






分野別の取組み分野別の取組み

生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底

1 生活習慣病予防や改善に取り組むまちづくり
（1）がん
★がんに関する知識を身につけ、日常生活を通して発症予防に取り組み、定期的な検診で、早期  
　発見・早期治療をすることができるまちをめざします。

そのために・・・
■がん検診を受診しやすい環境を整えます。
■がんに関する知識の普及を図り、がん予防を推進
　します。

※慢性腎臓病（CKD）とは・・・
腎機能の低下や蛋白尿など、腎障がいが慢性的に続く状態で
新たな国民病ともいわれています。
CKDは、人工透析の予備群になるだけでなく、心臓病や脳卒
中を引き起こす危険性が高いことがわかっています。

「第2次健康みやざき市民プラン」では、市民の皆さんとともに健康づくりを進めていく指針
となる8つの分野を定め、現状値（基準年度：平成23年度）を把握し、それに対する目標値（目
標年度：平成34年度）と今後の取り組みを設定しています。各分野のめざす姿（★）と主な指
標、取り組みは次のとおりです。

重点施策Ⅰ重点施策Ⅰ

（2）循環器疾患・糖尿病・慢性腎臓病（ＣＫＤ）
★循環器疾患・糖尿病・慢性腎臓病（ＣＫＤ）に関する知識を身につけ、日常生活を通して生活習
　慣病の発症予防と重症化予防に取り組むことができるまちをめざします。

そのために・・・
■健診を生活習慣見直しの機会として活用すること
　を推進します。
■CKDの予防対策に取り組みます。

※年齢調整死亡率とは…
年齢構成の異なる集団（地域間等）で、死亡状況の比較ができ
るように年齢構成を調整した死亡率のことです。

項　目 目標値現状値

75歳未満のがんの年齢
調整死亡率
（10万人当たり）

大腸がん検診の受診率
（40～69歳）

子宮頸がん検診の受診率
（20～69歳）

（H22年）
81.6

男性　18.4％
女性　15.9％

女性　31.6％

（H27年）
73

男性　28％
女性　26％

女性　42％

項　目 目標値現状値

メタボリックシンドロームの
該当者及び予備群

脂質異常症の人
（40～79歳）

高血圧有病者（40～89歳）

糖尿病有病者

高血圧・糖尿病が原因の
年間新規透析導入患者数
（更生医療申請者数）

24.6％

男性　21.8％
女性　28.1％

男性　44.2％
女性　36.0％

7.0％

92人

18％

男性　16％
女性　21％

男性　39％
女性　32％

現状維持

85人



※BMIとは・・・
「体重（kg）÷身長（m）÷身長（m）」によって算出される
「体重（体格）指数」です。
18.5未満が「低体重（やせ）」、18.5以上25.0未満が「普通体重」、
25.0以上が「肥満」と区分されます。

栄養・食生活、身体活動・運動、飲酒、喫煙、歯・口の
健康に関する生活習慣及び社会環境の改善重点施策Ⅱ重点施策Ⅱ

3 適度な身体活動・運動を実践できるまちづくり
★日常生活の中で自然に運動を行うことができるまちをめざします。

そのために・・・
■ライフステージや個人の健康状態に応じた運動指
　導を行います。
■地域で行う運動教室の活動や人材育成を支援し
　ます。

４ 適正飲酒に取り組むまちづくり
★適正飲酒を心がけ、心身ともに健康に過ごせるまちをめざします。

そのために・・・
■飲酒の健康への影響について、知識の普及・啓発
　を図ります。
■未成年者の飲酒、妊娠中・授乳中の飲酒に関する
　相談、教育を行います。

2 健康的な食習慣を実践できるまちづくり
★食に関する正しい知識を身につけ、健康によい食行動がとれるまちをめざします。

※身体活動を実施している人とは…
市国保特定健診では『日常生活において、歩行またはそれと同等の身体活動を１日１時間以上実施している人』と定義しています。

※生活習慣病のリスクを高める飲酒量（純アルコール摂取量）に
　ついて、世界保健機構（WHO）のガイドラインでは、「男性で
　１日平均40ｇ以上、女性で１日平均20ｇ以上」とされています。

そのために・・・
■栄養指導、健康教育、地域活動等を通して知識の
　普及・啓発を図ります。
■ライフステージに応じた食育を推進します。

日本酒1合（180ｍｌ）の目安（市国保特定健康診査票）

項　目 目標値現状値

毎日2合以上（純アルコール摂取量
が40g以上）飲酒する男性

毎日１合以上（純アルコール摂取量
が20g以上）飲酒する女性

10.2％ 9％

3.8％ 3％

約500ml
（中びん１本） 140ml

60ml
（ダブル１杯）

240ml
（グラス２杯）

ビール 焼酎（20度） ウイスキー ワイン
お酒の
種類と量

身体活動を実施している人
（40～64歳）

身体活動を実施している人
（65歳以上）

男性  47.6％
女性  48.5％

男性  58％
女性  59％

男性  59.9％
女性  55.9％

男性  70％
女性  66％

項　目 目標値現状値

男性　32.2％
女性　18.2％

男性　29％
女性　16％

項　目 目標値現状値

40～60歳代の肥満者
（BMI 25以上）

20歳代女性のやせの人
（BMI 18.5未満）

低栄養傾向（BMI 20以下）
の65歳以上の人

19.8％

20.6％

14％

現状維持



※慢性閉塞性肺疾患（COPD）とは・・・
主として長期の喫煙によってもたらされる肺の炎症性疾患で、咳・痰・息切れを主な自覚症状とし、緩やかに呼吸障がいが進行する
疾患です。かつて肺気腫、慢性気管支炎と称されていた疾患が含まれます。

（2）おとな編
★おいしく食事をしたり、会話を楽しむために、生涯を通じて歯と口の健康づくりを実践できる
　まちをめざします。

そのために・・・
■フッ化物塗布、フッ化物洗口を継続して取り組み
　ます。
■適切なセルフケアと定期的な健診の必要性を
　啓発し、むし歯・歯周病予防を支援します。

そのために・・・
■ライフステージに応じた歯科保健対策を推進し
　ます。
■適切なセルフケアと定期的な健診の必要性を
　啓発し、むし歯・歯周病予防を支援します。

そのために・・・
■たばこのリスクに関する教育・啓発を推進します。
■禁煙支援を行う医療機関・薬局の周知に努めます。
■慢性閉塞性肺疾患（COPD）の周知に努め、予防
　に関する知識の普及を図ります。

５ たばこ対策に取り組むまちづくり
★喫煙者の卒煙がすすみ、受動喫煙の機会がないまちを
　めざします。

６ 歯と口の健康管理ができるまちづくり
（1）子ども編
★子どもが自分で歯と口の健康管理ができるまちをめざします。

成人の喫煙率
（喫煙をやめたい人がやめる）

男性　19.5％
女性　　3.6％

男性　12％
女性　　2％

項　目 目標値現状値

歯間部清掃用具を使用して
いる人

過去1年間に歯科健診を
受診した人

54.3％ 65％

28.6％ 55％

進行した歯周炎を有する人
40歳　53.6％
50歳　56.0％
60歳　59.8％

40歳　48％
50歳　50％
60歳　54％

60歳で24歯以上の自分の
歯を有する人 77.7％ 85％

項　目 目標値現状値

集団でフッ化物洗口を実施している
施設数

時間を決めておやつを食べている
2歳児

12歳児の一人平均むし歯数（永久歯）

むし歯のない3歳児

99施設 174施設

60.9％ 80％

1.22本 1.0本未満

78.3％ 85％

項　目 目標値現状値



妊産婦から乳幼児期・思春期までの母子保健事業の取り組みについては、みやざき子育てプラン（次世代育成支援行
動計画）に示されており、子育てに必要な環境整備のための施策・取り組みとあわせて進めていきます。

社会生活を営むために必要な心身機能の維持
及び向上重点施策Ⅲ重点施策Ⅲ

７ 健康な子どもをはぐくむまちづくり
★子どもが、こころも体も健康で、自分も周りの人も大切にできる人になるまちをめざします。

そのために・・・
■妊娠期から母親とその家族をサポートします。
■子ども自身が、正しい生活習慣を生涯にわたって
　継続できるよう支援します。
■子どものころから自他ともに大切にできる教育を
　行います。

８ 休養・こころの健康を保てるまちづくり
★みんなでストレスを上手に解消することができ、いきいきと過ごせるまちをめざします。

そのために・・・
■こころの健康、休養の大切さについての知識の普
　及・啓発を図ります。
■心身の健康に関する相談の場の確保を図るとと
　もに、人材育成、資質向上に努め、相談・支援体制
　の充実を図ります。

20歳代女性のやせの人
（BMI 18.5未満） 19.8％ 14％

全出生数中の低出生体重児
（出生人口1,000人当たり）

（H22年）
9.9

減少傾向

人工妊娠中絶実施率（15～19歳
の女子人口1,000人当たり） 10.2 9.2

項　目 目標値現状値

自殺者数（人口10万人当たり） （H22年）
21.7

減少傾向

睡眠による休養を十分にとれて
いない人 21.5％ 18％

項　目 目標値現状値
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