
 

 

  

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

計画の期間 

2013年（平成25年）4月1日 ～ 2018年（平成30年）3月31日 の ５ヵ年間 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

 
 
 

 
 
 

 
 

中間評価 

 
 
 

 
 

最終評価 

 
 
この計画は、町民が健康な生活を楽しみ、心身ともに豊かな社会生活を送ることがで
きるよう、疾病の早期発見や生活習慣病の発症予防に重点を置き、町民一人ひとりの
取り組みによって「健康で輝く甘楽町」を実現するための指針とします。 
甘楽町第５次総合計画「ＫＡＮＲＡプラン・輝き」と群馬県食育推進計画「ぐんま食
育こころプラン 2011－2015」と併せて推進します。 

 
 
 
 
 

 

健康で輝く甘楽町の実現 

健康寿命の延伸 

生活習慣病の 

発症と重症化の予防 

（疾病の一次予防） 

健康的な 

生活習慣 

社会参加の増加 

(生涯を通じた 

健康づくり） 

健康のための資源 

(保健-医療-福祉等ｻｰﾋﾞｽ) 

の充実 

１バランスの良い食生活をしよう 
 

５適量な飲酒と禁煙に心がけよう ２心と体の休養をとろう 
 

３生涯自分の歯で暮らそう 
 

６特定健診とがん検診を受けよう 
 

４積極的な外出や身体活動を増やそう 
 

計  画  期  間 

 

 

１ 行政の役割 
    町および甘楽町健康づくり推進協議会が主体となり、関係機関との密接な関係のもとに、町民一人ひと

りや地域が取り組む健康づくりを支援します。 

１） 健康に関する情報の収集および分析 

２） 住民への健康情報提供 

３） 地域の特性を活かした健康づくりの実践 

４） 町民一人ひとりの健康づくりに対する支援（環境づくりなど） 

５） 地域の健康づくりを支えるボランティアや人材の育成 

６） 関係機関と連携した健康づくり体制の整備 

２ 関係機関の役割 
１） 地域・地域団体の役割 

町全体の健康度を高めるうえで、地域や地域団体の役割は大きな原動力となります。少子化、高齢化に

伴い地域の環境も変わりつつありますが、地域は生活の場であり生涯を通じて最も影響を受けるところで

す。 

家族、身近な仲間、隣近所をはじめ、保健推進員、食生活改善推進員、くらしの会、民生児童委員、体

育協会などの地区組織や行政組織が地域を支え、健康な高齢者が虚弱な高齢者を支えていくことも望まれ

ます。 

２） 学校、職場の役割 

学校や職場は、共通の目的や悩みが共有できる場でもあります。家庭や友人では解決できない部分の支

えやつながりを支援していきます。 

＜学校の役割＞ 

学校は少年期の多くの時間を過ごす場であるため、食育や喫煙・飲酒防止教育をはじめとする健康教育

を充実させ、子供たちの健康づくりを推進する中心的な役割を担う場として期待されています。 

今後は、学校等における教育を通して、家庭と連携しながら正しい生活習慣の習得による健康づくりを

推進します。 

＜職場の役割＞ 

職場は青年期から中年期にかけて労働者として過ごす場であり、健康観やライフスタイルも違う人が長

い時間生活を共にしています。そのため、ストレスや疲労が蓄積しないよう、上手に休養をとり解消する

ことが必要です。 

事業主は、保健関係機関や行政と連携し、健診の実施及び受診勧奨、職場の分煙・禁煙対策、心のケア

対応など社員の健康づくりを担う必要があります。 

３） 健康関連機関の役割 

保健、医療、福祉など健康関連団体は、健康づくりの専門家の集団であり、医師、歯科医師、歯科衛生

士、薬剤師、保健師、看護師、管理栄養士、運動指導士、助産師、保育士、心理相談員、心理カウンセラ

ーなどの分野を活かし、具体的な予防活動が期待されています。 

今後は、さらにその専門性を活かして、健康に関する相談や情報提供等による協力体制を推進していく

ことが望まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標 

 

計画書はホームページ
で閲覧できます。 
（問い合わせ先）  
町 健康課 保健環境係 



 
 
 
 
 
 
 
 

≪栄養,食生活≫ バランスの良い食生活をしよう 
（食育推進計画） 

 
 

 
 
 
 

≪休養,こころの健康≫ 心と体の休養をとろう 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪歯の健康≫ 生涯自分の歯で暮らそう 
 

 

≪身体活動,運動≫ 積極的な外出や 
身体活動を増やそう 

 

 

 

 

≪たばこ,アルコール≫ 適量の飲酒と 
禁煙に心がけよう 

 

 

 

≪糖尿病,循環器病,がん≫ 特定健診とがん検診 
をうけよう 

＊自分の肥満指数ＢＭＩを知り、標準体重の基準にする 

＊1日の食事摂取量を知り、食べ過ぎないようにする 

＊食事バランスガイドを参考にバランスのとれた食生活を

する 

＊毎月19日「食育の日」は、家族や友人と楽しく食事をする 

＊1日 350gの野菜をとるようにする 

＊保健指導や相談の場を積極的に利用する 

＊生活のリズムを整え 1日3回バランスの良い食事をする 

 

＊できる時間帯を工夫し、毎日ﾌﾟﾗｽ 10分の日常動作

を増やす 

＊車に頼りすぎず、余裕のある時は歩く 

＊安心して歩ける場所で楽しくウォーキングをする 

＊室内でもできるストレッチや体操をする 

＊町内や近隣の観光スポット・イベント（集まり）に出

かけてみる 

＊睡眠をしっかりとって、翌日に疲れを残さないようにする 

＊自らストレス度をチェックし、早めの受診対策をとる 

＊家族、友人、職場などで相談できる人を見つける 

＊1人で悩まず、困ったときはＳＯＳを出す 

＊心身のバランスの崩れやすい更年期をうまく乗り越える 

＊自分らしいライフスタイルを確保する 

＊自分にあった健康的なストレス解消法を持つ 

＊たばこの健康影響について、仲間や家族と話し

禁煙意識を高める 

＊飲酒喫煙を未成年に勧めない（未成年の喫煙を

見過ごさない） 

＊「アルコールの適量は日本酒1合」を知り、意識

して飲むようにする 

＊週に１～2日の休肝日をつくる 

＊喫煙者は周囲の健康に配慮したマナーを持ち

禁煙に努める 

＊歯の健康フェアなどイベントに参加し、口の健康
について学ぶ 

＊ライフステージにあわせた方法でフッ化物を利用
する 

＊小中学生が自宅でもフッ化物洗口が継続できる
ように、保護者は支援する 

＊かかりつけ歯科医を持ち、定期管理を受ける 
＊1日に 1回は 5分以上ていねいに歯を磨く 

＊各自が加入している健康保険者に確認し、特定

健診を受けるようにする 

＊健診結果を保存し、健康管理に役立てる 

＊結果説明会等に参加し、問題点を改善する 

＊自分にあった受けやすい方法で、必ずがん検診

を受ける 

がん検診を受ける人の割合 
現状 69.1％ － 目標 83.0％ 

町の集団検診の受診率（胃がん検診） 
現状 12.8％ － 目標 40.0％ 

特定健診を受ける人の割合（町国保被保険者） 
現状 50.8％ － 目標 60.0％ 

特定保健指導を受ける人の割合（国保） 
現状 21.3％ － 目標 45.0％ 

ストレス解消法を持つ人の割合 
 現状 58.9％ － 目標 71.0％ 

睡眠で十分休養のとれない人の割合 
 現状 19.7％ － 目標 16.0％ 

眠りを助けるため睡眠補助剤・アルコールを使
う人の割合 

現状 12.4％ － 目標 9.0％ 
ストレスを感じる人の割合 

現状 41.1％ － 目標 33.0％ 

ＢＭＩを知っている人の割合  
現状 43.0％ － 目標 52.0％ 

適正な食事量を理解している者の割合  
現状 48.0％ － 目標 58.0％ 

食生活の改善意欲のある者の割合 
 現状 74.9％ － 目標 90.0％ 

食育の日を知っている人の割合  
現状 38.9％ － 目標 47.0％ 

 

 

健康かんら２１（第２次） 

6つの課題と目標値 

本計画は、町民が健康な生活を楽しみ、
心身ともに豊かな社会生活を送ることを目指
しています。 
そのためには、疾病の早期発見や生活習

慣病の発症予防に重点を置き、町民一人ひ
とりが主体的に取り組むことが重要です。 

むし歯のない３歳児の割合 
現状 90.9％ － 目標 95.0％ 

12 歳児の 1 人平均むし歯本数 
現状 1.4本 － 目標 1.0 本 

定期的に歯科健診を受ける人の割合 
 現状 42.7％ － 目標 51.0％ 

自宅でフッ化物洗口をしている小中学生割合     
現状 34.8％ － 目標 50.0％ 

60 歳で 24 本以上の歯を持つ者の割合 
現状 54.0％ － 目標 65.0％ 

喫煙による影響(COPD：慢性閉塞性肺疾患)について知っ
ている人の割合 

現状 13.7％ － 目標 17.0％ 
生活習慣病にならないため「たばこ」に気を付けている
人の割合         現状 5.1％ － 目標 6.0％ 
40～74 歳の男性喫煙者の割合 

 現状 26.9％ － 目標 21.0％ 
公共の場の敷地内施設内禁煙を徹底する 

現状 86.7％ － 目標 100％ 
生活習慣病のリスクを高める量(日本酒約 2 合以上)を飲
酒する男性の割合   現状 16.8％ － 目標 13.0％ 
生活習慣病のリスクを高める量(日本酒約 1 合以上)を飲
酒する女性の割合   現状 20.6％ － 目標 16.0％ 
1 日の飲酒の適量を知っている人の割合 

現状 9.6％ － 目標 12.0％ 

外出に対して積極的な姿勢を持つ高齢者の割合 
現状 88.5％ － 目標 100％ 

日ごろから意識的に体を動かす人の割合  
現状 56.7％ － 目標 68.0％ 

おたっしゃ会の開催箇所数  
現状 19箇所 － 目標 22 箇所 

1 日の歩行時間  
現状 21～30 分 － 目標 31～40分 

 


