携
乳幼児健診の結果から見られる生活リズムの乱れの現状を、関係機関へ情報提供する。
また、幼稚園児の肥満率が若干増加傾向にあることから、食育推進支援事業をあわせ、関
係者と連携を図り、「早寝・早起き・朝ごはん」を勧めながら、望ましい生活習慣の定着に向
けた支援を協働で進める。

　＜学童・思春期＞
学校関係者・養護教諭・栄養教諭・学校栄養職員等との連携
小学生・中学生の肥満率が増加している現状を養護教諭・栄養教諭・学校栄養職員等の
学校関係者と課題を共有しながら連携を図り、望ましい生活習慣の定着に向けた支援等を
協働で進める。

　＜青壮年期＞
特定健診受診率・特定保健指導利用率向上に向けた取り組み
青壮年期の方が利用しやすい環境整備を進める。

　＜高齢期＞
生活習慣病と介護予防をあわせた取り組み
介護予防（認知・口腔・栄養・うつ）の視点を含めた高齢期の健康づくりを推進する。

　＜全体＞
健康に関する正しい情報・知識の啓発

健康づくり課や各支局の地
域振興課では、おでかけ健
康教室を実施しています。
   ご希望に合わせた内容で
保健師・栄養士・運動実践指
導者がどこへでも伺い、健康
に関する講話や実技指導等
をさせていただきます。
　ぜひ、ご利用ください。

＜知って得々　健康メモ　～生活習慣病～＞
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分野ごとの中間評価　

＜全ライフステージ共通の健康づくり＞ Ｈ２９年の最終目標に対して既に達成した項目

・健診を受けよう 中間評価（Ｈ２４年度）以降に追加して評価する項目

最終目標
現状(H19)% 目標(H29)% 現状(H23頃)% ５段階評価 （H29)%

健診受診率（３～４ヶ月児） － － ９２．４ 評価なし ９８
健診受診率（９～１０ヶ月児） ９６．６ １００ ９８．４ ３ １００
健診受診率（１．６歳児） ９３．４ １００ ９４．９ ３ ９８
健診受診率（２．６歳児） ８７．６ １００ ９３．４ ５ ９８
健診受診率（３歳児） ９８．６ １００ ９３．４ １ 変化なし ９８
ＢＡＢＹすくぅ～る参加率 ５０．０ ７０ ５０．０ ３ ７０
肺がん検診受診率 ４７．７ ７０ ３７．５ １ ４０
胃がん検診受診率 ２８．６ ５０ ２０．３ １ ４０
大腸がん検診受診率 ３８．６ ６０ ３４．９ ２ ４０
乳がん検診（視触診）受診率 ５．７ － ３．５ ２ －
乳がん検診（マンモ）受診率 １３．０ ４０ ２１．９ ５ ５０
子宮がん検診受診率 ２３．８ ４０ １７．６ １ がんばろう ５０
肺がん検診精密検査受診率 ９０．９ １００ ７１．４ １ ８０
胃がん検診精密検査受診率 ７４．７ ８０ ７２．０ ２ ８０
大腸がん検診精密検査受診率 ７４．２ ８０ ５２．３ １ ８０
乳がん検診精密検査受診率 ８０．４ ９０ ７３．１ １ ８０
子宮がん検診精密検査受診率 １００ １００ ３３．３ １ ８０
検診受診率、精密検査受診率 青壮年期と同じ － 青壮年期と同じ － －

＜全ライフステージ共通の健康づくり＞
・予防接種を受けよう

最終目標
現状(H19)% 目標(H29)%中間評価(H23頃)%５段階評価 （H29)%

ポリオ接種率 ７７．５ １００ ８２．１ ４ －
三種混合接種率 ７０．７ ８０ ７０．４ ３ －
ＭＲ１期接種率 ９８．２ １００ ９７．１ ３ １００
ＭＲＭＲＭＲＭＲ２２２２期接種率期接種率期接種率期接種率 ７７７７７７７７．．．．５５５５ ９０９０９０９０ ９８９８９８９８．．．．８８８８ ５５５５ １００１００１００１００
ＢＣＧ接種率 １０１．４ １００ ９９．１ ３ １００
日本脳炎接種率 － － ２６．７ 評価なし ５０
四種混合接種率 － － － 評価なし ８５
小児インフルエンザ接種率 － － － 評価なし できた ６０
子宮頸がん予防ワクチン接種率（初回） － － ８５．７ 評価なし ９５
インフルエンザ予防接種接種率 ５５．１ ６５ ５７．６ ４ ７０
肺炎球菌ワクチン接種率 － － － 評価なし １０

分野 世代別 ＜今までの取り組み＞
・乳幼児健診の充実

・ＢＡＢＹすくぅ～るの充実

・乳幼児健診未受診児への受診勧奨の徹底 ・未受診児の状況把握はできている。

・成人検診ガイドブックの作成

・愛育委員の受診勧奨訪問

・行政放送、告知放送、文字放送等による受診勧奨

・がん検診無料クーポン券の発行

・検診アンケート調査による意識調査

・市内個別検診実施医療機関説明会

・商業施設と連携した集団がん検診事業

・市内個別検診実施医療機関への精密健診実施結果返送依頼

・全世帯へ予防接種スケジュール表を作成し配布

・所得に応じて助成券及び無料券を交付 ・接種率は上昇している。

・全世帯へ予防接種スケジュール表を作成し配布

今後の課題・改善策
課題：健診内容の工夫が必要である。

〈〈〈〈魅力魅力魅力魅力あるあるあるある健診健診健診健診、ＢＡＢＹ、ＢＡＢＹ、ＢＡＢＹ、ＢＡＢＹすくぅすくぅすくぅすくぅ～～～～るのるのるのるの実施実施実施実施））））

・ＢＡＢＹすくぅ～るでは、離乳食の内
容を増やし、さらに保護者が元気が出
る子育て支援の講話を導入する。各
種健診では、指導内容や方法、指導
媒体を工夫し、より関心を持って聞い
てもらえるよう改善する。

評価
策定時

策定時

乳
幼
児
期

中間評価時
評価

世代別
中間評価時

指　　標

指　　標

・保護者の興味の高い離乳食指導にさらに重点
をおく必要がある。

・ＢＡＢＹすくぅ～るの参加率は維持できている。

・保護者の育児を認め、元気の出る子育て支援
が必要である。

青
壮
年
期

高齢期

＜現状～経過評価～＞
・乳児、１．６歳、２．６歳健診の受診率は横ばいから
上昇し、３歳児健診受診率はやや低下している。

・各予防接種とも接種率高い水準でほぼ横ばい
である。

・日本脳炎は、特例措置に伴い対象年齢や接種
間隔が分かりにくい状況になっている。

　個別検診が加わり、検診機関の対応方法を統
一できにくい状況から、検査をしていても報告で
きていない医療機関も見受けられた。

・接種期限前の未接種児へは電話で、就学前の児には
文書にて、接種勧奨を実施

・新生児及び乳児訪問、各種健診において、予防接種
の説明と接種勧奨を実施

予
防
接
種

乳
幼
児
期

高
齢
期

健
診

乳
幼
児
期

青
壮
年
期

課題：２０～４０代の受診率が低い。

（（（（がんがんがんがん検診推進事業検診推進事業検診推進事業検診推進事業のののの推進推進推進推進））））

愛育・栄養委員と連携した地域への受診勧奨

課題：予防接種法の改正に伴い予防
接種の種類等の理解が困難。

・対象年齢への受診勧奨、無料クーポ
ンの利用促進

（（（（受診受診受診受診のののの普及啓発普及啓発普及啓発普及啓発））））

（（（（受診環境受診環境受診環境受診環境のののの整備整備整備整備））））

職域や商業施設と連携し、青壮年期
に受診しやすい環境を整える。

（（（（予防接種予防接種予防接種予防接種のののの普及啓発普及啓発普及啓発普及啓発））））

・各健診等の機会を用いて普及啓発
すると共に、愛育委員と協働で接種勧
奨を行う。

世代別

乳
幼
児
期

学
童
・
思
春
期

高齢期

・未接種児への接種勧奨は継続して必要である。

・乳がん検診(ﾏﾝﾓ）を除くがん検診受診率低下。

　策定時からすると、対象者の把握方法が異なっ
ているため比較が困難である。

・精密検査受診率は、いずれも低下している。

　受診勧奨をしても受診しない人がいる。

健診(検診）

予防接種
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分野ごとの中間評価　
Ｈ２９年の最終目標に対して既に達成した項目

中間評価（Ｈ２４年度）以降に追加して評価する項目

＜全ライフステージ共通の健康づくり＞
・安全安心で過ごせるようにしよう

最終目標
現状(H19)% 目標(H29)% 現状(H23頃)% ５段階評価 （H29)%

事故予防率（９～１０ヶ月児） ７８．１ １００ ９３．９ ５ １００
事故予防率（１．６歳児） ８６．８ １００ ９５．２ ５ １００
事故予防率（２．６歳児） ７８．３ １００ ９２．０ ５ １００
事故予防率（３歳児） ７２．０ １００ ８６．４ ５ よくできた １００

＜全ライフステージ共通の健康づくり＞
・ライフステージに応じた正しい知識を身につけよう

最終目標
現状(H19)% 目標(H29)% 現状(H23頃)% ５段階評価 （H29)%

妊娠妊娠妊娠妊娠１１１１１１１１週以下週以下週以下週以下のののの妊娠届出率妊娠届出率妊娠届出率妊娠届出率 ６９６９６９６９．．．．００００ ８０８０８０８０ ９３９３９３９３．．．．８８８８ ５５５５ １００１００１００１００
低出生体重児割合 ５．９ 減少 ９．９５ ２ 減少
１０１０１０１０代代代代のののの人工妊娠中絶率人工妊娠中絶率人工妊娠中絶率人工妊娠中絶率 １１１１．．．．３５３５３５３５ １１１１．．．．００００ ００００．．．．８１８１８１８１ ５５５５ ００００．．．．５５５５
体の成長変化、異性、性についての話を家族でする人の割合 ２１．３ ５０ ２０．８ ３ できた －

分野 世代別 今までの取り組み

・乳幼児健診時の個別指導
・健診会場への事故予防ポスター掲示
・「子育てホームドクター」への事故予防の掲載

・不妊症対策支援事業、不育治療支援事業の実施

・母子健康手帳交付にあわせた相談支援
・マタニティマークの配布
・乳児全戸訪問時に産婦及び育児相談

・低出生体重児の割合は増加している。

・愛育委員会による、思春期のふれあい体験事業

指　　標

今後の課題・改善策

世代別

乳
幼

児
期

乳
幼
児
期

学
童

思
春

期

指　　標

現状～経過評価～

評価

評価

・月齢に応じた起こりやすい
事故について提示する。

・支援を要する妊婦は、届出時期は遅れ
やすい傾向にある。

事
故

乳
幼
児
期 原因は不明だが、双子、先天性の疾患を

有している児の出生も誘因している。

・母子健康手帳の交付時の
相談対応を充実する。

・各中学校における赤ちゃん
とのふれあい体験事業を推
進する。

・妊娠１１週以下の妊娠届出率は約25％
改善している。

・妊娠中のこころの支援教室
を実施する。

・１０代の人工妊娠中絶率は、１％を下回
り減少している。

（（（（妊婦支援体制妊婦支援体制妊婦支援体制妊婦支援体制のののの充実充実充実充実））））

・性などについての話を家族でする人の
割合は、若干減少している。

（（（（思春期思春期思春期思春期ふれあいふれあいふれあいふれあい体験事業体験事業体験事業体験事業
のののの推進推進推進推進））））

世代別

乳
幼
児
期

学
童
思
春
期

リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
ヘ
ル
ス

・事故予防率については、いずれの健診
においても改善している。

（（（（継続継続継続継続したしたしたした事故予防事故予防事故予防事故予防のののの啓発啓発啓発啓発））））

中間評価時

策定時

策定時

中間評価時

リプロダクティブヘルス

事故

２歳６ヶ月児健診赤ちゃん訪問 中学生のふれあい体験事業
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７　新見市の健康を取り巻く現状と課題

（1）年齢３区分別人口の推移
　　総人口は平成18年から平成23年で2,369人減少しています。　また、65歳以上の高齢者の人口は、
　221人減少しており、高齢化率は33.4％から35.1％と1.7ポイント上昇しています。
　　

（2）要支援・要介護認定者の推移
　　要支援・要介護認定者数は、平成18年度から平成23年度の６年間で351人増加しています。

（3）人口動態
　①人口動態の概要

出生 死亡 自然増加 乳児死亡 新生児死亡 死産（合計） 周産期 婚姻 離婚

（数） （数） （数） （数） （数） （数） （数） （件） （件）

平成１８年 222 474 △ 252 1 0 7 0 136 44
平成１９年 229 460 △ 231 2 0 1 1 117 49
平成２０年 210 475 △ 265 1 0 3 1 139 50
平成２１年 202 451 △ 249 2 0 0 0 112 46
平成２２年 187 547 △ 360 2 0 2 0 117 59
平成２３年 214 548 △ 334 0 0 4 1 96 45

資料：備北保健所
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図3　年齢３区分別人口の推移　（Ｈ１８～Ｈ２３年）

図４　要支援・要介護認定者数の推移　（Ｈ１８～Ｈ２３年）
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　②出生数・死亡数・合計特殊出生率の推移
　　出生数は、概ね２００人前後であり、死亡数は４５０人から５５０人の間で推移しています。

資料：備北保健所

　③標準化死亡比 （岡山県を１００とした場合）

　　岡山県に対して新見市は、心疾患、肺炎、自殺の比率が高い状況にあります。

資料：備北保健所

④新見市の主要死因の推移
　　新見市の主要死因としては、悪性新生物、肺炎、心疾患が多い状況にあります。

第１位

第２位

第３位

第４位

第５位

資料：備北保健所
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図５　出生数・死亡数・合計特殊出生率の推移　（Ｈ１８～Ｈ２３）
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（１）生活リズム
①２２時以降に寝る児（３歳児健診）  　　　②朝食を食べていない児（３歳児健診）

（２）おやつ
①おやつを３回以上食べている児  　　　②おやつを食べている児（９～１０ヶ月児健診）

（３）妊産婦の歯科保健
Ｈ２１年度 Ｈ２２年度 Ｈ２３年度

184 181 211
43 46 48

23.4 25.4 22.7
69.8 78.3 70.8

（４）健診別要支援の内訳

母子手帳発行数
受診者数（人）

  新見市の母子保健の状況について

要精密検査者割合（％）

受診率（％）

25.1

14.4

29.1

0
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40

Ｈ21年度 H22年度 H23年度

％

5.1

4.5

5.6

1.4

5.3
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1.5

0

1

2

3

4

5

6
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％

3歳児健診
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1.6歳児健診
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H23年度

0

10

20

30

40
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60

母の育児 精神 言語 疾病 栄養

件

３～４ヶ月児 ９～１０ヶ月児

１．６歳児 ２．６歳児
３歳児

　３歳児健康診査では、２２時以降に就寝する児が年々増加している。３歳以降になると就園してい
る児も多く、就寝時間は遅くなっても起床時間は変わらないため、目覚めが悪く朝食を食べずに登園
している児も見受けられる。生活習慣病予防のためにも、子どもたちが望ましい生活習慣を身につけ
ることは、重要である。

就寝時間就寝時間就寝時間就寝時間とととと朝食摂取朝食摂取朝食摂取朝食摂取

・３歳児健診では、２２
時以降に就寝する児が
増加している。
・３歳以降になると就園
している児が多いため
か、就寝時間は遅く
なっても起床時間はあ
まり変化がない。 その
ため、目覚めが悪く、朝
食を食べずに登園して
いる児も見受けられる。

おやつおやつおやつおやつ（（（（補食補食補食補食））））

・９～１０ヶ月児健診で、
おやつを摂取している
児は約８割である。早
期からのおやつは、離
乳食にも大きく影響す
るため不要であり、 ３．
４ヶ月健診やＢａｂｙすく
～る等の機会に保護者
へ伝えているが、未だ
おやつの摂取率の高
い状態が続いている。

妊婦歯科健診妊婦歯科健診妊婦歯科健診妊婦歯科健診

・受診した結果、要精密検査となる妊婦が多い。
・受診勧奨及び母子共に正しい口腔ケアの定着が
できるよう、  アプローチの方法等を検討する必要が
ある。

要支援要支援要支援要支援のののの状況状況状況状況

・落ち着きのなさ、視線が合いづらい、言葉の遅れ、
ぐずりやこだわりなど、精神面のフォローも多く、それ
に伴い育児不安や育児困難感を感じている保護者
が増加している。
・離乳食の進め方などにも不安があるなど、育児能
力が不十分な保護者も増加している。
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（１)特定保健指導該当者(メタボリックシンドローム)の状況 （平成２２年度）

全国 680,345 273,190 953,535 13.3%

岡山県 7,912 2,211 10,123 13.7%
新見市 261 91 352 15.2%15.2%15.2%15.2%

（２）生活習慣の状況（特定健診問診より抜粋） （平成２２年度）
新見市 岡山県 全国

喫煙 9.2%9.2%9.2%9.2% 11.8% 14.1%
20歳の体重から10ｋｇ以上増加 28.9% 30.3% 26.7%
運動習慣（週２回、１回３０分以上） 39.6% 40.5% 34.6%
歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施 64.9%64.9%64.9%64.9% 47.5% 45.1%
同年齢の同姓と比較して歩く速度が速い 42.9%42.9%42.9%42.9% 41.9% 41.6%
人と比較して食べる速度が速い 速い 23.7% 23.9% 21.1%

普通 68.3% 63.5% 54.6%
遅い 7.5% 9.4% 7.1%

就寝前2時間以内の夕食が週に3回以上 17.0%17.0%17.0%17.0% 13.5% 13.9%
夕食後の間食（3食以外の夜食）が週に3回以上 8.8% 11.8% 9.8%
朝食を抜くことが週3回以上 3.8% 4.7% 6.4%
飲酒習慣 23.0%23.0%23.0%23.0% 22.5% 22.1%

20.6%20.6%20.6%20.6% 17.2% 19.6%
56.2% 57.1% 49.4%

飲酒量（１日） 73.4%73.4%73.4%73.4% 56.9% 41.2%
14.2%14.2%14.2%14.2% 12.8% 13.9%
4.3% 4.1% 5.1%
1.3% 0.9% 1.5%

睡眠で休養が十分とれている 78.8%78.8%78.8%78.8% 70.2% 63.2%

（３）生活習慣改善の意思（特定健診問診より） （平成２２年度）

新見市 岡山県 全国 新見市 岡山県 全国
46.0%46.0%46.0%46.0% 39.0% 31.5% 31.0%31.0%31.0%31.0% 27.4% 25.3%
24.9% 25.1% 21.8% 28.4% 30.4% 24.1%
7.1% 8.9% 9.1% 9.1% 12.0% 11.3%
6.0% 6.0% 5.5% 8.6% 7.7% 6.5%

14.1%14.1%14.1%14.1% 18.3% 15.4% 20.4%20.4%20.4%20.4% 19.8% 15.3%

内容

動機付け 積極的
保健指導
対象者数

出現割合

女性
運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思う

1～2合未満
2～3合未満

毎日

3合以上

ほとんど飲まない（飲めない）

時々

1合未満

  新見市の成人保健の状況について

56.9%56.9%56.9%56.9% 46.5% 41.4%
生活習慣の改善について保健指導を受け
る機会があれば利用する

51.7%51.7%51.7%51.7% 40.9% 40.1%

改善するつもりである
近いうちに改善するつもりであり、少しずつ始めている

 既に改善に取り組んでいる（6か月未満）
 既に改善に取り組んでいる（6か月以上）

男性

改善するつもりはない

特定保健指導該当者の割合は、
国や県と比べて新見市は高い。

・喫煙習慣、身体活動、睡眠は、国や県に比べると新見市は良い状況にある。
・「就寝前の2時間以内に夕食を食べる習慣」と「飲酒習慣・飲酒量」が
　国や県よりも新見市は高い。

生活習慣の
状況から、
夕食以降の
生活習慣に
問題がある。

・運動や食生活等の生活習慣を「改善するつもりはない」と答えている人が多い反面、
　男性も女性も生活習慣の改善について、「保健指導を受ける機会があれば
 利用する」と答えた人は、国や県よりも新見市は高い。

歩行などの
身体活動を
1時間以上
している人は
多い。

特定保健指導該当者の割合が、国や県と比較して新見市は高い。
しかし、生活習慣について何らかの問題意識はあり、保健指導を利用したいと考えている人が多い傾向
にあるため、健康づくりの良いきっかけがあれば改善できる可能性は充分ある。

12%

13%

14%

15%

16%

全国 岡山県 新見市

13.3
13.7

15.2
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 新見市の健康を取り巻く課題 

年々人口が減少する中、「団塊の世代」が平成２６年度に６５歳以上になることから、高齢化

率は一層上昇し、さらなる少子高齢化社会に対応する必要があります。このため、生活習慣病

予防から介護予防まで視野におき、地域全体で健康づくりを進めていく必要があります。 

 

（１）生活リズムが乱れている子どもの増加 

３歳児健診では、２２時以降に就寝すること子どもが増えています。 

３歳以上になると、就園している子どもが多く、就寝時間は遅くても起床時間が変わらないた

め、目覚めが悪く、「朝食が食べられない」、「食べる時間がない」など、朝食を食べないで登園

する子どもも見受けられます。幼児期の生活リズムが、以後の生活習慣に大きく影響するため、

生活習慣病予防の観点からも幼児期から望ましい生活習慣を身につける必要があります。 

 

（２）学童・思春期における肥満率の上昇 

学校保健概要調査では、小学生と中学生の肥満率が高くなっており、特に、中学生では、

3.0%(H19)から 11.6%(H23)とかなり高くなっています。バスで通学する児童・生徒が増えてきて

いるため、状況に応じた取り組みが必要になってきます。 

学校の養護教諭、栄養教諭等、関係者と連携し、課題や目的を共有しながら、望ましい生

活習慣の定着から子どもの生活習慣病予防につなげ、青壮年期の保護者も含めた効果的な

健康教育が進められるように支援をしていく必要があります。 

 

（３）青壮年期における糖尿病予備軍の増加 

青壮年期における特定保健指導該当者は、国や県と比較しても高い状況にあります。また、 

  近年、糖尿病予備軍も増加傾向にあり、糖尿病予防対策が重要な健康課題となっています。 

労働基準監督署における健診結果の有所見率も、特定健康診査と同様な傾向がみられる

ため、企業など職域と連携し、青壮年期への健康教育も進めていく必要があります。 

 

（４）高齢期における要介護予備軍の増加 

高齢期における運動器の機能向上が必要とされた者の割合は、国（14.5%）、県（13.4%）に対

し 10.9％と低い状況ですが、低栄養傾向者（ＢＭＩ20 以下）の割合は、国(17.4%)、県(16.6%)に

対して 21.0%と高い状況です。また、要介護状態を引き起こす脳血管疾患や、心疾患の原因と

なる生活習慣病も十分コントロールができていない状況があり、肺炎は県基準のＳＭＲで比較

すると非常に高い状況にあります。 

高齢になると、体力や健康状態等の個人差が大きく、個々に応じた適切な支援が必要とな

ってきます。今後もさらに高齢化が進むことから、より多くの人が早期から介護予防への取り組

めるよう意識を高めていくことが必要です。現在、地域で実施している健康教育も、個々の要

望に応じた内容に工夫しながら、介護予防に加え、誤嚥性肺炎の予防など新見市の健康課題

に対応した効果的な健康相談や健康教育を進めていく必要があります。 
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第３章 新見市健康増進計画 後期計画 
 

１ 後期計画の基本的な方向性 

「共に支え合う やさしさのある健康都市」を実現させるためには、市民一人ひとりが健康づく

りに主体的に取り組む必要があります。 

今回の中間評価では、年度ごとに掲げた重点課題に積極的に取り組んできたことにより、

「男性の運動習慣の定着率の向上」と「子どものむし歯有病率の減少」等に成果がみられまし

た。しかし、その一方で、「生活リズムが乱れている子どもの増加」、「小学生・中学生の肥満率

の上昇」など新たな課題も明らかになりました。特に、青壮年期においては、特定保健指導の

該当者の割合が、国（13.3%）、県（13.7%）に対して新見市は 15.2％と高い状況にあり、糖尿病

予備軍も増加傾向にあることから、子どもから大人まで地域全体で、生活習慣病予防や介護

予防を進めていくことが、今後、ますます重要な課題となってきます。そのためには、市民に新

見市の健康課題について情報提供をしながら課題を共有し、課題解決に向けて「共に考え、

協力して実践できるような仕組み作り」も必要です。 

今後は、健康づくりに関わる多くの関係者がその課題を理解し、目標に向かって情報を共

有しながら知識や技術を習得し、健康づくりに向けた具体的な行動や主体的な健康づくりに取

り組む環境を作るように努めます。 

 

２ 後期計画の基本目標 

（１）健康寿命の延伸と生活の質の向上 

疾病や障害のあるなしにかかわらず、すべての市民が生涯にわたって、健やかで心豊かに

暮らせるよう、健康寿命を延伸し生活の質の向上を目指します。 

（２）市民の主体的な健康づくりの推進 

市民が健康づくりを自らの取り組む課題としてとらえ、知識や技術を習得し、主体的に健康

づくりに取り組む環境づくりを推進します。そのため、計画の主役を市民とし、健康づくりに向け

た具体的な行動や方策を提示します。 

（３）一次予防の重視 

日常生活の中で生活習慣を改善し、生活習慣病等の発病を予防する「一次予防」に重点を

置きます。また、メタボリックシンドロームの概念を導入した対策の推進に取り組みます。 

（４）ライフステージごとの取り組みの展開 

ライフスタイルや健康課題は、性や世代によって異なっているため、それぞれのライフステー

ジごとの特徴や課題に応じた健康づくりの取り組みを展開します。 

（５）具体的な目標設定と目標の共有化 

効果的な健康づくりのために、健康づくりに関わる多くの関係者が市の課題を理解し、目標

を共有できる計画とします。また、それを指標として計画の達成度を評価します 



３　健康づくりの取り組み 【【【【後期計画後期計画後期計画後期計画】】】】

乳幼児期乳幼児期乳幼児期乳幼児期（（（（妊産婦期妊産婦期妊産婦期妊産婦期）））） 学童思春期学童思春期学童思春期学童思春期 青壮年期青壮年期青壮年期青壮年期

バランスのよい食事をし
よう

補食（おやつ）の役割を知る 主食・主菜・副菜のそろった朝
食を食べる

就寝前に食べる習慣を見
直す

夜食や間食を見直そう 離乳食からうす味に心がける おやつの適切な食べ方を身に
つける

主食・主菜・副菜をそろえ
て食べる

うす味を心がけよう 好き嫌いせず何でも食べる 加工食品の食べ過ぎに気をつ
ける

加工食品の食べ過ぎに
気をつける

運動習慣を身につけよ
う

家族と一緒に楽しく身体を動
かす

スポーツ少年団、部活動など
で積極的に運動する

短い時間でも、毎日意識
して身体を動かす

遊びや運動に関するイベント
に参加する

運動実施上の注意点を
正しく理解する

運動の大切さを理解する

必要時にサービスが使える 悩みを相談できる人がいる 悩みを相談する窓口を知
る

不安、悩みの解消が出来る 友達を大切にする ※ワークライフバランスを
とる

あいさつをする 趣味を持つ

適度な休息をとる

喫煙と受動喫煙を避け
よう

妊娠中は禁煙する たばこ・アルコールの害につい
て学ぶ

たばこ、アルコールの害
について学ぶ

適正飲酒を心がけよう 妊娠中はアルコールを飲まな
い

たばこを吸ったり、アルコール
を飲んだりしない

禁煙・分煙を心がける

適正飲酒を心がける

しっかり噛んで食べよう仕上げ磨きをする 食べたら歯を磨く 定期的に歯科健診を受け
る

歯の喪失を防ぐため歯
科健診を受診しよう

楽しく噛んで食べる よく噛んで食べることを身につ
ける

歯ごたえのあるものを食
べる

口腔ケア用品を使おう 口腔ケア用品を利用する

生活習慣病を予防しよ
う

早寝早起きのリズムを整える 早寝早起きをする 健康状態を知る

生活習慣を見直し、健
康づくり行動がおこせ
る

しっかり身体を動かす 適正体重を知る

子どもの事故を防ごう 月齢に応じた事故対策をする

室内の整理整頓をする

幸せな妊娠・出産をしよう
妊娠初期（１１週以下）に母子
健康手帳の交付を受ける

正しい性知識を学び命を大切
にする

育児を楽しもう
不安や心配があれば相談す
る

悩みがあれば相談する

生活リズムを整える

※ワークライフバランス　：　「仕事と生活の調和」のこと

※320運動　：　3歳児のむし歯罹患率を20% 以下にすることを目標にした運動   

自分なりにストレス発散
をしながら心豊かに生活
しよう

すべてのすべてのすべてのすべてのライフステーライフステーライフステーライフステー
ジジジジをををを通通通通じてじてじてじて

自分自分自分自分がががが出来出来出来出来ることることることること

食生活食生活食生活食生活・・・・食育食育食育食育

身体活動身体活動身体活動身体活動・・・・運動運動運動運動

休養休養休養休養・・・・心心心心のののの健康健康健康健康

たばこたばこたばこたばこ
アルコールアルコールアルコールアルコール

歯歯歯歯とととと口腔口腔口腔口腔

事事事事　　　　　　　　故故故故

ﾘﾌﾘﾌﾘﾌﾘﾌﾟ゚゚゚ﾛﾀﾛﾀﾛﾀﾛﾀﾞ゙゙゙ｸﾃｨﾌｸﾃｨﾌｸﾃｨﾌｸﾃｨﾌﾞ゙゙゙ﾍﾙｽﾍﾙｽﾍﾙｽﾍﾙｽ
（（（（性性性性とととと生殖生殖生殖生殖にににに
関関関関するするするする健康健康健康健康））））

生活習慣病生活習慣病生活習慣病生活習慣病
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高齢期高齢期高齢期高齢期

就寝前に食べる習慣を見直す 家族そろってご飯を食べる 食育の啓発活動を行う 食に関する正しい情報を提供
する

主食・主菜・副菜をそろえて食
べる

主食・主菜・副菜をそろえた食
事を作る

おやつ（補食）の役割や嗜好
品について学ぶ

漬け物を食べ過ぎない 食文化の伝承や地産地消を
すすめる

安全面に配慮し、自分にあっ
た適度な運動を続ける

家族や友達と一緒に身体を動
かす

一緒に運動する仲間を作る 運動に関する情報を提供する

短い時間でも、毎日意識して
身体を動かす

遊びや運動に関するイベント
に参加する

運動に関するイベントに参加
する

運動に関するイベントの支援
をする

自分のことは自分でする
昔遊びを伝承する

悩みを相談する窓口を知る 家族団らんの時間を持つ 世代間で交流する機会を作る 相談に応じる

睡眠、休息をとる 家族を思いやり、いたわり合う あいさつなどの声かけをする 専門相談窓口を紹介する

役割を持つ 家族で役割分担をする ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽについての情報提
供をする

たばこ、アルコールの害につ
いて学ぶ

禁煙・分煙、適正飲酒を心が
ける

地域団体で、禁煙分煙活動を
推進する

たばこ・アルコールの正しい知
識の普及啓発を行う

禁煙・分煙を心がける 家族のいるところでたばこを吸
わない

適正飲酒が守れるよう声かけ
をする

禁煙・分煙施設を推進する

適正飲酒を心がける

定期的に歯科健診を受ける お菓子やジュース類の買い置
きをしない

むし歯予防についての啓発活
動を進める

各年代の歯科健診を実施する

１口３０回噛むようにする 歯ごたえのある食品を献立に
入れる

※３２０，６０２４，８０２０運動を
進める

口腔ケア用品を利用する 早めに治療を受けさせる

健康状態を知る 健診（検診）を受け、自分の健
康状態を知る

生活習慣病予防の普及啓発
活動を行う

健康づくりに関する相談窓口
の情報提供をする

かかりつけ医を持つ 必要な受診行動ができる 誘い合わせて各種イベントに
参加する

健康相談・健康教育を実施す
る

適正体重を知る 生活習慣の見直しができる 健診（検診）体制を充実させ
る。

健診（検診）の受診勧奨を行う

家の中の危険場所を確認する 子どもの事故予防について学
ぶ

起こりやすい事故について普
及啓発をする

救急法を身につける

事故予防グッズを活用する

家族で話をする時間を持つ 声かけをして励ます 相談対応し、必要な情報提供
をする

育児に協力する 育児の大変さを理解する 妊婦教室・乳幼児健診を充実
させる

組織と協力し、思春期ふれあ
い体験事業を充実させる

　

地域地域地域地域がががが出来出来出来出来ることることることること 行政行政行政行政がががが出来出来出来出来ることることることること家族家族家族家族がががが出来出来出来出来ることることることること
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４　ライフステージごとの課題・目標・施策 乳幼児期（妊産婦期）

＜基本目標＞
安心して健やかに生み育てるまち

*:中間評価後に変更した最終目標値

Ｈ２９
策定時 中間評価 最終目標

低出生体重児割合 ５．９ ９．９５ 減少 岡山県母子保健報告（Ｈ２３）

妊娠中の喫煙率 ６．８ ５．８ ５ 新見市乳幼児訪問記録（Ｈ２３）

妊娠中妊娠中妊娠中妊娠中のののの飲酒率飲酒率飲酒率飲酒率 ４．４ ２．１ * ２ 〃
虐待件数　（新規通告のみ） ７件 20件 減少 新見市こども課調べ（Ｈ２４）
むし歯の有病率（１．６歳児） ５ １．５ ２ 新見市BABYすくぅ～る・乳幼児健診結果（Ｈ２３）

むし歯の有病率（２．６歳児） １５ １０．８ １０ 〃
むしむしむしむし歯歯歯歯のののの有病率有病率有病率有病率（（（（３３３３歳児歳児歳児歳児）））） ３５．８ ２１．１ * ２０ 〃
むし歯の有病率（幼稚園児） ３９．４ ２０．２ ３５ 学校保健概要調査（Ｈ２３）
幼稚園児の肥満率 ０．２ ０．６ ０ 〃
母乳の割合（生後３ヶ月まで） ５６．０ ５５．２ ７０ 新見市BABYすくぅ～る・乳幼児健診結果（Ｈ２３）

朝食の摂取率（１．６歳児） ９７．０ ９８．４ １００ 〃
朝食の摂取率（２．６歳児） ９６．０ ９８．６ １００ 〃
朝食の摂取率（３歳児） ９８．０ ９５．０ １００ 〃
朝食の摂取率（４～５歳児） ９５．０ ９３．０ １００ 新見市アンケート調査（幼児版・Ｈ２４）

乳児期からおやつを食べている児の割合（９～１０ヶ月児） ９０．０ ８０．９ ５０ 新見市BABYすくぅ～る・乳幼児健診結果（Ｈ２３）

おやつのおやつのおやつのおやつの時間時間時間時間がががが決決決決まっているまっているまっているまっている子子子子どものどものどものどもの割合割合割合割合（（（（１１１１．．．．６６６６歳児歳児歳児歳児）））） ７１．５ ８０．７ * ８５ 〃
おやつのおやつのおやつのおやつの時間時間時間時間がががが決決決決まっているまっているまっているまっている子子子子どものどものどものどもの割合割合割合割合（（（（２２２２．．．．６６６６歳児歳児歳児歳児）））） ７５．２ ８１．２ * ８５ 〃
おやつのおやつのおやつのおやつの時間時間時間時間がががが決決決決まっているまっているまっているまっている子子子子どものどものどものどもの割合割合割合割合（（（（３３３３歳児歳児歳児歳児）））） ７７．２ ８１．４ * ８５ 〃
おやつの回数が２回以下の子どもの割合（１．６歳児） ８７．２ ８８．８ ９５ 〃
おやつの回数が２回以下の子どもの割合（２．６歳児） ８９．０ ８６．４ ９５ 〃
おやつの回数が２回以下の子どもの割合（３歳児） ９１．３ ９１．０ ９５ 〃
偏食のある児の割合（３歳児） ３２．０ ３７．２ ２０ 〃
毎食野菜を（小皿１杯程度）食べている子どもの割合（４～５歳児） ３６．０ ３７．２ ５０ 新見市アンケート調査（幼児版・Ｈ２４）

４４４４・・・・５５５５歳児歳児歳児歳児のののの適切適切適切適切なななな食事内容食事内容食事内容食事内容やややや量量量量をををを知知知知らないらないらないらない保護者保護者保護者保護者のののの割合割合割合割合 ６９．０ ４６．０ * ３５ 〃
育児に協力してくれる人がいると回答した割合 ９７．０ ９８．５ １００ 新見市BABYすくぅ～る・乳幼児健診結果（Ｈ２３）

育児が負担になると回答したの割合 ３０．０ ３０．９ 減少 〃
育児が楽しいと感じている人の割合 － ９７．８ １００ 〃
仕上げ寝かせ磨きを毎日実施している者の割合（１．６歳児） ５２．９ ５５．８ ９０ 新見市BABYすくぅ～る・乳幼児健診結果（Ｈ２３）

仕上げ寝かせ磨きを毎日実施している者の割合（２．６歳児） ５９．３ ６２．３ ９５ 〃
仕上げ寝かせ磨きを毎日実施している者の割合（３歳児） ５４．９ ５３．８ ９５ 〃
幼稚園児のむし歯治療率 ６５．８ ６１．６ ８０ 学校保健概要調査（Ｈ２３）
１０時以降の就寝率（１．６歳児） １８．２ ２０．３ ２０ 新見市BABYすくぅ～る・乳幼児健診結果（Ｈ２３）

１０時以降の就寝率（２．６歳児） ２０．８ ２８．６ ２０ 〃
１０時以降の就寝率（３歳児） １９．３ ２９．６ ２０ 〃
１０時以降の就寝率（４～５歳児） ２４ １４．１ １０ 新見市アンケート調査（幼児版・Ｈ２４）

事故予防率（９～１０ヶ月児） ７８．１ ９３．９ １００ 新見市BABYすくぅ～る・乳幼児健診結果（Ｈ２３）

事故予防率（１．６歳児） ８６．８ ９５．２ １００ 〃
事故予防率（２．６歳児） ７８．３ ９２．０ １００ 〃
事故予防率（３歳児） ７２．０ ８６．４ １００ 〃

リプロ 妊娠妊娠妊娠妊娠１１１１１１１１週以下週以下週以下週以下のののの妊娠届出率妊娠届出率妊娠届出率妊娠届出率 ６９．０ ９３．８ * １００ 岡山県母子保健報告（Ｈ２３）

健診受診率（３～４ヶ月児） － ９２．４ ９８ 新見市BABYすくぅ～る・乳幼児健診結果（Ｈ２３）

健診受診率（９～１０ヶ月児） ９６．６ ９８．４ １００ 〃
健診受診率（１．６歳児） ９３．４ ９４．９ ９８ 〃
健診受診率（２．６歳児） ８７．６ ９３．４ ９８ 〃
健診受診率（３歳児） ９８．６ ９３．４ ９８ 〃
ＢＡＢＹすくぅーる参加率 ５０．０ ５０．０ ７０ 〃
ＭＲ１期接種率 ９８．２ ９７．１ １００ 新見市予防接種結果（Ｈ２３）

ＭＲＭＲＭＲＭＲ２２２２期接種率期接種率期接種率期接種率 ７７．５ ９８．８ * １００ 〃
ＢＣＧ接種率 １０１．４ ９９．１ １００ 〃
日本脳炎接種率 － ２６．７ ５０ 〃
四種混合接種率 － － ８５ 〃
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データ出典　（Ｈ２３・２４）指　　標
Ｈ１９→Ｈ２３
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【食生活・食育】

課　　　　　　題： おやつ（補食）の役割に関する正しい情報が不足している
具体的な施策： おやつ（補食）の役割を正しく理解するための啓発活動

乳幼児健診の栄養指導に加え、愛育委員や栄養委員の協力も得ながら、
地域の料理教室で保護者等に「おやつ（補食）の役割」に関する情報等を
提供し、幼児期から望ましい食習慣を身につけることができるよう支援する。

【休養・心の健康】
課　　　　　　題： 育児に対する不安や負担感の解消が不十分である
具体的な施策： 子育て広場、にこたん等の交流の場の利用啓発

赤ちゃん訪問（愛育委員、民生委員）、乳幼児健診等で紹介をする。

 【たばこ・アルコール】
課　　　　　　題： 妊娠中のたばこ・アルコールの害や受動喫煙の知識が定着していない
具体的な施策： たばこ・アルコールの正しい知識の普及啓発

・妊娠届出時や妊婦訪問等でたばこ・アルコールの正しい知識を普及する。
・関係機関と連携し、禁煙・分煙施設を推進する。

 【歯と口腔】
課　　　　　　題①：妊婦歯科健診受診率が低い
具体的な施策①：妊婦への歯科健診の受診勧奨

母子手帳発行時に歯の大切さを促し歯科健診の受診勧奨を行う。
課　　　　　　題②：子どもの寝かせ磨きが定着していない
具体的な施策②：寝かせみがきの普及啓発

健診及び健康教室で普及啓発を行う。

 【生活習慣病】
課　　　　　　題： 就寝時間が遅く、望ましい生活リズムの定着ができていない
具体的な施策： 保育園・幼稚園・認定こども園との連携

乳幼児健診の結果から見られる生活リズムの乱れ等の現状を、関係機関へ
情報提供する。乳幼児健診の結果から見られる生活リズムの乱れの現状
や肥満率が増加傾向にあること等の健康課題を関係団体と共有しながら、
食育推進事業をあわせ、「早寝・早起き・朝ごはん」を勧めながら、望ましい
生活習慣の定着に向けた支援を協働で進める。

 【事　故】
課　　　　　　題： 事故予防対策の普及が不十分である
具体的な施策： 継続した事故予防の啓発

月齢に応じた起こりやすい事故について提示する。

 【リプロダクティブヘルス】
課　　　　　　題： 育児に不安がある保護者の増加
具体的な施策： 妊婦支援体制の充実

母子健康手帳の交付時の相談対応を充実する。

 【健　　診】
課　　　　　　題： 保護者の健診への認識が変化している
具体的な施策： 魅力ある健診、ＢＡＢＹすくぅ～るの実施

ＢＡＢＹすくぅ～るでは、離乳食の内容を増やし、保護者が元気が出る子育
て支援の講話を導入する。また、各種健診では、指導内容や方法、指導
媒体を工夫し、より関心を持って聞いてもらえるよう改善する。

 【予防接種】
課　　　　　　題： 予防接種法の改正に伴い、予防接種の種類等の理解が困難である
具体的な施策： 予防接種の普及啓発

各健診等の機会を用いて普及啓発すると共に、愛育委員と協働で接種勧
奨を行う。
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ライフステージごとの課題・目標・施策 学童・思春期　

＜基本目標＞

心も体も健康な生活習慣を身につけよう
*:中間評価後に変更した最終目標値

Ｈ２９

策定時 中間評価 最終目標

１０１０１０１０代代代代のののの人工妊娠中絶率人工妊娠中絶率人工妊娠中絶率人工妊娠中絶率 １．３５ ０．８１ * ０．５ 岡山県母子保健報告（Ｈ２３）

小学生の肥満率 ２．９ ７．８ ＊　５ 学校保健概要調査（Ｈ２３）

中学生の肥満率 ３．０ １１．６ ＊　１０ 〃

たばこをたばこをたばこをたばこを吸吸吸吸ったことがあるったことがあるったことがあるったことがある　　　　高校生男子高校生男子高校生男子高校生男子 ６５．０ １９．７ * １５ 新見市アンケート調査（高校生版・Ｈ２４）

たばこを吸ったことがある　高校生女子 ４５．０ ２３．２ １５ 〃

２０２０２０２０歳未満歳未満歳未満歳未満でででで喫煙喫煙喫煙喫煙したしたしたした者者者者のののの割合割合割合割合 ３８．０ ２１．３ * １５ 新見市健診受診者調査（２０歳以上：Ｈ２４）

飲酒経験がある高校生の割合 ８０．０ ４８．９ ４０ 〃

むしむしむしむし歯歯歯歯のののの被患率被患率被患率被患率（（（（小学生小学生小学生小学生）））） ３５．９ ２８．７ * ２５ 学校保健概要調査（Ｈ２３）

むしむしむしむし歯歯歯歯のののの被患率被患率被患率被患率（（（（中学生中学生中学生中学生）））） ２６．７ ２４．０ * ２０ 〃

むしむしむしむし歯歯歯歯のののの被患率被患率被患率被患率（（（（高校生高校生高校生高校生）））） ２５．７ １８．７ * １５ 〃

歯周疾患歯周疾患歯周疾患歯周疾患のののの有病者数有病者数有病者数有病者数（（（（小学生小学生小学生小学生）））） １人 ８人 * ０人 〃

歯周疾患歯周疾患歯周疾患歯周疾患のののの有病者数有病者数有病者数有病者数（（（（中学生中学生中学生中学生）））） ７人 １３人 * ０人 〃

朝食の摂取率（小学生） ８５．７ ８３．１ １００ 岡山県学校栄養士会調査（Ｈ２３）

朝食の摂取率（中学生） ８１．３ ８３．５ １００ 〃

朝食の摂取率（高校生） ７３．０ 評価不能 ８０ Ｈ２４年度は調査不十分

朝食の摂取率（大学生） ５６．４ 評価不能 ６５ 〃

毎日朝食を食べる人（１５～１９歳）の割合 ７２．３ 評価不能 ８０ 〃

中・高校生から朝食を食べなくなった人の割合 ６０．５ 評価不能 ５０ 〃

自分の食事をよいと思う人の割合 ４３．３ 評価不能 ５０ 〃

自分の適切な食事内容や量を知っている人の割合 ５４．８ 評価不能 ６０ 〃

学校給食学校給食学校給食学校給食におけるにおけるにおけるにおける地場産物地場産物地場産物地場産物をををを使用使用使用使用するするするする割合割合割合割合 ４３．４ ６２．３ * 現状維持 学校給食における地場産物活用状況等調査（Ｈ２３）

小学生の共食の機会（朝食を１人で食べる小学生の割合） － １１．０ 減少 岡山県学校栄養士会調査（Ｈ２３）

　　　　　　　〃　　　　　（夕食を１人で食べる小学生の割合） － ２．０ 減少 〃

中学生の共食の機会（朝食を１人で食べる中学生の割合） － ２５．０ 減少 〃

　　　　　　　〃　　　　　（夕食を１人で食べる小学生の割合） － ６．０ 減少 〃
げんき広場におけるスイミングスクールの年間延べ利用者数（人） ２，５００人 １７，９９６人 １８，０００人 げんき広場調べ（Ｈ２３）

スポーツ少年団の参加率 － ３６．４  ４０ 新見市生涯学習課調べ（Ｈ２３）

相談相手がいる人の割合 ８３．０ ８６．３ ９０ 新見市アンケート調査（高校生版・Ｈ２４）

相談窓口を知っている人の割合 １２．８ ４３．５ ４０ 〃

ストレス・悩み等をうまく解消できる人の割合 ４４．７ ３５．２ ５０ 〃

休日に子どもと一緒に過ごす人の割合 ７８．３ 評価不能 ８０ Ｈ２４年度は調査不十分

たばこの害（がんへの影響について）を知っている高校生の割合 ９５．０ ９８．０ １００ 〃
たばこの害（早産・流産への影響について）を知っている高校生の割合 ８８．０ ９６．６ １００ 〃
おおおお酒酒酒酒のののの害害害害（（（（脳障害脳障害脳障害脳障害がががが起起起起こることがあるこることがあるこることがあるこることがある））））をををを知知知知っているっているっているっている高校生高校生高校生高校生のののの割合割合割合割合 ４０．０ ９３．３ * ９５ 〃

小・中学校の禁煙実施施設・完全分煙施設数の割合 ５２．９ ６４．３ １００ 岡山県禁煙・完全分煙実施施設登録台帳（Ｈ２４）

むしむしむしむし歯歯歯歯のののの治療率治療率治療率治療率（（（（小学生小学生小学生小学生）））） ６２．７ ６８．３ * ７５ 学校保健概要調査（Ｈ２３）

むしむしむしむし歯歯歯歯のののの治療率治療率治療率治療率（（（（中学生中学生中学生中学生）））） ４１．９ ４９．０ * ６０ 〃
予防接種 子宮頸がん予防ワクチン接種率 － ８５．７  ９５ 新見市予防接種結果（Ｈ２３）

食
生
活
・
食
育

Ｈ１９→Ｈ２３
データ出典　（Ｈ２３・２４）指　　標

た
ば
こ
・

ア
ル
コ
ー

ル

健
康
に
関
す
る
目
標

健
康
に
つ
な
が
る
行
動
の
目
標

歯

運動

こ
こ
ろ

34



【食生活・食育】
課　　　　　  題： 小学生、中学生の肥満の割合が増加傾向にある
具体的な施策： 学校との連携による肥満割合減少への取り組み

小学生、中学生の肥満の割合が増加傾向にあることから、養護教諭・栄養
教諭・学校栄養職員等の学校関係者と連携し、「早寝・早起き・朝ごはん」
を勧めながら、実態や状況に応じた食育支援を協働で進める。

【身体活動・運動】
課　　　　　  題： 小学生、中学生の肥満の割合が増加傾向にある
具体的な施策： 学校との連携による肥満割合減少への取り組み

小学校、中学校、高校の養護教諭等と課題を共有し、肥満対策と併せて
運動習慣の普及啓発を図る。

外遊びの伝承
行事等イベント参加時に実践を通して指導できる人材を育成する。

【休養・心の健康】
課　　　　　  題： 学校関係者との連携が不十分である
具体的な施策： 学校関係者との連携による心の健康づくりの推進

学校関係者と児童生徒の心の健康づくりについて共に考える。

 【たばこ・アルコール】
課　　　　　  題： 学校関係者との連携が不十分である
具体的な施策： たばこ・アルコールの正しい知識の普及啓発

学校で、たばこ・アルコールの正しい知識を普及する。また、学校関係者
と連携し、禁煙・完全分煙施設を推進する。

【歯と口腔】
課　　　　　  題： 小学生、中学生の歯周疾患の有病者数が増加傾向にある
具体的な施策： 学校との連携

小学校、中学校、高校の養護教諭や歯科医師会、在宅歯科衛生士等と
課題を共有し歯周疾患の予防に関する普及啓発の連携を図る。

【生活習慣病】
課　　　　　  題： 小学生、中学生の肥満の割合が増加傾向にある
具体的な施策： 学校との連携による肥満割合減少への取り組み

小学生・中学生の肥満率が増加している現状を、養護教諭・栄養教諭・
学校栄養職員等の学校関係者と課題を共有しながら連携を図り、望まし
い生活習慣の定着に向けた支援を協働で進める。

【リプロダクティブヘルス】
課　　　　 　題①： 性や命の大切さ等の話しを家族でする人の割合が、やや減少している
具体的な施策①：思春期ふれあい体験事業の推進

各中学校における赤ちゃんとのふれあい体験事業を推進する。

課　　　 　　題②： 子宮頚がんの予防についての情報提供が不十分である
具体的な施策②：子宮頚がんの予防接種に関する普及啓発

各校の養護教諭と連携し、子宮頚がんの予防のため、予防接種と併せて
子宮がん検診などの普及啓発を進める。また、愛育委員と協働で接種勧
 奨を行う。  

35



ライフステージごとの課題・目標・施策 青壮年期　

＜基本目標＞
心も体もいきいきと働く力が家族の支え

*:中間評価後に変更した最終目標値

Ｈ２９
策定時 中間評価 最終目標

自殺者数 ６人 ８人 減少 備北保健所新見支所調べ
ＨＡ1ｃ6.1以上の割合 － ５．２ 減少 特定健康診査（Ｈ２３）
ＨＡ1ｃ5.6～6.0の割合 － １８．５ 減少 　〃
メタボリックシンドローム該当者の割合 － １０．４ １０ 　〃
メタボリックシンドローム予備軍者の割合 － ５．９ 減少 　〃
肥満者の割合（ＢＭＩ２５以上） ー ２３．８ 20 　〃
６０２４達成者の状況 ― ５９．６ ６５ 歯周疾患健診（Ｈ２３）
２０～３０歳代の毎日朝食を食べている人の割合 ６２．７ ７２．２ ８０ 新見市健診受診者調査（２０歳以上：Ｈ２４）

うす味に気をつけている人の割合 ５８．６ ６７．８ ７０ 　〃
栄養成分表示を参考にしている人の割合 ３５．６ ３８．４ ５０ 　〃
自分の食事に問題があると思っている人の割合 ５９．８ ５５．８ ４０ 　〃
２０歳の時から体重が１０ｋｇ以上増加した人の割合 - ２９．５ ２５ 特定健康診査（Ｈ２３）
就寝前の２時間以内に夕食を週３回以上食べる人の割合 - １２．１ １０ 　〃
夕食後に夜食を週３回以上食べる人の割合 - ９．０ ５ 　〃
運動習慣のある人の割合　　　２０代男性 ３２．５ ３８．２ ４０ 新見市健診受診者調査（２０歳以上：Ｈ２４）

運動習慣のある人の割合　　　２０代女性 １８．５ １４．９ ２０ 　〃
運動習慣のある人の割合　　　３０代男性 ２５．５ ２８．５ ３０ 　〃
運動習慣のある人の割合　　　３０代女性 １２．８ １９．９ ２５ 　〃
運動習慣運動習慣運動習慣運動習慣のあるのあるのあるのある人人人人のののの割合割合割合割合　　　　　　　　　　　　４０４０４０４０代男性代男性代男性代男性 １５．２ ３３．３ ＊ ＊ ＊ ＊ ３５３５３５３５ 特定健康診査（Ｈ２３）
運動習慣のある人の割合　　　４０代女性 １８．２ １４．７ ２０ 　〃
運動習慣のある人の割合　　　５０代男性 １９．７ ２４．３ ３０ 　〃
運動習慣のある人の割合　　　５０代女性 ２３．５ ２３．９ ３０ 　〃
げんき広場における一般会員の年間のべ利用者数 ２９，４６２人 ３５，１１６人 ３７，０００人 　〃
相談相手がいる人の割合 ７４．２ ８１．１ ８０ 新見市健診受診者調査（２０歳以上：Ｈ２４）

相談窓口を知っている人の割合 ２３．５ ３５．０ ４０ 　〃
ストレス・悩み等をうまく解消できる人の割合 ４３．９ － ５０ 　〃
家族にたばこを吸う人がいる割合 ４２．５ － ３５ 　〃
家族家族家族家族のいるのいるのいるのいる所所所所でたばこをでたばこをでたばこをでたばこを吸吸吸吸うううう人人人人のののの割合割合割合割合 ５０．０ １６．６ ＊ ＊ ＊ ＊ １０１０１０１０ 新見市健診受診者調査（２０歳以上：Ｈ２４）

アルコールが身体に悪い影響を及ぼすと思う人の割合 ６６．４ － ８０ 　〃
アルコール摂取の適量（一日あたりが１合まで）と思う人の割合 ６７．４ ６３．１ ８０ 　〃
毎日お酒を飲む人の割合 ２５．８ － １５ 　〃
妊婦歯科健診受診率 ― ２２．７ ５０ 妊婦歯科健康診査（Ｈ２３）
節目健診受診率 ９．３ ４．１ １５ 歯周疾患健診（Ｈ２３）
歯科健診の定期受診者の割合 ７．３ １１．７ １５ 　〃
歯や口の状態が気になる人の割合 ７１．７ ６６．７ ５０ 　〃
フッフッフッフッ素入素入素入素入りりりり歯磨歯磨歯磨歯磨きききき剤剤剤剤をををを使用使用使用使用しているしているしているしている人人人人のののの割合割合割合割合 ３２３２３２３２．．．．１１１１ ５４５４５４５４．．．．５５５５ ＊ ＊ ＊ ＊ ５０５０５０５０ 　〃
特定健診受診率 － ３８．５ ５０ 特定健康診査（Ｈ２３）
特定保健指導利用率 － １９．２ ４０ 　〃
健康状態健康状態健康状態健康状態があまりよくないがあまりよくないがあまりよくないがあまりよくない、、、、よくないとよくないとよくないとよくないと自覚自覚自覚自覚しているしているしているしている人人人人のののの割合割合割合割合 ２０２０２０２０．．．．９９９９ ９９９９．．．．６６６６ ＊ ＊ ＊ ＊ 8888 新見市健診受診者調査（２０歳以上：Ｈ２４）

自分自分自分自分のののの血圧血圧血圧血圧をををを知知知知らないらないらないらない人人人人のののの割合割合割合割合 ３０３０３０３０．．．．６６６６ ２２２２２２２２．．．．１１１１ ＊　＊　＊　＊　20202020 　〃
肺がん検診受診率 ４７．７ ３７．５ ４０ 成人検診（Ｈ２３）
胃がん検診受診率 ２８．６ ２０．３ ４０ 　〃
大腸がん検診受診率 ３８．６ ３４．９ ４０ 　〃
乳がん検診（視触診）受診率 ５．７ ３．５ － 　〃
乳がん検診（マンモ）受診率 １３．０ ２１．９ ５０ 　〃
子宮がん検診受診率 ２３．８ １７．６ ５０ 　〃
肺がん検診精密検査受診率 ９０．９ ７１．４ ８０ 　〃
胃がん検診精密検査受診率 ７４．７ ７２．０ ８０ 　〃
大腸がん検診精密検査受診率 ７４．２ ５２．３ ８０ 　〃
乳がん検診精密検査受診率 ８０．４ ７３．１ ８０ 　〃
子宮がん検診精密検査受診率 １００ ３３．３ ８０ 　〃
栄養成分表示店 ４６店 ４１店 ６０店 備北保健所新見支所調べ
禁煙・完全分煙施設数 １０２カ所 １１４カ所 １３０カ所 　〃

Ｈ１９→Ｈ２３
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【食生活・食育】
課　　　　　  題： 特定保健指導該当者の割合が、国・県より高い
具体的な施策： 労働基準監督署や企業など職域との連携による生活習慣病予防

特定保健指導該当者の割合が国や県の値よりも高いことから、労働基準
監督署や企業等と連携を図り、健康教育等で、夜遅い時間に食べる習慣
を見直し、適正体重の維持など食生活改善の支援を協働で進める。

【身体活動・運動】
課　　　　　  題： 特定保健指導該当者の割合が、国・県より高い
具体的な施策： 運動の普及啓発

愛育委員、栄養委員を中心とした地域への啓発活動を推進する。また、
行政放送、ＩＴ等の活用による広報の推進や、特定保健指導の利用促進
を図る。
環境整備
教育委員会や生涯学習課と連携し、色々な種目の運動が体験できる機会
の提供を進め、げんき広場にいみと連携し運動教室の充実を図る。

【休養・心の健康】
課　　　　　  題： 自殺率（人口対１０万人）は、県より高い
具体的な施策： ゲートキーパーの養成

心の健康や自殺予防の視点をもつ市民を増やし相互支援を進める。

自殺予防連絡会議の開催
職域も含め関係者と連携し、自殺予防対策に取り組む。

【たばこ・アルコール】
課　　　　　  題： 男性の肝機能検査有所見率が高い
具体的な施策： たばこ・アルコールの正しい知識の普及啓発

たばこ・アルコールの正しい知識を普及し、労働基準監督署、商工会等の
職域と連携を図り、禁煙・完全分煙施設を推進する。
アルコールについては、必要に応じて適切な相談窓口を紹介する。

【歯と口腔】
課　　　　　  題： 定期的な歯科健診の受診率が低く、歯周疾患への関心や知識が低い
具体的な施策： 青壮年期の節目歯科健診の受診勧奨

節目歯科健診受診率が低いことから歯周疾患の予防や早期発見の大切さ
を促すと共に歯科健診の受診勧奨を行う。

【生活習慣病】
課　　　　　  題： 特定保健指導該当者の割合が国・県より高く、糖尿病予備軍が増加傾向にある
具体的な施策： 特定健診受診率・特定保健指導利用率向上に向けた取り組み

特定健診や特定保健指導が利用しやすい環境整備を進め、生活習慣病
予防に関する普及啓発活動を積極的に行う。
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ライフステージごとの課題・目標・施策 高齢期　

＜基本目標＞
生きがいを持ち、心豊かに過ごせるまち

*:中間評価後に変更した最終目標値

指　　標 Ｈ２９
策定時 中間評価 最終目標

自殺者数 ５人 ３人 減少
１年間の新規透析患者数（実数） １８人 １４人 減少 新見市福祉課調べ（Ｈ２３）

１年間の糖尿病による新規透析患者数（実数） － ３人 減少 　〃
ＨＡ1ｃ6.1以上の割合 － ９．８ 減少 特定健康診査（Ｈ２３）
ＨＡ1ｃ5.6～6.0の割合 － ２５．０ 減少 　〃
低栄養傾向（ＢＭＩ２０以下）の高齢者の割合 - ２１．０ ２０ 　〃
８０２０達成者状況 ５人 － １３ ８０２０達成者表彰
うす味に気をつけている人の割合 ８０．２ ７９．８ ９０ 新見市健診受診者調査（２０歳以上：Ｈ２４）

栄養成分表示を参考にしている人の割合 ４０．５ ３６．７ ５０ 　〃
自分の食事に問題があると思っている人の割合 ３７．３ ３４．５ ２０ 　〃
２０歳の時から体重が１０ｋｇ以上増加した人の割合 - ２１．３ １５ 特定健康診査（Ｈ２３）
就寝前の２時間以内に夕食を週３回以上食べる人の割合 - １９．０ １５ 　〃
夕食後に夜食を週３回以上食べる人の割合 - ６．５ ５ 　〃
運動習慣のある人の割合　　　６０代男性 ３２．０ ４２．７ ４５ 新見市健診受診者調査（２０歳以上：Ｈ２４）

運動習慣のある人の割合　　　６０代女性 ３５．４ ４４．１ ４５ 　〃
運動器の機能向上が必要な人の割合（基本チェックリスト） － １０．９ １０．５ 基本チェックリスト（介護予防：Ｈ２３）

げんき広場における６５歳以上の会員の年間延べ利用者数 ７，２３０人 ２４，４１６人 ２５，０００人 げんき広場調べ
相談相手がいる人の割合 ８１．０ ７９．９ ９０ 新見市健診受診者調査（２０歳以上：Ｈ２４）

相談窓口を知っている人の割合 ２６．２ ３０．２ ４０ 　〃
ストレス・悩み等をうまく解消できる人の割合 ５０．０ － ６０ 　〃
睡眠で休養がとれている人の割合 ７７．８ ４９．８ ８０ 　〃
毎日お酒を飲む人の割合 １８．３ － １５ 新見市健診受診者調査（２０歳以上：Ｈ２４）

アルコール摂取の適量（１日あたり）が１合までと思う人の割合 ５０．０ ５３．０ ６０ 　〃
アルコールが身体に悪い影響を及ぼすと思う人の割合 ５２．４ － ６０ 　〃
歯科健診の定期受診者の割合 ４．８ １１．８ １０ 歯周疾患健診（Ｈ２３）
口腔機能の向上が必要となった人の割合（基本チェックリスト） ― １５３人 １２０人 基本チェックリスト（介護予防：Ｈ２３）

歯や口の状況が気になる人の割合 ６５．０ ５６．６ ５０ 新見市健診受診者調査（２０歳以上：Ｈ２４）

フッ素入り歯磨き剤を使用している人の割合 ― ６２．９ ８０ 　〃
自分の血圧を知らない人の割合 － ７．１ 5 新見市健診受診者調査（２０歳以上：Ｈ２４）

健康状態健康状態健康状態健康状態があまりよくないがあまりよくないがあまりよくないがあまりよくない、、、、よくないとよくないとよくないとよくないと自覚自覚自覚自覚しているしているしているしている人人人人のののの割合割合割合割合 ３２３２３２３２．．．．６６６６ １７１７１７１７．．．．４４４４ 15151515 　〃
肺がん検診受診率 ４７．７ ３７．５ ４０ 成人検診（Ｈ２３）
胃がん検診受診率 ２８．６ ２０．３ ４０ 　〃
大腸がん検診受診率 ３８．６ ３４．９ ４０ 　〃
乳がん検診（視触診）受診率 ５．７ ３．５ － 　〃
乳がん検診（マンモ）受診率 １３．０ ２１．９ ５０ 　〃
子宮がん検診受診率 ２３．８ １７．６ ５０ 　〃
肺がん検診精密検査受診率 ９０．９ ７１．４ ８０ 　〃
胃がん検診精密検査受診率 ７４．７ ７２．０ ８０ 　〃
大腸がん検診精密検査受診率 ７４．２ ５２．３ ８０ 　〃
乳がん検診精密検査受診率 ８０．４ ７３．１ ８０ 　〃
子宮がん検診精密検査受診率 １００ ３３．３ ８０ 　〃
インフルエンザ予防接種接種率 ５５．１ ５７．６ ７０ 新見市予防接種結果（Ｈ２３）

肺炎球菌ワクチン接種率 － － １０ 　〃

Ｈ１９→Ｈ２３
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【食生活・食育】
課　　　　　  題： 低栄養傾向（ＢＭＩ２０以下）の高齢者の割合は、国や県の値よりも高い
具体的な施策： 高齢者の低栄養やロコモティブシンドローム予防を重視した介護予防

高齢者の低栄養傾向の割合が県の値よりも高かったことから、愛育委員や
栄養委員など関係機関等と協力し、適正体重の維持や低栄養予防を重視
した食生活支援を進める。

【身体活動・運動】
課　　　　　  題： 要介護状態となる原因は、運動機能リスクが３１％を占めている

（第５期介護保険事業計画の高齢者ニーズ調査より）
具体的な施策： 介護予防の推進

新見ロコモ体操の普及を推進し、地域で定期的に住民主体で運動が実施
できるような事業の推進を図る。
環境整備
げんき広場にいみと連携し、運動教室の充実を図る。

【休養・心の健康】
課　　　　　  題： 自殺率（人口対１０万人）は、県より高い
具体的な施策： 心の健康づくり・自殺予防の普及啓発

健康教育で自殺予防等ミニ講話を実施する。

自殺予防講演会の開催
高齢者、介護者等を対象に講演会を実施する。

 【たばこ・アルコール】
課　　　　　  題： 適正飲酒が進んでいない
具体的な施策： たばこ・アルコールの正しい知識の普及啓発

健康教育や愛育・栄養委員活動等でたばこ・アルコールの正しい知識を
普及し、関係機関と連携を図り、禁煙・分煙施設を推進する。また、アル
コールについては、必要に応じて精神保健相談、アルコール相談・断酒会
を紹介する。

 【歯と口腔】
課　　　　　  題： 口腔機能や咀嚼力の低下に伴う、誤嚥性肺炎や認知症リスクの懸念がある
具体的な施策： 歯の健康の普及啓発

歯周疾患に対する予防観点の意識が低いため、歯周疾患予防の大切さを
促す普及啓発を行う。

 【生活習慣病】
課　　　　　  題： 要介護状態を引き起こす脳血管疾患や、心疾患の原因となる生活習慣病

のコントロールができていない
具体的な施策： 生活習慣病と介護予防をあわせた取り組み

介護予防（認知・口腔・栄養・うつ）の視点を含めた高齢期の健康づくりを
推進する。
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分野 番号 現状値 目標値 データベース 再掲

男性 69.66歳 延伸

女性 73.48歳 延伸

男性 69.20歳 延伸

女性 73.73歳 延伸

男性 78.21歳 延伸

女性 83.43歳 延伸

2 17.6% 12% 県民健康調査

男子 1.1% 0%

女子 0.8% 0%

男子 3.3% 0%

女子 1.2% 0%

4 2093件 3000件 健康推進課調べ

男性 13.8% 11.7%

女性 11.2% 9.5%

男性 7960歩 9000歩

女性 6818歩 8500歩

男性 5749歩 7000歩

女性 4964歩 6000歩

男性 28.5% 40%

女性 18.7% 30%

男性 36.2% 50%

女性 32.6% 50%

26.9% 25%

19.3% 17%

26.4% 20%

9 10.3g 8g 県民健康調査

291.2g 350g

61.1% 30%

男性 41.4% 50%

女性 36.1% 50%

男性 35.1% 50%

女性 36.3% 50%

男性 31.6% 50%

女性 30.4% 50%

子宮がん 女性 42.6% 50%

乳がん 女性 43.2% 50%

23.1% 30%

22.2% 30%

78.0% 90%以上

75.3% 90%以上

68.0% 90%以上

69.6% 90%以上

86.0% 90%以上

－ 100%

100% 100%

－ 100%

－ 100%

－ 100%

14 10.3g 8g 県民健康調査 再９

291.2g 350g

61.1% 30%

16 適切な量と質の食事をとる者の増加 75.8% 80% 内閣府「食育の現状と意識に関する調査」

男性 7960歩 9000歩

女性 6818歩 8500歩

男性 5749歩 7000歩

女性 4964歩 6000歩

男性 28.5% 40%

女性 18.7% 30%

男性 36.2% 50%

女性 32.6% 50%

男性 13.8% 11.7%

女性 11.2% 9.5%

日常生活が自立している期間
の平均

日常生活に制限のない期間の
平均

平均寿命の延伸分を上回る健康寿命の延
伸
（平均寿命：男性･･･79.80歳、女性･･･85.90
歳）

健康寿命 1
自分が健康であると自覚してい
る期間の平均

がん

１２

成人の喫煙率の減少（喫煙をやめたい人がやめる）

未成年者の喫煙をなくす

中学生

高校生

禁煙・完全分煙実施施設認定数の増加

生活習慣病のリスクを高める飲酒をしている者（1日当たりの純アルコール
の摂取量が男性40ｇ以上で、女性20ｇ以上の者）の割合の減少

3

5

6 日常生活における歩数の増加

20～64歳

65歳以上

7 運動習慣者の割合の増加

20～64歳

65歳以上

10
野菜摂取量の平均値

果物摂取量100ｇ未満の者の割合

適正体重を維持している者の増加8

20～60歳代男性の肥満者の割合

40～60歳代女性の肥満者の割合

20歳代女性のやせの者の割合

胃がん

肺がん

大腸がん

食塩摂取量の減少

野菜と果物の摂取量の増加

13
がん検診のチェックリストを用いた精度管
理の実施

がん検診の受診率の向上

（市町村実施分）

11

15

子宮がん

乳がん

胃がん

肺がん

大腸がん

子宮頸がん

乳がん

精密検診の受診率の向上12

主食・主菜・副菜を組み合わせた食事が
1日2回以上の日がほぼ毎日の者の割合

果物摂取量100ｇ未満の者の割合

胃がん

肺がん

大腸がん

子宮頸がん

食塩摂取量の減少

野菜と果物の摂取量の増加

日常生活における歩数の増加17

20～64歳

65歳以上

20～64歳

65歳以上

運動習慣者の割合の増加18

生活習慣病のリスクを高める飲酒をしている者（1日当たりの純アルコール
の摂取量が男性40ｇ以上で、女性20ｇ以上の者）の割合の減少

19

糖尿病

１３
<６>

厚生労働省

青少年の意識等に関する調査

県民健康調査

県民健康調査

県民健康調査

県民健康調査

県民健康調査

県民健康調査

県民健康調査

県民健康調査 再５

再７

再６

再１０

目標

１　「第2次健康おかやま２１」目標値一覧

地域保健・健康増進事業報告

国民生活基礎調査

地域保健・健康増進事業報告

がん検診精度管理調査

県民健康調査

乳がん

野菜摂取量の平均値
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26.9% 25%

19.3% 17%

50.7% *

12.2% *

22 26.7% 減少
厚生労働省「特定健康診査・特定保健指

導の実施状況」

23 8.9% 減少 県民健康調査

24 ＊ 増加

厚生労働省「特定健康診査・特定保健指
導の実施状況」

＊厚生労働省からのデータが公表され次
第、記載予定。

25 ＊ 減少

厚生労働省「特定健康診査・特定保健指
導の実施状況」

＊厚生労働省からのデータが公表され次
第、記載予定。

26 239名 減少
日本透析医学会

わが国の透析療法の現況

27 10.3g 8g 県民健康調査 再９

291.2g 350g

61.1% 30%

29 適切な量と質の食事をとる者の増加 75.8% 80% 内閣府「食育の現状と意識に関する調査」 再１６

男性 7960歩 9000歩

女性 6818歩 8500歩

男性 5749歩 7000歩

女性 4964歩 6000歩

男性 28.5% 40%

女性 18.7% 30%

男性 36.2% 50%

女性 32.6% 50%

26.9% 25%

19.3% 17%

男性 13.8% 11.7%

女性 11.2% 9.5%

男性 137mmHg 133mmHg

女性 130mmHg 126mmHg

男性 14.2% 11%

女性 21.7% 16%

男性 13.8% 10.4%

女性 18.2% 13.7%

36 26.7% 減少
厚生労働省「特定健康診査・特定保健指

導の実施状況」
再22

50.7% *

12.2% *

26.9% 25%

19.3% 17%

26.4% 20%

39 適切な量と質の食事をとる者の増加 75.8% 80% 内閣府「食育の現状と意識に関する調査」 再１６

40 10.3g 8g 県民健康調査 再９

291.2g 350g

61.1% 30%

小学生 77.3% 増加

中学生 56.8% 増加

小学生 95.3% 増加

中学生 81.8% 増加

43
食品中の食塩や脂肪の低減に取り組む飲
食店の増加

1055店舗 2000店舗 健康推進課調べ

小学生 94.3% 100%

中学生 89.2% 100%

45 16.6% 22% 県民健康調査

20～60歳代男性の肥満者の割合

40～60歳代女性の肥満者の割合
適正体重を維持している者の増加 県民健康調査 再８

食塩摂取量の減少

野菜と果物の摂取量の増加
野菜摂取量の平均値

県民健康調査 再１０
果物摂取量100ｇ未満の者の割合

糖尿病の治療継続者の割合の増加

血糖コントロール不良者の割合の減少

糖尿病の合併症による年間新規透析導入率の減少

再６

運動習慣者の割合の増加

20～64歳

県民健康調査

65歳以上

再７

日常生活における歩数の増加

20～64歳

県民健康調査

65歳以上

高血圧の改善 収縮期血圧の平均値

脂質異常症（総コレステロール
240mg/dl以上の者の割合）

厚生労働省「特定健康診査・特定保健指
導の実施状況」

＊：平成25年度から開始する第二期医療
費適正化計画に合わせて設定特定保健指導の実施率

特定健康診査・特定保健指導の実施率の
向上

県民健康調査

再８

生活習慣病のリスクを高める飲酒をしている者（1日当たりの純アルコール
の摂取量が男性40ｇ以上で、女性20ｇ以上の者）の割合の減少

県民健康調査 再１９

適正体重を維持している人の増加 県民健康調査
20～60歳代男性の肥満者の割合

40～60歳代女性の肥満者の割合

特定健康診査・特定保健指導の実施率の
向上

メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少

糖尿病が強く疑われる者の割合の減少

特定健康診査の実施率

特定保健指導の実施率

野菜と果物の摂取量の増加
野菜摂取量の平均値

朝食

夕食

再8

41

38

主食・主菜・副菜を組み合わせた食事が
1日2回以上の日がほぼ毎日の者の割合

食塩摂取量の減少

適正体重を維持している者の増加

20～60歳代男性の肥満者の割合

県民健康調査 再１０
果物摂取量100ｇ未満の者の割合

31

34

33

再2137

35

メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少

特定健康診査の実施率

脂質異常症の減少

脂質異常症（LDLコレステロー
ル160mg/dl以上の者の割合）

44

糖尿病

１３
<６>

脳血管疾
患、心疾
患等疾患

１１
<９>

栄養・食
生活

８
<４>

42

20

21

30

28

32

朝食を毎日食べる者の割合の増加
朝食を毎日食べる児童・生徒の

割合の増加
健康推進課調べ

共食の機会の増加（ほとんど毎日家族と一
緒に食事を食べる子どもの割合の増加）

厚生労働省「特定健康診査・特定保健指
導の実施状況」

＊：平成25年度から開始する第二期医療
費適正化計画に合わせて設定

栄養成分表示の店登録数の増加

県民健康調査

県民健康調査

県民健康調査40～60歳代女性の肥満者の割合

20歳代女性のやせの者の割合

主食・主菜・副菜を組み合わせた食事が
1日2回以上の日がほぼ毎日の者の割合

低栄養傾向（ＢＭＩ20以下）の高齢者の割合の増加の抑制
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男性 7960歩 9000歩

女性 6818歩 8500歩

男性 5749歩 7000歩

女性 4964歩 6000歩

男性 28.5% 40%

女性 18.7% 30%

男性 36.2% 50%

女性 32.6% 50%

男子 60.1% 増加

女子 35.2% 増加

49 25.7% 減少 県民健康調査

50 16.9% 15% 県民健康調査

51 20.9人 15人
岡山県自殺対策基本計画（厚生労働省

「人口動態統計」）

男性 13.8% 11.7%

女性 11.2% 9.5%

男子 2.5% 0%

女子 3.4% 0%

男子 6.8% 0%

女子 5.0% 0%

54 9.2% 0%
後期、新世紀おかやま母子保健計画（妊
娠・出産・育児等についての実態調査）

55 17.6% 12% 県民健康調査 再２

56 25.0% 80%

県民健康調査
現状値は、GOLD日本委員会のインター

ネット調査

男子 1.1% 0%

女子 0.8% 0%

男子 3.3% 0%

女子 1.2% 0%

58 7.2% 0%
後期、新世紀おかやま母子保健計画（妊
娠・出産・育児等についての実態調査）

59 2093件 3000件 健康推進課調べ 再4

60 口腔機能の維持・向上 81.9% 増加 県民健康調査

30.8% 40%以上

56.3% 増加

21.2% 20%以下 岡山県の母子保健

0.96本 減少 岡山県学校保健概要

63 29.0% 50%以上 県民健康調査

＊分野項目数の内（ ）は再掲項目数

52

６３項目＜再掲25項目＞

休養・ここ
ろ

３

飲酒

３
<１>

喫煙

５
<３>

歯の健康

４

再３

62

61

57

53

60歳代における咀嚼良好者の増加

80歳で自分の歯を20本以上持っている
者の増加

60代で自分の歯を24本以上持っている
者の増加

中学生

高校生

未成年の飲酒をなくす

3歳でむし歯のある者の減少

妊娠中の飲酒をなくす

成人の喫煙率の減少（喫煙をやめたい人がやめる）

COPD（慢性閉塞性肺疾患）の認知度の向上

妊娠中の喫煙をなくす

高校生

禁煙・完全分煙実施施設認定数の増加

未成年者の喫煙をなくす

中学生

乳幼児期及び学齢期のむし歯のない者の
増加

県民健康調査

65歳以上

日常生活における歩数の増加

20～64歳

65歳以上

運動習慣者の割合の増加

身体活
動・運動

３
<２>

46

47

48

再６

再７

生活習慣病のリスクを高める飲酒をしている者（1日当たりの純アルコール
の摂取量が男性40ｇ以上で、女性20ｇ以上の者）の割合の減少

県民健康調査 再５

運動やスポーツを習慣的にしている子ども
の割合の増加

週に3日以上
小学校5年生

文部科学省「全国体力・運動能力、運動
習慣等調査」

睡眠による休養を十分に取れていない者の割合の減少

20～64歳

青少年の意識等に関する調査

青少年の意識等に関する調査

定期的に歯科検診を受けている者の増加

ストレスにうまく対応できない者の割合の減少

自殺者の減少（人口10万人当たり）

県民健康調査

12歳児の一人平均むし歯数の減少

岡山県歯科保健推進計画歯の喪失防止
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基本的な方向

①75歳未満のがんの年齢調整死亡率の減少
②がん検診の受診率の向上

①脳血管疾患・虚血性心疾患の年齢調整死亡率の減少
②高血圧の改善（収縮期血圧の平均値の低下）
③脂質異常症の減少

④メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少
⑤特定健康診査・特定保健指導の実施率の向上

①合併症（糖尿病腎症による年間新規透析導入患者数）の減少
②治療継続者の割合の増加
③血糖コントロール指標におけるコントロール不良者の割合の減少
（HbA1cがJDS値8.0％（NGSP値8.4％）以上の者の割合の減少）
④糖尿病有病者の増加の抑制

①COPDの認知度の向上

①自殺者の減少

③メンタルヘルスに関する措置を受けられる職場の割合の増加
④小児人口10万人当たりの小児科医・児童精神科医師の割合の増加

①健康な生活習慣（栄養・食生活・運動）を有するこどもの割合の増加
②適正体重の子どもの増加

①介護保険サービス利用者の増加の抑制
②認知機能低下ハイリスク高齢者の把握率の向上

④低栄養傾向（BMI20以下）の高齢者の割合の増加の抑制
⑤足腰に痛みのある高齢者の割合の減少

①地域のつながりの強化

②健康づくりを目的とした活動に主体的に関わっている国民の割合の増加

③健康づくりに関する活動に取り組み、自発的に情報発信を行う企業登録数の増加

⑤健康格差対策に取り組む自治体数の増加

①健康寿命の延伸
と健康格差の縮小

全体目標

Ｎ
Ｃ
Ｄ
の
予
防

目　　標

①健康寿命の延伸

②健康格差の縮小

②生活習慣病の発
症予防と重症化予
防の徹底

社
会
生
活
に
必
要
な
機
能
の
維
持
・
向
上

こころの健康

がん

循環器の疾患

糖尿病

慢性閉塞性肺
疾患（ＣＯＰＤ）

②気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛を感じている者の割合の減少

次世代の健康

高齢者の健康

③社会生活を営む
ために必要な機能
の維持及び向上

２　健康日本２１（第2次） の基本的方向及び目標

⑥高齢者の社会参加の促進（就業又は何らかの地域活動をしている高齢者
の割合の増加）

③ロコモティブシンドローム（運動器症候群）を認知している国民の割合の増加

④健康を支え、守る
ための社会環境の

整備

地
域
の
絆
に
よ
る
社
会
づ
く
り

④健康づくりに関して身近で専門的な支援・相談が受けられる民間団体の活動拠点数の増加
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栄養・食生活 身体活動・運動 休養 飲酒 喫煙 歯・口腔の健康

①成人の喫煙率
の減少

②未成年者の喫
煙をなくす

③妊娠中の喫煙
をなくす

④受動喫煙（家
庭・職場・飲食店・
行政機関・医療機
関）の機会を有す
る者の割合の減
少

①適正体重を維
持している者の増
加（肥満、やせの
減少）

②適切な量と質
の食事をとる者の
増加（主食・主菜・
副菜・を組み合わ
せた食事の増加、
食塩摂取量の減
少、野菜・果物摂
取量の増加）

③共食の増加（食
事を1人で食べる
子どもの割合の
減少）

④食品中の食塩
や脂肪の低減に
取り組む食品企
業及び飲食店の
登録数の増加

⑤利用者に応じた
食事の計画、調
理及び栄養の評
価、改善を実施し
ている特定給食
施設の割合の増
加

①日常生活にお
ける歩数の増加

②運動習慣者の
割合の増加

③住民が運動し
やすいまちづくり・
環境整備に取り
組む自治体数の
増加

①口腔機能の維
持・向上

②歯の喪失防止

③歯周病を有す
る者の割合の減
少

④乳幼児・学齢期
のう蝕のない者の
増加

⑤過去1年間に歯
科検診を受診した
者の増加

⑤生活習慣及び社会環境の改善

①睡眠による休
養を十分とれてい
ない者の割合の
減少

②週労働時間60
時間以上の雇用
者の割合の減少

①生活習慣病の
リスクを高める量
を飲酒している者
（1日当たりの純ア
ルコール摂取量
が男性40ｇ以上、
女性20ｇ以上の
者）の割合の減少

②未成年者の飲
酒をなくす

③妊娠中の飲酒
をなくす
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NO. 所　　属 氏　　名 班

1 備北保健所新見支所 福 吉 さ ち 子

2 新見市健康づくり課 木 曽 田 宏 美

3 新見市健康づくり課 福 田 真 由 美

4 新見市健康づくり課 ◎ 立 花 み ど り

5 新見市健康づくり課 ◎ 戸 田 康 治

6 新見市健康づくり課 山 室 尋 詠

7 新見市健康づくり課 田 村 佐 智 子

8 備北保健所新見支所 宮 﨑 裕 子

9 新見市神郷支局 ◎ 吉 岡 キ ヨ コ

10 新見市健康づくり課 杉 井 節 子

11 新見市健康づくり課 宮 本 陽 子

12 新見市健康づくり課 湯 田 陽 子

13 備北保健所新見支所 福 吉 さ ち 子

14 新見市大佐支局 ◎ 梶 原 幸 子

15 新見市健康づくり課 杉 井 節 子

16 新見市健康づくり課 ◎ 木 曽 田 宏 美

17 新見市哲多支局 安 達 彩 永

18 新見市健康づくり課 柴 田 千 賀 子

19 新見市哲西支局 長 谷 川 美 幸

20 新見市健康づくり課 ◎ 福 田 伊 佐 子

21 新見市健康づくり課 本 田 香 織

22 新見市健康づくり課 ◎ 大 田 好 江

23 新見市健康づくり課 川 上 申 子

24 備北保健所新見支所 宮 﨑 裕 子

25 新見市健康づくり課 牧 佳 苗

26 新見市健康づくり課 大 隅 敏 雄

27 新見市健康づくり課 ◎ 福 田 真 由 美

28 新見市健康づくり課 宮 本 陽 子

29 新見市健康づくり課 杉 井 節 子

30 新見市健康づくり課 湯 田 陽 子

◎：リーダー

全　　体

新見市健康増進計画　担当者名簿

たばこ・アルコール

歯と口腔

生活習慣病

事故・リプロダクティブヘルス

食生活・食育

身体活動・運動

休養・心の健康
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