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●本計画は，「健康増進法」第８条第２項に基づく健康増進計画と「食育基本法」第18条第１項に基づく食育推進計画を
一体的に策定しています。
●本計画は、市民の主体的な健康づくりと食育を総合的に支援・促進することを目指しています。
●本計画は、国の「健康日本２１（第２次）」や「第２次食育推進基本計画」、岡山県の「第２次健康おかやま２１」や「岡山県
食の安全・食育推進計画」と整合を図っています。

●本計画は、玉野市総合計画　後期基本計画（みんなで築くたまのプラン）をはじめ、健康づくりや食育推進に関連の
ある各種計画と整合を図っています。

　平成27年度から平成36年度までの10年間です。
計画の中間年にあたる平成31年度に、中間評価・見直しを行います。

　健康づくりと食育推進を７つの健康分野に分類し、基本目標や数値目標を設け、個人や家庭、地域、職域、行政のそ
れぞれが取り組む行動目標について明確にしています。

～みんなですこやか，みんながすこやか 健康たまの～
食育の推進分野の基本理念

「～ひろげよう！つなげよう！！たまの食育の“わ”～」

◆計画の位置づけ

◆計画の期間

◆計画の構成―７つの健康分野

７つの健康分野

◆計画の基本理念
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１．生活習慣病予防への取り組み

２．身体活動・運動の推進

●個人や家庭の取り組み（例）
◆日頃から健康管理の大切さを自覚し、歩くことや
　運動することなど健康的な生活を心がける
◆定期的に健康診査やがん検診を受ける
◆気になる症状がある時には、早めに医療機関を
　受診する

●地域の取り組み（例）
◆地域で愛育委員や栄養委員などが健康づくりや健（検）診について啓発活動を行う
◆地域の仲間と一緒に健（検）診を受ける

●職域の取り組み（例）
◆定期健診の受診と、特定保健指導利用の普及啓発を行う
◆職員に、がん検診の受診を促進する

●行政の取り組み（例）
◆健康づくりに役立つ運動や食事、休養などの分かりやすく具体的な情報提供を行う
◆学校と連携し、子どもの頃から生活習慣病予防について啓発活動を行う
◆精密検査未受診者への受診勧奨を行う

●個人や家庭の取り組み（例）
◆日常生活で身体を動かす習慣や歩く習慣を身につける
◆１日の目標歩数を決めて努力する　　
◆運動の教室やイベントなどに積極的に参加する

●地域の取り組み（例）
◆誘い合ってウォーキングをする
◆一緒に運動できる仲間をつくる

●行政の取り組み（例）
◆あらゆる機会を利用して、運動の必要性について啓発する
◆広報などでロコモ予防の大切さを分かりやすく紹介する
◆関係機関・団体との連携により、市民の運動機会の増加に努める

◆分野別行動計画

○健康への関心づくり
○生活習慣病予防の知識を深める
○健康診査の周知と受診促進
○がん予防と早期発見への取り組みを推進

○運動のきっかけづくり
○運動習慣の定着

無理なく毎日

＋10分の運動

ウォーキングだと
約1,000歩プラス

行動目標

行動目標

あなたの体格指数（BMI）は？

体重 　　kg ÷ 身長　　m ÷ 身長　　m

低体重（やせ） 標準体重 体重過多（肥満）

18.5未満 18.5以上25未満 25以上

=

判定

BMI
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３．こころの健康づくり

４．たばことアルコール

●個人や家庭の取り組み（例）
◆家族で話し合う時間を増やし、ストレス等の
　サインに気をつける
◆十分な休養や睡眠をとるよう心かける

●地域の取り組み（例）
◆地域で人との交流を大切にし、つながりをもつ
◆日頃からあいさつなど積極的に声かけをする

●職域の取り組み（例）
◆メンタルヘルスの不調者に早く気づき、早期に対応するように努める

●行政の取り組み（例）
◆個別相談の実施や、専門機関の情報提供を行う
◆広報、講演会、ホームページを通じて、こころの病気に対する正しい理解を促進する

●個人や家庭の取り組み（例）
◆未成年者や妊婦に喫煙・飲酒をさせない
◆喫煙マナーを守り、周囲の人への配慮を心がける　　
◆週に２日程度の休肝日を設ける

●地域の取り組み（例）
◆飲食店など、受動喫煙防止のため禁煙・分煙を推進する
◆未成年者にたばこやアルコールを販売しない

●行政の取り組み（例）
◆未成年者への喫煙・飲酒防止や、妊婦の喫煙・飲酒などの
　健康への影響について啓発に努める
◆学校や関係機関・団体と連携して、たばこが及ぼす
　健康への影響について啓発する
◆禁煙を考えている人に、専門機関を紹介する

○こころの病気についての理解の促進
○ストレス等の解消法について知る
○家庭や地域でのコミュニケーションづくり

○たばこが及ぼす健康への影響についての知識を深める
○適正な飲酒を周知する

行動目標

行動目標

抑うつ症状、意欲の低下、
イライラ、緊張、不安など
高血圧、胃・十二指腸潰瘍、糖尿病、
首や肩のこり、動悸、息切れ、下痢・
便秘、食欲不振、不眠、肥満など
作業効率の低下、作業場の事故、
アルコール依存、過食、拒食など

心理的側面

身体的側面

行動的側面

1日平均純アルコール（約20g程度）の目安

ビール（アルコール度数5度） ……… 中びん１本（500ml）

日本酒（アルコール度数15度） ……… １合（180ml）

焼酎（アルコール度数25度） ………… 0.6合（約110ml）

ウイスキー（アルコール度数43度） … ダブル１杯（60ml）

ワイン（アルコール度数14度） ……… 1/4本（約180ml）

缶チューハイ（アルコール度数5度） … 1.5缶（約520ml）

ストレスが大きくなると、心やからだ、
日常の行動面に次のような変化があらわれます。
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●個人や家庭の取り組み（例）
◆かかりつけ歯科医をもち、定期的に歯科検診を受ける
◆よく噛んで食べる習慣を身につける

●地域の取り組み（例）
◆地域のイベントなどで歯の健康についての啓発活動を行う

●行政の取り組み（例）
◆学校や関係機関と連携し、歯磨き指導を推進する
◆広報、回覧、ホームページを通じて、歯の健康についての啓発活動を行う
◆歯周病が身体に及ぼす影響についての知識の啓発を行う

細菌

食物 歯の質

むし歯
歯周病

５．歯と口腔の健康づくり

６．栄養と食生活

●個人や家庭の取り組み（例）
◆規則正しくバランスのとれた食生活・食習慣を心がける
◆「早寝・早起き・朝ごはん」の習慣をつけ、毎日、朝ごはんを食べる
◆栄養成分表示を見る習慣をつける

●地域の取り組み（例）
◆地域のイベントなどで、栄養・食生活の正しい知識の普及啓発を行う
◆食育教室などを開催し、食についての正しい理解を図る
◆飲食店などのメニューに栄養成分を表示し、利用者の意識を高める

●行政の取り組み（例）
◆朝食の大切さや栄養のバランスのとれた食事について、情報を提供する
◆乳幼児から高齢者までの栄養相談、健康相談などを通じて、食生活の情報提供や指導を行う
◆栄養教室を開催し、食を通じた健康づくりボランティアの育成をする

○歯と口腔についての知識を深める
○歯科検診の周知と受診促進

○食への関心づくり
○食を通した健康の維持増進

行動目標

行動目標

主菜
肉、魚、卵、大豆製品、
牛乳、乳製品、など
筋肉や血液などの体の構成成分

歯、口内の
清掃

強い歯
づくり

食べ方に
注意

副菜
野菜、芋、海藻、果物など
ビタミン、ミネラル、食物繊維
などの供給源

主食
ご飯、麺類、パンなど
活動のためのエネルギー源

プラスα
汁物、果物、牛乳、乳製品など
ビタミン、カルシウムや食事に潤い
や温もりをプラス

むし歯、歯周病対策はまず予防から
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７．食育の推進

●個人や家庭の取り組み（例）
◆家庭で「いただきます」「ごちそうさま」の食事のあいさつを心がける
◆残さず食べる習慣や食事マナーを身につける
◆家族で食事づくりをする機会をつくる

●地域の取り組み（例）
◆地域のイベントなどで、食や食育についての普及啓発を行う
◆旬の食材、地元や県内産の食材を使用した料理教室などを開催する
◆「親子料理教室」などを開催し、望ましい食生活が実践できるよう啓発する

●行政の取り組み（例）
◆「食」をテーマにしたイベントなどを支援し、食への感謝や楽しむ意識を高める
◆給食で地域の食材を使った料理や郷土料理を出す
◆広報誌などを通じて、旬の食材、地元や県内産の食材やレシピの紹介を行う

たとえば･･････●今より10分歩く時間を増やす。

たとえば･･････●主食・主菜・副菜をそろえた、バランスの良い食事をする。

○食を大切にする
○食への感謝の気持ちを育てる
○地産地消への取り組みの促進
○食を楽しむ

行動目標

健康増進計画　あなたの取り組み

食育推進計画　あなたの取り組み

春野菜

夏野菜

秋野菜

冬野菜
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□計画の担い手と役割
　本市は、本計画の策定主体であり、健康づくり事業や食育に関わる市民参加を促進するとともに、地域における健
康づくりや食育推進の基盤整備と調整、健診等の適切な利用を促進する役割を担っています。
一方、市民一人ひとりは、公的サービス等の利用者であるとともに、健康づくり事業や食育の担い手として主体的に
参画することが期待されます。

□関係機関・団体等との連携による推進
　本計画の推進にあたっては、庁内各部署との連携のみならず、行政と関係機関・関係団体等と密接に連携を図り、
健康づくりと食育を推進します。

□計画の進行管理
　本計画を着実に推進するため、ＰＤＣＡの考え方に基づき、事業や評価指標の達成状況を取りまとめるとともに、達
成状況の分析及び評価等を行い、その結果を踏まえて、計画の変更や事業の見直しを検討します。

　本計画は、地域を構成する市民や家族・仲間、学校や幼稚園・保育所、福祉や保健・医療をはじめとする様々な地域団
体と市が協働して取り組むことを基本とし、それぞれの役割を明確にしています。

市民＝主役

周囲の人々との連携を深
め、自己責任において目標
達成のために努力します。

家族・仲間

家族や仲間の思いやりの言
葉などが、主役をやる気にさ
せます。

職　域

働く人にとって、多くの時間
を過ごす場所。社員・職員の
心身の健康管理や食育の推
進に努めます。

地　域

個人の健康づくりの実践の
場。自治会、医療機関、ボラ
ンティア団体などが連携し
て、地域の特性を生かした
健康づくりや食育を進め、輪
を広げていきます。

行　政

市民（家族）、地域、関係機
関・団体などと連携して、健
康づくりを推進します。

◆計画の推進体制にあたって

◆それぞれの役割
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●評価指標（総括表）
分野 項目 現状値 目標値

生活習慣病
予防への
取り組み

がん検診の受診率の向上

胃がん 男性 42.0% 50%
女性 33.7% 50%

肺がん 男性 57.7% 65%
女性 61.4% 70%

大腸がん 男性 38.2% 50%
女性 39.3% 50%

子宮頸がん 女性 39.1% 50%
乳がん 女性 36.3% 50%

がん検診の受診率の向上
（玉野市実施分）

胃がん 11.8% 30%
肺がん 30.6% 35%
大腸がん 19.5% 30%
子宮頸がん 21.3% 30%
乳がん 16.7% 30%

精密検診の受診率の向上

胃がん 78.1% 90%
肺がん 88.8% 90%
大腸がん 81.8% 90%
子宮頸がん 88.9% 90%
乳がん 95.5% 98%

特定健康診査の受診率の向上 特定健康診査の受診率 20.7% 35%
特定保健指導の実施率の向上 特定保健指導の実施率 17.5% 45%

適正体重を維持している者の増加
20～60歳代男性の肥満者の割合 26.7% 25%
40～60歳代女性の肥満者の割合 20.7% 17%
20歳代女性のやせの人の割合 20.5% 17%

身体活動・
運動の推進

運動習慣者の割合の増加
20～64歳 男性 23.3% 40%

女性 18.4% 30%

65歳以上 男性 41.0% 50%
女性 21.4% 50%

日常生活における歩数の増加

中高生 10,000歩 19.2% 25%

20～64歳 男性9,000歩 18.8% 25%
女性8,500歩 10.9% 15%

65歳以上 男性7,000歩 27.9% 35%
女性6,000歩 9.6% 15%

ロコモティブシンドローム（運動器症候群）の認知度の向上 16.9% 80%
こころの
健康づくり

ストレスにうまく対応できない者の割合の減少 30.1% 減少
睡眠による休養を十分に取れていない者の割合の減少 20.7% 15%

たばこと
アルコール

成人の喫煙率の減少（やめたい人がやめる） 14.5% 12%
妊娠中の喫煙をなくす 3.1% 0%
生活習慣病のリスクを高める飲酒をしている者（一日当たりの純アルコー
ルの摂取量が男性40ｇ以上，女性20ｇ以上の者）の割合の減少

男性（２合以上） 29.7% 25%
女性（１合以上） 24.2% 20%

妊娠中の飲酒をなくす 2.7% 0%
COPD（慢性閉塞性肺疾患）の認知度の向上 24.3% 80%

歯と口腔の
健康づくり

乳幼児期及び学齢期のむし歯のな
い者の増加

3歳でむし歯のある者の減少 20.6% 15%
小学生でむし歯のある者の減少 26.1% 20%
中学生でむし歯のある者の減少 12.4% 10%
高校生でむし歯のある者の減少 13.0% 10%

定期的に歯科検診を受けている者の増加 27.2% 50%
歯の喪失防止 60歳で自分の歯を24本以上持っている者の増加 47.6% 55%

栄養と食生活

朝食を毎日食べる児童・生徒の割合の増加 小学生 86.9% 100%
中学生 80.4% 100%

栄養成分表示をよく見ている人の増加 39.9% 50%
食塩を控えている人の増加 54.3% 65%
低栄養傾向（BMI20以下）の高齢者の割合の増加の抑制 22.5% 22%

食育の推進

共食の機会の増加（ほとんど毎日家族と一緒に食事を食べる子どもの割
合の増加） 朝食 小学生 83.5% 増加

中学生 64.2% 増加
地元や県内産の食材を優先して購入する人の割合の増加 23.7% 30%

食育の認知度の向上 中高生 23.5% 80%
20歳以上 58.1% 80%

第２次健康たまの２１計画・玉野市食育推進計画　概要版　
発行年月　平成27年3月
編集　玉野市市民生活部健康増進課
〒706-0013　岡山県玉野市奥玉1丁目18番5号
ＴＥＬ ０８６３－３１－３３１０　ＦＡＸ ０８６３－３１－３３１４
Eメール　kenkouzoushin@city.tamano.okayama.jp


