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計画策定の視点
計画策定にあたっては、町民へのアンケート調査及び町独自の「健康10ヵ年政策策定事

業データ」の結果を基に数値目標を設定しました。また、「健康づくり推進協議会」に提案

し、計画策定に関しての、町民の皆さんからのご意見を取り入れました。健康の実現は一

人ひとりが主体的に取り組むのが課題ですが、個人の力と併せて、地域全体が個人の健康

づくりを支援するという視点で策定しています。

計画の位置づけと関連計画
この計画は、21世紀における国民健康づくり運動の指針として国が策定した「健康日本

21」及び、福島県が策定した「健康ふくしま21計画」に基づき、地域の実情に即して策定

する地方計画として位置付けられます。また、「第５次矢吹町まちづくり総合計画」の基本

構想である「人」「子ども」「支えあい」に基づき、他の計画との整合性を図り策定してい

ます。

計画の期間
平成22年度から平成26年度を目標年度とします。計画の中間年度である、平成24年度を

目途に、計画の中間評価と内容の見直しを行います。
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高齢化の進行や生活習慣、生活環境の変化に伴って、がん、心臓病、脳血管疾患

等の生活習慣病の割合は年々増加しています。それに伴い、要医療者や要介護者の

増加も懸念されています。このようなことから、国では「21世紀における国民健康

づくり運動（健康日本21）」を定め、さらに県では「健康ふくしま21計画」を策定

し、生活習慣の改善を中心とした「健康寿命の延伸」への取り組みを呼びかけてい

ます。

これを受け、「第５次矢吹町まちづくり総合計画」の６つの基本構想の中で「人」

「子ども」「支えあい」に関わる保健・医療・福祉の視点に立ち、町民一人ひとりが

実践する健康づくりを基本に、町民・地域・学校・行政が協働で取り組む行動指針

となる基本計画「ヘルスステーション　健康・食育やぶき21計画（矢吹町食育推進

計画）」を、町民のみなさんのアンケートや健康づくり推進協議会の提言・提案を

いただき策定しました。

ここでは、この計画の概要をお知らせします。

３

…この基本目標に沿って、改善すべき健康づくりのための目標項目及び目標値を設定します。

３　目標の設定

生活習慣の基本分野ごとに応じた重点目標、数値目標を定め、その目標に向かって健康づくりを推進していき
ます。

基本分野

（１）たばこ
（２）栄養、食生活
（３）身体活動、運動
（４）休養、こころの健康
（５）アルコール
（６）歯の健康
（７）糖尿病
（８）循環器病
（９）がん
（10）メタボリックシンドロームに着目した生活習慣病対策
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すべての町民にとって、住み慣れた家庭や地域で支えあいながら、自分らしく輝き、健康で安心できる生活を実
現するために計画を推進していきます。

２　基本目標

基本理念を実現するため、次を基本目標とします。
（１）健康づくりの推進　（一次予防の重視）

生活習慣病の予防に重点を置き健全な食生活や運動などを身につけ「自分の健
康は自分で守りながら、つくるもの」という視点に立ち積極的に一次予防を推進
していきます。

（２）町民とともに歩む健康づくり

一人ひとりの健康づくりの実践に加え、家庭、地域全体で支えていく環境作り
を目指します。

（３）生涯を通じた健康づくりの支援

赤ちゃんから高齢者まで一人ひとりが健康で自立した生活が送れるよう、健康
を基本とした生活の質の向上を目指していきます。

１　基本理念

◆ヘルスステーション　健康・食育やぶき21計画◆
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計画の体系と具体的事業
領　域 健康目標・行動指針 町民が取り組むこと 行政が取り組むこと

盧たばこ ■分煙・禁煙・防煙で健康を
守りましょう。“さわやか・
きれいな空気”をめざしま
しょう。

1. 未成年者にはたばこを吸わせないようにし
ましょう。
2. 妊産婦は喫煙の害を理解し、禁煙に取り組
みましょう。
3. 分煙、禁煙に取り組みましょう。
4. 副流煙の害について理解しましょう。

1. 未成年者への喫煙防止教育を推進します。小中学校と協力して、
防煙教育に取り組みます
2. 妊娠届出時、妊婦に対して喫煙の害についての知識の普及を行
います。
3. 喫煙の害についての知識の普及をし、禁煙する人を応援してい
きます。
4. 受動喫煙防止のため、公共施設、医療機関、産業保健機関と連
携して分煙を呼びかけていきます。

盪栄養、食生
活

■「家族で食卓を囲み楽しく
食事ができる」「健やかな生
活を送ることができる」町
づくりを目指しましょう。

１. 妊娠期から食習慣の基礎を身につけまし
ょう
２. 自分の適正体重を知り、健やかな生活の
維持増進に努めましょう。
３. 家庭で、望ましい食生活について考える
機会を持ちましょう。
４. 食生活上の問題点を把握し改善できるよ
うに、健康教育や相談会に積極的に参加し
ましょう。

1. 乳幼児健診等での保護者を通して食育の推進に努めます。
2. 乳幼児期からの望ましい食習慣の確立を目指します。
3. 学童・思春期の望ましい食生活の推進に努めます。
4. 各種健康教室を通し、成人期・高齢期の食生活改善に努めます。
5. 家庭や地域や関係機関と連携して、生涯にわたる食育の推進に
努めます。

蘯身体活動、
運動

■毎日の楽しい運動、
こころも体もリフレッシュ

1. ウォーキングなど自分ができる運動を生活
に取り入れましょう。
2. 健康教室や健康相談に積極的に参加しまし
ょう。
3. 地域活動に積極的に参加しましょう。
4. 趣味を持って、楽しく外に出かけましょう。

1. 運動習慣の普及啓発（ヘルスステーション事業）
手軽にできるウォーキングをすすめます。
運動を始めやすいよう、また継続できるよう関係機関との連携
を図り、運動しやすい環境整備に努めます。
2. 高齢者のとじこもり予防
高齢者の外出を勧めるため、健康教室やサロンを開催します。
また、関係機関との連携を図り外出支援を行います。
3. 高齢者の筋力アップ
筋力アップ教室を開催し、高齢者の筋力低下を予防します。

盻休養、ここ
ろの健康

■ストレスをためず、自分ら
しく生きましょう。
■1人で悩まず、身近な人に相
談しましょう。

1. 趣味や生きがいを見つけ、ストレス解消に
努めましょう。
2. 休養･睡眠を十分にとり、こころを休めま
しょう。
3. こころの健康について積極的に学びましょ
う。
4. 家族で会話の時間をつくり、男性も積極的
に介護や育児に参加しましょう。
5. 子供の話に耳を傾け、家族団らんの時間を
設けましょう。

1. こころの健康づくりに関する正しい知識の普及に努めます。
2. 相談窓口の明確化を図ります。
3. 乳幼児健診等での子育て相談の充実に努めます。
4. こころの病気を持っている人への支援に努めます。
専門機関との連携を図り、早期発見・早期治療に結びつけられ
るよう支援します。

眈アルコール ■お酒は体をいたわり、適量
にしましょう。
■週２回は「休肝日」を実践
しましょう。

1. 未成年者の飲酒防止に努めましょう。
2. 肝臓にやさしい飲み方をしましょう。
お酒を飲むときは・1日1合までとする
・食べてから飲む
・週２回は休肝日をつくる
3. お酒は楽しく飲みましょう。
4.  妊婦にお酒はすすめないようにしましょう

1. 飲酒の体に対する影響について情報提供をしていきます。
2. 未成年者に対する飲酒の影響について、学校と連携を図り飲酒
防止に努めます。
3. アルコールに関する相談・支援体制整備アルコール依存症の問
題の早期発見、治療のための専門機関との連携を図ります。

眇歯の健康 ■１日３回歯磨きをしましょ
う。
■目指せ“8020”！！
“80”歳になっても
“20”本の歯を保てるよう
頑張りましょう。

1. １日３回歯磨きをしましょう。
2. 乳幼児は親が仕上げ磨きをして、きちんと
磨けるように助けてあげましょう。
3. 子供に甘い飲み物はできるだけ避け、水分
は、水や麦茶等甘くないものにしましょう。
4. よく噛んで食事をしましょう。
5.  定期的に歯科検診を受診し、病気の早期
発見に努めましょう。

1. 歯と口腔の健康についての情報提供、啓発に努めます。
2. むし歯予防のためのライフステージにおける支援に努めま
す。・学校での「むし歯ゼロ」表彰
3. “8020”運動の推進に努めます。・歯の健康教育、表彰支援
4. フッ素塗布、フッ素洗口法の推進を図ります。

眄糖尿病 ■自分に合った食事の適正量
を知りましょう。

1. 適正体重を心がけ、肥満を解消しましょう。
2. 生活の中で積極的に体を動かしましょう。
スポーツやウォーキング等、楽しく体を動
かしましょう。
3. バランスのよい食事をしましょう。（脂
肪・砂糖の取りすぎに注意）
4. お酒の飲みすぎに注意しましょう。

1. 糖尿病に関する情報の提供、普及啓発に努めます。
2. 検診結果、生活改善が必要な人に対して、予防教室を開催しま
す。
3. 検診受診を勧め、早期発見・早期治療に努めます。
4. 運動の必要性について情報提供、普及啓発に努め、ヘルスステ
ーション運動教室の推進に努めます。

眩循環器病 ■バランスのよい食事と適度
な運動で、肥満、高脂質代
謝異常予防に努めましょう。
■減塩をこころがけ、うす味
の食生活を実践しましょう。

1. 高血圧、心臓病等の循環器病について正し
く知り、予防しましょう。
2. バランスのよい食事を心がけましょう。
3. 検診を受け、早期発見に努めましょう。
4. 運動を定期的におこない、健康管理に努め
ましょう。
5. 喫煙は高血圧、がん等の病気の原因になる
ことを理解しましょう。

1. 高血圧、心臓病等、循環器病について情報の提供を行います。
2. 要指導者が改善するための、教室や訪問指導を行います。
3. ヘルスステーション事業を推進し、運動習慣を身に付けられる
よう支援していきます。
4. 要介護状態にならないよう、予防教室を開催していきます。

眤がん ■早期発見･早期治療のため、
年に１度は必ずがん検診を
受けましょう。

1.がん予防のための知識を学び、実践しまし
ょう。
2.定期検診を受け、早期発見に努めましょう。

1. 正しい知識の普及と予防方法の情報を提供をします。（一次予防）
2. 早期発見と早期治療（二次予防）に努めます。
3. 治療継続と悪化防止（三次予防）に努めます。

眞メタボリッ
クシンドロ
ームに着目
した生活習
慣病対策

■適切な食事、運動、ストレ
ス解消で、お腹周りすっき
りメタボ予防に努めましょ
う。

1. メタボリックシンドロームについて正しく
知り、予防しましょう。
2. バランスの良い食事を心がけましょう。
3. 検診を受け、早期発見に努めましょう。
4. 運動を定期的に行い健康管理に努めましょ
う。
5. 喫煙はメタボリックシンドロームの原因に
なることを理解しましょう。

1. メタボリックシンドロームについて情報の提供を行います。
2. 特定保健指導を行い改善するための教室や訪問指導を行います。
3. ヘルスステーション事業を推進し、運動習慣を身に付けられる
よう支援していきます。
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本計画では、基本理念の達成に向けて、取組む基本目標を２つ設定しました。

目標１　【子ども達は、すっきり目覚めて、おいしい朝ごはんを食べることができる】
目標２　【地元でとれた安心・安全な食べ物で、我が家の定番料理をつくる】

食育推進の基本は、町民一人ひとりが食の重要性に気づき、主体的に取組むことが大切であり、家庭は食育を実
践する基本の場です。地域・学校・職場などの暮らしの場で、保育・教育関係者、保健・医療関係者、農林水産業
者の生産者、食品関連事業者、栄養士や食ボランティア等の関係団体、町民、そして行政など多様な主体が自ら活
動すると共に、連携・協働して取組むことが重要です。
この２つの基本目標の達成に向け、次に掲げる３つの視点を基本に食育を推進します。

（１）視点１「生涯を通じた食育の推進」

（２）視点２「体験を主にした食育の推進」

（３）視点３「楽しい・おいしい・健康的な食環境づくり」

◆矢吹町食育推進計画◆
１　計画の視点


