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は じ め に      

 

生涯を通して健康で自立した生活をおくることは、

すべての市民の願いです。 

 

我孫子市では、市民の健康寿命の延伸を目指した「心

も身体も健康プラン」をはじめ、健全な食生活の実践

を目指した「食育推進行動計画」、歯と口腔の健康づく

り推進条例に基づいた「歯と口腔の健康づくり基本計

画」を総合的かつ計画的に推進するため、３つの計画

を統合した『第２次心も身体も健康プラン』を平成 27

年に策定しました。 

 

令和元年度に 5 年目を迎えるにあたり、中間評価を実施しました。中間評価

は、市民の皆さまを対象に実施しました「健康についてのアンケート」の結果を

分析し、各施策の目標の達成状況を確認するとともに、これまでの施策の取り組

みをまとめ、最終年に向けて市が推進すべき方策を明らかにしました。 

 

今後は中間評価の結果を踏まえ、「自ら取り組む、みんなで続ける健康づくり」

を基本理念とし、市民の主体的な取り組みを支援するとともに、市民・行政・関

係機関が一体となり、一次予防を重視した健康づくり、食育や歯と口腔の健康づ

くりの推進に取り組んでいきます。また、各施策の推進にあたっては、平成 27

年 9 月の国連サミットにおいて採択された、「誰一人取り残さない」持続可能で

多様性と包摂性のある社会の実現のための国際目標（SDGｓ）の視点を持って

取り組み、誰もが生涯を通して健康で自立した生活をおくれるまちを目指して

いきます。 

 

最後に、中間評価の実施に当たり、多大なるご協力をいただきました「健康づ

くり推進協議会」の委員の皆さまを始め、貴重なご意見をいただきました市民の

皆さま、関係者の方々に心から感謝申し上げます。 

 

 令和２年３月 

                   我孫子市長 星野 順一郎 
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第１章 第２次心も身体も健康プランの概要                   

１ 計画の位置づけ                          

第２次心も身体も健康プラン（以下、「本計画」という。）は、健康増進法第８条の規定に

よる「市町村健康増進計画」、食育基本法第 18 条の規定による「市町村食育計画」、我孫子

市歯と口腔の健康づくり推進条例第８条の規定による「歯と口腔の健康づくり基本計画」に

位置づけられるものです。また、母子保健計画策定指針（平成 26 年６月 17 日雇児発 0617

第１号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）第２による「母子保健計画」を兼ねるもの

とします。 

市民の健康寿命の延伸や食育※P103 の推進、歯と口腔の健康づくりの推進への取り組みは

市民一人ひとりの実践につながることで初めて実を結ぶものであり、長期的視点に立って、

評価・見直しを行いつつ進めるべきものです。 

また、本計画は、「我孫子市第三次総合計画」※P102、「我孫子市第 6 次健康福祉総合計画」

等関係する他の計画との整合性・連携を図りながら進めていきます。 

 

２ 計画の基本理念                          

市民が健康な生活をおくり続けるには、健康寿命を延伸するための取り組みが必要にな

ります。健康寿命を延伸していくためには、まず「一人ひとりが自ら実践への努力を始め

ることを認識し、実践すること」、次に「一人が周りを巻き込んで健康づくりに取り組ん

でいくこと」が望まれます。 

本計画においては、健康に関する情報を「知る」、自らの健康状態に「気づく」、健康

に関する取り組みを「実践する」、得た情報や自らの体験を「広げる」、という流れをつ

くることにより、自主的な健康づくりに取り組む市民の増加、健康な生活を支える体制の

整備を図っていきます。 

 

 

 

 

 

３ 計画の期間                                

計画の期間は平成 27 年度から令和６年度までの 10 年間で、５年目である令和元年度に

中間評価を行いました。計画全体については、最終年（令和６年度）に最終評価を行います。 

 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

    

中間評価 

    

最終評価 

第２次心も身体も健康プラン（平成 27年度～令和６年度） 

基本理念 

『 自ら取り組む、みんなで続ける健康づくり 』 
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４ 計画の体系                                  

健康寿命を延伸していくためには、一次予防※P102 を目的とした主体的な健康づくりが重

要です。一次予防のためには、一人ひとりが正しい健康観を持ち、よいコミュニティを作る

こと、正しい知識を持ち、望ましい食生活をおくること、運動習慣を身につけること、十分

な睡眠をとること、ストレスを解消すること、禁煙・分煙に努めること、適正飲酒量※P103 を

守ること、定期的に健（検）診を受診すること等、様々な取り組みが望まれます。 

健康寿命延伸のための取り組みを推進するにあたり、「食」は特に重要な要素です。健全

な食生活を営むためには正しい知識や、子どもの頃から「食」に興味・関心を持つための環

境づくりや取り組みが必要です。 

また、歯と口腔の健康を維持することは、食育及び一次予防の実践にあたって重要な要素

となります。 

このように、「一次予防のための健康づくり」、「食育」、「歯と口腔の健康づくり」は相互

に補完していることから、第２次心も身体も健康プランは、３つの計画を包含した一体的な

計画として策定しました。 

 

（１）一次予防を重視した健康づくりの推進 

生活習慣病の予防対策として、日頃から健康増進に努め、望ましい生活習慣を実践する

ことで、疾病そのものを予防する「一次予防」を重視した健康づくりを推進し、市民の健

康寿命延伸を図ります。 

 

（２）食育の推進 

生活の基本である食は心身の健康や豊かさにつながるものであり、次世代の育成におい

ても重要な要素です。多面的な施策の展開を図り、「食」に関する興味・関心を持ち、「食」

に関する知識と選択する力を習得し、望ましい食生活を実践する市民の増加を図ります。 

 

（３）歯と口腔の健康づくりの推進 

生涯を通して健康な歯と口腔を維持することは、一次予防においても重要であり、食事

を楽しみ、健康な食生活をおくるためにも欠かせない要素です。歯周病・むし歯の早期発

見と口腔ケアの啓発等を通して、市民の歯と口腔の健康の維持を図ります。 
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また、各事業の推進にあたっては、持続可能な国際目標（SDGｓ）の視点をもって行う

こととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ＳＤＧｓ」って？ 

2015 年 9 月の国連サミットにおいて全会一致で採択された「誰一人取り残さない」持

続可能で多様性と包摂性のある社会の実現のため、2030 年を年限とする 17 の国際目標

のことです。8 つの優先課題を設けています。 

①あらゆる人々の活躍の推進  

②健康・長寿の達成  

③成長市場の創出・地域活性化・科学技術イノベーション  

④持続可能で強靱な国土と質の高いインフラの整備  

⑤省・再生可能エネルギー、気候変動対策、循環型社会  

⑥生物多様性、森林、海洋等の環境の保全  

⑦平和と安全・安心社会の実現 

⑧ＳＤＧｓ実施推進の体制と手段 
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第２章 中間評価の目的と方法                        

１ 目的                                  

目標の達成状況や施策の取り組み状況を評価し、最終年に向けて我孫子市（以下、「市」

という。）が推進すべき方策を明らかにするため実施しました。 

 

２ 方法                              

評価方法は、令和 6 年度目標値と令和元年度現況値及び平成 25 年度現況値と令和元年度

現況値を比較（一部項目を除き統計的有意差検定※P103 を実施）するとともに、分析上の課題

や関連する調査・研究データの動向も踏まえ評価を行いました。 

令和元年度現況値については、令和元年実施「我孫子市健康についての市民アンケート」

の数値を使用しています。市民アンケート以外の令和元年度現況値については、平成３０年

度の数値を使用しています。 

統計的有意差検定は、市民の健康状況を把握するために、全数調査は難しいため、標本を

用いて統計的に処理を行い、市の健康状況の傾向を把握しようとするものであり、２つの標

本間の差が偶然に起こったものではないかを見ています。 

なお、具体的な統計手法および計算ツールについては、「健康増進施策推進・評価のため

の健康・栄養調査データ活用マニュアル」※P102 に記載されています。 

Ａ 

【目標値に達した】 

・令和 6年度目標値を上回っているもの 

片側Ｐ値※P102（vs令和 6年度目標値）＜0.05 

Ｂ 

【目標値に達していないが、改善傾向にある】 

・平成 25年度現況値から改善しているもので、検定結果で有意差※P104があるもの 

片側Ｐ値（vs平成 25年度現況値）＜0.05 

Ｃ 

【変わらない】 

・平成 25年度現況値から改善しているもので、検定結果で有意差がないもの 

・平成 25年度現況値から悪化しているもので、検定結果で有意差がないもの 

 

Ｄ 

【悪化している】 

・平成 25年度現況値から悪化しているもののうち、検定結果で有意差があるもの 

片側Ｐ値（vs平成 25年度現況値）＜0.05 

Ｅ 
【評価できない】 

・比較できるデータがない。 

※上記の方法で判定できない項目については次の方法で評価を行いました。 
・健康寿命：「健康寿命のあり方に関する有識者研究会報告書（2019 年 3 月）」内で、健康寿命の比較にあ

たっては、変動も考慮に入れ、統計学的手法を用いることで、算出間の差が、偶然による変更の範囲内に
収まるか否かを検討する必要がある。と記載されています。 

「健康寿命の推移の評価プログラム」により統計学的に見て、地域の健康寿命が延伸傾向にあるか、不健康
期間が短縮傾向にあるか確認できるため、このプログラムを用いて、健康寿命の評価を行いました。 

・参加者数、利用者数等で数値目標がない項目については、策定時より 10％以上増加していれば A、策定
時より 5％以上増加していれば B、5％以上減少していれば D,±5％の範囲内は C とします。 

・参加者数、利用者数等で数値目標がある項目については、目標値を達成していれば A、策定時より 5％以
上増加していれば B、5％以上減少していれば D,±5％の範囲内は C とします。 
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評価内容を示す一覧表の見方については、まず令和 6 年度目標値と令和元年度現況値を

統計学的に有意差があるかどうかを検定し評価します。有意な差があると判定されれば A

【目標値に達した】となります。 

次に A【目標値に達した】以外の項目に対し、平成 25 年度現況値と令和元年度現況値を

統計学的に有意差があるかどうかを検定し評価します。平成 25 年度現況値から改善してい

るもので、有意な差があると判定されれば、B【目標値に達成していないが、改善傾向にあ

る】となります。有意な差がないと判定されれば C【変わらない】となります。平成 25 年

度現況値から悪化しているもので、有意な差があると判定されれば D【悪化している】とな

ります。 

例えば、目標値 No.22「20 歳代女性のやせの割合の減少（市民アンケート）」について

は、令和元年度現況値は 14.５%、令和 6 年度目標値は 15%以下で単純に数値を比較する

と A 評価【目標値に達した】に見えますが、統計学的に有意差があるかどうかを検定し評価

すると、有意な差がないと判定されました。次に平成 25 年度現況値 15.4％と令和元年度

現況値 14.5％を統計学的に有意差があるかどうかを検定すると、有意な差がないと判定さ

れたため、C 評価【変わらない】となります。 

目標値 No.243「保護者がフッ化物の利用を意識している割合の増加（2 歳 8 か月児）」

については、令和元年度現況値は 66.4%、令和 6 年度目標値は 65%以上で単純に数値を

比較すると A 評価【目標値に達した】に見えますが、統計学的に有意差があるかどうかを検

定し評価すると、有意な差がないと判定されました。次に平成 25 年度現況値 54.9％と令

和元年度現況値 66.4％を統計学的に有意差があるかどうかを検定し評価します。平成 25

年度現況値から改善しており、有意な差があると判定されたため、B【目標値に達成してい

ないが、改善傾向にある】となります。 

このように単純に数値の差を評価するものではなく、調査結果のバラツキの度合い、評価

年度における年齢層の違いなども考慮し、評価を行いました。 

 

目標値の現状と新たな目標値（例） 

No 項目 
平成 25年度  

現況値 

令和元年度 

現況値 

令和６年度  

目標値 

達成度 

（ランク） 

令和６年度  

新たな目標値 

22 
20歳代女性のやせの割合の減少 

（市民アンケート） 
15.4％ 14.5％ 15％以下 Ｃ 継続 

243 
保護者がフッ化物の利用を意識している 

割合の増加（２歳８か月児） 
54.9％ 66.4％ 65％以上 Ｂ 継続 
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第３章 我孫子市の健康状態の特徴                                         

１ 人口の推移                             

市の人口は平成 23 年の 136,217 人をピークに減少しており、平成 31 年４月１日時点

での人口は 132,167 人となっています。 

年齢３区分別人口の推移をみると、15 歳未満の年少人口や 15 歳以上 65 歳未満の生産

年齢人口は減少し、65 歳以上の高齢者人口は増加を続けている状況です。 

今後も年少人口と生産年齢人口は減少、高齢者人口は増加を続けていくことが予想され

ています（将来推計は、平成 27 年～平成 31 年の各 4 月 1 日時点の住民基本台帳人口を

もとに、コーホート変化率法※P102 にて算出）。 

 

 

 

２ 平均寿命の推移                           

国勢調査※P102 等をもとに厚生労働省が発表した平成 27 年の市の平均寿命※P104 は、男性

81.8 歳、女性 87.4 歳となっています。 

 

 

 

 

16,544 16,284 15,884 15,462 15,220 14,868 14,521 14,167 13,835 13,517 

79,826 78,679 78,014 77,596 77,270 76,905 76,578 76,340 76,041 75,589 

36,674 37,752 38,503 39,173 39,677 40,082 40,351 40,430 40,448 40,538 

133,044 132,715 132,401 132,231 132,167 131,855 131,450 130,937 130,324 129,644 

27.6 28.4 29.1 
29.6 30.0 30.4 30.7 30.9 31.0 31.3 

0
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0

40,000

80,000

120,000

160,000

200,000

240,000

平成

27年

平成

28年

平成

29年

平成

30年

平成

31年

令和

２年

令和

３年

令和

４年

令和

５年

令和

６年

高齢化率（％）人口（人）

年少人口 生産年齢人口 高齢者人口 高齢化率

人口の推移・将来推計

（資料：我孫子市住民基本台帳 各年４月１日時点）

実績 推計

79.0 
79.9 

81.0 

85.5 
86.2 

86.9 

80.0 
80.8 

81.8 

86.0 86.6 
87.4 

75

80

85

90

平成17年 平成22年 平成27年

（歳）

千葉県：男性 千葉県：女性 我孫子市：男性 我孫子市：女性

平均寿命の推移

（資料：厚生労働省 市区町村別生命表）
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３ 健康寿命の推移                            

厚生労働省では、「日常生活に制限のない期間の平均」を健康寿命として算出していま

すが、同様の市町村のデータは算出できず、健康寿命の算出方法は様々です。そのため、  

市では、国保データベース（ＫＤＢ）システム※P102 において、年齢階級別人口、年齢階

級別死亡者数、人口、介護保険における要介護認定の「要介護２～５の認定者数」をもと

に算出された「日常生活動作が自立している期間の平均」を健康寿命とします。 

健康寿命は、男性、女性とも横ばいで推移しています。 

 

（男性） 

年 平均余命※P104（年） 平均要介護期間（年） 
健康寿命 

（平均自立期間）（年） 

平成 27年 81.9 1.4 80.5 

平成 28年 83.2 1.6 81.6 

平成 29年 82.0 1.2 80.8 

 

（女性） 

年 平均余命（年） 平均要介護期間（年） 
健康寿命 

（平均自立期間）（年） 

平成 27年 87.5 3.4 84.1 

平成 28年 88.1 3.4 84.7 

平成 29年 87.6 3.2 84.4 

 

４ 死亡の状況                                  

平成 29 年の市における死因別死亡状況をみると、１位は悪性新生物※P102（がん）、２位

は心疾患（高血圧性を除く）、３位は肺炎となっています。男女別の順位の上位３位を見

ると、１位２位は全体と同じですが、３位は男性が脳血管疾患、女性が老衰となっていま

す。

 

（全体） 

順位 死因分類 

１ 悪性新生物（がん） 

２ 心疾患（高血圧性を除く） 

３ 肺炎 

４ 脳血管疾患 

５ 老衰 

６ その他の呼吸器系の疾患 

７ 不慮の事故 

８ 高血圧性疾患 

９ その他の消化器系の疾患 

10 腎不全 

 

 （男性） 

順位 死因分類 

１ 悪性新生物（がん） 

２ 心疾患（高血圧性を除く） 

３ 脳血管疾患 

 

 （女性） 

順位 死因分類 

１ 悪性新生物（がん） 

２ 心疾患（高血圧性を除く） 

３ 老衰 

 

（平成 29年千葉県衛生統計年報） 
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５ 国民健康保険特定健康診査の状況                      

特定健康診査※P103 の受診率は、千葉県より低く、35％前後で推移しています。 

特定保健指導※P103 の終了率※P103 は上昇しており、平成 30 年度では 38.2％と平成 27 年

度に比べて約 29 ポイント上昇しています。 
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34.8 36.0 

34.3 
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対象者数 受診率（我孫子市） 受診率（千葉県）

特定健康診査受診率及び対象者数

（資料：健康づくり支援課・国保年金課調べ）
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特定保健指導の終了率

（資料：健康づくり支援課・国保年金課調べ）



9 

６ がん検診の状況                            

がん検診別の受診率は年々減少しています。 

なお、受診率について、乳がん検診は 40 歳から 69 歳の女性全人口、子宮頸がん検診は

20 歳から 69 歳の女性全人口、大腸がん検診・肺がん検診・胃がん検診は 40 歳から 69 歳

の全人口を対象者数として算出しています。 

 

 

 

 

 

19.8 
18.9 

18.0 17.7 

14.1 
13.3 13.2 13.2 

7.7 

6.2 5.9 5.6 

6.1 
5.2 4.9 4.7 

3.0 2.8 2.5 2.1 
0

5

10

15

20

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

受診率（％）

乳がん 子宮頸がん 大腸がん 肺がん 胃がん

（資料：健康づくり支援課調べ）

各種がん検診受診率
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７ 高齢者の状況                                    

（１）高齢化率の推移 

平成 31 年４月１日時点での 65 歳以上の人口（高齢者人口）は 39,677 人、高齢化率

（総人口に対する高齢者人口の割合）は 30％となっています。 

高齢者のうち、後期高齢者（75 歳以上）は平成 31 年 4 月 1 日時点で 20,256 人、後

期高齢化率は 15.3％と、高齢化率の延び以上に年々上昇しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,984 20,931 20,444 20,009 19,421 

15,690 16,821 18,059 19,164 20,256 

36,674 37,752 38,503 39,173 39,677 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

（人）

前期高齢者 後期高齢者

高齢者人口の推移

（資料：高齢者支援課調べ 各年４月１日時点）
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（資料：高齢者支援課調べ 各年４月１日時点）
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（２）介護保険認定者の状況 

介護保険の要介護認定を受けた要介護及び要支援認定者数は毎年増加しています。平

成 31 年 4 月 1 日時点で、6,181 人となっており、平成 27 年から 1,046 人増加してい

ます。高齢者人口における認定率は 15.6％と、平成 27 年から 1.6 ポイント上昇してい

ます。 

 

 

（３）認知症者数の推移 

要介護等認定者数全体に占める認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ※P103 以上の割合はほ

ぼ横ばいで推移していますが、要介護認定者自体が増加しているため、認知症高齢者数も

増加しています。平成 31 年４月１日時点で 3,385 人、割合は 54.76%と、認定者のうち

半数以上を占めています。 
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要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 認定率

要支援・要介護認度認定者数の推移

（資料：高齢者支援課調べ 各年４月１日時点）
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（資料：高齢者支援課調べ 各年４月１日時点）
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８ 社会保障費の状況                          

（１）国民健康保険医療費及び後期高齢者医療費の推移 

市の国民健康保険の医療費総額は年々減少、後期高齢者医療制度の医療費総額は年々増

加しており、双方を合わせると医療費総額は増加傾向です。 

  平成 30 年度の国民健康保険医療費総額は約 103 億円で、一人当たりの医療費は約 34

万円です。後期高齢者医療制度の医療費総額は約 157 億円で、一人当たりの医療費は約

79 万円となっています。 
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（資料：国保年金課調べ）
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国民健康保険の疾病別医療費を見ると、「腎不全」が１位、次いで、「その他の悪性新

生物」、「糖尿病」という状況が平成 29 年度まで続き、平成 30 年度は３位が「その他の

心疾患」となっています。なお、平成 30 年度の 3 位が「その他の悪性新生物＜腫瘍＞」

となっていますが、用語適正化により「新生物」が「新生物＜腫瘍＞」と変更されたこ

とによるものです。 

 

国民健康保険疾病別医療費（総医療費） 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

１位 疾病分類 腎不全 腎不全 腎不全 腎不全 

医療費 607,433,420円 592,466,850円 647,921,100円 625,809,460円 

２位 疾病分類 その他の悪性新生物 その他の悪性新生物 その他の悪性新生物 
その他の悪性新生物

＜腫瘍＞ 

医療費 535,515,380円 523,611,450円 538,774,040円 604,519,890円 

３位 疾病分類 糖尿病 糖尿病 糖尿病 その他の心疾患 

医療費 534,861,520円 502,884,320円 486,171,740円 488,271,560円 

（国保データベース（ＫＤＢ）システム「疾病別医療費分析（中分類）」） 

 

レセプト件数別で見ると、平成 27 年度から 4 年連続で、１位は「高血圧性疾患」、

３位は「糖尿病」となっています。平成 27 年度から平成 29 年度までの２位は「その

他の内分泌、栄養及び代謝障害」、平成 30 年度の２位は「脂質異常症」となっています

が、これは「その他の内分泌、栄養及び代謝障害」の中に含まれていた「脂質異常症」

が平成 30 年度より特出して分類されたことによるものです。 

 

国民健康保険疾病別医療費（レセプト件数） 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

１位 疾病分類 高血圧性疾患 高血圧性疾患 高血圧性疾患 高血圧性疾患 

件数 34,168件 31,361件 28,937件 25,904件 

２位 疾病分類 
その他の内分泌、

栄養及び代謝障害 

その他の内分泌、

栄養及び代謝障害 

その他の内分泌、

栄養及び代謝障害 
脂質異常症 

件数 20,643件 20,145件 19,161件 16,152件 

３位 疾病分類 糖尿病 糖尿病 糖尿病 糖尿病 

件数 16,575件 15,875件 15,502件 15,495件 

（国保データベース（ＫＤＢ）システム「疾病別医療費分析（中分類）」） 
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（２）介護保険給付費の推移 

介護保険料の収納額は平成 27 年度と比較し増加していますが、同様に保険給付費も増

加しています。平成 30 年度の介護保険給付額は、約 84 億円となっています。 

 

 

 

 

760,953 768,825 794,331 
844,237 

0

300,000

600,000

900,000

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

（万円） 介護保険給付費

（資料：高齢者支援課調べ）
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第４章 中間評価の結果                            

１ 目標の達成状況                           

 

 Ａ 

目標達成 

Ｂ 

改善傾向 

Ｃ 

変わらな

い 

Ｄ 

悪化 

Ｅ 

比較不可 合計 

重点施策１ 10 31 83 17 4 145 

重点施策２ 18 8 31 11 4 72 

重点施策３ 8 24 40 8 4 84 

合計 36 63 154 36 12 301 

 

 目標の達成状況を全体でみてみると、達成状況「A」及び「B」が 32.9％、「C」が 51.2％、

「D」が 12.0％、「E」が 4.0％でした。 

 

重点施策１ 一次予防を重視した健康づくりの推進 

 達成状況「A」及び「B」が 28.3％、「C」が 57.2％、「D」が 11.7％、「E」が 2.8％でした。 

 

重点施策２ 食育の推進 

 達成状況「A」及び「B」が 36.1％、「C」が 43.1％、「D」が 15.3％、「E」が 5.6％でした。 

 

重点施策３ 歯と口腔の健康づくりの推進 

 達成状況「A」及び「B」が 38.1％、「C」が 47.6％、「D」が 9.5％、「E」が 4.8％でした。 
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２ 今後推進すべき施策の方向性                       

重点施策１ 一次予防を重視した健康づくりの推進 

【基本方針１】健康づくりに取り組みやすい環境づくりの推進（人とまちの健康観） 

      

      

 

 

（１）ライフステージに合わせた情報発信による一次予防の取り組み支援 

（２）市民、市民団体、企業の健康づくり事業への参加促進 

（３）地域と市民がつながる環境づくりの充実 

（４）介護要因を知り、自ら一次予防対策に取り組む市民に対する支援の充実 

 

 

○第２次心も身体も健康プランの推進 

・ 第２次心も身体も健康プランを多くの方に周知し、健康づくりに役立てていただく

ことを目的に平成 27 年度からライフステージ別に５冊啓発リーフレットを作成。

小中学校等に配布。 

○健康づくり推進員及び食生活改善推進員活動の充実 

・ 健康フェアや各地区の健康まつり、骨粗しょう症検診時の健康教育、栄養教室の開

催、健康都市連合への参加など健康づくりに関する啓発活動を実施。 

○保健センターだよりの充実 

・ 毎月１回、健康に関する情報や健（検）診案内、イベント情報などを掲載。 

市内施設等に配布、メール配信、ホームページへの掲載を実施。 

○健康フェア 

・ 健康フェア実行委員会（医師会、歯科医師会、薬剤師会、市民活動団体、市等で構

成）にて毎年開催。 

○生きがいづくり情報の発信 

・ 平成 27 年度に、生きがいづくりに関する情報や、地域にある社会資源を紹介する

情報冊子を作成。 

 

施策 

これまでの取り組み 
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○市民と市民団体等とのマッチング機会の提供 

・ 市民活動の普及啓発、新しい出会いや活動を生み出すきっかけ作りを目的にしたイ

ベントを毎年実施。 

○きらめきデイサービスの促進 

・ 高齢者の身近な場所に、気軽に参加し、おしゃべりなどができる高齢者同士の交流

の場を設け、運営を支援。 

○シルバー人材センターへの支援 

・ 定年退職後等において、何らかの就業を通じて自己の労働能力を活用したなかで、

臨時的かつ短期的な仕事等を組織的に提供し、増加する高年齢者の就業機会の確保、

生きがいの充実、社会参加の場が提供できるよう支援。 

○のびのび親子学級、家庭教育学級、長寿大学、熟年備学 

・ 年間学習を通し学級生同士の交流をはかり、学級終了後も継続学級として自主的に

地域活動を実施。 

○各種事業での介護予防啓発 

・ 市内 3 地区の公園に設置してある運動用遊具を利用した遊具うんどう教室の実施、 

健康でいきいきとくらし続けられるよう講演会を開催。 

○高齢者への対応を探る事業の推進 

・ 市と「高齢社会への対応を探る会」が協働し、高齢社会の様々な課題等を探り、住

みなれた地域で安心して日常生活を営むことができる体制を確立するために、市内

の公共施設で高齢社会に関する講演会、シンポジウム、勉強会等を開催し、広く市

民に情報発信。 

 

 

（１）ライフステージに合わせた情報発信による一次予防の取り組み支援 

No 項目 
平成 25 年度  

現況値 

令和元年度  

現況値 

令和６年度  

目標値 

達成度 

（ランク） 

令和６年度  

新たな目標値 

１ 健康寿命の延伸（男性） 77.95歳 78.86歳 延伸 Ｃ 指標変更 

１ 

（新） 
健康寿命の延伸（男性） 80.4年 

80.8年 

（平成 29 年の値） 
延伸 － 

変更後 

指標 

２ 健康寿命の延伸（女性） 80.49歳 81.12歳 延伸 Ｃ 指標変更 

２ 

（新） 
健康寿命の延伸（女性） 83.8年 

84.4年

（平成 29 年の値） 
延伸 － 

変更後 

指標 

３ 自らの健康に気をつけている割合の増加 78.1％ 78.6％ 95％ Ｃ 継続 

４ 
子どもの健康に気をつけている保護者の 

割合の増加 
92.1％ 94.9％ 95％ Ｂ 継続 

５ 
健康状態に満足している/自らが健康だと思う 

割合の増加（中高生） 
89.5％ 90.9％ 90％ Ａ 継続 

６ 
健康状態に満足している/自らが健康だと思う 

割合の増加（成人） 
79.1％ 78.6％ 90％ Ｃ 継続 

７ 
健康に関する情報や知識を得るようにしている 

割合の増加 
63.7％ 70.7％ 80％ Ｂ 継続 

８ 
第２次心も身体も健康プランを知っている 

割合の増加 
16.0％ 5.9％ 50％ Ｄ 継続 

※網掛けしている部分は年齢調整値 

目標値の現状と新たな目標値 
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（２）市民、市民団体、企業の健康づくり事業への参加促進 

No 項目 
平成 25年度  

現況値 

令和元年度 

現況値 

令和６年度  

目標値 

達成度 

（ランク） 

令和６年度  

新たな目標値 

９ 健康づくり事業への参加者・利用者の増加 16,942人 15,551人 増加 Ｄ 継続 

10 
参加後、健康について気をつけようと感じた 

割合の増加 
74.4％ 96.1％ 増加 Ｂ 継続 

 

（３）地域と市民がつながる環境づくりの充実 

No 項目 
平成 25年度  

現況値 

令和元年度 

現況値 

令和６年度  

目標値 

達成度 

（ランク） 

令和６年度  

新たな目標値 

11 高齢者クラブ会員数の増加 2,178人 2,013人 2,800人 Ｄ 継続 

12 きらめきデイサービスの利用者数の増加 778人 1,560人 1,000人 Ａ 継続 

13 お休み処の１日平均利用者数の増加 50人 41人 60人 Ｄ 継続 

14 地域とのつながりが強い方だと感じる割合の増加 26.4％ 27.8％ 65％ Ｃ 継続 

※網掛けしている部分は年齢調整値 

（４）介護要因を知り、自ら一次予防対策に取り組む市民に対する支援の充実 

No 項目 
平成 25年度  

現況値 

令和元年度 

現況値 

令和６年度  

目標値 

達成度 

（ランク） 

令和６年度  

新たな目標値 

15 要介護認定率の増加の抑制 13.6％ 15.3％ 20％以下 Ｄ 継続 

 

 

○健康寿命は男女とも横ばいです。今後、健康寿命が延伸するよう各施策を推進する必要

があります。 

厚生労働省では、「日常生活に制限のない期間の平均」を健康寿命として算出していますが、同様の

市町村のデータは算出できず、健康寿命の算出方法は様々です。そのため、市では、国保データベー

ス（KDB）システムにおいて、年齢階級別人口、年齢階級別死亡者数、人口、介護保険における要介

護認定の「要介護２～５の認定者数」をもとに算出された「日常生活動作が自立している期間の平

均」を健康寿命とすることとし、指標を変更しました。 

○子どもの健康に気をつけている保護者の割合は増加しています。引き続き正しい情報

や知識を得る機会をつくり啓発に努めることが大切です。 

○健康に関する情報や知識を得るようにしている割合は増加しており、引き続き正しい

情報や知識を得る機会を増やしていくことが重要です。 

○健康づくり事業への参加者・利用者は減少していますが、参加者が、参加後健康につい

て気をつけようと感じた割合は増加しているため、健康づくり事業への参加者を増や

すことが大切です。 

○きらめきデイサービスの利用者数は増加していますが、高齢者クラブ会員数、お休み処

の１日平均利用者数は減少しています。活動内容の充実・多様化などにより、活動への

参加の促進が期待されます。 

○地域とのつながりが強い方だと感じる割合は変化がありません。若い世代から、地域と

のつながりを持っていくことが大切です。 

現状と課題 
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○要介護認定率は増加しています。介護予防の取り組みを推進することが必要です。また、

介護が必要になった場合においても、住みなれた地域で安心してくらし続けていける

よう在宅医療と介護の連携と支援体制の構築づくりが必要です。 

 

 

主体 内容 
妊娠期・ 

乳幼児期 

学童期・ 

思春期 
青年期 壮年期 高齢期 

市 民 一 人

ひ と り が

取 り 組 む

こと 

「健康」とは何かを考える機会を作り、自ら健

康に関する情報や知識を得て、自分の健康に気

をつけましょう。 

     

意識的に市の広報やホームページを見ましょ

う。 

     

学校で得た健康に関する情報や知識を家庭で

話しましょう。 

     

健康に関するイベントに積極的に参加しまし

ょう。 

     

地域のイベントに積極的に参加しましょう。      

市 が 主 体

と な り 取

り 組 む こ

と 

地域の健康づくり事業の紹介及び参加促進を

図ります。 

     

保護者が参加する場や、使用するツールでの情

報発信を行います。 

     

保護者が興味を持つ仕組みやテーマを組み合

わせた内容で事業を実施します。 

     

正しい生活習慣を身につけるための知識を提

供します。 

     

保護者に対し、子どもの頃からの正しい生活習

慣を身につけることの重要性を伝えます。 

     

青年期の人が参加する場や、使用するツールで

の情報発信を行います。 

     

若い世代が興味を持つ仕組みやテーマを組み

合わせた事業を展開します。 

     

健（検）診結果などに基づいた情報提供を行い

ます。 

     

地域でのつながりづくりのための情報提供や

イベント等への参加促進を図ります。 

     

介護要因となる疾患と一次予防対策の情報提

供や取り組みの場の紹介を行います。 

     

企 業 や 市

民 団 体 等

と 協 力 し

て 推 進 す

ること 

地域の健康づくり事業の紹介及び参加促進を

図ります。 

     

地域でのつながりづくりのための情報提供や

イベント等への参加促進を図ります。 

     

 

（１）ライフステージに合わせた情報発信による一次予防の取り組み支援 

・ 健康寿命は横ばいですが、健康に関する情報や知識を得るようにしている割合は

増加しています。そのため引き続き中間評価の課題を中心に、広報あびこ折り込

みの「保健センターからのご案内」、ホームページ等にて引き続きライフステージ

に合わせた一次予防への取り組みのきっかけとなる情報の提供を行い、一人ひと

りの健康づくりの充実を目指していきます。 

・ 第 2 次心も身体も健康プランを知っている方を増やすため、「心も身体も健康プ

ラン」という言葉を見聞きする機会を増やしていきます。 

方策 
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（２）市民、市民団体、企業の健康づくり事業への参加促進 

・ 健康フェアでは、参加者数を増やすため、周知媒体を拡大していきます。参加者

の健康づくりへの意識づけやその後の行動につながるよう、当日の配布物を工夫

し、体験型のブースを多く取り入れます。また、健康づくり市民団体の参加数を

増やし、市民と健康づくり市民団体とのマッチングを図ることで、その後の健康

づくり、地域とのつながりづくりに活かせるようにしていきます。 

・ 手賀沼ふれあいウオークでは、地元企業等と連携をはかり、相乗効果を生み出す

ことによって、普段からウオーキングをしている方だけでなく、普段あまり運動

する習慣がない方の参加を促すため、内容を工夫します。また、参加者がウオー

キングに興味を持ち、その後の健康づくりに活かせる取り組みを実施していきま

す。 

・ 市のイベントだけでなく、健康づくり団体が実施するイベントについても、広報

やホームページ等にて紹介していき、健康づくり事業への参加者を増やしていき

ます。 

・ 地域に根ざした健康づくりを推進するために、市と地域をつなぐ健康づくりの担

い手として我孫子市健康づくり推進員及び食生活改善推進員を育成し、得た知識・

技術を教室や地域のイベントで周知・啓発していきます。 

 

（３）地域と市民がつながる環境づくりの充実 

・ 市民活動の普及啓発、新しい出会いや活動を生み出すきっかけ作りを目的にした

イベントを実施し、市民と市民団体等とのマッチングの機会を提供していきます。 

・ 公民館では、「自分の健康寿命は自分で伸ばす」というテーマで 1 年間の高齢者向

けの学級、「熟年備学」を引き続き実施していきます。 

・ 高齢者の地域交流や健康増進のため、シニアクラブの自主活動の支援、地域交流

や閉じこもり予防を目的とした「きらめきデイサービス事業」を支援していきま

す。 

・ 高齢者の就労支援として、シルバー人材センターの運営を支援していきます。働

くことを通して高齢者の生きがいづくり、健康の維持等高齢者の豊かな生活づく

りとなるような視点を含め、就労に向けた研修の実施や就労支援の充実を図るこ

とで、「生涯現役社会」を目指していきます。 

 

（４）介護要因を知り、自ら一次予防対策に取り組む市民に対する支援の充実 

・ 集団健康教育や講演会において、筋力アップや低栄養予防、フレイル※P104 予防等

に関する知識の普及啓発に取り組んでいきます。 

・ 認知症に対しては、認知症初期集中支援チームによる、包括的・集中的な相談支

援を実施していきます。 

・ 地域介護予防活動の支援として、きらめきデイサービスのリーダー養成研修、介

護保険ボランティアポイント制度等を実施していきます。 
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【基本方針２】望ましい食生活の推進（栄養・食生活） 

      

   

   

 

 

（１）市民が適正体重を維持するための支援の充実 

（２）栄養バランスのよい食事をする取り組みへの支援（１日３食とる・野菜摂取・減塩） 

 

 

○食に関する情報の提供及び啓発の充実 

・ 健康フェア、子育てイベント、成人を対象とした集団健（検）診等の際に、パネル

展示や資料配布を行い、望ましい食生活やエネルギーの適正摂取に関する情報提供

や啓発を実施。 

・ 離乳食教室等で家族の健康も含めた食生活改善についての講話を実施。幼児健康診

査では、フードモデルの展示などの情報提供を行うとともに、希望者への相談を実

施。 

・ 出前講座などで望ましい食生活やエネルギーの適正摂取に関する啓発を実施。 

○高齢期の食事に関する出前講座 

・ 出前講座「65 歳からの食生活～正しい知識で老化を防ぐ～」として、高齢期の食生

活の目標や低栄養予防に関する知識の普及啓発を実施。 

○肥満・やせの実態調査と対応 

・ 小学校 4 年生で肥満度 20%以上の児童を対象に小児生活習慣病予防検診を実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策 

これまでの取り組み 
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（１）市民が適正体重を維持するための支援の充実 

（２）栄養バランスのよい食事をする取り組みへの支援（１日３食とる・野菜摂取・減塩） 

No 項目 
平成 25年度  

現況値 

令和元年度 

現況値 

令和６年度  

目標値 

達成度 

（ランク） 

令和６年度  

新たな目標値 

16 
標準体型の成人の割合 

（特定健康診査） 
53.1％ 69.9％ 70％以上 Ｃ 継続 

17 
標準体型の成人の割合 

（市民アンケート） 
74.3％ 73.6％ 70％以上  Ａ 継続 

18 
成人の肥満割合の減少 

（特定健康診査） 
21.7％ 22.5％ 15％以下 Ｃ 継続 

19 
成人の肥満割合の減少 

（市民アンケート） 
17.2％ 18.2％ 15％以下 Ｃ 継続 

20 
40歳代 50歳代男性の肥満割合の減少 

（特定健康診査） 
37.5％ 35.7％ 15％以下 Ｃ 継続 

21 
40歳代 50歳代男性の肥満割合の減少 

（市民アンケート） 
28.1％ 27.9％ 15％以下 Ｃ 継続 

22 
20歳代女性のやせの割合の減少 

（市民アンケート） 
15.4％ 14.5％ 15％以下 Ｃ 継続 

23 
40歳代～60歳代女性の肥満割合の減少 

（特定健康診査） 
16.5％ 17.1％ 15％以下 Ｃ 継続 

24 
40歳代～60歳代女性の肥満割合の減少 

（市民アンケート） 
11.6％ 14.6％ 15％以下 Ｃ 継続 

25 
20歳代～60歳代男性の肥満割合の減少 

（市民アンケート） 
24.4％ 26.4％ 15％以下 Ｃ 継続 

26 70歳以上男性のやせ傾向の割合の減少 12.8％ 12.8％ 増加しない Ｃ 継続 

27 70歳以上女性のやせ傾向の割合の減少 25.1％ 25.4％ 増加しない Ｃ 継続 

28 肥満及びやせ傾向の児童・生徒の割合 7.8％ 8.8％ 
前年度から 

増えない 
Ｄ 指標変更 

29 

（新） 

肥満傾向にある子どもの割合の減少（小学５年生

の中等度・高度肥満傾向児の割合 男子） 
－ 2.6％ 減少 － 

変更後 

指標 

30 

（新） 

肥満傾向にある子どもの割合の減少（小学５年生

の中等度・高度肥満傾向児の割合 女子） 
－ 2.7％ 減少 － 

変更後 

指標 

31 毎日朝食をとる子どもの割合の増加（小５） 88.8％ 90.1％ 
100％を

目指す 
Ｃ 継続 

32 毎日朝食をとる子どもの割合の増加（中２） 87.3％ 83.6％ 
100％を

目指す 
Ｃ 継続 

33 毎日朝食をとる子どもの割合の増加（高校） 76.3％ 81.9％ 
100％を

目指す 
Ｃ 継続 

34 毎日朝食をとる成人の割合の増加（成人全体） 80.4％ 82.6％ 90％以上 Ｃ 継続 

35 毎日朝食をとる成人の割合の増加（20歳代男性） 58.1％ 58.6％ 80％以上 Ｃ 継続 

36 毎日朝食をとる成人の割合の増加（20歳代女性） 51.9％ 68.0％ 80％以上 Ｂ 継続 

37 毎日朝食をとる成人の割合の増加（30歳代男性） 65.1％ 64.8％ 80％以上 Ｃ 継続 

38 毎日朝食をとる成人の割合の増加（30歳代女性） 77.5％ 79.7％ 80％以上 Ｃ 継続 

目標値の現状と新たな目標値 
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No 項目 
平成 25年度  

現況値 

令和元年度 

現況値 

令和６年度  

目標値 

達成度 

（ランク） 

令和６年度  

新たな目標値 

39 
主食・主菜・副菜のそろった食事を１日２回以上 

食べている者の割合の増加（60歳未満） 
33.2％ 39.5％ 50％以上 Ｂ 指標変更 

40 
主食・主菜・副菜のそろった食事を１日２回以上 

食べている者の割合の増加（60歳以上） 
53.7％ 58.8％ 80％以上 Ｃ 指標変更 

39 

（新） 

主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を１日２回以

上ほぼ毎日食べている者の割合の増加（成人全体） 
－ 42.2％ 70％以上 － 

変更後 

指標 

40 

（新） 

主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を１日２回以

上ほぼ毎日食べている者の割合の増加（20 歳代・

30歳代） 

－ 25.8％ 55％以上 － 
変更後 

指標 

41 
野菜料理を１日２回以上食べている者の 

割合の増加・２回以上（60歳未満） 
43.5％ 50.8％ 60％以上 Ｂ 継続 

42 
野菜料理を１日２回以上食べている者の 

割合の増加・３回以上（60歳以上） 
29.9％ 33.2％ 80％以上 Ｃ 継続 

43 減塩（薄味）を心がけている者の割合の増加 35.3％ 40.8％ 80％以上 Ｂ 継続 

※網掛けしている部分は年齢調整値 

 

○成人の標準体型の割合、肥満の割合、20 歳代女性のやせの割合に変化はありませんが、

肥満及びやせ傾向の児童・生徒の割合は増加しています。適正体重※P103 を維持する方を

増やすことが必要です。 

子どもの体型に関する指標は、市独自の「肥満及びやせ傾向の児童・生徒の割合」としていました

が、健康日本２１（第２次）における目標指標に基づき、「肥満傾向にある子どもの割合の減少（小

学５年生の中等度・高度肥満傾向児の割合）」に変更しました。 

○毎日朝食をとる成人の割合に変化はありません。毎日朝食をとる 20 歳代女性の割合は

増加していますが、30 歳代と比較し低い状況です。20 歳代・30 歳代男性においても、

変化はありません。毎日朝食をとる方を増やすことが必要です。 

○60 歳未満の主食・主菜・副菜のそろった食事を 1 日 2 回以上食べている者の割合、野

菜料理を 1 日 2 回以上食べている者の割合は改善していますが、半数以上が主食・主

菜・副菜のそろったバランスのよい食事をとれていません。生涯を通して健康的な生活

をおくるために、バランスのよい食事をとることが大切です。 

主食・主菜・副菜のそろった食事の頻度に関する指標は、市独自の「主食・主菜・副菜のそろった食

事を 1 日 2 回以上食べている者の割合」としていましたが、健康日本 21（第 2 次）や第 3 次食育

推進基本計画における目標指標に基づき、「主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を１日２回以上ほ

ぼ毎日食べている者の割合」に変更しました。 

○減塩（薄味）を心がけている者の割合は増加していますが、目標値と比較して低い状況

です。減塩（薄味）を心がけている方を増やすことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

現状と課題 
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主体 内容 
妊娠期・ 

乳幼児期 
幼児期 

学童期・ 

思春期 

青年期 

・壮年期 
高齢期 

市民一人ひ

とりが取り

組むこと 

生活習慣病予防及び重症化予防のため

に、適正体重を維持しましょう。 

     

望ましい食事のとり方を身につけ、生

涯を通して実践しましょう。 

①主食・主菜・副菜のそろったバランス

のよい食事をする 

②欠食をしない 

③野菜料理を積極的にとる 

④薄味を心がける 

     

妊娠期においては望ましい体重増加量

を理解した上で適正体重を維持しまし

ょう。 

     

望ましい食習慣が身につくよう保護者

は意識を持ちましょう。 

     

薄味を心がけ、味覚の発達を促しまし

ょう。 

     

食品の選択能力を高めましょう。 
     

20歳代、30歳代においては朝食の摂取

を心がけましょう。 

     

低栄養状態に陥らないように、主食・主

菜・副菜のそろった、栄養バランスのよ

い食事をしましょう。 

     

少人数世帯では摂取する食品数が減少

傾向にあるため、意識してバランスの

よい食事を心がけましょう。 

     

市が主体と

なり取り組

むこと 

適正体重の算出方法について情報を提

供します。 

     

望ましい食事のとり方について啓発し

ます。 

     

食品選択の一助となる、食品表示に関

する情報提供の充実を図ります。 

     

食に関する情報を目にする機会を増や

すための環境整備を図ります。 

     

保護者への情報提供の充実を図りま

す。 

     

学校給食等を通じ、望ましい食習慣の

体得の支援に努めます。 

     

企業や市民

団体等と協

力して推進

すること 

適正体重の算出方法について情報を提

供します。 

     

望ましい食事のとり方について啓発し

ます。 

     

食品選択の一助となる、食品表示に関

する情報提供の充実を図ります。 

     

食に関する情報を目にする機会を増や

すための環境整備を図ります。 

     

妊娠期においては望ましい体重増加量

を理解した上で適正体重を維持しまし

ょう。 

     

 

 

 

方策 
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（１）市民が適正体重を維持するための支援 

（２）栄養バランスのよい食事をする取り組みへの支援（1 日 3 食とる・野菜摂取・減塩） 

・ 健康フェアや子育てイベント、成人を対象とした集団健（検）診等にて、中間評

価で課題になった部分を中心に望ましい食生活の実践に役立つ情報や適正体重に

関する情報提供の充実を図り、市民の健康の維持・増進につながる啓発を実施し

ていきます。 

・ 心身ともに著しく成長する学齢期の健康づくりのため、小学校 4 年生で内科検診

の結果、肥満度 20％以上の児童を対象に、生活習慣病予防検診を行います。また、

若い女性や妊婦のやせ・低栄養問題は「次世代の子ども」の生活習慣病のリスク

を高めると危惧されています。肥満に加え将来のやせを防ぐためにも、健康づく

りや体型に関する正しい知識と望ましい生活習慣を身につけるよう指導します。 
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【基本方針３】運動習慣確立のための取り組みの推進（運動・身体活動） 

     

 

 

 

（１）市民が日頃から意識的に身体を動かすための取り組みの支援 

（２）運動習慣を持つ市民の増加を図るための環境整備と充実 

（３）ロコモティブシンドロームの認知度向上及び予防に取り組む市民の増加を図るため

の情報の提供 

 

 

○手賀沼ふれあいウオーク 

・ 歩くことが好きな市民が増えることにより、市民の心身の健康の増進に寄与するこ

とを目的として、手賀沼周辺のウオーキングを実施。実施主体は、平成 30 年度ま

で千葉県ウオーキング協会、柏市及び我孫子市で共催。令和元年度からは千葉県ウ

オーキング協会、北総歩こう会、東葛ウォーキングクラブ及び千葉県ノルディック・

ウォーク連盟、我孫子市で共催。 

○階段利用推進 

・ 平成 30 年度に水の館、保健センターに階段利用推進のポスターを掲示。 

・ 令和元年度、我孫子駅南口階段に啓発パネルを展示。 

○バリアフリー情報提供事業 

・ 市民団体・社会福祉協議会と連携し、公共施設・商店等のバリアフリーに関する調

査を行い、ホームページで情報提供。 

○運動遊び 

・ 平成 27 年度から平成 30 年度まで公立保育園子育て支援クラブ合同イベントを開

催し、運動会ごっこを実施。ホール活動では体操、サーキット、リズムなどを行い、

体を動かす楽しさを親子で体験。 

・ 園庭開放・マイ保育園ひろばでも地域の親子が体操やリズムに参加。 

○健康スポーツ普及事業 

・ 総合型地域スポーツクラブ※P103 の活動の支援や、スポーツを楽しめる機会をつくる

ためチャレンジスポーツフェスタ等のイベントを開催。 

・ 平成 30 年度から生涯スポーツを支える人材を確保するため、指導者養成講座を開

催。 

○ロコモティブシンドローム対策 

・ 30 歳代、40 歳代に対し、ロコモティブシンドローム※P104 を啓発するため、職員健

診、乳がん検診（30 歳代、40 歳代実施日）、骨粗しょう症検診にてロコモ度テスト

を実施。 

施策 

これまでの取り組み 
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○動画による健康教育 

・ ３～５分程度の動画９本（運動５本、栄養２本、歯科口腔２本）のＤＶＤを健康づ

くりに取り組む団体・サークル等に配布。保健センターや図書館、近隣センター等

での貸し出しを実施。ホームページ、動画共有サイト「YouTube」を利用して閲覧

可能。 

 

 

（１）市民が日頃から意識的に身体を動かすための取り組みの支援 

No 項目 
平成 25年度  

現況値 

令和元年度 

現況値 

令和６年度  

目標値 

達成度 

（ランク） 

令和６年度  

新たな目標値 

44 
日頃から意識的にからだを動かしている者の割合

の増加 
74.9％ 79.7％ 90％以上 Ｂ 継続 

45 
日頃から身体活動・運動を心がける割合の増加 

（中高生） 
83.3％ 85.7％ 90％以上 Ｃ 継続 

46 
社会参加（就業または何らかの地域活動）をしてい

る高齢者の割合の増加 
35.4％ 41.2％ 80％ Ｃ 継続 

47 
週に３日以上運動やスポーツをしている割合 

の増加（小学生） 
－ 66.3％ 増加 Ｅ 継続 

48 運動を実施している者の割合の増加（成人） 55.4％ 63.1％ 70％以上 Ｂ 継続 

49 
月～金の間に１日３時間以上テレビやゲームや 

ＤＶＤを見たり聞いたりする割合の抑制（小学生） 
12.8％ 14.1％ 抑制 Ｃ 継続 

50 
月～金の間に１日２時間以上テレビやゲームや 

ＤＶＤを見たり聞いたりする割合の抑制（小学生） 
31.8％ 32.7％ 抑制 Ｃ 継続 

51 外遊びをする割合の増加（小学生） 89.5％ 64.7％ 95％以上 Ｄ 継続 

※網掛けしている部分は年齢調整値 

（２）運動習慣を持つ市民の増加を図るための環境整備と充実 

No 項目 
平成 25年度  

現況値 

令和元年度 

現況値 

令和６年度  

目標値 

達成度 

（ランク） 

令和６年度  

新たな目標値 

52 運動習慣を持つ割合の増加（成人） 58.6％ 30.7％ 80％以上 Ｅ 継続 

※網掛けしている部分は年齢調整値 

（３）ロコモティブシンドロームの認知度向上及び予防に取り組む市民の増加を図るための

情報の提供 

No 項目 
平成 25 年度  

現況値 

令和元年度 

現況値 

令和６年度  

目標値 

達成度 

（ランク） 

令和６年度  

新たな目標値 

53 
ロコチェックが１項目以上該当する 60歳以上の 

割合の減少（男性） 
53.2％ 60.2％ 50％以下 Ｃ 継続 

54 
ロコチェックが１項目以上該当する 60歳以上の 

割合の減少（女性） 
58.8％ 62.8％ 55％以下 Ｃ 継続 

55 
ロコモティブシンドロームを知っている 

割合の増加 
19.1％ 26.0％ 80％以上 Ｂ 継続 

※網掛けしている部分は年齢調整値 

 

 

 

目標値の現状と新たな目標値 
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○成人では、日頃から意識的にからだを動かしている者の割合、運動を実施している者の

割合について改善傾向にあります。今後も楽しんで身体を動かす場や機会の紹介や、動

画による健康教育の推進が必要です。 

○小学生では、月～金の間に１日３時間以上テレビやゲームやＤＶＤを見たり聞いたりす

る割合が増加しており、外遊びをする割合は減少しています。スマホ対策や外遊びでき

る社会整備が必要です。 

○ロコモティブシンドロームを知っている割合は増加していますが、ロコチェック該当割

合には変化がない状況です。引き続き、ロコモティブシンドローム認知向上に努めると

ともに、ロコモティブシンドローム予防対策も重要です。 

 

 

主体 内容 
妊娠期・ 

乳幼児期 

学童期・ 

思春期 
青年期 壮年期 高齢期 

市 民 一 人

ひ と り が

取 り 組 む

こと 

ロコモティブシンドローム予防に取り組みま

しょう。 

     

自身のライフスタイルや体力に合わせて、意識

的に身体を動かしたり、運動をするきっかけを

つくり、習慣にしましょう。 

     

普段の生活に取り入れられる運動を意識的に

行いましょう。 

     

「ながら運動」など気軽に普段の生活に取り入

れられる運動をしましょう。 

     

身体を動かす場や機会に参加しましょう。      

外出するように心がけ、歩く機会を維持しまし

ょう。 

     

市 が 主 体

と な り 取

り 組 む こ

と 

楽しんで身体を動かす場や機会を紹介します。      

動画による健康教育を推進し、子育て世代や働

き盛りの世代が運動をできるよう促します。 

     

「プラス 10 」でできる運動の紹介をします。      

認知症予防や生活習慣病予防のための運動を

紹介します。 

     

地域のコミュニティを活用し、一緒に運動し、

励まし合える仲間づくりの機会を提供します。 

     

地域の既存団体やコミュニティに働きかけ動

画を活用する機会を増やします。 

     

動画による健康教育を推進し、あびこ市民の歌

健康体操等身体の状態に合わせた体操を実施

するように促します。 

     

企 業 や 市

民 団 体 等

と 協 力 し

て 推 進 す

ること 

動画による健康教育を推進し、子育て世代や働

き盛りの世代が運動をできるよう促します。 

     

地域のコミュニティを活用し、一緒に運動し、

励まし合える仲間づくりの機会を提供します。 

     

 

 

 

現状と課題 

方策 
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（１）市民が日頃から意識的に身体を動かすための取り組みの支援 

・ 日頃から身体活動・運動を心がけることで、メタボリックシンドローム※P104 を含

めた循環器疾患・糖尿病・がんといった生活習慣病の発症リスクを下げる効果が

期待できます。引き続き保健センターだよりや市内掲示場所等を利用した運動習

慣に関する周知や、市民の集う機会を利用した運動方法やロコモティブシンドロ

ーム予防方法の啓発活動等を行っていきます。 

・ 手賀沼ふれあいウオークでは、地元企業等と連携をはかり、相乗効果を生み出す

ことによって、普段からウオーキングをしている方だけでなく、普段あまり運動

する習慣がない方の参加を促すため、内容を工夫します。また、参加者がウオー

キングに興味を持ち、その後の健康づくりに活かせる取り組みを実施していきま

す。 

 

（２）運動習慣を持つ市民の増加を図るための環境整備と充実 

・ 市民が運動習慣を確立できるよう、引き続き総合型地域スポーツクラブへの支援、

近隣市町との体育施設の相互利用・民間体育施設の一般開放の推進等を実施して

いきます。 

・ チャレンジスポーツフェスタでは、競技スポーツとは違って運動習慣を身につけ

てもらえるような気軽に行えるニュースポーツを中心にイベントを実施していき

ます。 

・ 小学生を対象に日本トップリーグ連携機構と共催で「ボールゲームフェスタ」を

開催し、低学年には、保護者で様々なボールを使った「あそび」の中で、楽しく

運動能力をアップさせるプログラムを展開しています。また、高学年には、実際

のボールゲームを日本トップの選手とともに楽しく体験し、一流選手のテクニッ

クを学んでいます。 

・ 「チームラン・キッズランうなきちカップ」、「新春マラソン大会」では、小学

生が走る機会を設けて走ることを通して身体を動かすことへの興味をもつ機会を

創っていきます。 

・ 障害者スポーツについては、我孫子市スポーツ推進委員連絡協議会が千葉県障が

い者スポーツ協会と連携して障害者と健常者が一緒に行えるスポーツイベントを

開催します。 

 

（３）ロコモティブシンドロームの認知度向上及び予防に取り組む市民の増加を図るた

めの情報の提供 

・ Facebook、ホームページなどにてロコモティブシンドロームの周知を引き続き実

施します。また、市民の集う機会を利用したロコモティブシンドローム予防方法

の啓発活動を実施していきます。 
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【基本方針４】心の健康を保つための取り組みの推進（休養・心の健康） 

      

      

 

 

（１）睡眠による休養が十分に取れるようにするための情報提供 

（２）ストレスを解消するための情報提供 

（３）相談体制の充実及び相談窓口の情報提供 

 

 

○妊娠期からの相談事業の充実 

・ 妊娠期から子育て期まで切れ目ない支援を提供するため、平成 27 年度から子育て

包括支援センターを設置し、必要な方へ専門的な支援を実施。 

○しあわせママパパ学級 

・ 妊娠週数がおおむね 20 週以降の妊婦とその夫や家族を対象に、妊娠・出産・育児に

関する知識や情報の提供。 

・ 夫婦の役割を確認し、家庭づくりを考えあうグループワークなどを実施。 

○新生児・妊産婦訪問等指導事業 

・ 妊産婦や新生児、乳児等へ保健師または助産師が訪問して、妊娠、出産又は育児に

関して個別で相談に応じ、必要な助言を実施。 

・ 平成 20 年度より、児童福祉法に基づく乳児家庭全戸訪問事業を同時実施し、この

時期の相談は、専門性が高い相談が多いため、助産師・保健師の有資格者で対応。 

・ 平成 28 年 12 月より、エジンバラ産後うつ質問票（ＥＰＤＳ）※P102 を導入。 

○産後ケア事業 

・ 産後に家事や育児などの援助が受けられず、心身の不調や育児不安等がある産後２

か月未満の母子を対象に、産後ショートステイ・産後デイケア（産後ケア実施施設

への宿泊や通所による休養の機会、不安解消を支援）、ママヘルプサービス（ママヘ

ルパーを派遣し家事や育児を支援）を実施。 

○産婦健康診査 

・ 産後うつ※P103 予防や新生児への虐待予防を図る観点から、平成 29 年４月１日以降

のメンタルチェックを含む産婦健康診査２回分（概ね産後２週間、産後１か月）の

費用を助成し、健診の結果から支援が必要な母子を産後ケア事業に繋げる等支援を

実施。 

 

施策 

これまでの取り組み 
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○健康教育の実施 

・ 保健センターだよりや産業まつりでのちらし配布等を通じ、ストレスの解消方法の

紹介や、心の健康に関する正しい知識の情報提供を実施。 

○健康相談窓口の周知 

・ 松戸圏域地域・職域連携推進協議会※P104 にて、心の健康相談窓口を紹介するポスタ

ー、カード型媒体を作成。ポスターは公共機関、医療機関に掲示。カード型媒体は

母子健康手帳に同封、消費生活センター窓口に設置。 

 

 

（１）睡眠による休養が十分に取れるようにするための情報提供 

No 項目 
平成 25年度  

現況値 

令和元年度 

現況値 

令和６年度  

目標値 

達成度 

（ランク） 

令和６年度  

新たな目標値 

56 十分に睡眠が取れていない者の割合の減少 30.7％ 33.9％ 20％以下 Ｃ 継続 

57 学校で眠くなることがある小学生の割合の減少 44.8％ － 30％以下 Ｅ 廃止 

57 

（新） 
午前中に眠くなることがある小学生の割合の減少 － 15.0％ 減少 － 

変更後 

指標 

58 
月～金の間に８時間以上睡眠をとる割合の増加 

（小学生） 
80.4％ 91.9％ 増加 Ｂ 継続 

59 休養による睡眠が取れている中高生の割合の増加 76.9％ 79.0％ 80％以上 Ｃ 継続 

※網掛けしている部分は年齢調整値 

（２）ストレスを解消するための情報提供 

No 項目 
平成 25 年度  

現況値 

令和元年度 

現況値 

令和６年度  

目標値 

達成度 

（ランク） 

令和６年度  

新たな目標値 

60 ストレスを解消できる者の割合の増加（中高生） 74.6％ 70.8％ 90％以上 Ｃ 継続 

61 ストレスを解消できる者の割合の増加（成人） 75.6％ 75.1％ 90％以上 Ｃ 継続 

※網掛けしている部分は年齢調整値 

（３）相談体制の充実及び相談窓口の情報提供 

No 項目 
平成 25年度  

現況値 

令和元年度 

現況値 

令和６年度  

目標値 

達成度 

（ランク） 

令和６年度  

新たな目標値 

62 
こころの悩みを相談できる人がいる割合の増加 

（成人） 
81.8％ 83.0％ 90％以上 Ｃ 継続 

63 育児のことについて相談相手がいる母親の割合 97.6％ 93.8％ 
97％以上

を維持 
Ｃ 継続 

64 
保護者がゆったりとした気分で子どもと過ごす 

時間がある割合 
94.7％ 85.1％ 

95％以上

を維持 
Ｄ 継続 

65 
育児に不安や負担を感じている保護者の 

割合の減少 
17.3％ 21.0％ 0％ Ｄ 継続 

66 父親が育児（や家事）に参加している割合の増加 89.2％ 89.5％ 95％以上 Ｃ 継続 

67 
子どもの早寝早起きを心がけている保護者の 

割合の増加（１歳半） 
92.7％ 94.7％ 95％以上 Ｃ 継続 

68 
子どもの早寝早起きを心がけている保護者の 

割合の増加（３歳半以上） 
91.3％ 79.1％ 90％以上 Ｄ 継続 

※網掛けしている部分は年齢調整値 

 

目標値の現状と新たな目標値 



32 

 

○小学生の月～金の間に８時間以上睡眠をとる割合は増加しています。 

○午前中に眠くなることがある小学生の割合は 15.0%となっています。 

昼食後に眠くなる小学生を除いた統計とするため、「学校で眠くなることがある小学生の割合」を「午

前中に眠くなることがある小学生の割合」と指標を変更しました。 

○成人では、十分に睡眠が取れていない者の割合、ストレスを解消できる者の割合、ここ

ろの悩みを相談できる人がいる割合については変化がない状況です。引き続き、周知内

容・方法を検討しながら、周知・啓発を行うことが重要です。 

○保護者がゆったりとした気分で子どもと過ごす時間がある割合は減少しています。また、

育児に不安や負担を感じている保護者の割合は増加しています。子育て中の世代がスト

レスをためずに安心して過ごせるよう、相談体制の充実や育児不安を抱える人のサポー

トが大切です。 

  ○子どもの早寝早起きを心がけている保護者の割合は３歳半以上で減少しています。生活

習慣を整えるための啓発が大切です。 

 

 

主体 内容 
妊娠期・ 

乳幼児期 

学童期・ 

思春期 
青年期 壮年期 高齢期 

市 民 一 人

ひ と り が

取 り 組 む

こと 

家族や周囲の人と交流を深め、悩んだ時には 

相談できる相手を見つけましょう。 

     

お互いに声をかけあい、悩んでいる人をサポー

トしましょう。 

     

早寝早起きを心がけ、十分睡眠をとりましょ

う。 

     

生活習慣を見直し、自身のライフスタイルに合

わせた睡眠のリズムを整えましょう。 

     

家族や周囲の人と交流を深め、悩んだ時には相

談しましょう。 

     

心の健康状態を知り、不調を感じた時には相談

や受診をしましょう。 

     

地域コミュニティに参加し、人との交流を図り

ましょう。 

     

市 が 主 体

と な り 取

り 組 む こ

と 

相談体制の充実をはかり、育児不安を抱える人

をサポートします。 

     

睡眠の重要性について情報発信を行います。      

相談体制の充実及び相談窓口の情報提供を行

います。 

     

ストレスの解消方法の紹介や、心の健康の正し

い知識について啓発します。 

     

質の良い睡眠をとる方法について啓発します。      

企 業 や 市
民 団 体 等
と 協 力 し

て 推 進 す
ること 

相談体制の充実をはかり、育児不安を抱える人

をサポートします。 

     

現状と課題 

方策 
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（１）睡眠による休養が十分に取れるようにするための情報提供 

（２）ストレスを解消するための情報提供 

・ 成人では、十分に睡眠が取れていない者の割合、ストレスを解消できる者の割合、

こころの悩みを相談できる人がいる割合について改善できるように、引き続き休

養や相談窓口に関する情報提供及び相談体制の充実に努めていきます。 

・ 子どもの健やかな成長を促すために、保護者が生活リズムを整えられるよう支援

を行います。乳幼児期の早い段階の 4 か月児相談、離乳食教室、１歳６か月児健

康診査や健康教育で、生活リズムを整えることのメリットについて周知します。

また、各種相談・幼児健康診査等では生活状況の確認を行い、個々の状況に適し

た方法を提案していきます。 

 

 （３）相談体制の充実及び相談窓口の情報提供 

・ 妊娠期・出産期の早い段階から産後ケア・一時預かり・相談窓口等の育児支援サ

ービスの情報提供を行うとともに、訪問や電話等で状況確認を行い、必要なサー

ビスにつなげる等支援していきます。 

・ 各種相談・幼児健康診査等においては、子どもの成長発達や生活環境に応じた育

児支援を行い、未受診者に対しては、訪問や電話、関係機関との連絡により状況

確認を行い、支援していきます。 
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【基本方針５】禁煙及び受動喫煙防止の推進（たばこ） 

      

     

 

 

 

（１）受動喫煙についての理解促進にともなう、受動喫煙対策の充実 

（２）ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）など喫煙関連疾患の情報提供 

（３）未成年、妊婦の喫煙防止の徹底 

 

 

○保健センターだよりやがん検診の際のちらし配布等を通じ、喫煙・受動喫煙防止、ＣＯ

ＰＤ※P104、市内禁煙外来の情報提供を実施。 

○こどもまつりで小学生に対し、肺活量の測定と絡めて喫煙・受動喫煙防止について啓発

を実施。 

○市内高等学校に資料配架や講話を行い、喫煙・受動喫煙防止について啓発を実施。 

○しあわせママパパ学級にて妊婦の喫煙防止や受動喫煙の有害性について啓発を実施。 

○タートリンピック、健康フェアにおいて、ＣＯＰＤの啓発を実施。 

 

 

（１）受動喫煙についての理解促進にともなう受動喫煙対策の充実 

No 項目 
平成 25 年度  

現況値 

令和元年度 

現況値 

令和６年度  

目標値 

達成度 

（ランク） 

令和６年度  

新たな目標値 

69 

喫煙の有害性について知っている割合の増加（肺

がん・ぜんそく・気管支炎・心臓病・脳卒中・胃潰

瘍・妊娠への影響・歯周病）小４ 

95.6％ 96.5％ 100％ Ｃ 継続 

70 

喫煙の有害性について知っている割合の増加（肺

がん・ぜんそく・気管支炎・心臓病・脳卒中・胃潰

瘍・妊娠への影響・歯周病）中１ 

98.9％ 97.2％ 100％ Ｃ 継続 

71 

喫煙の有害性について知っている割合の増加（肺

がん・ぜんそく・気管支炎・心臓病・脳卒中・胃潰

瘍・妊娠への影響・歯周病）高２ 

99.7％ 98.5％ 100％ Ｃ 継続 

72 受動喫煙の有害性を理解している割合の増加 72.2％ 80.2％ 100％ Ｂ 継続 

73 
喫煙が及ぼす健康影響について理解した 

割合の増加（肺がん） 
90.9％ 88.8％ 100％ Ｃ 継続 

74 
喫煙が及ぼす健康影響について理解した 

割合の増加（ぜんそく） 
77.4％ 79.5％ 100％ Ｃ 継続 

 

施策 

目標値の現状と新たな目標値 

これまでの取り組み 
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No 項目 
平成 25年度  

現況値 

令和元年度 

現況値 

令和６年度  

目標値 

達成度 

（ランク） 

令和６年度  

新たな目標値 

75 
喫煙が及ぼす健康影響について理解した 

割合の増加（気管支炎） 
81.5％ 82.8％ 100％ Ｃ 継続 

76 
喫煙が及ぼす健康影響について理解した 

割合の増加（心臓病） 
63.7％ 62.7％ 100％ Ｃ 継続 

77 
喫煙が及ぼす健康影響について理解した 

割合の増加（脳卒中） 
64.5％ 63.8％ 100％ Ｃ 継続 

78 
喫煙が及ぼす健康影響について理解した 

割合の増加（胃潰瘍） 
41.0％ 42.6％ 100％ Ｃ 継続 

79 
喫煙が及ぼす健康影響について理解した 

割合の増加（妊娠への影響） 
84.3％ 83.0％ 100％ Ｃ 継続 

80 
喫煙が及ぼす健康影響について理解した割合の 

増加（歯周病） 
50.4％ 55.8％ 100％ Ｂ 継続 

81 
喫煙者の減少（目標値は喫煙をやめたい人が 

やめた場合の喫煙率で設定）男性 
25.0％ 19.8％ 15.7％以下 Ｃ 継続 

82 
喫煙者の減少（目標値は喫煙をやめたい人が 

やめた場合の喫煙率で設定）女性 
6.8％ 4.5％ 4.4％以下 Ｃ 継続 

83 行政機関・医療機関における分煙の徹底 100％ 100％ 100％ Ａ 継続 

84 
妊婦や子どもの前で禁煙・分煙をしている者 

の割合の増加（成人） 
70.5％ 96.5％ 100％ Ｂ 継続 

※網掛けしている部分は年齢調整値 

（２）ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）など喫煙関連疾患の情報提供 

No 項目 
平成 25年度  

現況値 

令和元年度 

現況値 

令和６年度  

目標値 

達成度 

（ランク） 

令和６年度  

新たな目標値 

85 ＣＯＰＤについて知っている割合の増加 22.6％ 25.2％ 80％以上 Ｃ 継続 

※網掛けしている部分は年齢調整値 

（３）未成年、妊婦の喫煙防止の徹底 

No 項目 
平成 25年度  

現況値 

令和元年度 

現況値 

令和６年度  

目標値 

達成度 

（ランク） 

令和６年度  

新たな目標値 

86 未成年の喫煙の割合の減少（高校生） 2.8％ 1.2％ 0％ Ｃ 継続 

87 妊娠中に喫煙をしている妊婦の割合の減少 3.2％ 1.3％ 0％ Ｂ 継続 

 

 

○小中高校生の喫煙の有害性について知っている割合、高校生の喫煙の割合、成人の喫煙

者の減少について変化はありません。引き続き啓発が必要です。 

○受動喫煙の有害性について知っている割合は増加しておりますが、引き続き正しい情報

や知識を啓発していくことが重要です。 

○喫煙が及ぼす健康影響について理解した割合は、歯周病のみ増加しており、その他の疾

患については変化がありませんでした。引き続き啓発が必要です。 

○行政機関・医療機関における分煙は、100％で目標を達成しています。 

○妊婦や子どもの前で禁煙分煙をしている者の割合は増加しています。引き続き喫煙が及

ぼす害について啓発が大切です。 

 

現状と課題 
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○成人のＣＯＰＤについて知っている割合について変化はありません。引き続き啓発が必

要です。 

○妊娠中に喫煙をしている妊婦の割合は減少しています。引き続き啓発が大切です。 

 

 

主体 内容 
妊娠期・ 

乳幼児期 

学童期・ 

思春期 

青年期 

・壮年期 
高齢期 

市 民 一 人

ひ と り が

取 り 組 む

こと 

妊娠・授乳中の喫煙はやめましょう。     

受動喫煙を避けるようにしましょう。     

未成年や妊婦にたばこを吸わせないように声をかけましょ

う。 

    

妊婦や乳幼児、未成年などの周りでは喫煙しないようにしま

しょう。 

    

受動喫煙について理解し、分煙を心がけましょう。     

市 が 主 体

と な り 取

り 組 む こ

と 

受動喫煙や喫煙の害について啓発します。     

禁煙についての資料や「ニコチン依存度チェック」を配布しま

す。 

    

母子健診の問診票で「喫煙あり」の場合、啓発を徹底します。     

禁煙外来助成等、禁煙を希望する市民のサポートをします。     

喫煙がおよぼす害について啓発（広報等）します。     

ＣＯＰＤについての情報提供を行うとともに、早期発見のた

めのサポートを行います。 

    

学校と連携し、禁煙教育を実施します。     

企 業 や 市

民 団 体 等

と 協 力 し

て 推 進 す

ること 

喫煙がおよぼす害について啓発（広報等）します。 
    

ＣＯＰＤについての情報提供を行うとともに、早期発見のた

めのサポートを行います。 

    

 

（１）受動喫煙についての理解促進にともなう受動喫煙対策の充実 

・ 受動喫煙の有害性を理解している割合は増加しており、引き続き啓発を行ってい

きます。 

・ 令和２年４月より改正健康増進法が全面施行され、国の方針も大きく変化してい

ます。国の方針とあわせて対策を行っていきます。 

 

（２）ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）など喫煙関連疾患の情報提供 

 ・ 喫煙が全身に健康影響を及ぼすことについては、歯周病のみ増加しており、肺が

ん、循環器疾患（脳卒中、心臓病）、ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）などその他の

疾病については変化がありませんでした。認知度を高めていくため、引き続き喫

煙関連疾患の情報提供を行っていきます 

・ 加熱式たばこ※P102 の影響についても、併せて情報提供を行っていきます。 

 

方策 
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（３）未成年、妊婦の喫煙防止の徹底 

 ・ 妊娠中に喫煙をしている妊婦の割合は減少していますが、未成年の喫煙について

は変化がありませんでした。妊娠届出書提出時の面接やしあわせママパパ学級等

の機会等を活用し、啓発を行っていきます。 

・ 小中学校では、保健体育の授業や集会等を通して喫煙の有害性を伝えていきます。

また、児童生徒の発達段階に対応したリーフレット等を活用し、喫煙の有害性の

啓発を行っていきます。 
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【基本方針６】適度な飲酒を身につけるための取り組みの推進（アルコール） 

     

 

 

 

（１）適正飲酒量に関する情報提供（それに伴う多量飲酒者の減少・適正飲酒を実践する市民

の増加） 

（２）未成年、妊婦の飲酒防止の徹底 

 

 

○アルコールに関する正しい知識の普及啓発 

・ 保健センターだよりでの掲載、がん検診受診券送付時のちらし同封等を通じ、１日

の適正飲酒量、未成年・妊婦の飲酒防止に関する情報提供を実施。 

○アルコール教室 

・ 断酒会に業務委託し、毎月 1 回アルコール教室を開催。 

 

 

（１）適正飲酒量に関する情報提供 

（それに伴う多量飲酒者の減少・適正飲酒を実践する市民の増加） 

No 項目 
平成 25年度  

現況値 

令和元年度 

現況値 

令和６年度  

目標値 

達成度 

（ランク） 

令和６年度  

新たな目標値 

88 多量飲酒者の減少 男性 11.5％ 6.8％ 8.0％ Ｃ 継続 

89 多量飲酒者の減少 女性 7.0％ 1.6％ 6.0％ Ａ 継続 

90 適正飲酒量を知っている者の割合の増加 52.1％ 52.9％ 80％ Ｃ 継続 

※網掛けしている部分は年齢調整値 

（２）未成年、妊婦の飲酒防止の徹底 

No 項目 
平成 25年度  

現況値 

令和元年度 

現況値 

令和６年度  

目標値 

達成度 

（ランク） 

令和６年度  

新たな目標値 

91 妊娠中に飲酒している（た）妊婦の割合の減少 2.0％ 0.5％ 0％ Ｂ 継続 

92 
飲酒をしたことがある未成年の割合の減少 

（高校生） 
24.3％ 14.1％ 0％ Ｂ 継続 

93 
今も飲酒をする未成年の割合の減少 

（高校生） 
31.2％ 26.1％ 0％ Ｃ 継続 

94 
飲酒の有害性について知っている割合の増加 

（小４） 
95.3％ 86.9％ 100％ Ｅ 継続 

95 
飲酒の有害性について知っている割合の増加 

（中１）アルコール依存症 
93.0％ 92.6％ 100％ Ｃ 継続 

96 
飲酒の有害性について知っている割合の増加 

（中１）肝臓病 
47.0％ 60.3％ 100％ Ｂ 継続 

施策 

目標値の現状と新たな目標値 

これまでの取り組み 
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No 項目 
平成 25年度  

現況値 

令和元年度 

現況値 

令和６年度  

目標値 

達成度 

（ランク） 

令和６年度  

新たな目標値 

97 
飲酒の有害性について知っている割合の増加 

（中１）妊娠（胎児）への影響 
56.2％ 63.8％ 100％ Ｃ 継続 

98 
飲酒の有害性について知っている割合の増加 

（中１）糖尿病 
30.3％ 30.8％ 100％ Ｃ 継続 

99 
飲酒の有害性について知っている割合の増加 

（中１）乳幼児・青少年への発達への影響 
39.5％ 49.7％ 100％ Ｂ 継続 

100 
飲酒の有害性について知っている割合の増加 

（中１）動脈硬化 
18.4％ 27.9％ 100％ Ｂ 継続 

101 
飲酒の有害性について知っている割合の増加 

（中１）がん 
49.2％ 66.7％ 100％ Ｂ 継続 

102 
飲酒の有害性について知っている割合の増加 

（中１）脳卒中 
44.3％ 54.1％ 100％ Ｂ 継続 

103 
飲酒の有害性について知っている割合の増加 

（中１）心臓病 
40.5％ 55.6％ 100％ Ｂ 継続 

104 
飲酒の有害性について知っている割合の増加 

（中１）歯周病 
13.5％ 23.6％ 100％ Ｂ 継続 

105 
飲酒の有害性について知っている割合の増加 

（高２）アルコール依存症 
92.7％ 94.5％ 100％ Ｃ 継続 

106 
飲酒の有害性について知っている割合の増加 

（高２）肝臓病 
68.5％ 73.6％ 100％ Ｃ 継続 

107 
飲酒の有害性について知っている割合の増加 

（高２）妊娠（胎児）への影響 
59.0％ 62.9％ 100％ Ｃ 継続 

108 
飲酒の有害性について知っている割合の増加 

（高２）糖尿病 
28.1％ 32.5％ 100％ Ｃ 継続 

109 
飲酒の有害性について知っている割合の増加 

（高２）乳幼児・青少年への発達への影響 
46.7％ 42.9％ 100％ Ｃ 継続 

110 
飲酒の有害性について知っている割合の増加 

（高２）動脈硬化 
33.1％ 33.7％ 100％ Ｃ 継続 

111 
飲酒の有害性について知っている割合の増加 

（高２）がん 
31.5％ 31.6％ 100％ Ｃ 継続 

112 
飲酒の有害性について知っている割合の増加 

（高２）脳卒中 
34.4％ 36.2％ 100％ Ｃ 継続 

113 
飲酒の有害性について知っている割合の増加 

（高２）心臓病 
25.9％ 29.1％ 100％ Ｃ 継続 

114 
飲酒の有害性について知っている割合の増加 

（高２）歯周病 
16.7％ 13.8％ 100％ Ｃ 継続 

 

 

○成人の適正飲酒量を知っている者の割合は変化ありません。適正飲酒量の啓発が必要です。 

○妊娠中に飲酒している妊婦の割合は減少しています。引き続き啓発が大切です。 

○飲酒をしたことがある高校生の割合は減少傾向です。 

○中学 1 年生の飲酒の有害性について知っている割合は全体的に増加傾向です。 

 

 

 

 

 

 

現状と課題 
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主体 内容 
妊娠期・ 

乳幼児期 

学童期・ 

思春期 
青年期 壮年期 高齢期 

市 民 一 人

ひ と り が

取 り 組 む

こと 

妊娠・授乳中の飲酒はやめましょう。      

お酒をすすめられても飲まないようにしまし

ょう。 

     

適度な飲酒量を知り、正しく楽しくお酒と付き

合いましょう。 

     

未成年や妊婦に飲酒をさせないように声をか

けましょう。 

     

妊婦や乳幼児、未成年の飲酒の害について知り

ましょう。 

     

急性アルコール中毒にならないように、一気飲

みはしない！周囲の人にもさせないように声

をかけあいましょう。 

     

週に２日、休肝日をつくりましょう。      

市 が 主 体

と な り 取

り 組 む こ

と 

飲酒がおよぼす害について啓発します。      

「適正飲酒」「女性の飲酒」「子どもの飲酒」に

ついて、知識の普及啓発をしていきます。 

     

企 業 や 市

民 団 体 等

と 協 力 し

て 推 進 す

ること 

「適正飲酒」「女性の飲酒」「子どもの飲酒」に

ついて、知識の普及啓発をしていきます。 

     

 

（１）適正飲酒量の普及啓発  

 ・ 保健センターだよりや各種健（検）診の郵送物等により、適正飲酒の普及啓発を

推進していきます。 

 

 （２）未成年、妊婦の飲酒防止の徹底 

 ・ 妊娠中に飲酒している妊婦の割合は減少していますが、引き続き啓発が大切です。

妊娠届出書提出時の面接やしあわせママパパ学級の機会等を活用しながら啓発を

行っていきます。 

・ 小中学校では、保健体育の授業や長期休み前の集会等を通して飲酒の有害性や誘

われても断ることを伝えていきます。また、児童生徒の発達段階に対応したリー

フレット等を活用し、飲酒・薬物等の危険性を含めた啓発を引き続き行っていき

ます。 

 

 

 

 

 

方策 
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【基本方針７】自らの健康を管理する取り組みの推進（健康チェック） 

     

 

 

 

（１）健診・予防接種の機会の充実 

（２）特定健康診査・がん検診を受けやすい体制の整備 

（３）特定保健指導を利用しやすい環境の整備と充実 

（４）がん検診精密検査受診率向上のための啓発及び受診体制の充実 

 

 

○各種がん検診 

・ がん検診を受けやすい体制の整備として、電子申請による受付を実施。前年度集団

検診受診者には申し込み不要で受診券を送付。定員に達していない日に当日受診を

実施。 

・ 女性のがん検診受診率向上のための啓発では、子宮頸がん検診、乳がん検診につい

て、市内ドラッグストアにカード型の媒体を設置。健康づくり推進員及び食生活改

善推進員、子育てサポーターを配置し、子どもを連れて受診できる体制を整備。 

・ 子宮頸がん、乳がん、大腸がん、結核・肺がん、胃がんの精密検査対象で未受診の

方に対し、ハガキによる精密検査受診勧奨と返送による受診結果の把握を行うとと

もに、電話による受診勧奨を実施。 

○脳ドック事業 

・ 市内契約医療機関でＭＲＩ（磁気共鳴映像法）及びＭＲＡ（磁気共鳴血管画像検査

を同時に実施した場合、検査に要した費用の一部（上限１万円）を市が負担。年度

年齢が 40 歳以上で当該年度に５の倍数の年齢に達する方を対象として実施。 

○特定健康診査 

・ 我孫子医師会との契約により個別健診で実施。 

・ 平成 29 年度から普段医療機関を受診していない方の受診率向上を図るため、集団

健診を実施。 

・ 市民の利便性向上及びがん検診受診率向上も視野に入れ、大腸がん検診・前立腺が

ん検診・肝炎ウイルス検診の同時実施及び同会場での結核・肺がん検診と同日実施。 

 ○特定保健指導 

・ 実施率向上のために、平成 29 年９月から、特定保健指導契約機関を新たに１つ追

加。 

○肝炎ウイルス検診 

・ 肝炎ウイルス検診受診券発送対象者の年齢制限を撤廃し、40 歳～75 歳までの節目

年齢の方に個別通知を送付。76 歳以上の長寿健康診査※P103 対象者には受診券に肝

炎ウイルス検診受診券を添付し送付。 

施策 

これまでの取り組み 
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・ 肝炎ウイルスフォローアップ事業※P102 開始前（平成 25 年度以前）の「Ｃ型肝炎ウ

イルスに感染している可能性が極めて高い」と判定された者に対し、「Ｃ型肝炎ウイ

ルスの治療に対する医療費助成のご案内」を送付し、千葉県の治療費助成制度や市

内肝炎疾患指定医療機関の周知を実施。 

○幼児健康診査（1 歳 6 か月児健康診査、3 歳児健康診査） 

・ 幼児期において、身体発育及び精神発達の面から重要な時期に総合的健康診査を実

施。 

○任意予防接種の充実 

・ 保護者の経済的負担を軽減するとともに、発病予防、重症化防止及び集団感染の予

防を図るため、インフルエンザ及びロタウイルス感染症予防接種費用の一部を助成。 

 

 

（１）健診・予防接種の機会の充実 

No 項目 
平成 25年度  

現況値 

令和元年度 

現況値 

令和６年度  

目標値 

達成度 

（ランク） 

令和６年度  

新たな目標値 

115 妊婦・乳児健診受診率（妊婦健診） 96.9％ 97.4％ 100％ Ｃ 継続 

116 妊婦・乳児健診受診率（乳児健診） 87.8％ 93.7％ 100％ Ｂ 継続 

117 幼児健診受診率（１歳６か月児健診） 90.4％ 92.5％ 97％ Ｃ 継続 

118 幼児健診受診率（３歳児健診） 87.8％ 91.7％ 95％ Ｃ 継続 

119 １歳までのＢＣＧ接種を終了している者の割合 96.9％ 100％ 100％ Ａ 継続 

120 

１歳６か月までに三種混合・麻しん・風疹の予防接

種を終了している者の割合の増加（ＤＰＴ又はＤ

ＰＴ－ⅠＰＶの追加接種） 

29.8％ 39.5％ 50％ Ｂ 継続 

121 
１歳６か月までに三種混合・麻しん・風疹の予防接

種を終了している者の割合の増加（麻しん風疹） 
88.9％ 89.0％ 95％ Ｃ 継続 

122 
健診後に事後指導を受ける必要のある者のうち、 

実際に受けた者の割合（４か月児相談） 
100％ 100％ 

95％以上

を維持 
Ａ 継続 

123 
健診後に事後指導を受ける必要のある者のうち、 

実際に受けた者の割合（１歳６か月児健診） 
100％ 100％ 

95％以上 

を維持 
Ａ 継続 

124 
健診後に事後指導を受ける必要のある者のうち、 

実際に受けた者の割合（３歳児健診） 
99.6％ 100％ 

95％以上 

を維持 
Ａ 継続 

125 
健診後に事後指導を受ける必要のある者のうち、 

実際に受けた者の割合（５歳児健診） 
100％ 100％ 

95％以上 

を維持 
Ａ 継続 

126 かかりつけの小児科を持つ子どもの割合 99.1％ 77.5％ 100％ Ｄ 継続 

 

（２）特定健康診査・がん検診を受けやすい体制の整備 

No 項目 
平成 25年度  

現況値 

令和元年度 

現況値 

令和６年度  

目標値 

達成度 

（ランク） 

令和６年度  

新たな目標値 

127 特定健康診査受診率の増加 32.8％ 34.3％ 60％ Ｂ 継続 

128 胃がん検診受診率の増加※ 2.4％ 2.1％ 10％ Ｄ 継続 

目標値の現状と新たな目標値 
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No 項目 
平成 25年度  

現況値 

令和元年度 

現況値 

令和６年度  

目標値 

達成度 

（ランク） 

令和６年度  

新たな目標値 

129 肺がん検診受診率の増加※ 6.4％ 4.7％ 40％ Ｄ 継続 

130 大腸がん検診受診率の増加※ 7.2％ 5.6％ 40％ Ｄ 継続 

131 子宮頸がん検診受診率の増加※ 13.5％ 13.2％ 50％ Ｃ 継続 

132 乳がん検診受診率の増加※ 17.3％ 17.7％ 50％ Ｃ 継続 

133 乳がん自己触診法を実施する者の割合の増加 31.2％ 52.2％ 80％ Ｂ 継続 

 ※がん検診の受診率の算定に当たっては、40歳から 69歳まで（子宮頸がんは 20歳から 69歳まで）を対象とする。 

 

（３）特定保健指導を利用しやすい環境の整備と充実 

No 項目 
平成 25年度  

現況値 

令和元年度 

現況値 

令和６年度  

目標値 

達成度 

（ランク） 

令和６年度  

新たな目標値 

134 特定保健指導を実施する割合の増加（終了率） 9.2％ 38.2％ 60％ Ｂ 継続 

135 収縮期血圧の平均値の低下（男性） 129.9 mmHg 130.0 mmHg 126mmHg Ｃ 継続 

136 収縮期血圧の平均値の低下（女性） 127.8 mmHg 128.0 mmHg 124mmHg Ｃ 継続 

137 
血糖コントロール項目におけるコントロール不良

者の割合（6.5％以上の割合）の減少（男性） 
8.7％ 11.4％ 7.5％ Ｄ 継続 

138 
血糖コントロール項目におけるコントロール不良

者の割合（6.5％以上の割合）の減少（女性） 
4.4％ 4.9％ 3.5％ Ｃ 継続 

139 
ＬＤＬコレステロール 140㎎/dl以上の者 

の割合の減少（男性） 
26.7％ 25.3％ 25％ Ｃ 継続 

140 
ＬＤＬコレステロール 140㎎/dl以上の者 

の割合の減少（女性） 
38.6％ 37.1％ 37％ Ｃ 継続 

141 
メタボリックシンドローム該当者・予備軍 

の割合の減少（男性） 
41.4％ 43.8％ 33.2％ Ｄ 継続 

142 
メタボリックシンドローム該当者・予備軍 

の割合の減少（女性） 
12.2％ 12.8％ 10％ Ｄ 継続 

 

（４）がん検診精密検査受診率の向上のための啓発及び受診体制の充実 

No 項目 
平成 25年度  

現況値 

令和元年度 

現況値 

令和６年度  

目標値 

達成度 

（ランク） 

令和６年度  

新たな目標値 

143 がん検診精密検査の受診率の増加（胃がん）※ 89.5％ 96.3％ 90％以上 Ｃ 継続 

144 がん検診精密検査の受診率の増加（大腸がん）※ 70.3％ 81.6％ 90％以上 Ｂ 継続 

145 がん検診精密検査の受診率の増加（肺がん）※ 91.1％ 95.3％ 90％以上 Ｃ 継続 

146 がん検診精密検査の受診率の増加（子宮頸がん）※ 84.8％ 90.0％ 90％以上 Ｃ 継続 

147 がん検診精密検査の受診率の増加（乳がん）※ 87.3％ 93.6％ 90％以上 Ｂ 継続 

※がん検診の受診率の算定に当たっては、40歳から 69歳まで（子宮頸がんは 20歳から 69歳まで）を対象とする。 
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○1 歳までのＢＣＧ接種を終了している者の割合は、目標値を達成しています。1 歳 6 か

月までに三種混合（ＤＰＴ又はＤＰＴ－ⅠＰＶの追加接種）の予防接種を終了している

者の割合は増加しています。引き続き、予防接種や健康診査を受けることの必要性を啓

発していきます。 

○健診後に事後指導を受ける必要のある者のうち、実際に受けた者の割合については、目

標値を達成しています。 

○かかりつけの小児科を持つ子どもの割合は減少しています。かかりつけの小児科を持つ

必要性について周知を図る必要があります。 

○男性の血糖コントロール項目におけるコントロール不良者の割合、男性・女性ともにメ

タボリックシンドローム該当者・予備軍の割合が増加しており、日頃から生活習慣の改

善に努め、定期的な健診により、健康状態を確認することが重要です。 

○胃がん検診、大腸がん検診、肺がん検診の受診率は減少しており、市民にわかりやすい

受け方の情報発信や、スムーズな受診体制整備等、受診率向上に向けた対策が必要です。 

○乳がん自己触診を実施する者の割合は増加しています。 

○特定健康診査受診率は平成 25 年度から平成 29 年度までは増加していましたが、平成

30 年度に減少しています。受診率向上に向けた対策が必要です。 

○特定保健指導実施率は増加しています。 

○大腸がん検診、乳がん検診精密検査の受診率は増加しています。 

 

 

主体 内容 
妊娠期・ 

乳幼児期 

学童期・ 

思春期 

青年期 

・壮年期 
高齢期 

市 民 一 人

ひ と り が

取 り 組 む

こと 

適切な時期に健診を受けましょう。     

適切な時期に予防接種を受けましょう。     

生活習慣について学び、自分の身体を大切にしましょう。     

健康な時から健（検）診をうけ、健（検）診結果の活用をでき

るようにしましょう。 

    

精密検査受診について、医療機関から説明を聞き、早期に受診

しましょう。 

    

周囲の人を誘って健（検）診を受けましょう。     

乳がんの自己触診を実施しましょう。     

健（検）診での指摘項目を放置せずに、受診したり、自ら生活

習慣の改善に取り組みましょう。 

    

 

 

 

 

 

 

 

現状と課題 

方策 
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主体 内容 
妊娠期・ 

乳幼児期 

学童期・ 

思春期 

青年期 

・壮年期 
高齢期 

市 が 主 体

と な り 取

り 組 む こ

と 

健診の受診勧奨を継続していきます。     

予防接種の普及啓発、未接種者への勧奨を継続していきます。     

子育て世代の女性へ受診勧奨を行うとともに、受診しやすい

環境づくりをします。 

    

若い世代への受診勧奨を実施します。     

市民が考える「受診のしにくさ」を解消し、受診しやすい体制

を整備します。 

    

集団検診の休日実施や、複合健診など受診しやすい環境を検

討していきます。 

    

がん検診精密検査受診率向上のための啓発を行い、受診体制

を充実させていきます。 

    

特定保健指導を利用しやすい環境の整備をしていきます。     

集団検診の日程の増加や、受診券送付の工夫、申し込み方法の

利便性、複合健診を検討します。 

    

企 業 や 市

民 団 体 等

と 協 力 し

て 推 進 す

ること 

子育て世代の女性へ受診勧奨を行うとともに、受診しやすい

環境づくりをします。 

    

若い世代への受診勧奨を実施します。     

がん検診精密検査受診率向上のための啓発を行い、受診体制

を充実させていきます。 

    

集団検診の日程の増加や、受診券送付の工夫、申し込み方法の

利便性、複合健診を検討します。 

    

 

（１）健診・予防接種の機会の充実 

・ 各成長発達段階での健康診査や相談を通して、疾病の早期発見と親子の健康維持、

早期治療・療育につなげる取り組みを進めていきます。また、健診未受診の乳幼

児や妊産婦については状況把握を行い、支援が必要な場合は適切な支援につなげ

ます。 

・ 予防接種や健康診査を受けることの必要性を啓発していきます。予防接種の接種

率の向上及び健康診査の受診率の向上を図ります。 

・ 各種相談・幼児健康診査・健康教育等で、子どもの成長発達・生活環境に合わせ

診察をするかかりつけ医の必要性や探すポイントについて説明し、保護者や子ど

もの状況に合わせて小児科の情報提供を行います。また、ホームページにてかか

りつけ医に関する情報を掲載し、周知を図ります。 

 

 （２）特定健康診査・がん検診を受けやすい体制の整備 

・ 特定健康診査・がん検診受診率を向上させるため、Facebook、ホームページ、駅

掲示板等も活用し、市民への啓発を充実します。 

・ 受診率向上のため、対象となる方の状況に合わせた通知案内文を作成、受診の必

要性をより理解できる内容にするなど充実させていきます。また、通知対象者・

発送間隔等を見直し、受診拡大につながるよう工夫していきます。 

・ 受診勧奨のための配布物の内容を検討するとともに、配布機関を増やし、受診率

向上に努めていきます。 
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・ 特定健康診査では、普段医療機関を受診していない方を対象に引き続き集団健診

を実施します。集団健診では、大腸がん検診や前立腺がん検診、肺がん検診など、

複数の検診を同日に実施するなど、検診の利便性を向上させるよう取り組んでい

きます。 

・ 特定健康診査未受診者には、過去の受診行動等を分析し、対象を絞りながら効率

的に未受診勧奨を行っていきます。また、継続受診の動機付けとなるような情報

提供に努めていきます。 

・ がん検診集団検診については、子宮頸がん検診・乳がん検診と大腸がん検診を集

団特定健康診査時に同日に受診できるようにするなど、子育て世代が受診しやす

い体制の整備に取り組んでいます。さらに、利便性の向上、待ち時間の短縮など

により受診しやすい体制を整えます。 

・ 集団検診による胃がん検診（バリウム検査）に加え、胃がん検診（胃内視鏡検査）

を市内の医療機関で個別検診により実施しています。今後も国の方針に基づき、

検診を実施していきます。 

 

（３）特定保健指導を利用しやすい環境の整備と充実 

・ 特定保健指導については、対象となる方の状況に合わせた案内文を作成し、利用

勧奨を行っていきます。 

・ メタボリックシンドロームや血糖コントロール対策においては、特定健康診査受

診者へ情報提供パンフレットを通して、分かりやすく数値の見方や生活習慣病の

リスク等を伝えていきます。また、我孫子市国民健康保険データヘルス計画と整

合性を取りながら、保健指導体制の整備や医療の受診勧奨に取り組んでいきます。 

・ 特定保健指導を実施する割合の増加に向け、特定健康診査実施医療機関と連携を

図ります。また、集団特定健康診査内で保健指導を開始できる体制の整備など、

より多くの方に特定保健指導を受けてもらうよう努めていきます。 

 

（４）がん検診精密検査受診率向上のための啓発及び受診体制の充実 

・ がん検診の精密検査対象で未受診の方に対し、ハガキによる精密検査受診勧奨と

返送による受診結果の把握を行うとともに、電話による受診勧奨を実施していき

ます。 
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重点施策２ 食育の推進 

【基本方針１】家庭・地域における食育の推進 

      

  

    

 

 

（１）市民が食に興味・関心を持つための情報の収集と提供 

（２）市民が望ましい食生活を実践し、健康を維持・増進するための機会の創出と情報提供 

（３）市民が食品表示や栄養成分表示等を活用できる環境の整備 

 

 

○食育だよりの充実 

・ 食への関心を持ち、正しい知識を得て、望ましい食生活を送れるよう、食に関する

情報を掲載する食育だよりを発行。保健センターだより配布先に加え、市内公立保

育園・一部私立保育園・小中学校等で配布。ホームページに掲載。 

 ○健康づくり推進員及び食生活改善推進員活動の充実 

・ 健康フェアや各地区の健康まつり、栄養教室の開催により、市民が食に興味・関心

を持つための情報提供を実施。 

○食に関する情報の提供及び啓発の充実 

・ 健康フェア、子育てイベントや成人を対象とした集団健（検）診等の際に、パネル

展示や資料配布を行い、望ましい食生活やエネルギーの適正摂取に関する情報提供

や啓発を実施。 

・ 離乳食教室等で家族の健康も含めた食生活改善についての講話を実施。幼児健康診

査では、フードモデルの展示などの情報提供を行うとともに、希望者への相談を実

施。 

・ 出前講座などで望ましい食生活やエネルギーの適正摂取に関する啓発を実施。 

○高齢期の食事に関する出前講座 

・ 出前講座「65 歳からの食生活～正しい知識で老化を防ぐ～」として、高齢期の食生

活の目標や低栄養予防に関する知識の普及啓発を実施。 

○肥満・やせの実態調査と対応 

・ 小学校 4 年生で肥満度 20%以上の児童を対象に小児生活習慣病予防検診を実施。 

施策 

これまでの取り組み 
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○食品表示の活用方法の普及 

・ 出前講座「知って得する食品表示」にて、表示の見方等について情報提供を実施。 

・ 健康フェアや成人を対象とした集団健（検）診等の際に、パネル展示や資料配布に

より食品表示や栄養成分表示※P102 の見方に関する情報提供や啓発を実施。 

 

 

（１）市民が食に興味・関心を持つための情報の収集と提供 

No 項目 
平成 25年度  

現況値 

令和元年度 

現況値 

令和６年度  

目標値 

達成度 

（ランク） 

令和６年度  

新たな目標値 

148 
食（食育）について興味・関心を持っている者 

の割合の増加 
－ 79.3％ 90％以上 Ｅ 継続 

149 
食事の量や内容に気をつけて食べている者 

の割合の増加 
74.6％ 77.2％ 80％以上 Ｃ 継続 

150 
食事の時間を大切にして食べている者 

の割合の増加 
－ 27.4％ 80％以上 Ｅ 継続 

151 
おいしく・楽しく食事をしている者の割合 

（小学生） 
85.8％ 92.3％ 

80％以上

を維持 
Ａ 継続 

152 
おいしく・楽しく食事をしている者の割合 

（中学生） 
87.7％ 88.1％ 

80％以上

を維持 
Ａ 継続 

153 
おいしく・楽しく食事をしている者の割合 

（成人） 
55.7％ 54.0％ 70％以上 Ｃ 継続 

154 
朝食または夕食を家族と一緒に食べる「共食」 

の回数の増加 
－ 8.9回 

週平均 

10回以上 
Ｅ 継続 

155 
食品ロス削減のために何らかの行動をしている者

の割合（成人） 
－ 75.2％ 80％以上 － 新規 

※網掛けしている部分は年齢調整値 

（２）市民が望ましい食生活を実践し、健康を維持・増進するための機会の創出と情報提供 

No 項目 
平成 25年度  

現況値 

令和元年度 

現況値 

令和６年度  

目標値 

達成度 

（ランク） 

令和６年度  

新たな目標値 

再掲

16 

標準体型の成人の割合 

（特定健康診査） 
53.1％ 69.9％ 70％以上 Ｃ 継続 

再掲

17 

標準体型の成人の割合 

（市民アンケート） 
74.3％ 73.6％ 70％以上 Ａ 継続 

再掲

18 

成人の肥満割合の減少 

（特定健康診査） 
21.7％ 22.5％ 15％以下 Ｃ 継続 

再掲

19 

成人の肥満割合の減少 

（市民アンケート） 
17.2％ 18.2％ 15％以下 Ｃ 継続 

再掲

20 

40歳代 50歳代男性の肥満割合の減少 

（特定健康診査） 
37.5％ 35.7％ 15％以下 Ｃ 継続 

再掲

21 

40歳代 50歳代男性の肥満割合の減少 

（市民アンケート） 
28.1％ 27.9％ 15％以下 Ｃ 継続 

再掲

22 

20歳代女性のやせの割合の減少 

（市民アンケート） 
15.4％ 14.5％ 15％以下 Ｃ 継続 

再掲

23 

40歳代～60歳代女性の肥満割合の減少 

（特定健康診査） 
16.5％ 17.1％ 15％以下 Ｃ 継続 

再掲

24 

40歳代～60歳代女性の肥満割合の減少 

（市民アンケート） 
11.6％ 14.6％ 15％以下 Ｃ 継続 

再掲

25 

20歳代～60歳代男性の肥満割合の減少 

（市民アンケート） 
24.4％ 26.4％ 15％以下 Ｃ 継続 

再掲

26 
70歳以上男性のやせ傾向の割合の減少 12.8％ 12.8％ 増加しない Ｃ 継続 

目標値の現状と新たな目標値 
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No 項目 
平成 25年度  

現況値 

令和元年度 

現況値 

令和６年度  

目標値 

達成度 

（ランク） 

令和６年度  

新たな目標値 

再掲

27 
70歳以上女性のやせ傾向の割合の減少 25.1％ 25.4％ 増加しない Ｃ 継続 

再掲

28 
肥満及びやせ傾向の児童・生徒の割合 7.8％ 8.8％ 

前年度から 

増えない 
Ｄ 指標変更 

再掲

29 

（新） 

肥満傾向にある子どもの割合の減少（小学５年生

の中等度・高度肥満傾向児の割合 男子） 
－ 2.6％ 減少 － 

変更後 

指標 

再掲

30 

（新） 

肥満傾向にある子どもの割合の減少（小学５年生

の中等度・高度肥満傾向児の割合 女子） 
－ 2.7％ 減少 － 

変更後 

指標 

再掲

31 
毎日朝食をとる子どもの割合の増加（小５） 88.8％ 90.1％ 

100％を 

目指す 
Ｃ 継続 

再掲

32 
毎日朝食をとる子どもの割合の増加（中２） 87.3％ 83.6％ 

100％を 

目指す 
Ｃ 継続 

再掲

33 
毎日朝食をとる子どもの割合の増加（高校） 76.3％ 81.9％ 

100％を 

目指す 
Ｃ 継続 

再掲

34 
毎日朝食をとる成人の割合の増加（成人全体） 80.4％ 82.6％ 90％以上 Ｃ 継続 

再掲

35 
毎日朝食をとる成人の割合の増加（20歳代男性） 58.1％ 58.6％ 80％以上 Ｃ 継続 

再掲

36 
毎日朝食をとる成人の割合の増加（20歳代女性） 51.9％ 68.0％ 80％以上 Ｂ 継続 

再掲

37 
毎日朝食をとる成人の割合の増加（30歳代男性） 65.1％ 64.8％ 80％以上 Ｃ 継続 

再掲

38 
毎日朝食をとる成人の割合の増加（30歳代女性） 77.5％ 79.7％ 80％以上 Ｃ 継続 

再掲

39 

主食・主菜・副菜のそろった食事を１日２回以上 

食べている者の割合の増加（60歳未満） 
33.2％ 39.5％ 50％以上 Ｂ 指標変更 

再掲

40 

主食・主菜・副菜のそろった食事を１日２回以上 

食べている者の割合の増加（60歳以上） 
53.7％ 58.8％ 80％以上 Ｃ 指標変更 

再掲

39 

（新） 

主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を１日２回以

上ほぼ毎日食べている者の割合の増加（成人全体） 
－ 42.2％ 70％以上 － 

変更後 

指標 

再掲

40 

（新） 

主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を１日２回以

上ほぼ毎日食べている者の割合の増加（20 歳代・

30歳代） 

－ 25.8％ 55％以上 － 
変更後 

指標 

再掲

41 

野菜料理を１日２回以上食べている者の 

割合の増加・２回以上（60歳未満） 
43.5％ 50.8％ 60％以上 Ｂ 継続 

再掲

42 

野菜料理を１日２回以上食べている者の 

割合の増加・３回以上（60歳以上） 
29.9％ 33.2％ 80％以上 Ｃ 継続 

再掲

43 
減塩（薄味）を心がけている者の割合の増加 35.3％ 40.8％ 80％以上 Ｂ 継続 

※網掛けしている部分は年齢調整値 

（３）市民が食品表示や栄養成分表示等を活用できる環境の整備 

No 項目 
平成 25 年度  

現況値 

令和元年度 

現況値 

令和６年度  

目標値 

達成度 

（ランク） 

令和６年度  

新たな目標値 

156 
購入時、安心して食品を購入するために食品表示を

活用している者の割合の増加 
72.8％ 72.6％ 70％以上 Ｃ 継続 

157 
栄養成分表示を食生活に活用している者 

の割合の増加 
61.0％ 57.8％ 70％以上 Ｃ 継続 

※網掛けしている部分は年齢調整値 



50 

 

○食（食育）に興味・関心を持っている者の割合は、目標値と比較し低い状況です。また、

小中学生のおいしく楽しく食事をしている者の割合は増加していますが、成人のおいし

く楽しく食事をしている者の割合に変化はありません。食への興味・関心を持ち、家族

や友人などとおいしく楽しく食事をする方を増やし、望ましい食生活をおくる方を増や

すことが必要です。 

「食（食育）について興味・関心を持っている者の割合」「朝食または夕食を家族と一緒に食べる「共

食
※P102

」の回数」については、第 3 次食育推進基本計画における指標を鑑みた指標、「食事の時間

を大切にして食べている者の割合」については、市独自の指標として第 2 次心も身体も健康プラン

策定時より設定していました。策定時の現況値がなかったため、今回評価は実施していません。 

○食品ロス※P103 削減のために何らかの行動をしている者の割合は、目標値と比較し低い状

況です。食品ロス削減のために何らかの行動をしている方を増やすことが必要です。 

食品ロスに関する指標は、第 2 次心も身体も健康プラン策定後に第 3 次食育推進基本計画において

設定されました。そのため、市においても「食品ロス削減のために何らかの行動をしている者の割

合」を中間評価より新たに追加します。 

○成人の標準体型の割合、肥満の割合、20 歳代女性のやせの割合に変化はありませんが、

肥満及びやせ傾向の児童・生徒の割合は増加しています。適正体重を維持する方を増や

すことが必要です。 

子どもの体型に関する指標は、市独自の「肥満及びやせ傾向の児童・生徒の割合」としていました

が、健康日本２１（第２次）における目標指標に基づき、「肥満傾向にある子どもの割合の減少（小

学５年生の中等度・高度肥満傾向児の割合 ）」に変更しました。 

○毎日朝食をとる成人の割合に変化はありません。毎日朝食をとる 20 歳代女性の割合 

は増加していますが、30 歳代と比較し低い状況です。20 歳代・30 歳代男性において

も、変化はありません。毎日朝食をとる方を増やすことが必要です。 

○60 歳未満の主食・主菜・副菜のそろった食事を 1 日 2 回以上食べている者の割合、野

菜料理を 1 日 2 回以上食べている者の割合は改善していますが、半数以上が主食・主

菜・副菜のそろったバランスのよい食事をとれていません。生涯を通して健康的な生活

をおくるために、バランスのよい食事をとることが大切です。 

主食・主菜・副菜のそろった食事の頻度に関する指標は、市独自の「主食・主菜・副菜のそろった食

事を 1 日 2 回以上食べている者の割合」としていましたが、健康日本 21（第 2 次）や第 3 次食育

推進基本計画と同様に、「主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を１日２回以上ほぼ毎日食べている

者の割合」に変更しました。 

○減塩（薄味）を心がけている者の割合は増加していますが、目標値と比較して低い状況

です。減塩（薄味）を心がけている方を増やすことが必要です。 

○安心して食品を購入するために食品表示を活用している者の割合、栄養成分表示を食生

活に活用している者の割合に変化はありません。健康のため、安心・安全な食生活をお

くるため、食品表示や栄養成分表示を活用していくことが必要です。 

 

 

現状と課題 
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主体 内容 
妊娠期・ 

乳幼児期 
幼児期 

学童期・ 

思春期 

青年期 

・壮年期 
高齢期 

市民一人ひ

とりが取り

組むこと 

食に興味・関心を持ち、家族で一緒に、

おいしく楽しく食事をしましょう。 

     

望ましい食事のとり方を身につけ、生

涯を通して実践しましょう。 

①主食・主菜・副菜のそろったバランス

のよい食事をする 

②欠食をしない 

③野菜料理を積極的にとる 

④薄味を心がける 

     

食品表示や栄養成分表示を活用しまし

ょう。 

     

食品ロス削減のための行動をしましょ

う。 

     

市が主体と

なり取り組

むこと 

望ましい食事のとり方や食習慣につい

ての情報提供の充実を図り、望ましい

食事のとり方について啓発します。 

     

食に関心のない人にも届く方法で、情

報提供を行います。 

     

食に関する情報を目にする機会を増や

すための環境整備を行います。 

     

食品ロス削減のための行動をとるため

に必要な情報提供を行います。 

     

企業や市民

団体等と協

力して推進

すること 

望ましい食事のとり方や食習慣につい

ての情報提供の充実を図り、望ましい

食事のとり方について啓発します。 

     

 

（１）市民が食についての興味・関心を高めるための情報の収集と提供 

・ 食育だよりをはじめ、食への興味・関心を持ち、正しい知識を得て望ましい食生

活をおくる方が増えるよう、ニーズも踏まえた、身近で実践につながる食に関す

る情報を関係機関と連携し、提供していきます。 

・ 共食は、家族や友人とのコミュニケーションを図り、食の楽しさを実感するだけ

でなく、食事のマナーを身につけ、協調性や社会性を養うこともできます。また、

食や生活に関する基礎を習得する機会にもなります。共食の大切さについて情報

提供していきます。 

・ 市民が家庭における食品ロス削減のための行動をとるために必要な情報提供を行

います。 

・ 健康フェアや各地区の健康まつり、栄養教室の開催により、食についての興味・

関心を高めるための情報提供を、市と地域をつなぐ健康づくりの担い手である健

康づくり推進員及び食生活改善推進員により実施していきます。 

 

（２）市民が望ましい食生活を実践し、健康を維持・増進するための機会の創出と情報提供 

・ 健康フェアや子育てイベント、成人を対象とした集団健（検）診、学校教育等に

て、中間評価で課題になった部分を中心に、望ましい食生活の実践に役立つ情報

や適正体重に関する情報提供の充実を図り、市民の健康の維持・増進につながる

啓発を実施していきます。 

方策 
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・ 心身ともに著しく成長する学齢期の健康づくりのため、小学校 4 年生で内科検診

の結果、肥満度 20％以上の児童を対象に、生活習慣病予防検診を行います。また、

若い女性や妊婦のやせ・低栄養問題は「次世代の子ども」の生活習慣病のリスク

を高めると危惧されています。肥満に加え将来のやせを防ぐためにも、健康づく

りや体型に関する正しい知識と望ましい生活習慣を身につけるよう指導します。 

 

（３）市民が食品表示や栄養成分表示等を活用できる環境の整備 

・ 市民が食品表示や栄養成分表示等を活用できるよう、出前講座やイベント等で表

示の活用方法についての情報提供の充実を図ります。 
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【基本方針２】次世代育成のための食育の推進（家庭）（教育現場等） 

     

 

 

 

（１）家庭で共に食卓を囲み、食文化等を保護者から子どもに伝えるための情報提供 

（２）望ましい食習慣を子どもの頃から身につける機会の創出 

（３）保育活動や教育活動を通じた食育の推進 

（４）給食を通じた食育の推進 

（５）体験活動を取り入れた効果的な食育の推進 

（６）家庭における望ましい食習慣の実践にむけた食育の推進 

（７）食育推進体制の整備 

 

 

○共食に関する啓発 

・ 離乳食教室などでは、離乳食の作り方を伝えるとともに、家族の食事からの取り分

け方法や家庭で食卓を囲む大切さについての啓発を実施。 

・ 健康教育や相談の場、イベント会場での資料配布等を通して、家族で食卓を囲むこ

との大切さ、食文化等を子どもに伝えるために必要な情報提供を実施。 

○事業者による食育プログラムの活用 

・ 公立保育園において、民間企業等の食育プログラムを活用。 

○イベント等における食に関する情報提供 

・ 子育てイベントや、子育て支援施設等での教室にて、保育園で人気のレシピや食事

アドバイスなどをまとめた小冊子を作成し、参加者へ配布。 

 ○保育園・小中学校における食育の推進 

・ 保育園・小中学校ごとに食育計画を作成し、計画に基づいた食育活動を実施。 

○我孫子産米及び我孫子産野菜の学校給食導入 

・ 市内小中学校全校で我孫子産米を週 4 回程度、学校給食に使用。 

・ あびこんや市内農家と契約し、月に２～３回我孫子産野菜を学校給食に使用。 

○体験活動を取り入れた食育の実施 

・ 各公立保育園において野菜や果物の栽培・収穫体験を実施。 

・ 小学校において生活科や総合学習を通じ、食に関する体験活動を実施。 

○保護者対象給食試食会・料理教室等の開催 

・ 給食試食会は各学校で年１回、親子料理教室は各３か所で年１回実施。 

・ 公立保育園では、3 歳児クラスの保護者を対象に給食試食会を開催し、あわせて食

育に関する講話等を実施。 

 

施策 

これまでの取り組み 
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○栄養教諭・学校栄養職員を中心とした食育の推進 

・ 栄養教諭・学校栄養職員が給食の充実を図るとともに、各学校の教育活動に応じて、

教科等と連動した食育の取り組みを実施。 

 

 

（１）家庭で共に食卓を囲み、食文化等を保護者から子どもに伝えるための情報提供 

No 項目 
平成 25年度  

現況値 

令和元年度 

現況値 

令和６年度  

目標値 

達成度 

（ランク） 

令和６年度  

新たな目標値 

158 

家族で食卓を囲むことを通じ食の大切さや食文化

を子どもに伝えるように心がける保護者の割合の

増加 

84.8％ 77.3％ 100％ Ｄ 継続 

159 
夕食をたいてい誰かと食べる子どもの割合の増加

（一人で食事をする子どもの減少）（小５） 
93.4％ 82.4％ 増加 Ｄ 継続 

160 
夕食をたいてい誰かと食べる子どもの割合の増加

（一人で食事をする子どもの減少）（中２） 
88.9％ 78.7％ 増加 Ｄ 継続 

161 
夕食をたいてい誰かと食べる子どもの割合の増加

（一人で食事をする子どもの減少）（高２） 
74.7％ 69.6％ 増加 Ｃ 継続 

162 
旬を意識した食生活を送っている保護者の割合の

増加 
84.8％ 76.3％ 増加 Ｄ 継続 

 

（２）望ましい食習慣を子どもの頃から身につける機会の創出 

No 項目 
平成 25年度  

現況値 

令和元年度 

現況値 

令和６年度  

目標値 

達成度 

（ランク） 

令和６年度  

新たな目標値 

再掲

148 

食（食育）について興味・関心を持っている者 

の割合の増加 
－ 79.3％ 90％以上 Ｅ 継続 

※網掛けしている部分は年齢調整値 

（３）保育活動や教育活動を通じた食育の推進 

No 項目 
平成 25年度  

現況値 

令和元年度 

現況値 

令和６年度  

目標値 

達成度 

（ランク） 

令和６年度  

新たな目標値 

163 
食に関する指導の全体計画を作成している学校 

の割合 
100％ 100％ 100％ Ａ 継続 

 

（４）給食を通じた食育の推進 

No 項目 
平成 25年度  

現況値 

令和元年度 

現況値 

令和６年度  

目標値 

達成度 

（ランク） 

令和６年度  

新たな目標値 

164 給食における和食の割合 59.2％ 64.9％ 
月平均 

50％以上 
Ａ 継続 

165 残菜率の減少（牛乳） 2.3％ 1.1％ 5％以下 Ａ 継続 

166 残菜率の減少（主食） 3.1％ 2.2％ 5％以下 Ａ 継続 

167 残菜率の減少（主菜） 2.8％ 1.3％ 5％以下 Ａ 継続 

168 残菜率の減少（副菜） 5.4％ 2.7％ 5％以下 Ａ 継続 

169 残菜率の減少（汁物） 4.8％ 3.4％ 5％以下 Ａ 継続 

170 残菜率の減少（デザート） 1.9％ 0.9％ 5％以下 Ａ 継続 

目標値の現状と新たな目標値 
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No 項目 
平成 25年度  

現況値 

令和元年度 

現況値 

令和６年度  

目標値 

達成度 

（ランク） 

令和６年度  

新たな目標値 

171 学校給食で使用する我孫子産農産物の重量 18,014kg 15,262kg 19,000kg Ｄ 廃止 

172 我孫子産野菜の使用割合 6.0％ 5.8％ 
重量ベース 

8％ 
Ｄ 継続 

173 我孫子産米の使用認知度（小学校） 81.3％ 85.6％ 100％ Ｂ 継続 

174 我孫子産米の使用認知度（中学校） 75.0％ 95.3％ 100％ Ｂ 継続 

175 我孫子産野菜の使用認知度（小学校） 88.1％ 86.0％ 100％ Ｃ 継続 

176 我孫子産野菜の使用認知度（中学校） 78.0％ 95.2％ 100％ Ｂ 継続 

 

（５）体験活動を取り入れた効果的な食育の推進 

No 項目 
平成 25年度  

現況値 

令和元年度 

現況値 

令和６年度  

目標値 

達成度 

（ランク） 

令和６年度  

新たな目標値 

177 
地場産物を活用した体験活動を実施した学校 

の割合 
52.6％ 78.9％ 80％ Ｃ 継続 

178 
郷土料理や行事食等を活用した体験活動を実施し

た学校の割合 
26.3％ 36.8％ 60％ Ｃ 継続 

179 
生活科及び家庭科以外で体験活動を実施した学校

の割合 
36.8％ 52.6％ 60％ Ｃ 継続 

 

（６）家庭における望ましい食習慣の実践にむけた食育の推進 

No 項目 
平成 25年度  

現況値 

令和元年度 

現況値 

令和６年度  

目標値 

達成度 

（ランク） 

令和６年度  

新たな目標値 

再掲

148 

食（食育）について興味・関心を持っている者 

の割合の増加 
－ 79.3％ 90％以上 Ｅ 継続 

180 保護者対象給食試食会を実施した学校の割合 100％ 100％ 100％ Ａ 継続 

181 
保護者が参加する食育の取り組みを実施した学校

の割合の増加 
21.1％ 21.1％ 60％ Ｃ 継続 

※網掛けしている部分は年齢調整値 

（７）食育推進体制の整備 

No 項目 
平成 25年度  

現況値 

令和元年度 

現況値 

令和６年度  

目標値 

達成度 

（ランク） 

令和６年度  

新たな目標値 

再掲

163 

食に関する指導の全体計画を作成している学校 

の割合 
100％ 100％ 100％ Ａ 継続 

182 
栄養教諭・学校栄養職員が関わる授業を実施した 

学校の割合の増加 
73.7％ 100％ 100％ Ａ 継続 

183 
栄養教諭・学校栄養職員による授業研究会の 

実施回数 
9回 5回 6回以上 Ｄ 廃止 

184 
食物アレルギー対応基本方針の学校職員への周知

割合 
100％ 100％ 100％ Ａ 継続 
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○家族で食卓を囲むことを通じ食の大切さや食文化を子どもに伝えるように心がける保

護者の割合、夕食をたいてい誰かと食べる子どもの割合、旬を意識した食生活を送って

いる保護者の割合は減少しています。家族で共に食卓を囲み、食の大切さや食文化を子

どもに伝える方を増やすことが必要です。 

○食（食育）に興味・関心を持っている者の割合は、目標値と比較し低い状況です。食へ

の興味・関心を持つ方を増やすことが必要です。 

「食（食育）について興味・関心を持っている者の割合」については、第 3 次食育推進基本計画を

鑑みた指標として第２次心も身体も健康プラン策定時より設定していました。策定時の現況値がな

かったため、今回評価は実施していません。 

○食に関する指導の全体計画を作成している学校の割合は、100％を維持しています。 

○学校給食における和食の割合や残菜率の減少については、目標を達成しています。我孫 

子産米の認知度は増加しています。 

学校給食で使用する我孫子産農産物については、児童数減少に伴い使用重量が減少しているため、

評価指標としては適さないと判断し、廃止とします。我孫子産農産物使用の状況については、我孫

子産野菜の使用割合で評価します。 

○食に関する体験活動の実施状況については、変化はありません。子どもの頃から食に関

する体験活動を実施していく必要があります。 

○保護者を対象とした給食試食会を実施している学校の割合は 100％を維持しています。 

○栄養教諭や学校栄養職員が関わる授業を実施した学校の割合は増加し、100％です。ま

た、食物アレルギー対応基本方針の学校職員への周知割合についても 100％を維持し、

食育推進体制が整備されています。 

授業研究会については、学校の実態に合わせた食に関する授業の展開ができるよう、各学校で教諭

とともに実施されています。そのため栄養教諭・学校栄養職員による授業研究会の実施回数は、指

標としては廃止します。 

 

 

次世代育成のための食育の推進（家庭） 

主体 内容 
妊娠期・ 

乳幼児期 
幼児期 

学童期・ 

思春期 

青年期 

・壮年期 
高齢期 

市民一人ひ

とりが取り

組むこと 

家族で食卓を囲むことを通じて、食の

大切さや食文化を子どもに伝えましょ

う。 

     

行事食や、旬の食材、主食・主菜・副菜

のそろった食事を通して日本の食文化

にふれましょう。 

     

市が主体と

なり取り組

むこと 

正しい食習慣を身につける子どもを育

成するための情報提供を行います。 

     

 

 

 

 

現状と課題 

方策 
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次世代育成のための食育の推進（教育現場等） 

主体 内容 
妊娠期・ 

乳幼児期 
幼児期 

学童期・ 

思春期 

青年期 

・壮年期 
高齢期 

市民一人ひ

とりが取り

組むこと 

給食を通じて、食事のマナーや食文化

を学びましょう。 

     

体験活動を通じて、食の大切さについ

て知りましょう。 

     

食に関する指導を通じて学んだことを

生かし、自己管理能力を身につけまし

ょう。 

     

保護者は子ども達が教育現場等で学ん

だことを家庭でも継続して実践しまし

ょう。 

     

市が主体と

なり取り組

むこと 

給食を通じて、食事のマナーや食文化

を伝えます。 

     

保育活動や教育活動を通じて、食の大

切さを伝えます。 

     

体験活動を通じて食の大切さを伝えま

す。 

     

保護者に対して、食育に関する情報を

伝えます。 

     

自己管理能力を身につけるための教育

を行います。 

     

 

（１）家庭で共に食卓を囲み、食文化等を保護者から子どもに伝えるための情報提供 

・ 離乳食教室、幼児健康診査、健康教育・相談の場において、毎日食べる食事によ

り食事のとり方を身につけていくこと、共に食卓を囲むことの大切さ、食文化等

を子どもに伝えるために必要な情報を提供します。 

・ 共食は、家族や友人とのコミュニケーションを図り、食の楽しさを実感するだけ

でなく、食事のマナーを身につけ、協調性や社会性を養うこともできます。ライ

フスタイルの多様化・社会構造の変化に伴い、共食が難しい方に対しても、食を

通してコミュニケーションを図る方法を関係機関と連携し、食育だよりや離乳食

教室、健康フェア等で伝えていきます。 

・ 日本の食文化は、旬の食材を使用しているものも多く、旬を意識した食生活を送

ることで日本の食文化を守り、継承することにもつながります。関係機関と連携

し、食育だよりや離乳食教室、健康フェア等で旬を意識した食生活を送る大切さ

について情報提供していきます。 

 

（２）望ましい食習慣を子どもの頃から身につける機会の創出 

・ 子どもの頃からの望ましい食習慣は、将来の健康的な生活リズムや生活習慣の確

立の基礎となります。離乳食教室や健康教育・相談の場や子育てイベントにおい

て、子どもの頃から望ましい食習慣を身につけるために必要な情報提供の充実を

図ります。 

 

（３）保育活動や教育活動を通じた食育の推進 

・ 各保育園・各小中学校の幼児・児童・生徒の実態や保育及び教育計画に応じた食

に関する指導の計画を作成し、計画に基づいた食育活動を実施します。 
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（４）給食を通じた食育の推進 

・ 学校給食では、行事食や郷土料理、我孫子産米・野菜を用いた給食を提供し、栄

養教諭・学校栄養職員が給食を生きた教材として用いた食に関する指導を行って

います。今後も給食を通じて、食文化や食事のマナー、我孫子産農産物に愛着を

持つ児童・生徒を育成していきます。また、公立保育園でも、我孫子産米を用い

た給食を提供し、園児や保護者に対して啓発を実施していきます。 

 

（５）体験活動を取り入れた効果的な食育の推進 

・ 米作り等の栽培活動、地域の生産者の田畑見学、野菜のさや剥き、調理実習など

子どもの発達段階に応じて様々な体験学習を行い、地域の農産物についての理解

に繋げるとともに食に関する関心を高め自然や生産者への感謝の心を育みます。 

 

（６）家庭における望ましい食習慣の実践にむけた食育の推進 

・ 公立保育園・小中学校において給食だよりや給食試食会等を通して、保護者に対し 

て家庭における子どもへの食育に関する啓発を実施していきます。 

 

（７）食育の推進体制の整備 

・ 栄養教諭・学校栄養職員が給食の充実を図るとともに、各学校の教育活動に応じて

教科等と連動した食育の取り組みを実施していきます。また、引き続き学校給食に

おける食物アレルギー対応の基本方針について学校職員への周知を徹底し、食育

推進体制を維持していきます。 
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【基本方針３】地産地消を通じた食育の推進 

     

 

 

 

（１）農業拠点施設の整備と活用 

（２）我孫子産農産物をとる市民を増やすための情報提供の充実（あびこエコ農産物の普及・

ＰＲ） 

（３）農家開設型ふれあい体験農園の支援 

（４）農業体験への参加を通した、我孫子産農産物に愛着を持つ市民の育成（援農ボランテ

ィアの育成・増員） 

 

 

○農業拠点施設整備事業 

・ 平成 29 年度に整備が完了し、指定管理者の運営のもと地産地消や食育を推進。 

・ 川村学園女子大学と連携し、地元産農産物を使ったお弁当やお惣菜を開発し販売。 

○有機栽培等農業者支援事業 

・ あびこエコ農産物認証制度の開始に向けたルールや体制の構築。 

○あびこ型「地産地消」推進協議会の充実 

・ エコ農産物普及部会が市内大学の学園祭や地域のお祭りでエコ農産物を販売。 

○市民農園維持管理事業 

・ 市民農園利用者向けの収穫体験イベントを年 2 回実施。 

・ 利用者数の増加により平成 30 年度に区画を増設。 

○農業体験や生産者との交流を通じて我孫子産農産物への興味・関心を高めるための活動 

・ 援農ボランティア養成講座を開催。 

・ 我孫子産農産物への関心を高めるため、体験学習に必要な生産者と保育園・学校と

のマッチングを実施。 

・ 「あびこ農力発見プロジェクト（あびベジ、あびこ型「地産地消」推進協議会※P102、

市で構成）」で料理教室を実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策 

これまでの取り組み 
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（１）農業拠点施設の整備と活用 

No 項目 
平成 25年度  

現況値 

令和元年度 

現況値 

令和６年度  

目標値 

達成度 

（ランク） 

令和６年度  

新たな目標値 

185 １日当たりの農産物直売所の客数 227人 446人 増加 Ａ 継続 

 

（２）我孫子産農産物をとる市民を増やすための情報提供の充実 

（あびこエコ農産物の普及・ＰＲ） 

No 項目 
平成 25 年度  

現況値 

令和元年度 

現況値 

令和６年度  

目標値 

達成度 

（ランク） 

令和６年度  

新たな目標値 

186 「ちばエコ農産物」栽培の認証を受けた農業者数 30人 47人 60人 Ｂ 継続 

187 
市独自の「あびこエコ農産物」の認証（20％以上削

減）を受けた農業者数 
－ － 100人 Ｅ 継続 

188 「ちばエコ農産物」栽培の認証を受けた品目数 56件 46件 
200件 

→50件 
Ｄ 

目標値 

変更 

189 あびこ型「地産地消」推進協議会会員数 204人 152人 220人 Ｄ 継続 

190 
地域で採（獲）れた食材を食べている児童生徒の 

割合 
46.5％ 100％ 70％ Ａ 継続 

 

（３）農家開設型ふれあい体験農園の支援 

No 項目 
平成 25 年度  

現況値 

令和元年度 

現況値 

令和６年度  

目標値 

達成度 

（ランク） 

令和６年度  

新たな目標値 

191 農家開設型ふれあい体験農園の利用者数 529人 508人 増加 Ｃ 継続 

 

（４）農業体験への参加を通した、我孫子産農産物に愛着をもつ市民の育成 

（援農ボランティアの育成・増員） 

No 項目 
平成 25 年度  

現況値 

令和元年度 

現況値 

令和６年度  

目標値 

達成度 

（ランク） 

令和６年度  

新たな目標値 

192 市内の学校による農業体験の参加校数 3校 16校 5校 Ａ 継続 

再掲 

189 
あびこ型「地産地消」推進協議会会員数 204人 152人 220人   Ｄ 継続 

193 援農ボランティアの登録者数 81人 62人 増加 Ｄ 継続 

194 市民公募による無農薬米づくりの参加者数 103人 339人 

200人以上 

→ 

350人 

Ａ 
目標値 

変更 

 

 

○農業拠点施設が整備され、１日当たりの農産物直売所の客数は増加しています。 

○「ちばエコ農産物」※P103 栽培の認証を受けた農業者数は増加していますが、「ちばエコ

農産物」栽培の認証を受けた品目数は減少しています。「ちばエコ農産物」認証制度は、

環境保全と食の安心・安全に配慮した千葉県独自の農産物認証制度として平成 14 年に

スタートしましたが、平成 30 年 4 月から、栽培基準に「農業生産工程管理」（ＧＡＰ）

目標値の現状と新たな目標値 

現状と課題 
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の取り組みを新たに追加し、環境保全と食の安心・安全の取り組みをレベルアップした

制度に変わりました。また、令和２年度から申請できる品目あたりの面積が５アール以

上という面積要件ができ、少量多品目を特徴とする我孫子市においては認証を得ること

が難しくなったため、「ちばエコ農産物」栽培の認証を受けた品目数の目標値を下方修

正しました。 

○あびこ型「地産地消」推進協議会会員数は減少しています。我孫子産農産物をとる市民

を増やすための情報提供の充実を図るためには、あびこ型「地産地消」推進協議会の会

員数を増やすことが必要です。 

○農家開設型ふれあい体験農園※P103 の利用者数に変化はありません。 

○市内小・中学校の農業体験参加校数は増加しています。今後も、維持・継続していくこ

とが大切です。 

○援農ボランティアの登録者数は減少しています。周知していくことが必要です。 

○市民公募による無農薬米づくりの参加者数は増加し、目標値を達成しました。そのため、

令和 6 年度の目標値を 350 人に変更しました。 

 

 

主体 内容 
妊娠期・ 

乳幼児期 
幼児期 

学童期・ 

思春期 

青年期 

・壮年期 
高齢期 

市民一人ひ

とりが取り

組むこと 

直売所等に行って、地元のお米、野菜

や、旬の農産物にふれましょう。 

     

農業に興味をもち、農業体験をしてみ

ましょう。 

     

我孫子産農産物を使う機会を増やすな

ど、地産地消に協力してみましょう。 

     

市が主体と

なり取り組

むこと 

農業拠点施設で定期的なイベントを開

催し、市民が直売所を利用する機会を

作ります。 

     

あびこエコ農産物の周知を充実し、認

証等の制度を整備します。 

     

農家開設型ふれあい体験農園のＰＲを

し、利用者数を増やし、食物を育てる楽

しさを伝えます。 

     

援農ボランティアをＰＲし、農業体験

を行う市民を増やします。 

     

我孫子産農産物を使う機会を増やすな

ど、地産地消に協力してみましょう。 

     

企業や市民

団体等と協

力して推進

すること 

農業拠点施設で定期的なイベントを開

催し、市民が直売所を利用する機会を

作ります。 

     

あびこエコ農産物の周知を充実し、認

証等の制度を整備します。 

     

農家開設型ふれあい体験農園のＰＲを

し、利用者数を増やし、食物を育てる楽

しさを伝えます。 

     

援農ボランティアをＰＲし、農業体験

を行う市民を増やします。 

     

我孫子産農産物を使う機会を増やすな

ど、地産地消に協力してみましょう。 

     

 

方策 
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（１）農業拠点施設の活用 

・ 指定管理者の運営のもと農業拠点施設を活用し、安心・安全な農産物を供給する

とともに、食や農業及び農産物に関する情報提供を積極的に行います。 

・ 地元農産物を使用した付加価値の高い商品開発に取り組みます。 

 

（２）我孫子産農産物をとる市民を増やすための情報提供の充実 

（あびこエコ農産物認証制度の普及・PR） 

・ あびこ型「地産地消」推進協議会を中心に、農業拠点施設や地域で行われるイベ

ント等において我孫子産農産物を広く市民に周知するための活動を行っていきま

す。 

・ 市民に向け、あびこエコ農産物認証制度を周知し、あびこエコ農産物の価値を知

り購入したいと思う市民の増加を図ります。また、あびこエコ農産物の生産に取

り組む生産者及び認証件数の増加に取り組みます。 

 

 （３）農家開設型ふれあい体験農園の支援 

 ・ 生産者と身近な場で交流し、農業に親しみ、農業を楽しみ、農業を育むことがで

きるよう、農家開設型ふれあい体験農園などの農業体験の場を提供していきます。 

 

（４）農業体験への参加者を通じた我孫子産農産物に愛着をもつ市民の育成 

   （援農ボランティアの育成・増員） 

・ 我孫子産農産物への愛着を高めるため、生産者とも協力し、保育園・学校や一般

の市民に対して体験活動や交流を行っていきます。 

・ 援農ボランティア制度を周知し、援農ボランティア数の増加に取り組みます。 
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重点施策３ 歯と口腔の健康づくりの推進 

【基本方針】全てのライフステージにおけるむし歯予防対策及び歯周病対策等歯と口腔の健康づくりの推進  

      

 

     

 

 

（１）市と医療機関や関連機関等との連携体制の充実 

（２）歯と口腔の疾患の予防及び早期発見のための歯科健康診査の充実 

（３）市民が正しい口腔ケアによる歯周病等の予防対策・歯と口腔の健康づくりに取り組め

る環境の整備 

（４）フッ化物応用等のむし歯予防対策による歯と口腔の健康づくりの充実 

（５）口腔機能の維持及び向上等生涯をとおした歯と口腔の健康づくりに取り組む市民の支援 

（６）食育及び生活習慣病対策において必要な歯と口腔の健康づくりの充実 

（７）障害のある者、介護を必要とする者等の適切な歯と口腔の健康づくりの充実 

 

 

○口腔がん検診 

・ 我孫子市歯科医師会と共催で、日本大学松戸歯学部附属病院の歯科医師による口腔

がん検診を年 1 回実施。 

○市民歯科健診・親子歯科相談 

・ 健康フェアと同時開催で我孫子市歯科医師会の協力により、無料の歯科健康診査を

実施。 

 ○千葉県後期高齢者歯科口腔健康診査 

・ 平成 28 年度より、千葉県後期高齢者広域連合により年度内に 76 歳に達する市民

を対象に歯科健康診査を実施。 

○妊婦歯科健康診査 

・ 妊娠中の歯と口腔の健康の維持のため、歯科健康診査を受けられるよう体制を整備

し、受診券と一緒に啓発リーフレットを配布。 

○６０２４歯科健康診査 

・ 平成 29 年度より、対象年齢を 30～80 歳から 20 歳以上に拡大し、事業名称を８０

２０歯科健康診査から６０２４歯科健康診査に変更。 

・ これまでの受診券送付対象者（30・40・50・60 歳）に加え、20 歳にも受診券を送

付。 

施策 

これまでの取り組み 
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○親っこ歯科健康診査 

・ ５歳児健康診査時、希望する保護者の口腔内を歯科医師が診察し、若い世代への歯

と口腔の健康づくりへの啓発を実施。 

 ○歯周疾患予防教室 

・ 市内開業の歯科医師を講師にむかえ、市民向けの歯周病予防セミナーを実施。 

 ○幼児、小学生へのフッ化物洗口の導入 

・ 希望する保育園・幼稚園等で年中児・年長児にフッ素洗口を実施。 

・ 平成 28 年度から、湖北台東小学校の入学児童の希望者に対し、フッ素洗口を開始。

平成 31 年度は 1～4 年生の希望者に実施。 

○６０２４運動普及啓発活動、図画・ポスターコンクール 

・ 市内小中学校で、歯と口の健康に関する標語やポスターの募集を行い、千葉県の二

次審査へ推薦した。 

○健歯コンクール 

・ 市内小中学校で口腔内の状態が優れた児童・生徒の表彰を実施。 

○歯磨き指導 

・ 保育園・幼稚園・こども園、小学校、あらき園、こども発達センター、地域活動支

援センター、千葉県立特別支援学校などから依頼を受け、歯磨き指導を実施。 

○健康教育 

・ 地域団体などから依頼を受け、むし歯や歯周病、口腔体操など口腔機能を含めた健

康教育を実施。 

 

 

（２）歯と口腔の疾患の予防及び早期発見のための歯科健康診査の充実 

No 項目 
平成 25年度  

現況値 

令和元年度 

現況値 

令和６年度  

目標値 

達成度 

（ランク） 

令和６年度  

新たな目標値 

195 妊婦歯科健康診査の受診率の向上 25.2％ 16.9％ 30％ Ｄ 継続 

196 １歳６か月児におけるむし歯がある割合の減少 1.2％ 1.5％ 1.2％以下 Ｃ 継続 

197 ２歳８か月児におけるむし歯がある割合の減少 7.9％ 4.8％ 5％以下 Ｂ 継続 

198 ３歳児でう蝕のある者の割合の減少 17.6％ 15.0％ 15％以下 Ｃ 継続 

199 ５歳児におけるむし歯がある割合の減少 29.3％ 25.6％ 25％以下 Ｃ 継続 

200 ３歳６か月児における一人平均むし歯本数の減少 0.64本 0.48本 0.5本以下 Ｃ 継続 

201 12歳児における一人平均むし歯数（男子） 0.75歯 0.84歯 1.0歯未満 Ｃ 継続 

202 12歳児における一人平均むし歯数（女子） 0.89歯 0.91歯 1.0歯未満 Ｃ 継続 

203 12歳児でむし歯のない者の割合の増加（男子） 61.4％ 62.9％ 65％以上 Ｃ 継続 

204 12歳児でむし歯のない者の割合の増加（女子） 63.6％ 64.5％ 65％以上 Ｃ 継続 

 

目標値の現状と新たな目標値 



65 

No 項目 
平成 25年度  

現況値 

令和元年度 

現況値 

令和６年度  

目標値 

達成度 

（ランク） 

令和６年度  

新たな目標値 

205 
小中学生の歯肉の状態に異常がある者の 

割合の減少（小６男子） 
19.4％ 12.5％ 10％以下 Ｂ 継続 

206 
小中学生の歯肉の状態に異常がある者の 

割合の減少（小６女子） 
10.2％ 10.7％ 10％以下 Ｃ 継続 

207 
小中学生の歯肉の状態に異常がある者の 

割合の減少（中３男子） 
16.3％ 3.3％ 10％以下 Ａ 継続 

208 
小中学生の歯肉の状態に異常がある者の 

割合の減少（中３女子） 
12.0％ 2.3％ 10％以下 Ａ 継続 

209 ３歳児で不正咬合等が認められる者の割合の減少 16.3％ 14.0％ 14％以下 Ｃ 継続 

210 

児童生徒において過去１年間に個別的に歯と口腔

の清掃指導を受けたことのある者の割合の増加（小

５） 

51.4％ 45.7％ 50％以上 Ｃ 継続 

211 ６０２４歯科健康診査受診者数の増加 312人 324人 350人以上 Ｃ 継続 

212 口腔がん検診受診者数の増加 252人 170人 300人以上 Ｄ 継続 

 

（３）市民が正しい口腔ケアによる歯周病等の予防対策・歯と口腔の健康づくりに取り組め

る環境の整備 

No 項目 
平成 25年度  

現況値 

令和元年度

現況値 

令和６年度  

目標値 

達成度 

（ランク） 

令和６年度  

新たな目標値 

213 
毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者の 

割合の増加（１歳６か月児） 
87.5％ 87.5％ 95％以上 Ｃ 継続 

214 
毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者の 

割合の増加（２歳８か月児） 
92.9％ 93.0％ 95％以上 Ｃ 継続 

215 
毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者の 

割合の増加（３歳児） 
91.2％ 94.2％ 95％以上 Ｂ 継続 

216 
毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者の 

割合の増加（５歳児） 
85.6％ 76.9％ 95％以上 Ｄ 継続 

217 
小中学生の歯垢の付着がある者の割合の減少 

（小学校低学年男子） 
10.8％ 10.5％ 5％以下 Ｃ 継続 

218 
小中学生の歯垢の付着がある者の割合の減少 

（小学校低学年女子） 
9.8％ 9.6％ 5％以下 Ｃ 継続 

219 
小中学生の歯垢の付着がある者の割合の減少 

（小学校高学年男子） 
18.5％ 14.8％ 7％以下 Ｂ 継続 

220 
小中学生の歯垢の付着がある者の割合の減少 

（小学校高学年女子） 
10.6％ 9.4％ 7％以下 Ｃ 継続 

221 
小中学生の歯垢の付着がある者の割合の減少 

（中学生男子） 
18.8％ 6.2％ 10％以下 Ａ 継続 

222 
小中学生の歯垢の付着がある者の割合の減少 

（中学生女子） 
11.9％ 3.4％ 10％以下 Ｂ 継続 

223 

週１回以上、鏡を見ながら歯を磨いたり、鏡で自分

の歯や歯肉の状態を観察する習慣を持つ割合の増

加（小学生） 

62.8％ 57.5％ 60％以上 Ｃ 継続 

224 

週１回以上、鏡を見ながら歯を磨いたり、鏡で自分

の歯や歯肉の状態を観察する習慣を持つ割合の増

加（中学生） 

－ 69.0％ 60％以上 Ａ 継続 

225 
歯間部清掃用具を使用している者の割合の増加 

（中１：毎日／ときどき合計） 
75.1％ 63.3％ 60％以上 Ｄ 継続 
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No 項目 
平成 25年度  

現況値 

令和元年度

現況値 

令和６年度  

目標値 

達成度 

（ランク） 

令和６年度  

新たな目標値 

226 
歯間部清掃用具を使用している者の割合の増加 

（20歳代） 
16.9％ 25.8％ 50％以上 Ｃ 継続 

227 
歯間部清掃用具を使用している者の割合の増加 

（30歳代） 
35.1％ 42.4％ 50％以上 Ｃ 継続 

228 
歯間部清掃用具を使用している者の割合の増加 

（40歳代） 
40.6％ 51.9％ 55％以上 Ｂ 継続 

229 
歯間部清掃用具を使用している者の割合の増加 

（50歳代） 
46.5％ 51.2％ 55％以上 Ｃ 継続 

230 
歯間部清掃用具を使用している者の割合の増加 

（60歳代） 
49.8％ 50.2％ 65％以上 Ｃ 継続 

231 
過去１年以内に定期健診に行き、歯石除去や歯面清

掃を受けたことがあるものの割合の増加（30歳代） 
20.4％ 22.4％ 45％以上 Ｃ 継続 

232 
過去１年以内に定期健診に行き、歯石除去や歯面清

掃を受けたことがあるものの割合の増加（40歳代） 
29.0％ 16.4％ 45％以上 Ｄ 継続 

233 
過去１年以内に定期健診に行き、歯石除去や歯面清

掃を受けたことがあるものの割合の増加（50歳代） 
28.6％ 19.3％ 45％以上 Ｃ 継続 

234 
過去１年以内に定期健診に行き、歯石除去や歯面清

掃を受けたことがあるものの割合の増加（60歳代） 
16.4％ 29.2％ 45％以上 Ｃ 継続 

235 進行した歯周炎を有する者の割合の減少（30歳代） 55.1％ 55.1％ 40％以下 Ｃ 継続 

236 進行した歯周炎を有する者の割合の減少（40歳代） 55.3％ 44.8％ 40％以下 Ｃ 継続 

237 進行した歯周炎を有する者の割合の減少（50歳代） 58.7％ 50.9％ 40％以下 Ｃ 継続 

238 進行した歯周炎を有する者の割合の減少（60歳代） 53.6％ 27.8％ 50％以下 Ａ 継続 

 

（４）フッ化物応用等のむし歯予防対策による歯と口腔の健康づくりの充実 

No 項目 
平成 25年度  

現況値 

令和元年度 

現況値 

令和６年度  

目標値 

達成度 

（ランク） 

令和６年度  

新たな目標値 

239 
２歳８か月までにフッ化物歯面塗布を受けたこと

のある者の割合の増加 
95.3％ 95.2％ 95％以上 Ｃ 継続 

240 
３歳までにフッ化物歯面塗布を受けたこと 

のある者の割合の増加 
88.1％ 89.5％ 95％以上 Ｃ 継続 

241 
５歳までにフッ化物歯面塗布を受けたこと 

のある者の割合の増加 
86.7％ 86.0％ 90％以上 Ｃ 継続 

242 
保護者がフッ化物の利用を意識している 

割合の増加（１歳６か月児） 
43.8％ 52.3％ 60％以上 Ｂ 継続 

243 
保護者がフッ化物の利用を意識している 

割合の増加（２歳８か月児） 
54.9％ 66.4％ 65％以上 Ｂ 継続 

244 
保護者がフッ化物の利用を意識している 

割合の増加（３歳児） 
57.0％ 65.1％ 70％以上 Ｂ 継続 

245 
保護者がフッ化物の利用を意識している 

割合の増加（５歳児） 
58.5％ 67.5％ 75％以上 Ｂ 継続 

246 歯みがき剤を使用している者の割合の増加 53.2％ 59.2％ 
全年齢で

90％以上 
Ｃ 継続 

247 
学童期・思春期に歯みがき剤を使用している 

割合の増加（中学生） 
43.8％ 68.2％ 95％以上 Ｂ 継続 

248 
学童期・思春期に歯みがき剤を使用している 

割合の増加（高校生） 
33.1％ 63.2％ 95％以上 Ｂ 継続 

249 フッ素洗口実施園数の増加 7園 17園 増加 Ｂ 継続 
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（５）口腔機能の維持及び向上等生涯をとおした歯と口腔の健康づくりに取り組む市民の支援 

No 項目 
平成 25年度  

現況値 

令和元年度 

現況値 

令和６年度  

目標値 

達成度 

（ランク） 

令和６年度  

新たな目標値 

250 60歳代における咀嚼良好者の割合の増加 60.9％ 81.9％ 増加 Ｂ 継続 

251 
歯周病と誤嚥性肺炎との関係を理解している 

割合の増加（64歳まで） 
48.6％ 53.7％ 50％以上 Ｃ 継続 

252 
歯周病と誤嚥性肺炎との関係を理解している 

割合の増加（65歳以上） 
48.6％ 34.4％ 60％以上 Ｄ 継続 

253 
歯周病と低体重児出産との関係を理解している 

割合の増加（妊婦） 
82.1％ 89.2％ 90％ Ｂ 継続 

254 
歯周病と低体重児出産との関係を理解している 

割合の増加（成人） 
36.9％ 46.6％ 40％以上 Ａ 継続 

255 
歯周病と循環器（心内膜炎・動脈硬化等）との関係

を理解している割合の増加 
27.4％ 42.7％ 45％以上 Ｂ 継続 

256 
歯周病と脳（脳卒中など）との関係 

を理解している割合の増加 
25.5％ 40.9％ 45％以上 Ｂ 継続 

257 
歯周病と代謝異常（糖尿病など）との関係 

を理解している割合の増加 
30.8％ 42.3％ 45％以上 Ｂ 継続 

258 
固い物やかみごたえのあるものなど噛みにくいも

のが食べられない高齢者の割合の低減 
21.7％ 77.8％ 減少 Ｅ 継続 

259 
食事の時に食べこぼしや水分でむせることがある

高齢者の割合の減少 
10.8％ 36.1％ 減少 Ｅ 継続 

260 口臭や口の渇きが気になる高齢者割合の減少 9.4％ 68.6％ 減少 Ｅ 継続 

261 80歳で 20本以上歯を有する者の割合の増加 25.0％ 58.0％ 50％以上 Ｃ 継続 

※網掛けしている部分は年齢調整値 

（６）食育及び生活習慣病対策において必要な歯と口腔の健康づくりの充実 

No 項目 
平成 25 年度  

現況値 

令和元年度 

現況値 

令和６年度  

目標値 

達成度 

（ランク） 

令和６年度  

新たな目標値 

262 
間食として甘味食品・飲料を１日３回以上飲食する

習慣を持つ者の割合の減少（１歳６か月児） 
8.9％ 5.7％ 7％以下 Ｂ 継続 

263 
間食として甘味食品・飲料を１日３回以上飲食する

習慣を持つ者の割合の減少（２歳８か月児） 
7.0％ 7.7％ 5％以下 Ｃ 継続 

264 
間食として甘味食品・飲料を１日３回以上飲食する

習慣を持つ者の割合の減少（３歳児） 
6.3％ 3.8％ 4％以下 Ｂ 継続 

265 
間食として甘味食品・飲料を１日３回以上飲食する

習慣を持つ者の割合の減少（５歳児） 
0.8％ 0.6％ 3％以下 Ａ 継続 

再掲 

253 

歯周病と低体重児出産との関係を理解している 

割合の増加（妊婦） 
82.1％ 89.2％ 90％ Ｂ 継続 

再掲 

254 

歯周病と低体重児出産との関係を理解している 

割合の増加（成人） 
36.9％ 46.6％ 40％以上 Ａ 継続 

266 
よく噛んで食べることを心がけている割合の増加

（小５） 
86.6％ 92.6％ 90％以上 Ｂ 継続 

267 
よく噛んで食べることを心がけている割合の増加

（小１） 
73.7％ 87.3％ 90％以上 Ｂ 継続 

268 
よく噛んで食べることを心がけている割合の増加

（小４） 
80.2％ 87.1％ 90％以上 Ｂ 継続 

269 
よく噛んで食べることを心がけている割合の増加

（中１） 
51.4％ 66.9％ 60％以上 Ａ 継続 
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No 項目 
平成 25 年度  

現況値 

令和元年度 

現況値 

令和６年度  

目標値 

達成度 

（ランク） 

令和６年度  

新たな目標値 

270 
よく噛んで食べることを心がけている割合の増加

（高２） 
38.8％ 46.0％ 60％以上 Ｃ 継続 

271 
よく噛んで食べることを心がけている割合の増加

（30歳代） 
11.4％ 12.9％ 50％以上 Ｃ 継続 

272 
よく噛んで食べることを心がけている割合の増加

（40歳代） 
12.0％ 13.1％ 50％以上 Ｃ 継続 

273 
よく噛んで食べることを心がけている割合の増加

（50歳代） 
20.1％ 17.8％ 50％以上 Ｃ 継続 

274 
よく噛んで食べることを心がけている割合の増加

（60歳代） 
24.9％ 19.7％ 50％以上 Ｃ 継続 

※網掛けしている部分は年齢調整値 

（７）障害のある者、介護を必要とする者等の適切な歯と口腔の健康づくりの充実 

No 項目 
平成 25年度  

現況値 

令和元年度 

現況値 

令和６年度  

目標値 

達成度 

（ランク） 

令和６年度  

新たな目標値 

275 
障害者支援施設及び児童発達支援事業所における

歯磨き指導実施施設数の増加 
2施設 7施設 12 施設以上 Ｂ 継続 

276 
障害者支援施設及び児童発達支援事業所における

フッ化物応用実施者数の増加 
47人 19人 60人以上 Ｄ 継続 

277 
障害者支援施設及び児童発達支援事業所での定期

的な歯科健診実施者数の増加 
136人 53人 150 人以上 Ｄ 継続 

278 
介護老人福祉施設及び介護老人保健施設での定期

的な歯科健診実施 
－ － 実施 Ｅ 継続 

 

 

○小学 6 年生男子の歯肉の状態に異常がある者の割合は減少しています。中学 3 年生の

歯肉の状態に異常がある者の割合は減少し、目標値を達成しています。 

○40 歳代の歯間部清掃用具を使用している者の割合は増加傾向にあります。 

○60 歳代の進行した歯周炎を有する者の割合は減少し目標値を達成しています。 

○幼児期に保護者がフッ化物※P103 の利用を意識している割合は増加しています。 

○中学生・高校生の歯みがき剤を使用している割合は増加しています。 

○幼児期の、間食として甘味食品・飲料を１日３回以上飲食する習慣を持つ者の割合は減

少傾向にあります。 

○幼児期の、毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者の割合は、3 歳児では増加傾向

にありますが、5 歳児では減少しています。 

 ○30 歳代～60 歳代について、よく噛んで食べることを心がけている者の割合や成人の過

去１年以内に定期健診に行き、歯石除去や歯面清掃を受けたことがあるものの割合には

ほぼ変化がありません。 

○小中学生では、よく噛んで食べることを心がけている割合が増加していますが、高校生、

成人では変化がありません。 

 

 

現状と課題 
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主体 内容 妊娠期 幼児期 
学童期・  

思春期 

青年期・  

壮年期 
高齢期 

障害のある者・ 

介護を必要とする者 

市民一人

ひとりが

取り組む

こと 

歯科疾患の早期発見のために、かかりつけ歯科医を

もち、定期的に歯科健診を受けましょう。 

      

自分の口腔内に適した歯磨きの方法を知りデンタ

ルフロス（糸ようじ）や歯間ブラシなどの補助用具

を必要に応じて正しく使い、口の中を清潔に保ちま

しょう。 

      

歯や歯肉などを１日１回は観察しましょう。       

歯科医院でのフッ化物塗布などの専門的ケアのほ

か、歯みがき剤などの使用による日常的なケアで

“フッ素”を上手に利用しましょう。 

      

年齢によって体力が変化するように“噛む”“飲み込

む”ための口腔の筋力も、使わないと低下します。

毎日、楽しく、よく噛んで食べることを心がけまし

ょう。 

      

子どもの歯は妊娠中に作られることを理解しまし

ょう。 

      

むし歯や歯周病が母体や胎児に与える影響を理解

し、歯科健診を受けるなどして予防につとめましょ

う。 

      

保護者が毎日仕上げみがきをする習慣をつけまし

ょう。 

      

甘いおやつや飲み物のとり方に気をつけましょう。       

むし歯や歯周病について知り、自身の口腔内をよく

観察しましょう。 

      

デンタルフロス（糸ようじ）の使用など、適切な口

腔ケアを行う方法を身につけましょう。 

      

むし歯や歯周病と全身疾患の関わりを理解し、歯科

疾患の予防につとめ、自身の歯を多く残しましょ

う。 

      

かかりつけ歯科医で歯の清掃や歯石除去を受けま

しょう。 

      

いつまでも自分の歯でおいしく食べることができ

るよう、口腔機能の維持・向上につとめ、誤嚥性肺

炎などを予防しましょう。 

      

個々に合わせた、歯科疾患の予防やＱＯＬの向上の

ための情報収集をしましょう。 

      

市が主体

となり取

り組むこ

と 

むし歯や歯周病が母体や胎児に与える影響につい

ての情報の周知や適切な口腔ケアの仕方等につい

て啓発します。 

      

歯磨きの習慣や食生活、フッ化物の利用など、歯と

口腔の健康づくりの情報の周知や環境を整備しま

す。 

      

歯磨きの習慣やフッ化物の利用など、歯と口腔の健

康づくりの情報の周知や環境を整備します。 

      

むし歯や歯周病と全身疾患の関わりについての情

報の周知や歯科健診を受ける環境を整備します。 

      

口腔機能の維持・向上や、誤嚥性肺炎の予防のため

の情報を周知します。 

      

入れ歯のお手入れの方法など、適切な口腔ケアの方

法について啓発します。 

      

介護を必要とする者や障害のある者に対して、治療

の推進や、定期的な歯科健診の受診、適切な口腔ケ

アについて啓発します。 

      

方策 
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（１）市と医療機関や関係機関等との連携体制の充実 

・ 歯と口腔の健康を維持していくためには、市民と関係機関が協力して体制を整備

していくことが必要です。市では我孫子市歯科医師会や大学病院の歯科医師と連

携し口腔がん検診等様々な事業を実施しています。関係部署や関係機関との連携

をより充実させていきます。 

 

（２）歯と口腔の疾患の予防及び早期発見のための歯科健康診査の充実 

・ 歯と口腔の疾患を予防するためには、かかりつけ歯科医をもち、病気の早期発見・

早期治療を行うことがとても重要です。 

・ 多くの方が自身の口腔内の状況を知ることが出来るよう引き続き妊婦歯科健康診

査、６０２４歯科健康診査、親っこ歯科健康診査、口腔がん検診を実施します。

保健センターだよりでの情報の周知、歯科健康診査の内容の精査等検討をすすめ

ていきます。 

・ 妊婦歯科健康診査では、妊娠届出書提出時のテレビ電話や妊娠中の方が参加する

しあわせママパパ学級等で、受診の必要性の周知と受診勧奨を行っていきます。 

・ 口腔がん検診では、広報や健康フェア、集団がん検診時の待合室等で口腔がんや

検診の実施について周知していきます。また、電子申請の導入等申し込み方法も

検討していきます。 

 

（３）正しい口腔ケアによる歯周病等の予防対策・歯と口腔の健康づくりに取り組める環

境の整備 

・ 歯と口腔の健康を維持するには、一人ひとりが、正しい知識を持ち、自身の口腔

内の状況に合った適切な歯みがきの仕方や補助用具の利用方法を知り、毎日の歯

みがきの中で実践していくことが重要です。市民が適切な歯と口腔の健康につい

て情報を得ることが出来るよう、歯科健康診査案内に同封しているリーフレット

や健康教育を行う場面で情報の周知を行っていきます。 

・ 歯科健康診査の情報をより多くの市民に届けるため、６０２４歯科健康診査受診

券をがん検診等他の検診の通知と一緒に発送することを検討していきます。 

 

（４）フッ化物応用等のむし歯予防対策による歯と口腔の健康づくりの充実 

・ 将来の歯と口腔の健康づくりには、保護者が正しい知識を持ち、子どもに適切な

歯と口腔の健康に関する情報を伝えること、実際に実施し経験させることが大切

です。幼児歯科健康診査やフッ素洗口事業※P104 を通じ、保護者や乳幼児に広く情

報周知していきます。 

・ フッ素洗口事業実施の際には、紙芝居やチャートを使用して、園児向けに口の健

康・手入れについての啓発をしていきます。 

・ 子育て世代に仕上げ磨きの重要性や食生活について等、歯と口腔の健康に関する

情報を周知できるよう、Facebook やホームページ等周知方法を検討していきま

す。 

 

 

 



71 

 （５）口腔機能の維持及び向上等生涯をとおした歯と口腔の健康づくりに取り組む市民

の支援 

・ 歯と口腔の健康づくりについて正しい情報を広く周知していくには、積極的に地

域へ出ていき、より多くの方に適切に情報提供していくことも必要です。生涯を

通して自身の口でよく噛んで食事をし、質の高い生活をおくることが出来るよう、

実施方法、より身近な健康教育の内容、わかりやすい伝え方等検討し、内容をよ

り充実させていきます。 

・ 地域で活動している方やサロンのリーダーへ歯周病と誤嚥性肺炎との関わりやか

かりつけ歯科医の重要性等情報を提供し、正しい情報が地域へ広く周知されるよ

う啓発を続けていきます。 

 

（６）食育及び生活習慣病対策において必要な歯と口腔の健康づくりの充実 

・ 自身の口腔内の状態をよく知ること、また、歯と口腔の健康を守っていく方法を

知ること等、歯と口腔の健康について考える時間を持つことは非常に重要です。

６０２４運動普及啓発、図画・ポスターコンクール等の事業を継続して行ってい

きます。 

 

（７）障害のある者、介護を必要とする者等の適切な歯と口腔の健康づくりの充実 

 ・ 障害のある方や介護を必要とする方が、健康で暮らせるようにするためには、個々

の状況にあった口腔ケアを知り実践することが重要です。障害者支援施設、児童

発達支援事業所等で、正しい口腔ケアが実践されるよう、希望する歯みがき指導

時に本人及び介助者等の口腔内の状況や生活環境を鑑みながら、情報の共有およ

び支援を行っていきます。また、現在、歯みがき指導を実施していない施設等へ

も引き続き声掛けを行っていきます。 
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第５章 施策の体系                              

重点施策１ 一次予防を重視した健康づくりの推進 

【基本方針１】健康づくりに取り組みやすい環境づくりの推進（人とまちの健康観） 

（１）ライフステージに合わせた情報発信による一次予防の取り組み支援 

関連事業等 担当課 方向性 備考 

第２次心も身体も健康プランの推進 健康づくり支援課 現状どおり推進  

健康づくり推進員及び食生活改善推進員活動の

充実 
健康づくり支援課 現状どおり推進 

 

保健センターだよりの充実 健康づくり支援課 現状どおり推進  

メール配信サービスによる情報発信 健康づくり支援課 現状どおり推進  

子育てＱ＆Ａ 健康づくり支援課 現状どおり推進  

健康メモ 健康づくり支援課 現状どおり推進  

４か月児相談 健康づくり支援課 現状どおり推進  

１歳６か月児健康診査 健康づくり支援課 現状どおり推進  

２歳８か月児歯科健康診査 健康づくり支援課 現状どおり推進  

３歳児健康診査 健康づくり支援課 現状どおり推進  

５歳児健康診査 健康づくり支援課 現状どおり推進  

しあわせママパパ学級 健康づくり支援課 現状どおり推進  

新生児・妊産婦等訪問指導事業 健康づくり支援課 現状どおり推進  

母子健康手帳の交付 健康づくり支援課 現状どおり推進  

商業者間の連携強化（商業者への情報発信） 
健康づくり支援課 

商業観光課 
現状どおり推進 

 

情報発信の充実（市民向けイベントの活性化） 
健康づくり支援課 

商業観光課 
現状どおり推進 

 

あびこ子どもまつりでの情報発信 
健康づくり支援課 

子ども支援課 
現状どおり推進 

 

公民館学級・講座での情報発信 
健康づくり支援課 

生涯学習課 
現状どおり推進 

 

手賀の丘ふれあい宿泊通学での情報発信 
健康づくり支援課 

子ども支援課 
廃止 

 

げんきフェスタでの情報発信 
健康づくり支援課 

子ども支援課 
現状どおり推進 

 

子育て支援拠点事業 

（旧 enjoyパパ応援プロジェクト） 

健康づくり支援課 

保育課 
事業手法見直し 

令和２年度から、子育て支

援拠点事業の中で実施 

生きがいづくり情報の発信 ★ 高齢者支援課 事業手法見直し 

平成 27 年度に情報冊子の

作成・配布 

今後は出前講座等で生き

がいづくり情報を発信 

 

 

 

 

★…健康寿命延伸プロジェクト（平成 24年度）からの提案事業 



73 

（２）市民、市民団体、企業の健康づくり事業への参加促進 

関連事業等 担当課 方向性 備考 

健康づくり推進員及び食生活改善推進員活動の

充実（再掲） 
健康づくり支援課 現状どおり推進 

 

健康フェア 健康づくり支援課 現状どおり推進  

市民団体・自主活動支援 

（一般健康教育・出前講座・地域活動支援含む） 
健康づくり支援課 現状どおり推進 

 

手賀沼ふれあいウオーク 健康づくり支援課 現状どおり推進  

企業が行う健康づくり講座の紹介・講座の協働開

発 
健康づくり支援課 現状どおり推進 

 

市民公益活動の担い手を増やすための取組 ★ 

（旧 市民と市民団体等とのマッチング機会の

提供）  

市民活動支援課 現状どおり推進 
平成 28 年度より事業名変

更 

出前講座の運営 生涯学習課 現状どおり推進  

 

（３）地域と市民がつながる環境づくりの充実 

関連事業等 担当課 方向性 備考 

高齢者クラブ活動の支援 高齢者支援課 現状どおり推進  

きらめきデイサービスの促進 高齢者支援課 現状どおり推進  

空き店舗を利用した「お休み処」の充実 高齢者支援課 現状どおり推進  

シルバー人材センターへの支援 高齢者支援課 現状どおり推進  

地域介護予防活動の支援（健康生活サポートリー

ダー・介護保険ボランティアポイント制度等） 
高齢者支援課 現状どおり推進 

健康生活サポートリーダ

ーの養成は平成 27 年度で

終了し、平成 28年度から、

きらめきデイサービスの

リーダー養成研修に切り

替え実施 

のびのび親子学級 生涯学習課 現状どおり推進  

家庭教育学級 生涯学習課 現状どおり推進  

熟年備学 生涯学習課 現状どおり推進  

長寿大学 生涯学習課 現状どおり推進  

市民カレッジ「我孫子を知るコース」 生涯学習課 廃止 

平成 29 年度に我孫子を紹

介する事業として、一定の

役割を終えたことで廃止 

げんきフェスタでの情報発信（再掲） 
健康づくり支援課 

子ども支援課 
現状どおり推進  

あびこ子どもまつりでの情報発信（再掲） 
健康づくり支援課 

子ども支援課 
現状どおり推進  

子育て支援拠点事業 保育課 現状どおり推進  

世代間交流事業の促進 保育課 現状どおり推進  

 

（４）介護要因を知り、自ら一次予防対策に取り組む市民に対する支援の充実 

関連事業等 担当課 方向性 備考 

各種事業での啓発 
健康づくり支援課 

高齢者支援課 
現状どおり推進  

高齢者への対応を探る事業の推進 高齢者支援課 現状どおり推進  

高齢者クラブ活動の支援（再掲） 高齢者支援課 現状どおり推進  

きらめきデイサービスの促進（再掲） 高齢者支援課 現状どおり推進  



74 

関連事業等 担当課 方向性 備考 

空き店舗を利用した「お休み処」の充実（再掲） 高齢者支援課 現状どおり推進  

シルバー人材センターへの支援（再掲） 高齢者支援課 現状どおり推進  

認知症初期集中支援チームによる相談支援事業

（旧 認知症に関する医療相談） 
高齢者支援課 事業手法見直し 

認知症初期集中支援チー

ムによる、包括的・集中的

な相談支援を実施 

一次予防事業の推進 高齢者支援課 廃止 平成 27年度にて事業終了 

地域介護予防活動の支援 

（健康生活サポートリーダー・介護保険ボランテ

ィアポイント制度等）（再掲） 

高齢者支援課 現状どおり推進 

健康生活サポートリーダ

ーの養成は平成 27 年度で

終了し、平成 28年度から、

きらめきデイサービスの

リーダー養成研修に切り

替え実施 

介護予防に関する出前講座 高齢者支援課 現状どおり推進  

バリアフリー情報提供事業 障害者福祉センター 現状どおり推進  

 

【基本方針２】望ましい食生活の推進（栄養・食生活） 

（１）市民が適正体重を維持するための支援の充実 

（２）栄養バランスのよい食事をする取り組みへの支援（１日３食とる・野菜摂取・減塩） 

関連事業等 担当課 方向性 備考 

離乳食教室 健康づくり支援課 現状どおり推進  

後期離乳食教室 健康づくり支援課 現状どおり推進  

４か月児相談（再掲） 健康づくり支援課 現状どおり推進  

１歳６か月児健康診査（再掲） 健康づくり支援課 現状どおり推進  

２歳８か月児歯科健康診査（再掲） 健康づくり支援課 現状どおり推進  

３歳児健康診査（再掲） 健康づくり支援課 現状どおり推進  

５歳児健康診査（再掲） 健康づくり支援課 現状どおり推進  

しあわせママパパ学級（再掲） 健康づくり支援課 現状どおり推進  

健康づくり推進員及び食生活改善推進員活動の

充実（再掲） 
健康づくり支援課 現状どおり推進 

 

市民団体・自主活動支援（一般健康教育・出前講

座・地域活動支援含む）（再掲） 
健康づくり支援課 現状どおり推進 

 

食に関する情報の提供及び啓発の充実 健康づくり支援課 現状どおり推進  

低栄養に関する知識の普及啓発 

（旧 低栄養予防教室） 
高齢者支援課 事業手法見直し 

運動に関する事業の中で

低栄養に関する知識の普

及啓発を実施 

配食サービスの充実 高齢者支援課 現状どおり推進  

高齢期の食事に関する出前講座 高齢者支援課 現状どおり推進  

肥満・やせの実態調査と対応 
学校教育課 

保育課 
現状どおり推進 

 

学童保育室の運営 子ども支援課 
関連事業から 

削除 

食育に関するプログラム

はないため、関連事業から

削除。 
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【基本方針３】運動習慣確立のための取り組みの推進（運動・身体活動） 

（１）市民が日頃から意識的に身体を動かすための取り組みの支援 

関連事業等 担当課 方向性 備考 

手賀沼ふれあいウオーク（再掲） 健康づくり支援課 現状どおり推進  

動画による健康教育 健康づくり支援課 現状どおり推進  

ウォーキング推進事業 健康づくり支援課 現状どおり推進  

階段利用推進 健康づくり支援課 現状どおり推進  

バリアフリー情報提供事業（再掲） 障害者福祉センター 現状どおり推進  

「駅からハイキング」事業 企画課 拡充 

令和３年には成田線開業

120 周年を迎えるため、記

念事業として複数駅で実

施予定 

レンタサイクルの PR強化 商業観光課 現状どおり推進  

サイクリングロードの検討 

（旧 サイクリング需要への対応） 

企画課 

道路課 

交通課 

事業手法検討 
観光振興計画「サイクリン

グロードの検討」 

手賀沼遊歩道の魅力向上 
公園緑地課 

商業観光課 
現状どおり推進  

学校体育施設開放事業 文化・スポーツ課 現状どおり推進  

あびっ子クラブ（チャレンジタイム） 子ども支援課 現状どおり推進  

運動遊び 保育課 現状どおり推進  

 

（２）運動習慣を持つ市民の増加を図るための環境整備と充実 

関連事業等 担当課 方向性 備考 

地域サークル等の情報の集約（検討） 文化・スポーツ課 事業手法検討 

我孫子市スポーツ協会と

協議を行い、手法について

検討 

健康スポーツ普及事業 文化・スポーツ課 現状どおり推進  

スポーツ振興事業 文化・スポーツ課 現状どおり推進  

障害者スポーツ大会 障害者福祉センター 事業手法見直し 

同行・送迎支援について

は、近隣市町村の動向も確

認した上で検討 

体育施設管理運営事業 文化・スポーツ課 現状どおり推進  

近隣市町との体育施設の相互利用・民間体育施設

の一般開放の推進 
文化・スポーツ課 現状どおり推進  

 

（３）ロコモティブシンドロームの認知度向上及び予防に取り組む市民の増加を図るための

情報の提供 

関連事業等 担当課 方向性 備考 

基本方針１・（1）「ライフステージに合わせた情

報発信による市民の意識向上」事業での情報発信 
健康づくり支援課 現状どおり推進 

 

手賀沼ふれあいウオーク（再掲） 健康づくり支援課 現状どおり推進  

動画による健康教育（再掲） 健康づくり支援課 現状どおり推進  

地域介護予防活動の支援（再掲） 高齢者支援課 現状どおり推進  



76 

【基本方針４】心の健康を保つための取り組みの推進（休養・心の健康） 

（１）睡眠による休養が十分に取れるようにするための情報提供 

関連事業等 担当課 方向性 備考 

基本方針１・（1）「ライフステージに合わせた情

報発信による市民の意識向上」事業における情報

発信（再掲） 

健康づくり支援課 現状どおり推進 

 

企業・会社等 職場での啓発（検討） 
健康づくり支援課 

企業立地推進課 
現状どおり推進 

 

 

（２）ストレスを解消するための情報提供 

関連事業等 担当課 方向性 備考 

基本方針１・（１）「ライフステージに合わせた情

報発信による市民の意識向上」事業における情報

発信（再掲） 

健康づくり支援課 現状どおり推進 

 

基本方針１・（２）「市民、市民団体、企業の健康

づくり事業への参加促進」事業での情報発信 
健康づくり支援課 現状どおり推進 

 

笑って免疫力アップ事業 ★ 健康づくり支援課 事業手法検討 
未実施 

他機関との連携を検討 

心の教育の推進 指導課 現状どおり推進  

企業・会社等 職場での啓発（検討）（再掲） 
健康づくり支援課 

企業立地推進課 
現状どおり推進 

 

憩いの場づくり（水生植物園の再整備） 
農政課 

（旧 商業観光課） 
現状どおり推進 所管変更 

 

（３）相談体制の充実及び相談窓口の情報提供 

関連事業等 担当課 方向性 備考 

４か月児相談（再掲） 健康づくり支援課 現状どおり推進  

しあわせママパパ学級（再掲） 健康づくり支援課 現状どおり推進  

子育て相談 健康づくり支援課 現状どおり推進  

新生児・妊産婦訪問等指導事業（再掲） 健康づくり支援課 現状どおり推進  

母子健康手帳の交付 健康づくり支援課 現状どおり推進  

育児相談 健康づくり支援課 現状どおり推進  

訪問活動 健康づくり支援課 現状どおり推進  

産後ケア事業 健康づくり支援課 現状どおり推進  

心の相談体制の充実 障害福祉支援課 現状どおり推進  

障害者相談支援体制の強化 障害福祉支援課 現状どおり推進  

生活相談の実施 社会福祉課 現状どおり推進  

ＤＶ相談 社会福祉課 拡充 

令和２年度に、社会福祉課

内に配偶者暴力相談セン

ターを設置 

自殺対策事業の推進 

社会福祉課 

障害福祉支援課 

健康づくり支援課 

現状どおり推進 

 

生活困窮者自立支援事業の実施 社会福祉課 現状どおり推進  

子育てサポーターの養成と地域活動の推進 保育課 現状どおり推進  

子ども総合相談の推進 子ども相談課 現状どおり推進  

ひとり親家庭相談 子ども支援課 現状どおり推進  
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【基本方針５】禁煙及び受動喫煙防止の推進（たばこ） 

（１）受動喫煙についての理解促進にともなう受動喫煙対策の充実 

関連事業等 担当課 方向性 備考 

基本方針１・（１）「ライフステージに合わせた情

報発信による市民の意識向上」事業における情報

発信（再掲） 

健康づくり支援課 現状どおり推進 

 

公共施設等の敷地内受動喫煙防止の徹底 

健康づくり支援課 

施設管理課 

学校教育課 

生涯学習課 

現状どおり推進 

 

禁煙外来の助成（検討） ★ 健康づくり支援課 事業手法検討 実施検討 

商業者間の連携強化 

（商業者への店舗内分煙の呼びかけ） 

健康づくり支援課

商業観光課 
現状どおり推進 

 

 

（２）ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）など喫煙関連疾患の情報提供 

関連事業等 担当課 方向性 備考 

基本方針１・（１）「ライフステージに合わせた情

報発信による市民の意識向上」事業における情報

発信（再掲） 

健康づくり支援課 現状どおり推進 

 

 

（３）未成年、妊婦の喫煙防止の徹底 

関連事業等 担当課 方向性 備考 

しあわせママパパ学級（再掲） 健康づくり支援課 現状どおり推進  

あびこ子どもまつりでの情報発信（再掲） 健康づくり支援課 現状どおり推進  

公民館学級・講座での情報発信（再掲） 
健康づくり支援課 

生涯学習課 
現状どおり推進 

 

成人式での啓発 生涯学習課 現状どおり推進  

未成年への啓発活動の推進 

（薬物への啓発等含む） 
指導課 現状どおり推進 

 

 

【基本方針６】適度な飲酒を身につけるための取り組みの推進（アルコール） 

（１）適正飲酒量に関する情報提供 

（それに伴う多量飲酒者の減少・適正飲酒を実践する市民の増加） 

関連事業等 担当課 方向性 備考 

基本方針１・（１）「ライフステージに合わせた情

報発信による市民の意識向上」事業における情報

発信（再掲） 

健康づくり支援課 現状どおり推進 

 

アルコールに関する正しい知識の普及啓発活動 
障害福祉支援課 

健康づくり支援課 
現状どおり推進 

 

アルコール教室 障害福祉支援課 現状どおり推進  
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（２）未成年、妊婦の飲酒防止の徹底 

関連事業等 担当課 方向性 備考 

しあわせママパパ学級（再掲） 健康づくり支援課 現状どおり推進  

公民館学級・講座での情報発信（再掲） 
健康づくり支援課 

生涯学習課 
現状どおり推進 

 

未成年への啓発活動の推進 

（薬物への啓発等含む）（再掲） 
指導課 現状どおり推進 

 

商業者間の連携強化 

（未成年の飲酒防止啓発資料の掲示） 

健康づくり支援課 

商業観光課 
現状どおり推進 

 

 

【基本方針７】自らの健康を管理する取り組みの推進（健康チェック） 

（１）健診・予防接種の機会の充実 

関連事業等 担当課 方向性 備考 

妊婦・乳児健康診査 健康づくり支援課 現状どおり推進  

妊婦歯科健康診査 健康づくり支援課 現状どおり推進  

１歳６か月児健康診査（再掲） 健康づくり支援課 現状どおり推進  

２歳８か月児歯科健康診査（再掲） 健康づくり支援課 現状どおり推進  

３歳児健康診査（再掲） 健康づくり支援課 現状どおり推進  

５歳児健康診査（再掲） 健康づくり支援課 現状どおり推進  

６０２４歯科健康診査（旧 ８０２０歯科健康診

査） 
健康づくり支援課 現状どおり推進 

 

予防接種事業 健康づくり支援課 現状どおり推進  

高齢者インフルエンザ等予防接種 健康づくり支援課 現状どおり推進  

任意予防接種の充実 健康づくり支援課 現状どおり推進  

 

（２）特定健康診査・がん検診を受けやすい体制の整備 

関連事業等 担当課 方向性 備考 

基本方針１・（１）「ライフステージに合わせた情

報発信による市民の意識向上」事業における情報

発信（再掲） 

健康づくり支援課 現状どおり推進 

 

思春期からの子宮頸がん検診啓発 

健康づくり支援課 

学校教育課 

生涯学習課 

事業手法検討 今後関係課で対応を協議 

園や学校等を通した保護者へのがん検診啓発活

動 

健康づくり支援課 

学校教育課 

保育課 

事業手法検討 今後関係課で対応を協議 

乳がん検診 健康づくり支援課 現状どおり推進  

前立腺がん検診 健康づくり支援課 現状どおり推進  

口腔がん検診 健康づくり支援課 現状どおり推進  

大腸がん検診 健康づくり支援課 現状どおり推進  

特定健康診査 健康づくり支援課 現状どおり推進  

結核・肺がん検診 健康づくり支援課 現状どおり推進  

肝炎ウィルス検診 健康づくり支援課 現状どおり推進  

肺がん検診 健康づくり支援課 現状どおり推進  

胃がん検診 健康づくり支援課 現状どおり推進  
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関連事業等 担当課 方向性 備考 

骨粗しょう症検診 健康づくり支援課 現状どおり推進  

脳ドック事業 ★ 健康づくり支援課 現状どおり推進  

子宮頸がん検診 健康づくり支援課 現状どおり推進  

 

（３）特定保健指導を利用しやすい環境の整備と充実 

関連事業等 担当課 方向性 備考 

特定保健指導 健康づくり支援課 現状どおり推進  

糖尿病性腎症重症化予防事業 国保年金課 新規 
新規関連事業。平成 28年度

より開始。 

 

（４）がん検診精密検査受診率の向上のための啓発及び受診体制の充実 

関連事業等 担当課 方向性 備考 

特定健康診査・特定保健指導等事業 ★ 

（頸動脈エコー含む） 
健康づくり支援課 現状どおり推進 

 

各種がん検診の精密検査 健康づくり支援課 現状どおり推進  

 

重点施策２ 食育の推進 

【基本方針１】家庭・地域における食育の推進 

（１）市民が食に興味・関心をもつための情報の収集と提供 

関連事業等 担当課 方向性 備考 

離乳食教室 健康づくり支援課 現状どおり推進  

後期離乳食教室 健康づくり支援課 現状どおり推進  

４か月児相談 健康づくり支援課 現状どおり推進  

しあわせママパパ学級 健康づくり支援課 現状どおり推進  

健康づくり推進員及び食生活改善推進員活動の

充実 
健康づくり支援課 現状どおり推進 

 

市民団体・自主活動支援 

（一般健康教育・出前講座・地域活動支援含む） 
健康づくり支援課 現状どおり推進 

 

食に関する情報の提供及び啓発の充実 健康づくり支援課 現状どおり推進  

食育だよりの充実（検討） 健康づくり支援課 現状どおり推進  

ポスターやチラシ等による情報発信（検討） 健康づくり支援課 現状どおり推進  

低栄養に関する知識の普及啓発 

(旧 低栄養予防教室) 
高齢者支援課 事業手法見直し 

運動に関する事業の中で

低栄養に関する知識の普

及啓発を実施 

高齢期の食事に関する出前講座 高齢者支援課 現状どおり推進  

学童保育室の運営 子ども支援課 
関連事業から 

削除 

食育に関するプログラム

はないため、関連事業から

削除。 
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（２）市民が望ましい食生活を実践し、健康を維持・増進するための機会の創出と情報提供 

（1.健康づくり「栄養・食生活」再掲） 

関連事業等 担当課 方向性 備考 

離乳食教室（再掲） 健康づくり支援課 現状どおり推進  

後期離乳食教室（再掲） 健康づくり支援課 現状どおり推進  

４か月児相談（再掲） 健康づくり支援課 現状どおり推進  

１歳６か月児健康診査 健康づくり支援課 現状どおり推進  

２歳８か月児歯科健康診査 健康づくり支援課 現状どおり推進  

３歳児健康診査 健康づくり支援課 現状どおり推進  

５歳児健康診査 健康づくり支援課 現状どおり推進  

しあわせママパパ学級（再掲） 健康づくり支援課 現状どおり推進  

健康づくり推進員及び食生活改善推進員活動の

充実（再掲） 
健康づくり支援課 現状どおり推進 

 

市民団体・自主活動支援（一般健康教育・出前講

座・地域活動支援含む）（再掲） 
健康づくり支援課 現状どおり推進 

 

食に関する情報の提供及び啓発の充実（再掲） 健康づくり支援課 現状どおり推進  

低栄養に関する知識の普及啓発（再掲） 

（旧 低栄養予防教室） 
高齢者支援課 事業手法見直し 

運動に関する事業の中で

低栄養に関する知識の普

及啓発を実施 

配食サービスの充実 高齢者支援課 現状どおり推進  

高齢期の食事に関する出前講座（再掲） 高齢者支援課 現状どおり推進  

肥満・やせの実態調査と対応 
学校教育課 

保育課 
現状どおり推進 

 

学童保育室の運営（再掲） 子ども支援課 
関連事業から 

削除 

食育に関するプログラム

はないため、関連事業から

削除。 

 

（３）市民が食品表示や栄養成分表示等を活用できる環境の整備 

関連事業等 担当課 方向性 備考 

離乳食教室（再掲） 健康づくり支援課 現状どおり推進  

後期離乳食教室（再掲） 健康づくり支援課 現状どおり推進  

健康づくり推進員及び食生活改善推進員活動の

充実（再掲） 
健康づくり支援課 現状どおり推進  

市民団体・自主活動支援（一般健康教育・出前講

座・地域活動支援含む）（再掲） 
健康づくり支援課 現状どおり推進  

地域商店と連携した食品表示の推進（検討） 健康づくり支援課 現状どおり推進  

しあわせママパパ学級（再掲） 健康づくり支援課 現状どおり推進  

保健センターだより 健康づくり支援課 現状どおり推進  

食に関する情報の提供及び啓発の充実（再掲） 健康づくり支援課 現状どおり推進  

食品表示の活用方法の普及 健康づくり支援課 現状どおり推進  

食に関する問題を自ら解決できる学習機会の充

実 

指導課 

学校教育課 
現状どおり推進  
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【基本方針２】次世代育成のための食育の推進（家庭）（教育現場等） 

（１）家庭で共に食卓を囲み、食文化等を保護者から子どもに伝えるための情報提供 

関連事業等 担当課 方向性 備考 

離乳食教室（再掲） 健康づくり支援課 現状どおり推進  

後期離乳食教室（再掲） 健康づくり支援課 現状どおり推進  

４か月児相談 健康づくり支援課 現状どおり推進  

健康づくり推進員及び食生活改善推進員活動の

充実（再掲） 
健康づくり支援課 現状どおり推進  

食に関する情報の提供及び啓発の充実（再掲） 健康づくり支援課 現状どおり推進  

 

（２）望ましい食習慣を子どもの頃から身につける機会の創出 

関連事業等 担当課 方向性 備考 

離乳食教室（再掲） 健康づくり支援課 現状どおり推進  

後期離乳食教室（再掲） 健康づくり支援課 現状どおり推進  

食に関する情報の提供及び啓発の充実（再掲） 健康づくり支援課 現状どおり推進  

学童保育室の運営 子ども支援課 
関連事業から 

削除 

食育に関するプログラム

はないため、関連事業から

削除。 

まちづくり探検隊 子ども支援課 廃止 平成 28年度に事業廃止 

事業者による食育プログラムの活用 保育課 現状どおり推進  

イベント等における食に関する情報提供 保育課 現状どおり推進  

 

（３）保育活動や教育活動を通じた食育の推進 

関連事業等 担当課 方向性 備考 

保育園・幼稚園等における食育の推進 保育課 現状どおり推進  

小中学校における食に関する指導の推進 
指導課 

学校教育課 
現状どおり推進  

 

（４）給食を通じた食育の推進 

関連事業等 担当課 方向性 備考 

給食を通じた望ましい食習慣の体得や社会性お

よび感謝の心を育む機会の充実 
学校教育課 現状どおり推進 

 

我孫子産野菜の導入 
学校教育課 

農政課 
現状どおり推進  

我孫子産米の学校給食導入 学校教育課 現状どおり推進  

教科等の学習活動への学校給食の教材化 学校教育課 現状どおり推進  

 

（５）体験活動を取り入れた効果的な食育の推進 

関連事業等 担当課 方向性 備考 

栽培・収穫体験 保育課 現状どおり推進  

栽培活動・食農体験 学校教育課 現状どおり推進  
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（６）家庭における望ましい食習慣の実践にむけた食育の推進 

関連事業等 担当課 方向性 備考 

給食だより、献立表等による啓発 
学校教育課 

保育課 
現状どおり推進 

 

ホームページにおける給食レシピ等の情報提供 学校教育課 現状どおり推進  

保護者対象給食試食会等の開催（旧 保護者対象

給食試食会・料理教室等の開催） 

学校教育課 

保育課 
事業手法見直し 

令和２年度から料理教室

を廃止 

 

（７）食育推進体制の整備 

関連事業等 担当課 方向性 備考 

栄養教諭・学校栄養職員を中心とした食育の推進 学校教育課 現状どおり推進  

栄養教諭・学校栄養職員による授業研究会の開催 学校教育課 廃止 令和２年度より廃止 

食物アレルギーの実態調査・対応 
学校教育課 

保育課 
現状どおり推進 

 

保育園栄養士を中心とした食育の推進 保育課 現状どおり推進  

公私保育園栄養士給食懇談会の開催 保育課 現状どおり推進  

 

【基本方針３】地産地消を通じた食育の推進 

（１）農業拠点施設の整備と活用 

関連事業等 担当課 方向性 備考 

農業拠点施設維持管理事業 

（旧 農業拠点施設整備事業） 
農政課 現状どおり推進 事業名を変更 

 

（２）我孫子産農産物をとる市民を増やすための情報提供の充実 

（あびこエコ農産物の普及・ＰＲ） 

関連事業等 担当課 方向性 備考 

後期離乳食教室（再掲） 健康づくり支援課 現状どおり推進  

地域商店と連携した食品表示の推進（検討） 

（再掲） 
健康づくり支援課 現状どおり推進  

あびこ型「地産地消」推進協議会の充実 農政課 現状どおり推進  

有機栽培等農業者支援事業 農政課 現状どおり推進  

農業拠点施設整備事業（再掲） 農政課 現状どおり推進  

消費者・市民の購入促進、商工業者の活用支援 
農政課 

商業観光課 
現状どおり推進  

 

（３）農家開設型ふれあい体験農園の支援 

関連事業等 担当課 方向性 備考 

農家開設型ふれあい体験農園事業 農政課 現状どおり推進  

市民農園維持管理事業 農政課 現状どおり推進  

農業者と市民との交流の促進 農政課 現状どおり推進  
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（４）農業体験への参加を通した、我孫子産農産物に愛着を持つ市民の育成（援農ボランテ

ィアの育成・増員） 

関連事業等 担当課 方向性 備考 

あびこ型「地産地消」推進協議会の充実（再掲） 農政課 現状どおり推進  

援農ボランティアの拡充と活用促進 農政課 現状どおり推進  

自然環境の保全再生に向けた維持管理作業 手賀沼課 現状どおり推進  

 

重点施策３ 歯と口腔の健康づくりの推進 

【基本方針】全てのライフステージにおけるむし歯予防対策及び歯周病対策等歯と口腔の健康づくりの推進  

（１）市と医療機関や関連機関等との連携体制の充実 

関連事業等 担当課 方向性 備考 

歯と口腔の健康づくりに関する情報収集 健康づくり支援課 現状どおり推進  

連携体制の構築 

健康づくり支援課 

高齢者支援課 

保育課 

学校教育課 

国保年金課 

障害福祉支援課 

こども発達センター 

生涯学習課 

現状どおり推進  

 

（２）歯と口腔の疾患の予防及び早期発見のための歯科健康診査の充実 

関連事業等 担当課 方向性 備考 

妊婦歯科健康診査 健康づくり支援課 拡充 
※時期未定 

健診内容の充実 

１歳６か月児歯科健康診査 健康づくり支援課 現状どおり推進  

２歳８か月児歯科健康診査 健康づくり支援課 現状どおり推進  

３歳児歯科健康診査 健康づくり支援課 現状どおり推進  

５歳児歯科健康診査 健康づくり支援課 現状どおり推進  

保育園・幼稚園歯科健康診査 保育課 現状どおり推進  

学校歯科健康診査 学校教育課 現状どおり推進  

就学時健康診断（歯科健康診査） 学校教育課 現状どおり推進  

市民歯科健診・親子歯科相談 健康づくり支援課 現状どおり推進  

口腔がん検診 健康づくり支援課 現状どおり推進  

親っこ歯科健康診査 健康づくり支援課 現状どおり推進  

歯科口腔健康診査 

（当該年度に 76歳に到達する者） 

（旧 お口のクリーニング事業の導入検討 

（75歳以上の方）） 

国保年金課 事業手法見直し 

事業名変更平成 28 年度よ

り当該年度に 76 歳に到達

する者に対し、歯科口腔健

康診査を実施 

実施主体は、千葉県高齢者

医療広域連合 

６０２４歯科健康診査（旧 ８０２０歯科健康診

査） 
健康づくり支援課 拡充 

事業名変更 

※時期未定 

健診内容の充実 



84 

（３）市民が正しい口腔ケアによる歯周病等の予防対策・歯と口腔の健康づくりに取り組め

る環境の整備 

関連事業等 担当課 方向性 備考 

各種健（検）診時等歯科健康教育 健康づくり支援課 現状どおり推進  

歯みがき・食育指導 学校教育課 現状どおり推進  

障害者福祉センター・あらき園・こども発達セン

ター歯磨き指導 

障害福祉支援課 

こども発達センター 

健康づくり支援課 

現状どおり推進 

 

地域活動支援センター歯磨き指導 
障害福祉支援課・

健康づくり支援課 
現状どおり推進 

 

千葉県立特別支援学校歯磨き指導（講師派遣） 健康づくり支援課 現状どおり推進  

電話・来所相談（歯科相談） 健康づくり支援課 現状どおり推進  

インターネットを活用した健康相談（歯科） 健康づくり支援課 統合 電話・来所相談に統合 

しあわせママパパ学級 健康づくり支援課 現状どおり推進  

歯周疾患予防教室 健康づくり支援課 現状どおり推進  

出前講座の運営（再掲） 
健康づくり支援課 

生涯学習課 
現状どおり推進 

 

介護職員等への歯科指導 
健康づくり支援課 

高齢者支援課 
事業手法検討 実施検討 

 

（４）フッ化物応用等のむし歯予防対策による歯と口腔の健康づくりの充実 

関連事業等 担当課 方向性 備考 

妊婦・新生児訪問 健康づくり支援課 現状どおり推進  

４か月児相談 健康づくり支援課 現状どおり推進  

後期離乳食教室 健康づくり支援課 現状どおり推進  

各種健（検）診時等歯科健康教育（再掲） 健康づくり支援課 現状どおり推進  

育児相談 健康づくり支援課 現状どおり推進  

保育園・幼稚園歯磨き指導 
健康づくり支援課 

保育課 
現状どおり推進 

 

歯みがき・食育指導 学校教育課 現状どおり推進  

障害者福祉センター歯磨き指導 
障害福祉支援課 

健康づくり支援課 
統合 

障害者福祉センター・あら

き園・こども発達センター

歯磨き指導に統合 

地域活動支援センター歯磨き指導（再掲） 
障害福祉支援課 

健康づくり支援課 
現状どおり推進  

障害者福祉センター・あらき園・こども発達セン

ター歯磨き指導（再掲） 

障害福祉支援課 

こども発達センター 

健康づくり支援課 

現状どおり推進  

千葉県立特別支援学校歯磨き指導（講師派遣） 

（再掲） 
健康づくり支援課 現状どおり推進  

経過観察が必要な市民への歯科指導 健康づくり支援課 現状どおり推進  

電話・来所相談（歯科相談）（再掲） 健康づくり支援課 現状どおり推進  

インターネットを活用した健康相談（歯科） 健康づくり支援課 統合 電話・来所相談に統合 

しあわせママパパ学級（再掲） 健康づくり支援課 現状どおり推進  

２歳８か月児歯科健康診査（再掲） 

（フッ化物塗布） 
健康づくり支援課 現状どおり推進  

３歳児歯科健康診査（再掲）（フッ化物塗布） 健康づくり支援課 現状どおり推進  

５歳児歯科健康診査（再掲）（フッ化物塗布） 健康づくり支援課 現状どおり推進  
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関連事業等 担当課 方向性 備考 

市民歯科健診・親子歯科相談（再掲） 

（フッ化物応用の導入検討） 
健康づくり支援課 現状どおり推進  

幼児へのフッ化物洗口の導入 
健康づくり支援課 

保育課 
現状どおり推進  

小・中学生へのフッ化物洗口の導入 
学校教育課 

健康づくり支援課 
拡充 

湖北台東小学校の実施学

年を年々拡大し、令和 3年

度は全学年を対象に実施 

また、実施校を増やす予定

（時期及び校数は未定） 

子育て支援拠点事業（正式名称） 保育課 現状どおり推進  

こども発達センターにおけるフッ化物応用の実

施 

こども発達センター 

健康づくり支援課 
現状どおり推進  

障害のある方へのフッ化物応用の普及啓発 
障害福祉支援課 

健康づくり支援課 
事業手法検討 実施検討 

出前講座の運営（再掲） 
健康づくり支援課 

生涯学習課 
現状どおり推進  

 

（５）口腔機能の維持及び向上等生涯をとおした歯と口腔の健康づくりに取り組む市民の支援 

関連事業等 担当課 方向性 備考 

電話・来所相談（歯科相談）（再掲） 健康づくり支援課 現状どおり推進  

インターネットを活用した健康相談（歯科）（再

掲） 
健康づくり支援課 統合 電話・来所相談に統合 

出前講座の運営（再掲） 
健康づくり支援課 

生涯学習課 
現状どおり推進  

健口体操普及啓発 高齢者支援課 現状どおり推進  

各種健（検）診時等歯科健康教育（再掲） 健康づくり支援課 現状どおり推進  

 

（６）食育及び生活習慣病対策において必要な歯と口腔の健康づくりの充実 

関連事業等 担当課 方向性 備考 

４か月児相談（再掲） 健康づくり支援課 現状どおり推進  

後期離乳食教室（再掲） 健康づくり支援課 現状どおり推進  

６０２４運動普及啓発活動（標語小学生の部、中

学生の部）（旧 ８０２０運動普及啓発活動） 
健康づくり支援課 現状どおり推進 

 

６０２４運動普及啓発活動（標語・作文一般の部）

（旧 ８０２０運動普及啓発活動） 
健康づくり支援課 現状どおり推進 

 

各種健（検）診時等歯科健康教育（再掲） 健康づくり支援課 現状どおり推進  

健歯コンクール 学校教育課 現状どおり推進  

図画・ポスターコンクール 学校教育課 現状どおり推進  

歯みがき・食育指導（再掲） 学校教育課 現状どおり推進  

体育・保健教育の推進 学校教育課 統合 歯磨き・食育指導に統合 

育児相談（再掲） 健康づくり支援課 現状どおり推進  

保育園・幼稚園歯磨き指導（再掲） 
健康づくり支援課 

保育課 
現状どおり推進 

 

しあわせママパパ学級（再掲） 健康づくり支援課 現状どおり推進  

出前講座の運営（再掲） 
健康づくり支援課 

生涯学習課 
現状どおり推進 
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（７）障害のある者、介護を必要とする者等の適切な歯と口腔の健康づくりの充実 

関連事業等 担当課 方向性 備考 

障害者福祉センター歯磨き指導 
障害福祉支援課 

健康づくり支援課 
統合 

障害者福祉センター・あら

き園等への歯磨き指導に

統合 

地域活動支援センター歯磨き指導（再掲） 
障害福祉支援課 

健康づくり支援課 
現状どおり推進  

千葉県立特別支援学校歯磨き指導（講師派遣） 

（再掲） 
健康づくり支援課 現状どおり推進  

障害のある方へのフッ化物応用の普及啓発 
障害福祉支援課 

健康づくり支援課 
事業手法検討 実施検討 

障害者福祉センター・あらき園等への歯磨き指導 
障害福祉支援課 

健康づくり支援課 
現状どおり推進  

介護職員等への歯科指導（再掲） 
健康づくり支援課 

高齢者支援課 
事業手法検討 実施検討 
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資料編                                   

１ 健康づくり推進協議会委員名簿                           

                         令和元年 11月１日現在 

委 員 名      委員の構成名称 所 属 

池田 紀子 
保健所等の関係行政機関を 

代表する者 

松戸健康福祉センター（松戸保健

所）地域保健課長 

岩部 弘治 
医師会等の保健医療関係団体を

代表する者 
我孫子医師会会長 

加藤 一良 
医師会等の保健医療関係団体を

代表する者 
我孫子医師会副会長 

鈴木 大雅 
医師会等の保健医療関係団体を

代表する者 

我孫子医師会理事（母子保健、小児

感染症、予防接種 担当） 

宮本 典子 
医師会等の保健医療関係団体を

代表する者 
我孫子市歯科医師会会長 

小川 英郎 
医師会等の保健医療関係団体を

代表する者 
我孫子市歯科医師会副会長 

和久井 綾子 
医師会等の保健医療関係団体を

代表する者 
我孫子市薬剤師会会長 

江畑 幸彦 
医師会等の保健医療関係団体を

代表する者 
我孫子市薬剤師会副会長 

榊原 憲樹 
地区の衛生組織、学校、事業所

等を代表する者 

我孫子市立布佐南小学校長  

地区学校代表者 

池松 孝司 
地区の衛生組織、学校、事業所

等を代表する者 
我孫子市商工会 

西田 歩 
地区の衛生組織、学校、事業所

等を代表する者 
我孫子市社会福祉協議会 

山口 久枝 
地区の衛生組織、学校、事業所

等を代表する者 

我孫子市健康づくり推進員及び食生

活改善推進員 

山田 栄一 
地区の衛生組織、学校、事業所

等を代表する者 
我孫子市スポーツ推進委員 

永嶋 久美子 学識経験者 川村学園女子大学教授 

内田 裕美 学識経験者 あびこ助産師専門学校教員 
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２ 心も身体も健康プラン推進委員会名簿                           

 令和元年 11月１日現在 

課 名 推進委員氏名 

社会福祉課長 三澤 直洋 

障害福祉支援課長 小池 斉 

高齢者支援課長 中光 啓子 

国保年金課長 小林 修 

子ども支援課長 荒井 康哲 

保育課長 星 範之 

子ども相談課長 阿部 政人 

商業観光課長 磯岡 由美 

農政課長 松本 清 

学校教育課長  ― 

指導課長 戸塚 美由紀 

生涯学習課長 菊地 統 

文化・スポーツ課長 小林 由紀夫 

健康づくり支援課長 根本 久美子 

事務局 

清水 豪人 

伊井澤 佳孝 

飯笹 智貴 

鈴木 理香 

小島 麻子 

武田 ゆかり 

増田 奈津美 

宮野 茜子 

岡 花 

千歳 真里 
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３ 計画策定過程                           

（１）健康づくり推進協議会 

 開催日 主な内容 

１ 平成 31年３月 22日（金） 健康についてのアンケートの実施 

２ 令和元年 11月 27日（水） 
我孫子市健康についての市民アンケート調査結果報告書（案） 

第２次心も身体も健康プラン中間評価報告書（案） 

３ 令和２年２月 18日（火） 
我孫子市健康についての市民アンケート調査結果報告書（案） 

第２次心も身体も健康プラン中間評価報告書（案） 

 

（２）心も身体も健康プラン推進委員会 

 開催日 主な内容 

１ 平成 31年１月 11日（金） 健康についてのアンケートの実施 

２ 令和２年１月 27日（月） 
我孫子市健康についての市民アンケート調査結果報告書（案） 

第２次心も身体も健康プラン中間評価報告書（案） 
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４ 指標一覧                           

重点施策１ 一次予防を重視した健康づくりの推進 

【基本方針１】健康づくりに取り組みやすい環境づくりの推進（人とまちの健康観） 

（１）ライフステージに合わせた情報発信による一次予防の取り組み支援 

No 項目 データソース 

1 健康寿命の延伸（男性） 健康づくり支援課 

1（新） 健康寿命の延伸（男性） 
国保データベースシステム

（KDB） 

2 健康寿命の延伸（女性） 健康づくり支援課 

2（新） 健康寿命の延伸（女性） 
国保データベースシステム

（KDB） 

3 自らの健康に気をつけている割合の増加 市民アンケート（一般）  

4 子どもの健康に気をつけている保護者の割合の増加 健康づくり支援課 

5 健康状態に満足している/自らが健康だと思う割合の増加（中高生） 市民アンケート（中高生）  

6 健康状態に満足している/自らが健康だと思う割合の増加（成人） 市民アンケート（一般）  

7 健康に関する情報や知識を得るようにしている割合の増加 市民アンケート（一般）  

8 第２次心も身体も健康プランを知っている割合の増加 
健康づくり支援課→ 

市民アンケート（一般） 

 

（２）市民、市民団体、企業の健康づくり事業への参加促進 

No 項目 データソース 

9 健康づくり事業への参加者・利用者の増加 
健康づくり支援課、文化スポー

ツ課 

10 参加後、健康について気をつけようと感じた割合の増加 健康づくり支援課 

 

（３）地域と市民がつながる環境づくりの充実 

No 項目 データソース 

11 高齢者クラブ会員数の増加 高齢者支援課 

12 きらめきデイサービスの利用者数の増加 高齢者支援課 

13 お休み処の１日平均利用者数の増加 高齢者支援課 

14 地域とのつながりが強い方だと感じる割合の増加 市民アンケート（一般）  

 

（４）介護要因を知り、自ら一次予防対策に取り組む市民に対する支援の充実 

No 項目 データソース 

15 要介護認定率の増加の抑制 高齢者支援課 

 

【基本方針２】望ましい食生活の推進（栄養・食生活） 

（１）市民が適正体重を維持するための支援の充実 

（２）栄養バランスのよい食事をする取り組みへの支援（１日３食とる・野菜摂取・減塩） 

No 項目 データソース 

16 標準体型の成人の割合（特定健康診査） 特定健康診査 

17 標準体型の成人の割合（市民アンケート） 市民アンケート（一般） 

18 成人の肥満割合の減少（特定健康診査） 特定健康診査 

19 成人の肥満割合の減少（市民アンケート） 市民アンケート（一般） 
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No 項目 データソース 

20 40歳代 50歳代男性の肥満割合の減少（特定健康診査） 特定健康診査 

21 40歳代 50歳代男性の肥満割合の減少（市民アンケート） 市民アンケート（一般） 

22 20歳代女性のやせの割合の減少（市民アンケート） 市民アンケート（一般） 

23 40歳代～60歳代女性の肥満割合の減少（特定健康診査） 特定健康診査 

24 40歳代～60歳代女性の肥満割合の減少（市民アンケート） 市民アンケート（一般） 

25 20歳代～60歳代男性の肥満割合の減少（市民アンケート） 市民アンケート（一般） 

26 70歳以上男性のやせ傾向の割合の減少 特定健康診査・長寿健康診査 

27 70歳以上女性のやせ傾向の割合の減少 特定健康診査・長寿健康診査 

28 肥満及びやせ傾向の児童・生徒の割合 学校教育課 

29（新） 
肥満傾向にある子どもの割合の減少（小学５年生の中等度・高度肥満傾向

児の割合 男子） 
学校教育課 

30（新） 
肥満傾向にある子どもの割合の減少（小学５年生の中等度・高度肥満傾向

児の割合 女子） 
学校教育課 

31 毎日朝食をとる子どもの割合の増加（小５） 学校教育課 

32 毎日朝食をとる子どもの割合の増加（中２） 学校教育課 

33 毎日朝食をとる子どもの割合の増加（高校） 市民アンケート（高校生）  

34 毎日朝食をとる成人の割合の増加（成人全体） 市民アンケート（一般）  

35 毎日朝食をとる成人の割合の増加（20歳代男性） 市民アンケート（一般）  

36 毎日朝食をとる成人の割合の増加（20歳代女性） 市民アンケート（一般）  

37 毎日朝食をとる成人の割合の増加（30歳代男性） 市民アンケート（一般）  

38 毎日朝食をとる成人の割合の増加（30歳代女性） 市民アンケート（一般）  

39 
主食・主菜・副菜のそろった食事を１日２回以上食べている者の割合の増

加（60歳未満） 
市民アンケート（一般）  

40 
主食・主菜・副菜のそろった食事を１日２回以上食べている者の割合の増

加（60歳以上） 
市民アンケート（一般）  

39（新） 
主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を１日２回以上ほぼ毎日食べている

者の割合の増加（成人全体） 
市民アンケート（一般）  

40（新） 
主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を１日２回以上ほぼ毎日食べている

者の割合の増加（20歳代・30歳代） 
市民アンケート（一般）  

41 
野菜料理を１日２回以上食べている者の割合の増加・２回以上（60 歳未

満） 
市民アンケート（一般）  

42 
野菜料理を１日２回以上食べている者の割合の増加・３回以上（60 歳以

上） 
市民アンケート（一般）  

43 減塩（薄味）を心がけている者の割合の増加 市民アンケート（一般）  

 

【基本方針３】運動習慣確立のための取り組みの推進（運動・身体活動） 

（１）市民が日頃から意識的に身体を動かすための取り組みの支援 

No 項目 データソース 

44 日頃から意識的にからだを動かしている者の割合の増加 市民アンケート（一般）  

45 日頃から身体活動・運動を心がける割合の増加（中高生） 市民アンケート（中高生）  

46 社会参加（就業または何らかの地域活動）をしている高齢者の割合の増加 市民アンケート（一般）  

47 週に３日以上運動やスポーツをしている割合の増加（小学生） 市民アンケート（小１・小４）  

48 運動を実施している者の割合の増加（成人） 市民アンケート（一般）  

49 
月～金の間に１日３時間以上テレビやゲームやＤＶＤを見たり聞いたり

する割合の抑制（小学生） 
市民アンケート（小１・小４）  

50 
月～金の間に１日２時間以上テレビやゲームやＤＶＤを見たり聞いたり

する割合の抑制（小学生） 
市民アンケート（小１・小４）  
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No 項目 データソース 

51 外遊びをする割合の増加（小学生） 市民アンケート（小１・小４）  

 

（２）運動習慣を持つ市民の増加を図るための環境整備と充実 

No 項目 データソース 

52 運動習慣を持つ割合の増加（成人） 市民アンケート（一般） 

 

（３）ロコモティブシンドロームの認知度向上及び予防に取り組む市民の増加を図るための情報の提供 

No 項目 データソース 

53 ロコチェックが１項目以上該当する 60歳以上の割合の減少（男性） 市民アンケート（一般）  

54 ロコチェックが１項目以上該当する 60歳以上の割合の減少（女性） 市民アンケート（一般）  

55 ロコモティブシンドロームを知っている割合の増加 市民アンケート（一般） 

 

【基本方針４】心の健康を保つための取り組みの推進（休養・心の健康） 

（１）睡眠による休養が十分に取れるようにするための情報提供 

No 項目 データソース 

56 十分に睡眠が取れていない者の割合の減少 市民アンケート（一般）  

57 学校で眠くなることがある小学生の割合の減少 市民アンケート（小１・小４）  

57（新） 午前中に眠くなることがある小学生の割合の減少 市民アンケート（小１・小４）  

58 月～金の間に８時間以上睡眠をとる割合の増加（小学生） 市民アンケート（小１・小４）  

59 休養による睡眠が取れている中高生の割合の増加 市民アンケート（中高生）  

 

（２）ストレスを解消するための情報提供 

No 項目 データソース 

60 ストレスを解消できる者の割合の増加（中高生） 市民アンケート（中高生）  

61 ストレスを解消できる者の割合の増加（成人） 市民アンケート（一般）  

 

（３）相談体制の充実及び相談窓口の情報提供 

No 項目 データソース 

62 こころの悩みを相談できる人がいる割合の増加（成人） 市民アンケート（一般）  

63 育児のことについて相談相手がいる母親の割合 健康づくり支援課 

64 保護者がゆったりとした気分で子どもと過ごす時間がある割合 健康づくり支援課 

65 育児に不安や負担を感じている保護者の割合の減少 健康づくり支援課 

66 父親が育児（や家事）に参加している割合の増加 健康づくり支援課 

67 子どもの早寝早起きを心がけている保護者の割合の増加（１歳半） 
健康づくり支援課 １歳６か月

児健診 

68 子どもの早寝早起きを心がけている保護者の割合の増加（３歳半以上） 
健康づくり支援課 ３歳児健

診、５歳児健診 

 

【基本方針５】禁煙及び受動喫煙防止の推進（たばこ） 

（１）受動喫煙についての理解促進にともなう、受動喫煙対策の充実 

No 項目 データソース 

69 
喫煙の有害性について知っている割合の増加（肺がん・ぜんそく・気管支

炎・心臓病・脳卒中・胃潰瘍・妊娠への影響・歯周病）小４ 
市民アンケート（小４）  



93 

No 項目 データソース 

70 
喫煙の有害性について知っている割合の増加（肺がん・ぜんそく・気管支炎・

心臓病・脳卒中・胃潰瘍・妊娠への影響・歯周病）中１ 
市民アンケート（中学生）  

71 
喫煙の有害性について知っている割合の増加（肺がん・ぜんそく・気管支炎・

心臓病・脳卒中・胃潰瘍・妊娠への影響・歯周病）高２ 
市民アンケート（高校生）  

72 受動喫煙の有害性を理解している割合の増加 市民アンケート（一般）  

73 喫煙が及ぼす健康影響について理解した割合の増加（肺がん） 市民アンケート（一般）  

74 喫煙が及ぼす健康影響について理解した割合の増加（ぜんそく） 市民アンケート（一般）  

75 喫煙が及ぼす健康影響について理解した割合の増加（気管支炎） 市民アンケート（一般）  

76 喫煙が及ぼす健康影響について理解した割合の増加（心臓病） 市民アンケート（一般）  

77 喫煙が及ぼす健康影響について理解した割合の増加（脳卒中） 市民アンケート（一般）  

78 喫煙が及ぼす健康影響について理解した割合の増加（胃潰瘍） 市民アンケート（一般）  

79 喫煙が及ぼす健康影響について理解した割合の増加（妊娠への影響） 市民アンケート（一般）  

80 喫煙が及ぼす健康影響について理解した割合の増加（歯周病） 市民アンケート（一般）  

81 喫煙者の減少（目標値は喫煙をやめたい人がやめた場合の喫煙率で設定）男性 市民アンケート（一般）  

82 喫煙者の減少（目標値は喫煙をやめたい人がやめた場合の喫煙率で設定）女性 市民アンケート（一般）  

83 行政機関・医療機関における分煙の徹底 健康づくり支援課 

84 妊婦や子どもの前で禁煙・分煙をしている者の割合の増加（成人） 健康づくり支援課 

 

（２）ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）など喫煙関連疾患の情報提供 

No 項目 データソース 

85 ＣＯＰＤについて知っている割合の増加 市民アンケート（一般） 

 

（３）未成年、妊婦の喫煙防止の徹底 

No 項目 データソース 

86 未成年の喫煙の割合の減少（高校生） 市民アンケート（高校生）  

87 妊娠中に喫煙をしている妊婦の割合の減少 健康づくり支援課 

 

【基本方針６】適度な飲酒を身につけるための取り組みの推進（アルコール） 

（１）適正飲酒量に関する情報提供（それに伴う多量飲酒者の減少・適正飲酒を実践する市民の増加） 

No 項目 データソース 

88 多量飲酒者の減少（男性） 市民アンケート（一般）  

89 多量飲酒者の減少（女性） 市民アンケート（一般）  

90 適正飲酒量を知っている者の割合の増加 市民アンケート（一般）  

 

（２）未成年、妊婦の飲酒防止の徹底 

No 項目 データソース 

91 妊娠中に飲酒している（た）妊婦の割合の減少 健康づくり支援課 

92 飲酒をしたことがある未成年の割合の減少（高校生） 市民アンケート（高校生）  

93 今も飲酒をする未成年の割合の減少（高校生） 市民アンケート（高校生）  

94 飲酒の有害性について知っている割合の増加（小４） 市民アンケート（小４）  

95 飲酒の有害性について知っている割合の増加（中１）アルコール依存症 市民アンケート（中学生）  

96 飲酒の有害性について知っている割合の増加（中１）肝臓病 市民アンケート（中学生）  

97 飲酒の有害性について知っている割合の増加（中１）妊娠（胎児）への影響 市民アンケート（中学生）  

98 飲酒の有害性について知っている割合の増加（中１）糖尿病 市民アンケート（中学生）  
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No 項目 データソース 

99 
飲酒の有害性について知っている割合の増加（中１）乳幼児・青

少年への発達への影響 
市民アンケート（中学生）  

100 飲酒の有害性について知っている割合の増加（中１）動脈硬化 市民アンケート（中学生）  

101 飲酒の有害性について知っている割合の増加（中１）がん 市民アンケート（中学生）  

102 飲酒の有害性について知っている割合の増加（中１）脳卒中 市民アンケート（中学生）  

103 飲酒の有害性について知っている割合の増加（中１）心臓病 市民アンケート（中学生）  

104 飲酒の有害性について知っている割合の増加（中１）歯周病 市民アンケート（中学生）  

105 
飲酒の有害性について知っている割合の増加（高２）アルコール

依存症 
市民アンケート（高校生）  

106 飲酒の有害性について知っている割合の増加（高２）肝臓病 市民アンケート（高校生）  

107 
飲酒の有害性について知っている割合の増加（高２）妊娠（胎児）

への影響 
市民アンケート（高校生）  

108 飲酒の有害性について知っている割合の増加（高２）糖尿病 市民アンケート（高校生）  

109 
飲酒の有害性について知っている割合の増加（高２）乳幼児・青

少年への発達への影響 
市民アンケート（高校生）  

110 飲酒の有害性について知っている割合の増加（高２）動脈硬化 市民アンケート（高校生）  

111 飲酒の有害性について知っている割合の増加（高２）がん 市民アンケート（高校生）  

112 飲酒の有害性について知っている割合の増加（高２）脳卒中 市民アンケート（高校生）  

113 飲酒の有害性について知っている割合の増加（高２）心臓病 市民アンケート（高校生）  

114 飲酒の有害性について知っている割合の増加（高２）歯周病 市民アンケート（高校生）  

 

【基本方針７】自らの健康を管理する取り組みの推進（健康チェック） 

（１）健診・予防接種の機会の充実 

No 項目 データソース 

115 妊婦・乳児健診受診率（妊婦健診） 健康づくり支援課 妊婦健診 

116 妊婦・乳児健診受診率（乳児健診） 健康づくり支援課 乳児健診 

117 幼児健診受診率（１歳６か月児健診） 健康づくり支援課 １歳６か月児健診 

118 幼児健診受診率（３歳児健診） 健康づくり支援課 ３歳児健診 

119 １歳までのＢＣＧ接種を終了している者の割合 健康づくり支援課 予防接種 

 

No 項目 データソース 

120 
１歳６か月までに三種混合・麻しん・風疹の予防接種を終了して

いる者の割合の増加（ＤＰＴ又はＤＰＴ－ⅠＰＶの追加接種） 
健康づくり支援課 予防接種 

121 
１歳６か月までに三種混合・麻しん・風疹の予防接種を終了して

いる者の割合の増加（麻しん風疹） 
健康づくり支援課 予防接種 

122 
健診後に事後指導を受ける必要のある者のうち、実際に受けた者

の割合（４か月児相談） 
健康づくり支援課 ４か月児相談 

123 
健診後に事後指導を受ける必要のある者のうち、実際に受けた者

の割合（１歳６か月児健診） 
健康づくり支援課 １歳６か月児健診 

124 
健診後に事後指導を受ける必要のある者のうち、実際に受けた者

の割合（３歳児健診） 
健康づくり支援課 ３歳児健診 

125 
健診後に事後指導を受ける必要のある者のうち、実際に受けた者

の割合（５歳児健診） 
健康づくり支援課 ５歳児健診 

126 かかりつけの小児科を持つ子どもの割合 健康づくり支援課 １歳６か月児健診 
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（２）特定健康診査・がん検診を受けやすい体制の整備 

No 項目 データソース 

127 特定健診受診率の増加 特定健康診査 

128※ 胃がん検診受診率の増加 健康づくり支援課 胃がん検診 

129※ 肺がん検診受診率の増加 健康づくり支援課 肺がん検診 

130※ 大腸がん検診受診率の増加 健康づくり支援課 大腸がん検診 

131※ 子宮頸がん検診受診率の増加 健康づくり支援課 子宮頸がん検診 

132※ 乳がん検診受診率の増加 健康づくり支援課 乳がん検診 

133 乳がん自己触診法を実施する者の割合の増加 健康づくり支援課 乳がん検診 

 ※がん検診の受診率の算定に当たっては、40歳から 69歳まで（子宮頸がんは 20歳から 69歳まで）を対象とする。 

 

（３）特定保健指導を利用しやすい環境の整備と充実 

No 項目 データソース 

134 特定保健指導を実施する割合の増加（終了率） 特定健康診査 

135 収縮期血圧の平均値の低下（男性） 特定健康診査 

136 収縮期血圧の平均値の低下（女性） 特定健康診査 

137 
血糖コントロール項目におけるコントロール不良者の割合（6.5％以

上の割合）の減少（男性） 
特定健康診査 

138 
血糖コントロール項目におけるコントロール不良者の割合（6.5％以

上の割合）の減少（女性） 
特定健康診査 

139 ＬＤＬコレステロール 140㎎/dl以上の者の割合の減少（男性） 特定健康診査 

140 ＬＤＬコレステロール 140㎎/dl以上の者の割合の減少（女性） 特定健康診査 

141 メタボリックシンドローム該当者・予備軍の割合の減少（男性） 特定健康診査 

142 メタボリックシンドローム該当者・予備軍の割合の減少（女性） 特定健康診査 

 

（４）がん検診精密検査受診率向上のための啓発及び受診体制の充実 

No 項目 データソース 

143※ がん検診精密検査の受診率の増加（胃がん） 健康づくり支援課 胃がん検診 

144※ がん検診精密検査の受診率の増加（大腸がん） 健康づくり支援課 大腸がん検診 

145※ がん検診精密検査の受診率の増加（肺がん） 健康づくり支援課 肺がん検診 

146※ がん検診精密検査の受診率の増加（子宮頸がん） 健康づくり支援課 子宮頸がん検診 

147※ がん検診精密検査の受診率の増加（乳がん） 健康づくり支援課 乳がん検診 

※がん検診の受診率の算定に当たっては、40歳から 69歳まで（子宮頸がんは 20歳から 69歳まで）を対象とする。 

 

重点施策２ 食育の推進 

【基本方針１】家庭・地域における食育の推進 

（１）市民が食に興味・関心を持つための情報の収集と提供 

No 項目 データソース 

148 食（食育）について興味・関心を持っている者の割合の増加 市民アンケート（一般） 

149 食事の量や内容に気をつけて食べている者の割合の増加 市民アンケート（一般）  

150 食事の時間を大切にして食べている者の割合の増加 市民アンケート（一般） 

151 おいしく・楽しく食事をしている者の割合（小学生） 学校教育課 

152 おいしく・楽しく食事をしている者の割合（中学生） 学校教育課 

153 おいしく・楽しく食事をしている者の割合（成人） 市民アンケート（一般）  

154 朝食または夕食を家族と一緒に食べる「共食」の回数の増加 市民アンケート（一般）  

155 食品ロス削減のために何らかの行動をしている者の割合（成人） 市民アンケート（一般） 
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（２）市民が望ましい食生活を実践し、健康を維持・増進するための機会の創出と情報提供 

No 項目 データソース 

再掲 16 標準体型の成人の割合（特定健康診査） 特定健康診査 

再掲 17 標準体型の成人の割合（市民アンケート） 市民アンケート（一般） 

再掲 18 成人の肥満割合の減少（特定健康診査） 特定健康診査 

再掲 19 成人の肥満割合の減少（市民アンケート） 市民アンケート（一般） 

再掲 20 40歳代 50歳代男性の肥満割合の減少（特定健康診査） 特定健康診査 

再掲 21 40歳代 50歳代男性の肥満割合の減少（市民アンケート） 市民アンケート（一般） 

再掲 22 20歳代女性のやせの割合の減少（市民アンケート） 市民アンケート（一般） 

再掲 23 40歳代～60歳代女性の肥満割合の減少（特定健康診査） 特定健康診査 

再掲 24 40歳代～60歳代女性の肥満割合の減少（市民アンケート） 市民アンケート（一般） 

再掲 25 20歳代～60歳代男性の肥満割合の減少（市民アンケート） 市民アンケート（一般） 

再掲 26 70歳以上男性のやせ傾向の割合の減少 特定健康診査・長寿健康診査 

再掲 27 70歳以上女性のやせ傾向の割合の減少 特定健康診査・長寿健康診査 

再掲 28 肥満及びやせ傾向の児童・生徒の割合 学校教育課 

再掲 29（新） 
肥満傾向にある子どもの割合の減少（小学５年生の中等度・高度肥

満傾向児の割合 男子） 
学校教育課 

再掲 30（新） 
肥満傾向にある子どもの割合の減少（小学５年生の中等度・高度肥

満傾向児の割合 女子） 
学校教育課 

再掲 31 毎日朝食をとる子どもの割合の増加（小５） 学校教育課 

再掲 32 毎日朝食をとる子どもの割合の増加（中２） 学校教育課 

再掲 33 毎日朝食をとる子どもの割合の増加（高校） 市民アンケート（高校生）  

再掲 34 毎日朝食をとる成人の割合の増加（成人全体） 市民アンケート（一般）  

再掲 35 毎日朝食をとる成人の割合の増加（20歳代男性） 市民アンケート（一般）  

再掲 36 毎日朝食をとる成人の割合の増加（20歳代女性） 市民アンケート（一般）  

再掲 37 毎日朝食をとる成人の割合の増加（30歳代男性） 市民アンケート（一般）  

再掲 38 毎日朝食をとる成人の割合の増加（30歳代女性） 市民アンケート（一般）  

再掲 39 
主食・主菜・副菜のそろった食事を１日２回以上食べている者の割

合の増加（60歳未満） 
市民アンケート（一般）  

再掲 40 
主食・主菜・副菜のそろった食事を１日２回以上食べている者の割

合の増加（60歳以上） 
市民アンケート（一般）  

再掲 39（新） 
主食・主菜・副菜のそろった食事を１日２回以上ほぼ毎日食べてい

る者の割合の増加（成人全体） 
市民アンケート（一般）  

再掲 40（新） 
主食・主菜・副菜のそろった食事を１日２回以上ほぼ毎日食べてい

る者の割合の増加（20歳代・30歳代） 
市民アンケート（一般）  

再掲 41 
野菜料理を１日２回以上食べている者の割合の増加・２回以上（60

歳未満） 
市民アンケート（一般）  

再掲 42 
野菜料理を１日２回以上食べている者の割合の増加・３回以上（60

歳以上） 
市民アンケート（一般）  

再掲 43 減塩（薄味）を心がけている者の割合の増加 市民アンケート（一般）  

 

（３）市民が食品表示や栄養成分表示等を活用できる環境の整備 

No 項目 データソース 

156 
購入時、安心して食品を購入するために食品表示を活用している者

の割合の増加 
健康づくり支援課 

157 栄養成分表示を食生活に活用している者の割合の増加 市民アンケート（一般）  
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【基本方針２】次世代育成のための食育の推進（家庭）（教育現場等） 

（１）家庭で共に食卓を囲み、食文化等を保護者から子どもに伝えるための情報提供 

No 項目 データソース 

158 
家族で食卓を囲むことを通じ食の大切さや食文化を子どもに伝える

ように心がける保護者の割合の増加 

健康づくり支援課→市民アンケート

（小１） 

159 
夕食をたいてい誰かと食べる子どもの割合の増加（一人で食事をす

る子どもの減少）（小５） 

「子育て」「子育ち」環境等に関する

総合調査（小５）→市民アンケート

（小４） 

160 
夕食をたいてい誰かと食べる子どもの割合の増加（一人で食事をす

る子どもの減少）（中２） 

「子育て」「子育ち」環境等に関する

総合調査（中２）→市民アンケート

（中１） 

161 
夕食をたいてい誰かと食べる子どもの割合の増加（一人で食事をす

る子どもの減少）（高２） 

「子育て」「子育ち」環境等に関する

総合調査→市民アンケート（高２） 

162 旬を意識した食生活を送っている保護者の割合の増加 
健康づくり支援課→市民アンケート

（小１） 

 

（２）望ましい食習慣を子どもの頃から身につける機会の創出 

No 項目 データソース 

再掲 148 食（食育）について興味・関心を持っている者の割合の増加 市民アンケート（一般） 

 

（３）保育活動や教育活動を通じた食育の推進 

No 項目 データソース 

163 食に関する指導の全体計画を作成している学校の割合 学校教育課 

 

（４）給食を通じた食育の推進 

No 項目 データソース 

164 給食における和食の割合 学校教育課 

165 残菜率の減少（牛乳） 学校教育課 

166 残菜率の減少（主食） 学校教育課 

167 残菜率の減少（主菜） 学校教育課 

168 残菜率の減少（副菜） 学校教育課 

169 残菜率の減少（汁物） 学校教育課 

170 残菜率の減少（デザート） 学校教育課 

171 学校給食で使用する我孫子産農産物の重量 学校教育課 

172 我孫子産野菜の使用割合 学校教育課 

173 我孫子産米の使用認知度（小学校） 学校教育課 

174 我孫子産米の使用認知度（中学校） 学校教育課 

175 我孫子産野菜の使用認知度（小学校） 学校教育課 

176 我孫子産野菜の使用認知度（中学校） 学校教育課 

 

（５）体験活動を取り入れた効果的な食育の推進 

No 項目 データソース 

177 地場産物を活用した体験活動を実施した学校の割合 学校教育課 

178 郷土料理や行事食等を活用した体験活動を実施した学校の割合 学校教育課 

179 生活科及び家庭科以外で体験活動を実施した学校の割合 学校教育課 
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（６）家庭における望ましい食習慣の実践にむけた食育の推進 

No 項目 データソース 

再掲 148 食（食育）について興味・関心を持っている者の割合の増加 市民アンケート（一般） 

180 保護者対象給食試食会を実施した学校の割合 学校教育課 

181 保護者が参加する食育の取り組みを実施した学校の割合の増加 学校教育課 

 

（７）食育推進体制の整備 

No 項目 データソース 

再掲 163 食に関する指導の全体計画を作成している学校の割合 学校教育課 

182 栄養教諭・学校栄養職員が関わる授業を実施した学校の割合の増加 学校教育課 

183 栄養教諭・学校栄養職員による授業研究会の実施回数 学校教育課 

184 食物アレルギー対応基本方針の学校職員への周知割合 学校教育課 

 

【基本方針３】地産地消を通じた食育の推進 

（１）農業拠点施設の整備と活用 

No 項目 データソース 

185 １日あたりの農産物直売所の客数 農政課 

 

（２）我孫子産農産物をとる市民を増やすための情報提供の充実（あびこエコ農産物の普及・ＰＲ） 

No 項目 データソース 

186 「ちばエコ農産物」栽培の認証を受けた農業者数 農政課 

187 市独自の「あびこエコ農産物」の認証（20％以上削減）を受けた農業者数 農政課 

188 「ちばエコ農産物」栽培の認証を受けた品目数 農政課 

189 あびこ型「地産地消」推進協議会会員数 農政課 

190 地域で採（獲）れた食材を食べている児童生徒の割合 学校教育課 

 

（３）農家開設型ふれあい体験農園の支援 

No 項目 データソース 

191 農家開設型ふれあい体験農園の利用者数 農政課 

 

（４）農業体験への参加を通した、我孫子産農産物に愛着を持つ市民の育成（援農ボランティアの育成・増員） 

No 項目 データソース 

192 市内の学校による農業体験の参加校数 学校教育課 

再掲 189 あびこ型「地産地消」推進協議会会員数 農政課 

193 援農ボランティアの登録者数 農政課 

194 市民公募による無農薬米づくり参加者数 手賀沼課 
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重点施策３ 歯と口腔の健康づくりの推進 

【基本方針】全てのライフステージにおけるむし歯予防対策及び歯周病対策等歯と口腔の健康づくりの推進 

（１）市と医療機関や関連機関等との連携体制の充実 

（２）歯と口腔の疾患の予防及び早期発見のための歯科健康診査の充実 

No 項目 データソース 

195 妊婦歯科健康診査の受診率の向上 健康づくり支援課 妊婦歯科健診 

196 １歳６か月児におけるむし歯がある割合の減少 健康づくり支援課 １歳６か月児健診 

197 ２歳８か月児におけるむし歯がある割合の減少 
健康づくり支援課 ２歳８か月児歯科

健診 

198 ３歳児でう蝕のある者の割合の減少 健康づくり支援課 ３歳児健診 

199 ５歳児におけるむし歯がある割合の減少 健康づくり支援課 ５歳児健診 

200 ３歳６か月児における一人平均むし歯本数の減少 健康づくり支援課 ３歳児健診 

201 12歳児における一人平均むし歯数（男子） 学校教育課 

202 12歳児における一人平均むし歯数（女子） 学校教育課 

203 12歳児でむし歯のない者の割合の増加（男子） 学校教育課 

204 12歳児でむし歯のない者の割合の増加（女子） 学校教育課 

205 小中学生の歯肉の状態に異常がある者の割合の減少（小６男子） 学校教育課 

206 小中学生の歯肉の状態に異常がある者の割合の減少（小６女子） 学校教育課 

207 小中学生の歯肉の状態に異常がある者の割合の減少（中３男子） 学校教育課 

208 小中学生の歯肉の状態に異常がある者の割合の減少（中３女子） 学校教育課 

209 ３歳児で不正咬合等が認められる者の割合の減少 健康づくり支援課 ３歳児健診 

210 
児童生徒において過去１年間に個別的に歯と口腔の清掃指導を

受けたことのある者の割合の増加（小５） 
学校教育課 

211 6024歯科健康診査受診者数の増加 健康づくり支援課 6024歯科健康診査 

212 口腔がん検診受診者数の増加 健康づくり支援課 口腔がん検診 

 

（３）市民が正しい口腔ケアによる歯周病等の予防対策・歯と口腔の健康づくりに取り組める環境の整備 

No 項目 データソース 

213 
毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者の割合の増加（１歳

６か月児） 
健康づくり支援課 １歳６か月児健診 

214 
毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者の割合の増加（２歳

８か月児） 

健康づくり支援課 ２歳８か月児歯科

健診 

215 
毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者の割合の増加（３歳

児） 
健康づくり支援課 ３歳児健診 

216 
毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者の割合の増加（５歳

児） 
健康づくり支援課 ５歳児健診 

217 
小中学生の歯垢の付着がある者の割合の減少（小学校低学年男

子） 
学校教育課 

218 
小中学生の歯垢の付着がある者の割合の減少（小学校低学年女

子） 
学校教育課 

219 
小中学生の歯垢の付着がある者の割合の減少（小学校高学年男

子） 
学校教育課 

220 
小中学生の歯垢の付着がある者の割合の減少（小学校高学年女

子） 
学校教育課 

221 小中学生の歯垢の付着がある者の割合の減少（中学生男子） 学校教育課 

222 小中学生の歯垢の付着がある者の割合の減少（中学生女子） 学校教育課 

223 
週１回以上、鏡を見ながら歯を磨いたり、鏡で自分の歯や歯肉の

状態を観察する習慣を持つ割合の増加（小学生） 
学校教育課 
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No 項目 データソース 

224 
週１回以上、鏡を見ながら歯を磨いたり、鏡で自分の歯や歯肉の

状態を観察する習慣を持つ割合の増加（中学生） 
学校教育課→市民アンケート（中学生） 

225 
歯間部清掃用具を使用している者の割合の増加（中１：毎日／と

きどき合計） 
市民アンケート（中学生）  

226 歯間部清掃用具を使用している者の割合の増加（20歳代） 市民アンケート（一般）  

227 歯間部清掃用具を使用している者の割合の増加（30歳代） 市民アンケート（一般）  

228 歯間部清掃用具を使用している者の割合の増加（40歳代） 市民アンケート（一般）  

229 歯間部清掃用具を使用している者の割合の増加（50歳代） 市民アンケート（一般）  

230 歯間部清掃用具を使用している者の割合の増加（60歳代） 市民アンケート（一般）  

231 
過去１年以内に定期健診に行き、歯石除去や歯面清掃を受けたこ

とがあるものの割合の増加（30歳代） 
健康づくり支援課 6024歯科健康診査 

232 
過去１年以内に定期健診に行き、歯石除去や歯面清掃を受けたこ

とがあるものの割合の増加（40歳代） 
健康づくり支援課 6024歯科健康診査 

233 
過去１年以内に定期健診に行き、歯石除去や歯面清掃を受けたこ

とがあるものの割合の増加（50歳代） 
健康づくり支援課 6024歯科健康診査 

234 
過去１年以内に定期健診に行き、歯石除去や歯面清掃を受けたこ

とがあるものの割合の増加（60歳代） 
健康づくり支援課 6024歯科健康診査 

235 進行した歯周炎を有する者の割合の減少（30歳代） 健康づくり支援課 6024歯科健康診査 

236 進行した歯周炎を有する者の割合の減少（40歳代） 健康づくり支援課 6024歯科健康診査 

237 進行した歯周炎を有する者の割合の減少（50歳代） 健康づくり支援課 6024歯科健康診査 

238 進行した歯周炎を有する者の割合の減少（60歳代） 健康づくり支援課 6024歯科健康診査 

 

（４）フッ化物応用等のむし歯予防対策による歯と口腔の健康づくりの充実 

No 項目 データソース 

239 
２歳８か月までにフッ化物歯面塗布を受けたことのある者の割

合の増加 

健康づくり支援課 ２歳８か月児歯科

健診 

240 
３歳までにフッ化物歯面塗布を受けたことのある者の割合の増

加 
健康づくり支援課 ３歳児健診 

241 
５歳までにフッ化物歯面塗布を受けたことのある者の割合の増

加 
健康づくり支援課 ５歳児健診 

242 
保護者がフッ化物の利用を意識している割合の増加（１歳６か月

児） 
健康づくり支援課 １歳６か月児健診 

243 
保護者がフッ化物の利用を意識している割合の増加（２歳８か月

児） 

健康づくり支援課 ２歳８か月児歯科

健診 

244 保護者がフッ化物の利用を意識している割合の増加（３歳児） 健康づくり支援課 ３歳児健診 

245 保護者がフッ化物の利用を意識している割合の増加（５歳児） 健康づくり支援課 ５歳児健診 

246 歯磨き剤を使用している者の割合の増加 健康づくり支援課 各種健（検）診等 

247 学童期・思春期に歯磨き剤を使用している割合の増加（中学生） 市民アンケート（中学生）  

248 学童期・思春期に歯磨き剤を使用している割合の増加（高校生） 市民アンケート（高校生）  

249 フッ素洗口実施園数の増加 健康づくり支援課 

 

（５）口腔機能の維持及び向上等生涯をとおした歯と口腔の健康づくりに取り組む市民の支援 

No 項目 データソース 

250 60歳代における咀嚼良好者の割合の増加 
健康づくり支援課 6024 歯科健康

診査、口腔がん検診 

251 歯周病と誤嚥性肺炎との関係を理解している割合の増加（64歳まで） 
健康づくり支援課 6024 歯科健康

診査、口腔がん検診 
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No 項目 データソース 

252 歯周病と誤嚥性肺炎との関係を理解している割合の増加（65歳以上） 
健康づくり支援課 6024 歯科健康

診査、口腔がん検診 

253 歯周病と低体重児出産との関係を理解している割合の増加（妊婦） 健康づくり支援課 妊婦歯科健診 

254 歯周病と低体重児出産との関係を理解している割合の増加（成人） 市民アンケート（一般）  

255 
歯周病と循環器（心内膜炎・動脈硬化等）との関係を理解している割

合の増加 

健康づくり支援課 6024 歯科健康

診査、口腔がん検診 

256 歯周病と脳（脳卒中など）との関係を理解している割合の増加 
健康づくり支援課 6024 歯科健康

診査、口腔がん検診 

257 歯周病と代謝異常（糖尿病など）との関係を理解している割合の増加 
健康づくり支援課 6024 歯科健康

診査、口腔がん検診 

258 
固い物やかみごたえのあるものなど噛みにくいものが食べられない高

齢者の割合の低減 

高齢者支援課→健康づくり支援課 

6024歯科健康診査 

259 食事の時に食べこぼしや水分でむせることがある高齢者の割合の減少 
高齢者支援課→健康づくり支援課 

6024歯科健康診査 

260 口臭や口の渇きが気になる高齢者割合の減少 
高齢者支援課→健康づくり支援課 

6024歯科健康診査 

261 80歳で 20本以上歯を有する者の割合の増加 市民アンケート（一般）  

 

（６）食育及び生活習慣病対策において必要な歯と口腔の健康づくりの充実 

No 項目 データソース 

262 
間食として甘味食品・飲料を１日３回以上飲食する習慣を持つ者の割

合の減少（１歳６か月児） 

健康づくり支援課 １歳６か月児

健診 

263 
間食として甘味食品・飲料を１日３回以上飲食する習慣を持つ者の割

合の減少（２歳８か月児） 

健康づくり支援課 ２歳８か月児

歯科健診 

264 
間食として甘味食品・飲料を１日３回以上飲食する習慣を持つ者の割

合の減少（３歳児） 
健康づくり支援課 ３歳児健診 

265 
間食として甘味食品・飲料を１日３回以上飲食する習慣を持つ者の割

合の減少（５歳児） 
健康づくり支援課 ５歳児健診 

再掲 253 歯周病と低体重児出産との関係を理解している割合の増加（妊婦） 健康づくり支援課 妊婦歯科健診 

再掲 254 歯周病と低体重児出産との関係を理解している割合の増加（成人） 市民アンケート（一般）  

266 よく噛んで食べることを心がけている割合の増加（小５） 学校教育課 

267 よく噛んで食べることを心がけている割合の増加（小１） 市民アンケート（小１）  

268 よく噛んで食べることを心がけている割合の増加（小４） 市民アンケート（小４）  

269 よく噛んで食べることを心がけている割合の増加（中１） 市民アンケート（中学生）  

270 よく噛んで食べることを心がけている割合の増加（高２） 市民アンケート（高校生）  

271 よく噛んで食べることを心がけている割合の増加（30歳代） 市民アンケート（一般）  

272 よく噛んで食べることを心がけている割合の増加（40歳代） 市民アンケート（一般）  

273 よく噛んで食べることを心がけている割合の増加（50歳代） 市民アンケート（一般）  

274 よく噛んで食べることを心がけている割合の増加（60歳代） 市民アンケート（一般）  

 

（７）障害のある者、介護を必要とする者等の適切な歯と口腔の健康づくりの充実 

No 項目 データソース 

275 障害者支援施設及び児童発達支援事業所における歯磨き指導実施施設数の増加 健康づくり支援課 

276 障害者支援施設及び児童発達支援事業所におけるフッ化物応用実施者数の増加 健康づくり支援課 

277 障害者支援施設及び児童発達支援事業所での定期的な歯科健診実施者数の増加 健康づくり支援課 

278 介護老人福祉施設及び介護老人保健施設での定期的な歯科健診実施 健康づくり支援課 
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５ 用語集                           

あ行 

悪性新生物 悪性腫瘍のことをいい、がんや肉腫など。 

我孫子市第三次総合計画 

市のまちづくりの最も基本となる計画であり、将来のあるべき姿を示

すもの。基本構想、基本計画、実施計画の３つの計画から構成されて

いる。 

あびこ型「地産地消」推進 

協議会 

市における安全・安心、新鮮な農産物の「地産地消」を推進するため、

農家、消費者・市民、市およびＪＡちば東葛が連携して、「豊かで住み

よい“農あるまちづくり”」を追究した活動を行っている。 

一次予防 

健康増進・疾病予防・特殊予防。生活習慣の改善、生活環境の改善、健

康教育による健康増進を図り、予防接種による疾病の発生予防、事故

防止による傷害の発生を予防すること。 

栄養成分表示 食品に含まれる栄養成分の表示。 

エジンバラ産後うつ質問票 

（ＥＰＤＳ） 
産後うつ病のスクリーニング票として英国で開発されたもの。 

 

か行 

片側Ｐ値 

片側検定におけるＰ値のこと。統計的検定では、帰無仮説を棄却する

際の棄却域が両側で考える場合（両側検定）と片側で考える場合（片

側検定）がある。 

加熱式たばこ 
たばこ葉やその加工品を電気的に加熱し、発生させたニコチンを吸入

するたばこ製品。 

肝炎ウイルスフォローアップ

事業 

肝炎ウイルスに感染された方に対し、検査の受診状況等を定期的に確

認する事業のこと。 

共食 

家族や仲間などと一緒に食卓を囲むこと。食事をとりながらコミュニ

ケーションを図ることにより、食事の楽しさ、マナー、挨拶、食にか

かわる基礎を身につけられると考えられている。 

健康増進施策推進・評価のた

めの健康・栄養調査データ活

用マニュアル 

厚生労働科学研究費補助金循環器疾患等生活習慣病対策総合研究事業

として国立保健医療科学院が作成したマニュアル。 

国勢調査 

日本に住んでいるすべての人と世帯を対象とする国の最も重要な統計

調査。人口・産業・職業等の様々な調査の結果は、国や地方公共団体

の行政施策のほか、民間企業等でも様々な場面で利用される。 

国保データベース（ＫＤＢ）

システム 

国保連合会が管理する「特定健診・特定保健指導」、「医療（後期高齢

者医療含む）」、「介護保険」等に係る情報を利活用し、統計情報等を保

険者向けに提供することで、保険者の効率的かつ効果的な保健事業の

実施をサポートすることを目的として構築されたシステム。 

コ－ホート変化率法 
各コーホートについて、過去における実績人口の動勢から「変化率」

を求め、それに基づき将来人口を推計する方法。 

 

 



103 

さ行 

産後うつ 
出産後に起こる生活環境の変化や責任の増大などにより、女性やその

夫が抑うつ状態になること。 

終了率（特定保健指導） 
特定保健指導対象者のうち、既定の特定保健指導を途中脱落すること

なく終了できた者の割合。 

食育 

全ての人が、生涯を通した健全な食生活の実現や食文化の継承、健康

の確保が図れるよう、自らの食について考える習慣や食に関する様々

な知識と食を選択する判断力を身につけるための学習等の取り組みの

こと。 

食品ロス 本来食べられるのに捨てられてしまう食品のこと。 

総合型地域スポーツクラブ 
全ての世代の人々が近隣の学校や公共施設を活用しながら生涯を通し

て多種目のスポーツに親しめる環境づくりをしている非営利組織。 

 

た行 

ちばエコ農産物 
農薬や化学肥料の使用量を通常の半分以下に減らして栽培された農産

物で、「ちばエコ農産物」の認証を受けたもの。 

長寿健康診査 
後期高齢者医療制度被保険者を対象に実施している健診。内容は特定

健康診査に準ずる。 

適正飲酒量 

厚生労働省は「健康日本 21」の中で「節度ある適度な飲酒」を「通常

のアルコール代謝能を有する日本人においては、節度ある適度な飲酒

として、1日平均純アルコールで 20g程度」と定義している。 

適正体重 身長（ｍ）×身長（ｍ）×22で算出する体重のこと。 

統計的有意差検定 
有意差あり／有意差なしという結論を得るための方法。 

※Ｚ検定を採用 

特定健康診査 
我孫子市の国民健康保険被保険者に対し実施するメタボリックシンド

ロームに着目した健康診査。 

特定保健指導 

特定健康診査の結果から、生活習慣病の発症リスクが高い者に対し、

医師や保健師、管理栄養士等が対象者一人一人の身体状況に合わせた

生活習慣を見直すための継続的な半年にわたるサポート（指導）を行

う。リスクの程度に応じて、動機付け支援と積極的支援がある。（より

リスクが高い方が積極的支援） 

 

な行 

認知症高齢者の日常生活 

自立度Ⅱ 

認知症高齢者の日常生活自立度判定基準Ⅱであり、日常生活に支障を

きたすような症状・行動や意志疎通の困難さが多少見られても、誰か

が注意していれば自立できる状態のこと。 

農家開設型ふれあい体験農園 農家自身が開設・運営し、市民が利用できる農園。 

 

は行 

フッ化物 
フッ素を含む化合物のこと。むし歯予防に利用されるのは、主にフッ

化ナトリウムやリン酸酸性フッ化ナトリウムなどである。 
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は行 

フッ素洗口事業 

幼児のむし歯を予防し、健やかな成長を促すとともに歯科保健に対する

意識の向上を目的として、市内保育園・幼稚園のうがいができる４～５

歳児に対して、平成 25 年度より市が行っている事業のこと。フッ化物

水溶液を用いてブクブクうがいを行い、歯のエナメル質表面にフッ化物

を作用させて、虫歯を予防する方法である。学校や職場では、公衆衛生

アプローチとして集団単位で実施されるため集団フッ化物洗口と呼ば

れることもある。 

フレイル 
加齢とともに筋力や認知機能などが低下し、生活機能障害・要介護状態、

死亡などの危険性が高くなった状態のこと。 

平均寿命 
０歳時の平均余命のことで、一般的に知られている平均寿命は、国勢調

査、人口動態統計等を用いて算出された「０歳時点の平均余命」です。 

平均余命 

ある年齢の人が、その後何年生きられるかという期待値のことです。本

計画で掲載している平均余命は、国保データベースシステム（ＫＤＢ）

により算出される０歳時点の平均余命です。 

 

ま行 

松戸圏域地域・職域連携 

推進協議会 

松戸保健所圏域の管内（以下「管内」という。）の地域保健と職域保健が

連携し、生活習慣病の予防と健康寿命の延伸を図るために、管内の行政

機関、事業所及び医療保険者等の関係者が、相互の情報交換を行い、保

健事業に関する共通認識のもと、それぞれが有する保健医療資源を相互

活用、又は保健事業の共同実施等により、地域特性に応じた協力体制に

よる継続的な健康管理が可能となるよう体制を構築することを目的と

して、千葉県地域・職域連携推進事業実施要綱第３（３）の規定により、

設置された保健所圏協議会のこと。 

メタボリックシンドローム 
内臓肥満に高血圧・高血糖・脂質代謝異常が組み合わさることにより、

心臓病や脳卒中などになりやすい病態のこと。 

 

や行 

有意差 統計上、ある事柄の起こる確率が有意水準未満であること。 

 

ら行 

ロコモティブシンドローム 

主に加齢により骨・関節・筋肉といった運動器の機能が衰えることによ

り、日常生活での移動能力が低下し、介護が必要になったり、寝たきり

になったりする可能性が高い状態のこと。 

 

数字/英字 

ＣＯＰＤ 

（慢性閉塞性肺疾患） 

主として長期の喫煙によっておこる肺の炎症性の病気です。主症状はせ

き、たん、息切れで、徐々に呼吸障害が進行します。禁煙による予防と

早期治療が重要です。 
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