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２．生活習慣・社会環境の改善

●現状と課題

栄養・食生活は、生命を維持し、子どもたちが健やかに成長し、また人々が健康な

生活を送るために欠くことのできない営みであり、生活習慣病の発症及び重症化予防

のほか、生活の質(QOL)の向上、さらには社会生活機能の維持・向上の観点からも重

要です。

食生活が多様化し、食に関する情報が溢れる中では、市民一人ひとりが正しい食情

報を選択し適切な食習慣を実践する能力の向上を図ることが求められます。また、そ

のためには正しい食情報の発信により、健康な食品・食事をとりやすい社会環境を整

備することが不可欠であり、両面から取り組みを推進する必要があります。

乳幼児期から高齢期まで、それぞれのライフステージにおいて、心身の機能維持及

び向上につながる対策や生活習慣病予防に取り組むために、子どもの頃からの規則正

しい生活習慣・食習慣づくり、肥満予防対策、糖尿病の重症化予防、高齢者の介護予

防・フレイル＊予防などの取り組みを行っていく必要があります。

＊フレイル…加齢とともに心身の活力(運動機能や認知機能等)が低下し、複数の慢性疾患の併

存などの影響もあり、生活機能が障害され、心身の脆 弱性が出現した状態であ
ぜいじゃく

るが、一方で適切な介入・支援により、生活機能の維持向上が可能な状態

主な取組 概要・取組の方向性 担当課

母子健康手帳交付及び

マタニティ教室

妊娠届時やマタニティ教室において、妊娠中の母

胎や胎児の成長についてメカニズムを理解して

もらい、妊娠期から適切な栄養摂取ができるよ

う、保健指導・栄養指導の充実を図ります。

健康推進課

新生児訪問指導（こん

にちは赤ちゃん事業）

新生児訪問において、児の発育・発達、授乳に関

すること、産婦の健康や授乳中の栄養摂取などの

育児上必要な事項について保健指導を行い、育児

の不安を軽減するとともに産婦の健康保持及び

児の健やかな発育・発達を図ることができるよう

支援します。

健康推進課

（１）栄養・食生活
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主な取組 概要・取組の方向性 担当課

乳幼児健康診査

４か月・９か月・1 歳６か月・3 歳児などの発育・

発達の節目となる大切な時期において、各健康診

査を行うとともに、発育・発達に関すること、栄

養・子育てに関する相談・保健指導を行い、乳幼

児や保護者の健やかな発育・発達を図ることがで

きるよう支援します。また必要に応じ医療機関や

各関係機関との連携を図り、適切な支援につなげ

ます。

健康推進課

離乳食講習

管理栄養士・栄養士による離乳食の進め方に関す

る講話・個別相談を行い、乳幼児の健やかな発

育・発達を支援します。

健康推進課

こ ど も 園 ・ 保 育 所

(園)・幼稚園における

食育の推進

給食試食会や栄養についての講話、食育だより等

によるレシピ紹介や栄養情報の提供を行います。

また、こども園・保育所(園)は実物の給食を毎日

展示し、幼稚園は市のホームページに掲載するな

ど、家庭での食事につながるよう発信します。保

育の中では、菜園活動で栽培・収穫を体験し、ク

ッキング保育を通して実際に食材に触れること

で食についてより関心を高めます。また、栄養の

役割などの講話を行い、子どもの｢食を営む力｣

の基礎を培うことができるよう支援します。

こども未来課

小学校・中学校におけ

る食育の推進

学校食育リーダーを中心に、家庭や地域との連携

のもと、各学年の発達段階に応じた食に関する指

導を行っています。また、地産地消(県内産や市

内産)の材料を活用した学校給食の提供、ふれあ

い食体験での郷土料理の調理実習、食育パワーア

ップ事業で食についての授業を行うなど、食への

興味関心を育てます。

教育委員会
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主な取組 概要・取組の方向性 担当課

幼稚園・小学校・中学

校における肥満児傾向

への対策

小児肥満健康管理シス

テム

小児肥満健康管理システムを活用し、必要に応

じ、児童・生徒及び保護者に二次検診の必要性を

連絡し、二次検診実施医療機関において、検診を

行うなど早期の対策に取り組みます。

教育委員会

ヘルスメイト(食生活

改善推進員)による食

生活改善等の取り組み

食生活の改善や生活習慣病予防、介護予防に関す

る正しい知識を地域に普及し、健康づくりの輪を

広げていくため、ヘルスメイトによるボランティ

ア活動をしています。市において地域で活躍する

ヘルスメイト(食生活改善推進員)養成講座を開

催し、推進員活動を支援していきます。

健康推進課

食生活改善推進

協議会

特定健康診査・特定保

健指導

特定健康診査の結果に基づき、生活習慣や食習慣

等の改善に取り組めるよう、特定保健指導・栄養

指導を実施します。

国保年金課

栄養相談・保健相談

ヤング健診・健康診査や医療機関等での検査結果

に基づき、生活習慣や食習慣等の改善に取り組め

るよう、保健指導・栄養指導を実施します。

健康推進課

介護予防教室

（栄養改善講座）

生活習慣病予防や生活機能の低下を予防し、介護

予防を図るため、地域の自主グループや地区活動

組織と連携して介護予防教室を開催し、保健師・

看護師による健康チェックを行うとともに、管理

栄養士・栄養士による栄養改善講座を行い、介護

予防に必要な知識を市民及び地域に普及します。

介護保険課
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●現状と課題

身体活動とは、安静にしている状態よりも多くのエネルギーを消費するすべての働

きをいい、運動とは身体活動のうち、スポーツやフィットネスなど健康・体力の維持・

増進を目的として行われるものをいいます。身体活動・運動の量が多い人は、不活発

な人と比較して、循環器疾患やがんなどの非感染性疾患の発症リスクが低いことが実

証されています。世界保健機構（WHO）は、高血圧、喫煙、高血糖に次いで、身体

不活動を全世界の死亡に関する危険因子の第４位と認識し、日本でも、身体活動・運

動の不足は、喫煙、高血圧に次いで非感染性疾患による死亡の第３番目の危険因子で

あることが示唆されています。

また、身体活動・運動は、非感染性疾患の発症予防だけでなく、高齢者の運動機能

や認知機能低下などと関係することも明らかとなっています。高齢者の運動器疾患が

急増しており、要介護となる理由としても重要になっていることから、日本整形外科

学会は 2007 年、要介護となる危険の高い状態を示す言葉としてロコモティブシンド

ローム＊を提案しました。運動器の健康が長寿に追いついていないことを広く社会に

訴え、運動器の健康への人々の意識改革と健康長寿を実現することを目指しています。

身体活動・運動の重要性が明らかになっていることから、多くの人が無理なく日常生

活の中で運動を実施できる方法の提供や環境をつくることが求められています。

健康増進や体力向上のために、身体活動・運動の量を増やすことは、個人の抱える

多様かつ個別の健康課題の改善につながります。また、主要な生活習慣病予防ととも

に、ロコモティブシンドローム＊によって日常生活の営みが困らないようにするため

にも積極的に推進いたします。

主な取組 概要・取組の方向性 担当課

子どもを対象としたス

ポーツ活動

子どもたちの今後のスポーツ活動の指針になる

ことを狙いとし、毎年、体育の日に市民体育祭を

開催し、その行事の一環として、体力・運動能力

の調査を行っています。

教育委員会

特定健康診査・特定保

健指導

健康増進や体力向上を目的として運動するきっ

かけづくりとなるように運動教室を実施してい

ます。

国保年金課

（２）身体活動・運動
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＊ロコモティブシンドローム（運動器症候群）…運動器（骨・関節・筋肉・神経等）の機能低

下が原因で、日常生活を営むのに困難をきたすような歩行機能の低下、介護が必要となる

危険性の高い状態

主な取組 概要・取組の方向性 担当課

ウォーキングマップの

活用・運動の普及啓発

市食生活改善推進協議会・県と連携し作成した吉

野川市内のウォーキングマップの活用や運動の

推進について啓発を行っていきます。

また市の各部局や関係機関が実施している事業

への勧奨・周知を行います。

食生活改善推進

協議会

健康推進課

徳島県

介護予防教室

（介護予防体操）

生活習慣病予防や生活機能の低下を予防し、介護

予防を図るため、地域の自主グループや地区活動

組織と連携して介護予防教室を開催し、保健師・

看護師による健康チェックを行うとともに、理学

療法士による介護予防体操を行い、介護予防に必

要な知識、実技を市民及び地域に普及していきま

す。

介護保険課

リハビリ教室

地域で自主的に活動しているグループに対して、

一定期間、定期的に理学療法士等が関わることに

より、正しい運動方法を学び、地域の人が中心と

なって、継続して運動ができる健康づくりの場及

び憩いの場として支援する事業を継続して実施

していきます。

介護保険課

ウォーキング・運動に

関わる事業の実施

「空海をたどるいやしの道ウォーク」、「梅の花見

ウォーク」、「美郷高開芝桜ウォーク」などを開催

することで、吉野川市の魅力あふれる風景をＰＲ

するとともに参加者の健康増進を図ります。

商工観光課
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●現状と課題

アルコール飲料は、生活・文化の一部として親しまれてきている一方で、到酔性、

慢性飲酒による、臓器への影響、依存性、妊婦を通じた胎児への影響等、他の一般食

品にはない特性を有します。健康日本２１では、アルコールに関連した健康問題や飲

酒運転を含めた社会問題の多くは、多量飲酒者によって引き起こされていると推定し、

多量飲酒者を「1 日平均 60ｇを超える飲酒者」と定義し、多量飲酒者数の低減に向

けて努力がなされてきました。

しかし、がん、高血圧、脳出血、脂質異常症などは、1 日平均飲酒量とともにほぼ

直線的に上昇することが示されています。

また、全死亡、脳梗塞及び冠動脈疾患については、男性では 44g/日(日本酒 2 合/

日)、女性では、22g/日(日本酒 1 合/日)程度以上の飲酒でリスクが高くなることが示

されています。同時に一般に女性は男性に比べて肝臓障害など飲酒による臓器障害を

おこしやすいことが知られています。そのため、健康日本２１においては、生活習慣

病のリスクを高める飲酒量について、男性で 1 日平均 40g 以上、女性で 20g 以上と

定義されました。

飲酒については、アルコールと健康の問題について適切な判断ができるよう、未成

年者の発達や健康への影響、胎児や母乳を授乳中の乳児への影響を含めた、健康との

関連や「リスクの少ない飲酒」など、正確な知識を普及する必要があります。

＊胎児性アルコール症候群…妊娠中の母親の習慣的なアルコール摂取によって発育や発達な

どに障がいが生じていると考えられている先天性疾患の一つ

主な取組 概要・取組の方向性 担当課

母子健康手帳交付及び

マタニティ教室

妊娠中の飲酒は、胎児性アルコール症候群＊など

を引き起こすため、その影響や危険性などについ

て、妊娠届出時やマタニティ教室において、保健

指導及び啓発を行います。また、産後も授乳中の

飲酒により、母親の血中のアルコールが母乳にも

移行することから、乳児の健康を守るため、産婦

に対する授乳中の飲酒の影響や危険性などにつ

いて保健指導及び啓発を行います。

健康推進課

（３）飲酒
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主な取組 概要・取組の方向性 担当課

青少年の飲酒防止の取

り組み

学校でポスターの掲示、各販売店への年齢確認の

協力や連携、パトロールでの啓発活動などを行い

ます。

教育委員会

特定健康診査・特定保

健指導

国保加入の４０～７４歳を対象とした特定健診

結果に基づき、飲酒が結果に与える影響等につい

て保健指導を行います。

国保年金課
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●現状と課題

たばこによる健康被害は、多数の科学的知見により因果関係が確立しており、がん、

循環器疾患（脳卒中、虚血性心疾患等）、COPD（慢性閉塞性肺疾患）、糖尿病、周産

期の異常（早産、低出生体重児、死産、乳児死亡等）の原因となり、受動喫煙も虚血

性心疾患、肺がんに加え、乳幼児の喘息や呼吸器感染症、乳幼児突然死症候群（SIDS）

の原因となります。

たばこは、受動喫煙などの短期間の曝露によっても健康被害が生じますが、禁煙す

ることによる健康改善効果についても明らかにされています。

また、長期の喫煙によってもたらされる COPD は、予防が重要な疾患であるにも

関わらず、十分に認知されていない現状があります。発症予防と進行の阻止は禁煙に

よって可能であり、早期に禁煙するほど有効性は高くなることから、たばこ対策の着

実な実行が求められています。たばこ対策は、｢喫煙率の低下｣と｢受動喫煙への暴露状

況の改善｣が重要です。その対策により、がん、循環器疾患、COPD、糖尿病等の予

防において、大きな効果が期待できるため、たばこと健康について正しい知識を普及

する必要があります。

主な取組 概要・取組の方向性 担当課

妊婦への個別保健指導

及びマタニティ教室

妊娠届出時において、保健師・管理栄養士等によ

る個別保健指導やマタニティ教室の機会を通じ

て、妊婦やその家族に対し、母胎や胎児へのたば

この影響、禁煙に対する正しい知識の普及を図り

ます。

健康推進課

パパママ健康チェック

（乳幼児健診時）

乳幼児健診時に保護者の方を対象として、自身の

健康に関心を持つことができるよう、希望者にパ

パママ健康チェック（問診・尿検査・保健指導）

を実施ししています。その機会に禁煙に対する正

しい知識の普及を図ります。

健康推進課

学校における防煙教育

喫煙・飲酒・薬物乱用防止教室に講師を招いたり

ＤＶＤの視聴等により、児童・生徒が人体に及ぼ

す悪影響など、正しい知識を身につけることがで

きるよう、防煙教育を継続的に取り組みます。

教育委員会

（４）喫煙
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主な取組 概要・取組の方向性 担当課

青少年の喫煙防止の取

り組み

学校でポスターの掲示、各販売店への年齢確認の

協力や連携、パトロールでの啓発活動などを行い

ます。

教育委員会

特定健康診査・特定保

健指導

国保加入の４０～７４歳を対象とした特定健診

結果に基づき、喫煙経験者には、たばこと健康被

害等について保健指導を行います。

国保年金課

がん検診及び広報誌等

による正しい知識の普

及

がん検診時のリーフレット配布、ポスターによる

啓発、市広報誌などにより、禁煙・受動喫煙・

COPD 等について正しい知識の普及を図りま

す。

健康推進課
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●現状と課題

歯・口腔の健康は、食べる喜び、話す楽しみなど、健康で質の高い生活を営む上で

重要であり、身体的な健康のみならず、精神的、社会的な健康にも大きく関与してい

ます。従来より、すべての国民が生涯にわたって自分の歯を 20 本以上残すことをス

ローガンとした『8020(ﾊﾁﾏﾙﾆｲﾏﾙ)運動』が展開されているところです。

歯の喪失の主要な原因は、う蝕(むし歯)と歯周病で、歯・口腔の健康のためには、

う蝕と歯周病の予防が重要となります。幼児期や学童期でのう蝕予防や、近年、糖尿

病や循環器疾患等との密接な関連性が報告されている、成人における歯周病予防の推

進が重要とされています。

現状として、市が実施している歯周疾患検診の受診率が低いため、今後さらなる受

診率の向上に向けて受診勧奨等の啓発を積極的に取り組んでいく必要があります。

主な取組 概要・取組の方向性 担当課

1 歳６か月児及び 3 歳

児歯科健康診査

母子保健法に基づき、1 歳６か月児及び 3 歳児

健康診査において、歯科医師による健康診査、歯

科衛生士による保健指導を行っています。今後も

幼児のう蝕予防、歯の健康の保持増進への取り組

みを進めていきます。

健康推進課

こどものフッ化物塗布

推進事業

1 歳６か月児健康診査の対象者にフッ素塗布受

診票を交付し、市内歯科医療機関において無料で

健診及びフッ素塗布を行える事業を行っていま

す。受診率は、毎年 50％程度で推移しており、

今後さらなる受診率向上に向けて啓発を行って

いく必要があります。

健康推進課

こ ど も 園 ・ 保 育 所

(園)・幼稚園における

歯科健康診断及び歯科

保健の推進

歯科健康診断を行い、結果を保護者へ周知するほ

か、クラス活動や保育参観日の機会を通じ、歯科

衛生士等によるブラッシング指導を行うなど、歯

の健康の保持増進の取り組みを行います。また園

生活において、歯みがき習慣をつけることができ

るよう、乳歯が生えたら保育者が行い、年齢に応

じて自分できれいに磨くことができるよう取り

組みを進めます。

こども未来課

（５）歯・口腔の健康
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主な取組 概要・取組の方向性 担当課

学校における歯科健康

診断及び歯科保健の推

進

歯科健康診断を行い結果を把握し、児童・生徒及

び保護者に治療勧告など事後処置を連絡してい

ます。必要に応じて個別指導を行ったり、学校歯

科医師等の指導による歯と口の健康に関する正

しい知識の普及や歯科疾患予防のための歯磨き

の励行を呼びかけたりし、歯科保健の推進に努め

ます。

教育委員会

歯周疾患検診

４０～７０歳までの節目の年齢の方を対象に、歯

及び口腔の健康の保持増進を図るため、市内歯科

医療機関において歯周疾患検診を実施していま

す。今後、受診率向上に向けて啓発を行います。

健康推進課

介護予防教室

（口腔ケア講座）

高齢者の歯及び口腔の健康の保持増進を図るた

め、地域の自主グループや地区活動組織と連携し

て介護予防教室を開催し、保健師・看護師による

健康チェックを行うとともに、歯科衛生士による

口腔ケア講座を実施します。

介護保険課
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●現状と課題

こころの健康が、身体の健康に影響を与え、生活の質にも大きな影響を与えること

はよく知られています。健康よしのがわ２１では、ライフステージに合わせたこころ

の健康を維持するための行動を提示し、市民一人ひとりが取り組んできました。

しかし、複雑、多様化した現代社会では、常に何らかのストレスにさらされており、

こころの病気は誰もがなる可能性があります。ストレスそのものをなくすことは困難

ですが、自らがストレスを自覚し、上手く対処法を取れる人が増えることが大切です。

また、うつ病やアルコール依存症、統合失調症など、自殺と関連が強いとされる疾

患については、より効果的な相談体制が必要であるため、保健所等の関係機関や精神

科医療機関との連携を図ります。

主な取組 概要・取組の方向性 担当課

自殺予防の推進
各種保健事業の場で、こころの健康に関する情報

提供を実施します。
健康推進課

スクールカウンセラー

等による相談

不登校・いじめ等の予防や解消など、こころの悩

み・問題に専門的立場から助言・援助を行うスク

ールカウンセラー（臨床心理士）を配置し、子ど

もや保護者等へのカウンセリングや指導・助言を

行い、相談体制を強化していきます。

教育委員会

こころの相談

うつ病やこころの悩みを抱えている人に対して

随時、相談を実施しています。

必要に応じて、精神保健福祉に関連する関係機関

と連携を図り、個人の状況に応じた相談体制の充

実に努めます。

吉野川保健所

健康推進課

（６）こころの健康・休養


