
資料３　　「健康ちちぶ２１（第２次）」目標達成に向けての取り組み
現状値 目標値 今後の課題 主な取り組み

【最終目標】 1
男性　１７．４８年
女性　２０．６０年

男性　１７．５７年
女性　２０．６０年

本計画のすべての施策及びそれぞれの
役割の実施

【目標】 2

男性　１７０．６人
女性　　８６．５人

男性　１５０．３人
女性　　７６．２人

年齢調整死亡率は減少している。さらな
る減少に向けて、がん検診受診率の向上
と継続受診を推進し、早期発見・早期治
療につなげていく必要がある。

・がん検診受診率の向上
・継続受診の推進
・チラシ、ポスター等での啓発
・特定健診や乳幼児健診等他の健診時
に周知、啓発
・健康教育等での啓発
・他部署との連携

3

男性　４３．３人
女性　２７．１人

男性　５８．７人
女性　３０．９人

男女ともに、目標値を達成した。さらなる
減少に向けて、脳血管疾患の危険因子
である高血圧の改善を図る必要がある。

・高血圧者への受診勧奨、保健指導の強
化
・高血圧の病態、減塩、血圧の自己測定
に関する健康教育の実施

4

男性　７７．３人
女性　４１．７人

男性　６８．２人
女性　４８．９人

女性は目標値を達成した。男性は改善傾
向にはあるが、目標達成には至らなかっ
た。改善に向けて、虚血性心疾患の危険
因子である高血圧の改善を図る必要が
ある。

・高血圧者への受診勧奨、保健指導の強
化
・高血圧の病態、減塩、血圧の自己測定
に関する健康教育の実施

１０人 減少傾向へ

３．６人 減少傾向へ

【施策目標】 6

男性　１３１mmHg
女性　１２９mmHg

男性　１２５mmHg
女性　１２２mmHg

食塩摂取に関する指標（うどん・そば等の
汁を半分残す人、減塩を意識する人の
割合の増加）については改善がみられて
いるにも関わらず、血圧の平均値は上昇
している。このことから、健診の精密検査
未受診者（未治療者）が増えている可能
性がある。医療機関への受診勧奨を行
い、未治療者を減らして行く必要がある。
また、血圧のコントロールのためには、日
頃からの血圧自己測定が重要であるた
め、その重要性を意識し、実施して行くよ
う啓発する必要がある。

・高血圧者への受診勧奨、保健指導の強
化
・高血圧の病態、減塩、血圧の自己測定
に関する健康教育の実施

7

男性　　７．７％
女性　１３．３％

男性　　８．８％
女性　１５．２％

男女ともに目標値を達成した。脂質異常
症は脳血管疾患や虚血性心疾患の危険
因子であるため、さらなる減少に向けた
取り組みが必要である。

・脂質異常症者への受診勧奨、保健指導
の強化
・健康教育の実施

8

該当者　１８．５％
予備群　　９．７％

該当者　１０．５％
予備群　　６．５％

メタボリックシンドロームの予備群は減少
傾向にあるが、該当者は増加している。
また、40～64歳の肥満者の割合も大幅に
増加している。このことから、働き世代の
肥満予防が課題である。食生活リズムの
見直しや主食・主菜・副菜をそろえた日本
型食生活の推進を図る必要がある。

・特定保健指導実施率の向上
・食生活習慣の改善に関する健康教育の
実施
→働き世代が参加しやすいよう工夫する
（休日や夜間の開催等）
・食事バランスガイドの普及、啓発

9

特定健康診査の受診率・
特定保健指導の実施率
の向上

①特定健康診査の受診率
②特定保健指導の実施率

①３７．０％
②２８．１％

①６０％
②６０％

特定健康診査受診率・特定保健指導実
施率ともに伸びているものの目標達成に
は至らなかった。受診率・実施率向上の
ための工夫した取り組みが必要である。

・健康マイレージ事業の周知を強化
・特定健診を受診しやすくする工夫
→土日等休日開催日を増やす、身近な
施設での実施、個別健診期間の延長等
・新規受診者を増やすため、健診申込書
未提出者へ受診勧奨を実施
・継続受診の推進
・チラシ、ポスター、健康推進員の声掛け
等での周知
・特定保健指導は対象者が過度の負担
を感じずに参加できる工夫が必要
→健診結果説明会時に初回面接実施、
訪問や通信を活用した指導等

10

０．９％ ０．６％

HbA1c８．４％以上の者の割合は増加傾
向にあり、それに伴い、腎臓による身体
障害者手帳交付率も微増傾向にある。健
診の精密検査対象者へ医療機関への受
診勧奨を行い、未治療者を減らすととも
に、生活習慣の改善を図る必要がある。

・糖尿病重症化予防プログラムの強化
・糖尿病治療中のハイリスク者について
も、かかりつけ医と連携し保健指導を実
施
・糖尿病の病態、生活習慣の改善に関す
る健康教育の実施
・若年からの糖尿病予防のため、学校や
母子保健分野と連携し啓発

11

①全出生数中の低出生
体重児の割合の減少

９．３％
（３６人／３８８人）

減少傾向へ

低出生体重児の割合は増加傾向にある
ため、低出生体重児の原因やリスクにつ
いての知識を普及啓発して行く必要があ
る。
妊娠が可能な世代の女性にやせのリス
クや適正体重についての知識を普及啓
発して行く必要がある。

・妊娠届出時の指導で低出生体重児の
原因についての知識を普及啓発
・マタニティ教室にて妊娠期における食生
活と適正な体重増加についての知識の
普及を継続
→より大勢の妊婦へ伝えられるよう、教
室の周知・勧奨を工夫する。
・医療機関との連携
・中学校、高校との連携

②肥満傾向にある
子どもの割合の減少

２．６％ 減少傾向へ

肥満傾向の子どもの割合は減少傾向に
ある。現状の取組を継続するとともに、食
習慣を中心とした生活習慣の基礎を築く
乳幼児期に積極的に介入をしていく必要
がある。

・乳幼児健診における栄養指導　　　　　　　　
・保育所、学校との連携　　　　　　　　

③40～64歳の肥満者（ＢＭＩ
25以上）の割合の減少
④65歳以上の低栄養
傾向者（ＢＭＩ20以下）の割合
の抑制

③２７．６％
④１６．４％

③２１．２％
④１４．１％

４０～６４歳は肥満者の割合が増加して
いる反面、６５歳以上ではやせの割合が
増加しており、壮年期は生活習慣病予
防、高齢期においてはフレイル予防が課
題となっている。バランスのよい食事や適
度な運動を基本にライフステージに応じ
た取組を強化していく必要がある。

・特定保健指導実施率の向上
・食事バランスガイドの普及、啓発
・生活習慣改善に関する健康教育の実施　　　　　

指　　標　　名

健康寿命

がんの年齢調整死亡率（10万人当たり）の減少

脳血管疾患の年齢調整死亡率(10万人当たり）の減少

虚血性心疾患の年齢調整死亡率(10万人当たり）の減少

糖尿病性腎症による年間新規透析導入患者数の減少

腎臓による身体障害者手帳交付率（人口千対）の減少

高血圧の改善

脂質異常症（LDLコレステロール１６０㎎/dl以上の者）の減
少

メタボリックシンドロームの該当者および予備群の減少

血糖コントロール指標におけるコントロール不良者（HbA1c
８.４％以上の者）の割合の減少

5

血糖コントロール不良者の割合が増加傾
向にあり、それに伴い、腎臓による身体
障害者手帳交付率も微増傾向にある。健
診の精密検査対象者へ医療機関への受
診勧奨を行い、未治療者を減らすととも
に、生活習慣の改善を図る必要がある。

・糖尿病重症化予防プログラムの強化
・糖尿病治療中のハイリスク者について
も、かかりつけ医と連携し保健指導を実
施
・糖尿病の病態、生活習慣の改善に関す
る健康教育の実施
・若年からの糖尿病予防のため、学校や
母子保健分野と連携し啓発

適正体重を維持している人
の増加（肥満、やせの減少）



現状値 目標値 今後の課題 主な取り組み指　　標　　名

12

食塩摂取量の減少
①うどん・そば等の汁を
半分残す人の割合の増加
②減塩を意識する人の
割合の増加

①６５．４％
②７６．４％

①８０％
②９０％

食塩摂取に関する指標については２項目
ともに改善がみられた。目標達成に向け
て、今後も減塩の推進を継続的に行い、
特に加工食品等に含まれる「目に見えな
い塩分」への意識づけをはかっていく必
要がある。

・特定健診・特定保健指導での啓発
・乳幼児健診、母子保健教室での啓発
・健康まつり等イベントでの試食体験
・塩分測定や味覚検査を用いた健康教育
の実施
・食生活改善推進員による家庭訪問や料
理講習の実施

野菜を積極的に食べる人の
割合の増加

９０．０％ １００％

野菜を積極的に食べる人の割合はわず
かに減少している。改善に向けて、地場
産野菜の消費促進や野菜を手軽に摂る
方法やレシピ等の普及啓発を行う必要が
ある。

・地場産野菜を使用した給食の提供
・野菜を使用したレシピの普及啓発
・特定健診・特定保健指導での啓発
・乳幼児健診、母子保健教室での啓発
・生活習慣病予防教室の実施
・食生活改善推進員による家庭訪問や料
理講習の実施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

13

８．３％ ０％

朝食を欠食する人の割合は微増傾向に
ある。特に若い世代において欠食率が高
くなっており、保育所や学校等と連携し、
子どもへの食育や保護者への意識向上
を図る必要がある。

・早寝早起き朝ごはん運動の推進
・乳幼児健診、母子保健教室での啓発
・給食だより、食育だよりの発行
・保育所、学校等での食育
・親子料理教室での啓発　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

14

８８．６％ １００％

単身世帯の増加や食の外部化等の影響
もあり、共食をする人の割合は減少して
おり、特に40歳以上の男性で少ない傾向
にある。家庭だけでなく、地域や職域おい
ても共食の機会を増やし、ライフスタイル
や年代に応じた取組を行っていく必要が
ある。

・地域での出前料理教室の実施
・食生活改善推進員による地区伝達料理
講習の実施
・親子料理教室、男性料理教室の実施
・特定健診、特定保健指導での啓発
・乳幼児健診、母子保健教室での啓発

15

８２．２％ ９５％

各年代ともにわずかに減少している。生
活習慣病予防の観点からも自分に合った
適量を知り、主食・主菜・副菜をそろえた
食事を習慣化していくことが重要である。
食事バランスガイドや栄養成分表示の活
用の仕方を普及啓発し、バランスを考え
た食品選択をする力を身につけていく必
要がある。

・食事バランスガイドの普及啓発
・飲食店での栄養成分表示の普及（保健
所との連携）
・特定健診、特定保健指導での啓発
・乳幼児健診、母子保健教室での啓発
・食生活改善推進員による家庭訪問や料
理講習の実施　　

16

意識的に身体を動かす人
の割合の増加

①20～64歳
②65歳以上

①男性　５７．７％
　 女性　５２．６％

②男性　８４．１％
 　女性　８４．８％

①男性　７１．３％
　 女性　６２．２％

②男性　９６．４％
 　女性　９７．１％

各年代・男女ともに減少傾向である。運
動不足は肥満や生活習慣病、要介護状
態を招く恐れがあるため、手軽にできる
運動や日常生活で活動量を増加させる
ためのヒント等を普及啓発していく必要が
ある。

・チラシ、ポスター等での啓発
・特定健診や乳幼児健診等他の健診時
に啓発
・運動を主とした健康教育の実施
→健康教育終了後も継続して運動を実
施できるよう支援（自主グループ化等）
→新規参加者を増やすため、健康教育
の周知、勧奨を工夫する
・他部署との連携

17

３６．９％ １５％

睡眠による休養を十分とれていない人の
割合は減少傾向にはあるが、目標達成
には至らなかった。睡眠による休養の重
要性や必要性について周知していく必要
がある。
特に20～39歳の子育て世代の6割が睡
眠による休養が十分とれていないため、
母子保健分野と連携した取り組みが必要
である。

・市民向けの睡眠講座の開催
→子育て世代が参加しやすいよう工夫す
る（子の保育つき講座の開催等）
・乳幼児健診や子育て教室での啓発
・他部署との連携

18

男性　１２．５％
女性　　４．６％

男性　１５．４％
女性　　４．３％

男性は目標値を達成できたが、女性は横
ばいである。現状の取り組みを継続・強
化するとともに、女性が参加しやすくなる
工夫が必要である。

・適正飲酒普及啓発事業の継続・強化
・女性向けの健康教育の実施

１．６％
（６人／３７５人）

０％

妊娠中に飲酒している人の割合は横ば
いである。飲酒が可能になる20歳前から
飲酒に関する健康問題についての知識
の普及啓発が必要である。また、妊娠
中・授乳中の母親に対して積極的な指導
が必要である。

・小中学校との連携
・妊娠届出時の指導の強化
・母子保健事業での啓発

19

１３．４％ １２％

成人の喫煙率は減少傾向にあり、中間
目標値を達成した。さらなる減少に向け、
たばこの健康被害についての知識の普
及啓発、禁煙指導の徹底が必要である。
また、20～39歳の子育て世代の男性の
喫煙率が高いため、積極的な指導が必
要である。

・特定健診で喫煙による健康被害につい
て周知
・禁煙外来の周知
・小中学校との連携
・乳幼児健診や育児教室での周知（父親
向けのチラシを作成し、配布）

４．８％
（１８人／３７５人）

０％

妊娠中に喫煙している人の割合は横ば
いである。喫煙が可能になる20歳前から
喫煙に関する健康問題についての知識
の普及啓発が必要である。また、妊娠
中・授乳中の母親に対して積極的な指導
が必要である。

・小中学校との連携
・妊娠届出時の指導の強化
・母子保健事業での啓発

20

３歳児でう蝕歯がない児の
割合の増加

８３．９％ ８０％
3歳児でう蝕歯がない児の割合は目標値
を達成した。しかし、う蝕が重症化してい
る児も数名いるため対策が必要である。

・う蝕には生活環境等の背景にも原因が
あるため、歯科医師や歯科衛生士のみで
なく、保健師・助産師・栄養士の多職種で
連携した指導をしていく。

12歳児での１人平均
う蝕歯本数の減少

０．８６本 １．０本未満

12歳児での1人平均う蝕歯本数は目標値
を達成した。さらなる減少に向けて、乳幼
児期からの取り組みを強化して行く必要
がある。

・母子保健事業において多職種で連携し
た指導の実施
・幼稚園、保育所、小学校との連携

21

５０．３％ ６５％

過去1年間に歯科健診を受診した人の割
合は増加傾向にあるが、目標達成には
至らなかった。歯周病の早期発見・早期
治療につながるよう、定期的な歯科受診
を勧めるとともに、乳幼児期からかかりつ
け歯科医を持つことの重要性を説明して
いく必要がある。

・3歳児健診において「かかりつけ歯科
医」の意義や重要性を説明
・母子保健事業において親自身の歯科保
健指導を実施
・特定健診において歯科健診・歯周疾患
健診について周知
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「健康ちちぶ２１」を知っている人の割合
はほぼ横ばいである。市民が主体となっ
て健康づくりに取り組んでいけるよう、積
極的に周知していく必要がある。

・健康カレンダー、ホームページ掲載の継
続
・チラシ、ポスター等での周知
・健康推進員等健康に関する団体へ説明
し、声掛け活動等で市民へ周知徹底

朝食を欠食する人の割合の減少

家族等と一緒に食べる「共食」をする人の割合の増加

栄養のバランス等を参考にメニューを考えている人の
割合の増加

睡眠による休養を十分とれていない人の割合の減少
※睡眠：7時間以上

生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している人の割合
の減少

妊娠中に飲酒している人の割合の減少

成人の喫煙率の低下

妊娠中に喫煙している人の割合の減少

過去１年間に歯科健診を受診した人の割合の増加
※治療は除く

「健康ちちぶ２１」を知っている人の割合の増加

適切な量と質の食事をとる人
の増加

乳幼児・学齢期のう蝕歯の
ない児の増加


