調布市民健康づくりプラン(第２次)
【概要版】
平成 25（2013）年度～平成 29（2017）年度

平成 25 年３月
調布市

～ 調布市民健康づくりプラン（第２次）を策定しました～
この計画は，市民の生活習慣病の発症や重症化を予防し，社会生活を営むうえで必要と
なる心身機能の維持・向上を図り，健康寿命の延伸をはじめとした，市民の健康増進の実
現につなげることを目的とするものです。

■

調布市における「健康」とは

一人ひとりが明るく元気に日常生活を送ることができ，生活の質（ＱＯＬ）が充実して
いると感じられる状態であること。

■

基本理念

「健康づくり 始める 続ける 楽しんで」
楽しいことをしていたら，いつの間にか健康になっていた・・・そんな健康づくりを目
指しています。

■

基本目標

「元気でいきいきとした生涯」
誰もが生涯にわたって心身ともに健康で，笑顔あふれる自分らしい生活をおくることが
できるよう，がん，糖尿病などの生活習慣病の予防や早期発見・早期治療を支援する仕組
みを強化するとともに，一人ひとりが自発的な健康づくり活動に取り組める環境づくりを
推進することを基本目標とします。

「人とつながり，ぬくもりを感じる生涯」
普段から家族をはじめ，友人や地域の人々同士の会話や学びあいを促進し，人と人との
つながりを築き，増やし，強めることを基本目標とします。

健康づくり３分野
健康のためには，次の3つの要素が必要です。この3つの要素を3分野として推進します。

１ 健康を培う生活習慣
２ 家族や地域の人を育む力
３ こころの健康
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大切な
３分野
だね！

～ この計画では健康をリンゴの木に例え，大きく，美味しい
りんごの実がたくさん成る木を育てることを目標とします ～
健康づくり３分野
例え

１ 健康を培う生活習慣
２ 家族や地域の人を育む力
３ こころの健康

１ 定期的に降る雨
２ 肥沃な土壌
３ 降り注ぐ太陽

リンゴの木が健康に育つためには，「定期的に降る雨」，「肥沃な土壌」，「降り注ぐ太陽」
の３つの要素が欠かせません。
定期的に降る雨
木の育ちには，適量の雨が定期的に降ることが必要で
す。定期的に降る雨を生活習慣に例え，一人ひとりの
生活が規則正しい生活習慣となることを目指します。

プランの推進

降り注ぐ太陽
プランの推進

木の育ちには，太陽
の光が欠かせませ
ん。太陽を人のここ
ろの健康に例え，こ
ころの状態が雲にか
かることなく，明る
く力強い光を放つ太
陽のようになること
を目指します。

太陽に元気がないね。
土も水がかれてひび割れて
いるね。
りんごも美味しそうじゃな
いね。
みんなでプランをやってみ
よう！！

肥沃な土壌
市による支援

木の育ちには，地盤が
しっかりしているこ
とや，土壌が肥沃であ
ることが必要です。土
壌を家族や地域の人
に例え，さらに土壌の
肥沃さを家族や地域
の人を育む力に例え，
しっかりした強固な
地盤作りと土壌の肥
沃化を目指します。

人為的に枝の剪定，
害虫駆除のための消
毒，肥料や水やりが
行われることでさら
に美味しいりんごの
実がなることを助け
ます。これらの人為
的行為を市による支
援に例え，一人ひと
りの健康の増進をサ
ポートすることを目
指します。

この健康づくり 3 分野を重点的かつ一体的に推進することで，
心身ともに健康な人が増えることを目指します。
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■

健康づくりに取り組むにあたっての方向性

健康づくり３分野（①健康を培う生活習慣，②家族や地域の人を育む力，③こころの健
康）の３つの分野の領域の拡大を図ることにより，３分野の重なり部分（健康な領域）の
面積を増やします。
さらに，市民一人ひとりを，健康教育や充実した健康情報の提供などにより，健康な領
域（中心）へ導くことで，結果として，三拍子揃った健康な人の増加を図ります。
《健康づくりに取り組むに当たっての方向性のイメージ図》

各分野の取組を推進することにより，３分野
の重なり部分（健康な領域）の面積を拡大さ
せ，同時に，健康教育などにより３分野の領
域外の人を，領域外→領域内→中心部へと導
き三拍子揃った健康な人を増やします。

推進

大きく

中心へ導く

大きく

大きく

推進
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■

計画の全体像

計画は，下図のように「基本理念」「基本目標」「具体的な取組に向けた６つの目標と８
つの方向性」から構成されます。

《計画の全体像のイメージ図》
《基本理念》
「健康づくり 始める 続ける 楽しんで」
－基本目標－
・ 元気でいきいきとした生涯
・ 人とつながり，ぬくもりを感じる生涯

具体的な取組に向けた６つの目標と８つの方向性
【方向性】

【目 標】
幼少の頃から培う生活習慣

よりよい選択ができる能力を高める
家族の結びつきを強化する

家族・地域力アップ

地域の結びつきを強化する

まわりにいる人のこころのサインをキャッチ

まわりの人に関心を持つことができる人を増やす

こころの安定

ストレスに気づき対処法を知っている人を増やす

上手な休養

睡眠が充足している人を増やす
一次予防の推進と重症化予防

生活習慣病予防

科学的根拠に基づくがん検診の推進
課題解決に向けた取組
健康づくり３分野
① 健康を培う生活習慣
② 家族や地域の人を育む力
③ こころの健康

-4-

■ 基本目標，健康づくり３分野，目標，方向性の相関関係
「元気でいきいきとした生涯」
，「人とつながり，ぬくもりを感じる生涯」という２つ
の基本目標を達成するために，健康づくり３分野（①健康を培う生活習慣，②家族や地
域の人を育む力，③こころの健康）
，６つの目標，８つの方向性を設定。

《基本目標と健康づくり３分野，目標，方向性の関係図》

方向性
目標
３分野

基本目標

健康づくり３分野（①健康を培う生活習慣，②家族や地域の人を育む力，③こころの健
康）における取組を一体的に進めることによって，健康な市民の増加を図ります。
健康づくり３分野の推進のため，６つの目標を設定のうえ，さらに，目標を達成するた
めの８つの方向性を設定し，それぞれに「一人ひとりの行動目標（市民の行動目標）」，
「行
政・地域（家族，自治会，各種団体，企業など）の必要な取組」を掲げ，目標の達成と健
康づくり３分野の推進を図っていきます。
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幼少の頃から培う生活習慣
小さい頃からの
生活習慣が大切
なんだね。

朝食を食べる・体を動かすなどの健康に
つながる生活習慣は，幼少の頃から培われます。
幼少の頃に培われた適正な生活習慣は，個人的な理由
や社会事情等により乱れる時期もありますが，乱れる幅
が小さかったり，何かの機会に，また元の適正な生活習
慣に戻ることができる力につながります。

からだを動かす習慣を身につける。
かならず朝食をとる。
自分で身体に良いことがわかり行動できる。
保護者が定期的に子どもの口腔内を観察する。
子どもがより良い選択をできるよう，保護者の健康に関する意識
を高める。
よりよい選択ができる能力を高める
よりよい選択ができる能力とは，日常生活において，健康につながるような選択ができ
る力のことです。たとえば，昼食で単品（ラーメン等）と定食（小鉢などがついたもの）
のどちらかを選ぶという場合，バランスのよい定食を選択できる力のことをいいます。
幼少の頃は，保護者やまわりの人からの手助けにより，適正な生活習慣を保つことがで
きますが，成人になると，自ら考えて判断しなければなりません。そのため，自己判断力
を培うことが重要です。
・ ＰＴＡと行政が一緒になって，健康づくりに関する活動を進める。
地域
の取組 ・ 夏祭りの機会などを利用して，親子に対する啓発活動を進める。
・ 家族で健康的な生活習慣について考える場を提供する。
行政
の取組 ・ 生活習慣の大切さを保育園・幼稚園・小学校・中学校へ普及啓発する。
・

成果指標

市内のイベント時に好ましい生活習慣を伝える。

・喫煙経験のない子どもの割合
中高生 97.9%→100%
・飲酒経験のない子どもの割合
中高生 72.0%→100%
・肥満傾向にある子どもの割合
小４男 7.8%，小４女 6.9%→下げる
・う歯のない人の割合
３歳児 88.5%→上げる
・一人平均う歯数
３歳児 0.35 本，12 歳児 1.08 本→下げる
・朝食を食べている子どもの割合
中高生 92.9%→上げる
・運動やスポーツをしている子どもの割合
中高生 75.3%→上げる
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家族・地域力アップ
個人の健康は，個人をとりまく家族や地域などの
家族，地域の力は
周囲の環境から大きく影響を受けます。
一人ひとりの健康
近年の高齢化，核家族化，都市化などにより，就
を支えているね。
労形態や家族形態に変化が生じています。
また，家庭教育を支える環境や，地域のつながり
の変化など，個人をとりまく環境にも変化が生じています。

出来事を家庭で話題にする。
家族や，まわりの人の健康に気を配る。
一日一回，ご飯を家族で楽しく食べる。
積極的に地域とのつながりをもつ。
地域，学校，職場の

家族の結びつきを強化する
家族が健康であることは，個人の健康，特に子どもの健康に影響します。家庭の結びつ
きを強めることで，健康情報の伝達や共有化が図られ，健康的な行動や選択能力の向上に
つながります。
・ 保護者が「家族でコミュニケーションをとろう」と意識する。
地域
の取組 ・ 家族で参加できるイベントを企画する。
・

テレビ，パソコン，携帯端末などの活用の仕方を育む。

・ 学校を通して各家庭へ健康づくりの情報を提供する。
行政
・
健診，健康相談，健康教育などの場で，家族ぐるみの健康づくりの重要性について伝える。
の取組
・

家族の結びつきと健康について啓発する。

地域の結びつきを強化する
地域のつながり（ソーシャル・キャピタル）の強化は，地域における健康情報の共有や，
健康づくりに取り組みやすい環境作りを促進し，健康な地域づくりにつながります。また，
地域における，子育て家庭の見守りや支援は，家族の結びつきの強化につながるものです。
・ 地域で家族同士が認め合い支え合う。
地域
の取組 ・ 地域住民が一緒になって防災訓練や地域清掃などに取り組む。
・ 健康増進のための仲間づくりを支援する。
行政
の取組
成果指標

・家族間での教育機会（携帯電話の使用ルール有無）
78.1%→上げる
・家族と一緒に食事をする子どもの割合
中高生夕食 88.7%→上げる
・家族に話すことでストレス解消できる人の割合 成 人 29.9%，未成年 23.3%→上げる
・気軽に話せる「家族」がいる子どもの割合
中高生 70.3%→上げる
・居住地域でお互いに助け合っていると感じている人の割合
45.7％（国）→55.4％
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まわりにいる人のこころのサインをキャッチ
日本では，毎年約３万人の自殺者数があり，調
布市においても，年間 30 人から 40 人の方が，
ま わ り の 人 が 悩ん
自ら命を絶っています。
で い る こ と に 気づ
自殺をする方は，亡くなるまでに，数か所の相
いたら，一歩勇気を
談機関に行くと言われていることから，いかに相
出 し て 声 を か けて
みよう。
談者の SOS のサインをキャッチできるかが重要
です。
こころの変調は，自分だけでなく，まわりにいる人が気づくことも多くあります。早期
に気づき，受診や相談等の適切な対処をすることで，こころの健康を保つことにつながり
ます。

自分のまわりにいる

元気のない人に声をかけたり，見守った

りする。

日頃からコミュニケ

相談をしたり，受けたりしやすくするため，

ーションをとる。
声かけのヒント
「なんか元気ないけど大丈夫？」
「何か悩んでいるの？よかったら話して」
「どうしたの？なんだか辛そうだけど・・・」 などです。
話を聞いて，一緒に考えてあげることで，相手の気持ちを楽にするこ
とができます。

まわりの人に関心を持つことができる人を増やす
「自分のこころに気づく」，「まわりにいる人の変調に気づく」，相談機関などに「つなげ
る」が，命をつなげることにつながり，自殺者が約３万人という現状の改善につながります。
・ まわりの人の「ＳＯＳ」を見逃さない。
地域
の取組 ・ ふだんから気軽に出て行ける「場」を増やす。
・ 健康教育でまわりにいる人の声かけの重要さを伝える。
行政
の取組 ・ ゲートキーパー＊を増やす。
・

相談機関のスキルを向上する。

＊

ゲートキーパー

ゲートキーパーとは，「地域や職場，教育，その他様々な分野において，身近な人の自殺のサインに気づき，その人の話を受
け止め，必要に応じて専門相談機関へつなぐなどの役割が期待される人」のことです。
ゲートキーパーの役割とは，ひとことで言うと，「気づき，受け止め，つなぐ」ことです。
仕事や日常生活の中で出会う人が，「表情が暗い」「元気がない」等，気になる様子があったら，声をかけて様子を聞きます。
身近なゲートキーパーは家族，同僚，近所の人等，身近な存在の人です。
／東京都福祉保健局ホームページ

成果指標

・ゲートキーパーの育成
０人→増やす
・身近に相談できる誰かがいる人の割合
男性 50 代 49.6%，男性 60 代 44.7%→上げる
・自殺者数（人口 10 万対）
15.7 人→減らす
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こころの安定

ストレスと
上手に付き
合おう。

こころの健康には，十分な睡眠をとることや，スト
レスと上手に付き合うことなどが欠かせません。
また，適度な運動や栄養バランスのとれた食生活も，体の健康のみならず，
こころの健康を保つためにも重要な基礎となります。

自分なりの

ストレス解消法を持つ。
（例：話をする，運動をするなど）
ちょっと早歩き

仕事と休養のバランスをとり過労防止をこころがける。
自分の心の状態を感じとり，

無理をしない。
ゆっくりお茶

家族で

上手なコミュニケーションをとることにより，

ストレスを解消する。

かかりつけ医を持つ。
ストレスの原因

無理せず相談

ストレスは，外部から刺激を受けた時に生じる緊張状態のことです。外部からの刺激には，天候や騒音などの環境的要因，病気や
睡眠不足などの身体的要因，不安や悩みなどの心理的な要因，人間関係がうまくいかない，仕事が忙しいなどの社会的要因があり
ます。つまり，日常の中で起こる様々な変化＝刺激が，ストレスの要因になるのです。
進学や就職，結婚，出産といった喜ばしい出来事も変化＝刺激ですから，実はストレスの原因になります。
／東京都福祉保健局ホームページ

ストレスに気づき対処法を知っている人を増やす
ストレスに対して自ら判断できることが予防の第一歩となります。
・ ストレスチェックシートの活用を広める。
地域
の取組 ・ 長時間残業を減らす。
・ ストレスの解消法，対処法をまとめ，健康教育や啓発のための講座を行う。
行政
の取組 ・ ストレスチェクシートを作成し，健診の際に配布したり，会社宛に送付するなど，
・

成果指標

効果的な活用を図る。
一人暮らしの人の話を聴く機会を設ける。

・ストレスを解消できている人の割合
63.7%→上げる
・うつ傾向にあると自覚している人の割合
10.4％（国）→9.9％
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上手な休養

上手に休めてる？

調布市民は，全国や東京都に比べて，
睡眠時間が少ない傾向にあります。
睡眠は，こころの安定だけではなく，生活習慣病（血圧や血糖値の
上昇など）にも大きく影響します。

早寝早起きをこころがけ，夜更かしはしない。
十分な睡眠をこころがける。
食事時間や睡眠時間をできるだけ規則正しくして，生活のリズ
ムを作る。
休養がとれるような自分の生活リズムを作る。
日中にできるだけ日光を浴びるようにする。
寝る前の過度の飲酒は控える。
ぬるめのお風呂でリラックスし，

睡眠が充足している人を増やす
調布市民は，表のように睡眠時間が６時間未満の人の割合が，男女とも東京都の平均と
比べ高い傾向にあります。
睡眠時間は，人それぞれ必要とする時間が異なるため，睡眠時間が少ないことが，悪い
ことではありませんが，自分の睡眠について考えることも必要です。
表【睡眠時間 比較】

全
体
男性（計）
女性（計）

（%）

睡眠時間が６時間未満の割合
調布市
東京都
39.8
36.0
40.5
35.0
39.2
36.9
出典

比較
全国
33.2
31.8
34.5

全 国：平成 22 年国民健康・栄養調査
東京都：平成 21 年東京都民の健康・栄養状況

・ 睡眠やこころの健康に関する講座を開催する。
地域
の取組
・ 睡眠の大切さや，よりよい睡眠をとるための方法等についての情報を市民に伝える。
行政
の取組
成果指標

・睡眠による休養を十分取れている人の割合
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成

人 52.5%，中高生 51.0%→上げる

生活習慣病予防
生活習慣病は，若いころから，日々積み重ねてきた
生活習慣が，発症・進行に関係する病気です。
今日の健康づくりでは，普段から健康を保ち，病気
にならないようにする「一次予防」が，一層求められ
ています。

１に運動
２に食事
しっかり禁煙
最後にクスリ

一次予防の推進と重症化予防
日本人の３分の２近くが生活習慣病により亡くなっている状況は続いています。減塩や
禁煙，運動などの生活習慣の改善により予防を図ることが重要です。
一次予防
栄養・食生活

生活リズムを整え，１日３食べる。

バランスの取れた食事をこころがける。
食の安全性に関心をもち，食を選択する力を身につける。
栄養

食を大切にするこころを育み，楽しく食事をする。
身体活動・運動

歩く時間が多くなるようにこころがける。
（例：買物は歩いていく，ひと駅歩くなど）
。
時間をつくって，ストレッチで体を動かす。
（例：テレビを見ながら，立ち仕事の合間に）
。
取り組んでいる運動は続ける。
＊
できる生活をする。

ロコモティブシンドローム を予防

ロコモティブシンドローム＊
運動器の衰えにより，日常生活での自立度が低下し，要介護になる可能性の高い状態をさします。ロコモティブ
（locomotive）とは「運動の・移動の」という意味です。日本語では「運動器症候群」といいます。

たばこ

たばこをやめる。

吸わない。
未成年者にたばこを吸わせない。
子どもの前でたばこは

１日１合の量の目安
喫煙マナーを守り，歩きたばこをしない
飲酒量の目安
お酒を飲み過ぎない（１日１合程度にする）
。 お酒の種類
日本酒
１合
週２日は飲まない日（休肝日）をつくる。
ビール
中ビン１本

未成年者にはお酒を

飲ませない。
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ワイン
焼酎

２杯
１/２合

歯と口腔の健康

毎食後の

歯みがきの習慣をつける。

正しい磨き方を身につける。
食事,おやつ,甘い飲み物は

時間を決めて「だらだら食べ」をしない。

年１回，定期的に歯科健診を受ける。

二次予防

健診・検診を適切な時期に受ける。（職場の健診，または特定健診を積
極的に受ける。
）
科学的根拠に基づいた

がん検診を適切な時期に受ける。

三次予防

健診・検診後，必要な治療を早期に受ける。
かかりつけ医と共に疾病の

重症化予防に努める。

一次予防
地域
の取組 身体活動・運動
・ 運動指導者の派遣を充実する。
・ 身近な場所で，気軽に参加できる運動の機会をつくる。
・ ウォーキングマップを活用し，健康づくりに努める。
・ 運動施設を貸し出す。
・ グループ紹介など広く情報提供する。
たばこ
・ 歯周疾患と喫煙の関係について啓発する。
・ 禁煙・分煙に関するポスターを掲示し，禁煙・分煙に協力する。
アルコール
・ 未成年者へのお酒の販売はしない。
歯と口腔の健康
・ 定期的な歯科健診や歯のケアの大切さを広める。
二次予防・三次予防
・ かかりつけ医が継続して医療を行う。
・ 健診後，要精密検査者を確実に医療につなげる。

行政
の取組

一次予防
身体活動・運動
・ 健康教育や健康相談の場で，体を動かす具体的な方法を伝える。
・ 生活習慣病予防として，運動習慣のメリットや，運動をしなかったときのデメリットを
市民に伝える。
・ ロコモティブシンドロームについて普及啓発する。
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行政
の取組

たばこ
・ イベントを利用して，市民（特に若い世代）に情報を提供する。
・ 乳幼児健診，検診の際，健康教育で禁煙をすすめる。
・ 禁煙外来の情報を提供する。
・ 母子健康手帳を交付する時に禁煙指導を行う。
・ 公共的な施設における分煙・禁煙を徹底し受動喫煙を防止する。
・ 受動喫煙の影響を考え，親の喫煙を減らす取組を進める。
・ ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）＊に関する知識の普及啓発を行う。
・ 禁煙・分煙に関するポスターを公共的な施設で掲示するほか，
民間施設については東京都と連携し，商業施設等に掲示できるよう働きかける。
アルコール
・ イベントを利用してアルコールについての正しい情報を提供する。
・ 母子健康手帳を交付する時に，妊娠中の飲酒の影響について啓発・指導を行う。
歯と口腔の健康
・ 歯周疾患検診の重要性を周知し受診者を増やす。
・ 生涯を通じた，歯の健康を守る正しい知識（生活習慣，ブラッシング）を普及させる。
・ 歯周疾患が全身の疾患に関係することを健康教育などで普及する。
二次予防・三次予防
・ 健診の受診率を高めるため，情報提供の充実や，申込み手続きの簡素化などを進める。
・ 重症化を予防するため，疾病の理解や健診後の受診勧奨等の支援を充実させる。

ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）＊
有毒な粒子やガス（主にたばこの煙）の吸入による進行性の疾患であり，運動時の呼吸困難や慢性の咳・痰な
どの症状があります。

科学的根拠に基づくがん検診の推進
2 人に 1 人ががんになり，3 人に 1 人ががんで亡くなっています。がんは早期発見，早
期治療をすることで死亡率を下げることができます。
・ がん検診の受診を促し，必要な時は早期に医療機関を受診するよう勧める。
地域
の取組
・ 科学的根拠に基づいたがん検診を実施する。
行政
の取組 ・ がん検診の方法などを市民に広く周知し，検診の受診を促す。

成果指標

・血圧 140/90mm/Hg 以上の割合
9.0%→下げる
・LDL コレステロール値 140mg/dl 以上の割合
29.9%→下げる
・メタボリックシンドロームの該当者及び予備軍の割合
23.5%→下げる
・HbA1c6.1%以上の人の割合
6.9％→下げる
・糖尿病性腎症による年間新規透析導入患者数（人口 10 万対）
10.4 人→減らす
・定期的に歯科健診を受けている人の割合
成 人 31.1%，中高生 21.8%→上げる
・運動習慣者の割合（週２回以上）
41.9%→上げる
・妊娠届出書による妊娠中の喫煙者数
35 人→0 人
・成人の喫煙率
16.1%→8.1%

- 13 -

■

健康づくりを支えあう地域づくり
健康づくり
始める

１

続ける

楽しんで

健康を支えあう仲間づくり

－健康づくりをお互いに支える仲間をつくろう－
「健康づくり 始める 続ける 楽しんで」という計画の基本理念をモットーに，より
楽しく取り組むため，身近で支え合える仲間づくりを目指すことが大切です。特に調布は，
転入転出者の多い地域ですが，これからは，一人ひとりがお互いの健康づくりをサポート
し合い，楽しみながら健康づくりができるような仲間づくりを意識的に進めることが求め
られます。
平成１８年度に，前計画を推進することを目的に発足した
「調布市民健康づくり始める会」は，市民が核となり，
健康づくり事業を展開しています。仲間づくりの場，
そして健康づくりの場として，大変貴重な市民の活動
となっています。特に，高齢者の参加者が多く，
健康維持のために様々な活動をしています。同会に対し，
市では，引き続き，仲間づくりを継続するための支援をしてまいります。

２

既存のグループの支援

市内には，趣味や志を共にする子育て世代から高齢者の市民グループや団体が数多くあ
ります。これらのグループや団体がそれぞれの活動をしている場に出向き，健康情報を発
信することを積極的に進めていきたいと考えています。また，市では，引き続き，運動を
続けている団体に健康活動ひろばを利用してもらい，健康を維持させることを支援してま
いります。

３

企業連携を進める

市内を含め京王線沿線には，地域の人々の健康を願って社会貢献活動を行う企業があり
ます。これまでも，市民の健康増進という共通の願いの達成のため，市と企業が連携し，
協働による取組を進めてきたところです。単独では実施が難しいような充実した内容の事
業も，協働で行うことで可能となり，これまでも，効果的な事業の展開が実現してまいり
ました。市民の健康づくりを強力に推進していくためには，パートナーの存在は重要です。
これからも，引き続き企業との協働による取組を発展させ推進してまいります。
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