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桜川市きらり健康プランとは？ 
 市民が、健康への意識を高め、きらりと明るい未来に向け主体的に健康づくりに取り組めるように策定した

計画です。 
 特に、生活習慣病の予防への積極的な取り組みを支援し、生涯にわたって健康でいきいきと暮らせる社会の

実現を目指します。 
 市民の健康づくりのため、家庭・学校・関係団体及び行政等が一体となって支援します。 

 
健康増進と食育と歯科保健を一体化して推進 

  

 

生活習慣病ってどんな病気？ 

 

なぜ、生活習慣病予防が必要なの？ 
 死亡原因の約 5 割が生活習慣病！ 

★第 1 位 悪性新生物 ★第 2 位 心疾患 ★第 3 位 脳血管疾患 

 要支援・要介護が必要となる最も多い原因も生活習慣病！ 
★第 1 位 脳血管疾患 ★第 2 位 認知症 ★第 3 位 骨折・転倒 ★第 4 位 がん ★第 5 位 心疾患 

 

健康づくりの主役は市民です！ 
市民一人ひとりが自らの健康に関心を持ち、

生活習慣を見直し、生活習慣の改善に主体的に

取り組むことが大切です。 
できることから、ひとつひとつ取り組んでみ

ましょう。 
  

桜川市きらり健康プラン 

健康増進計画 食育推進計画 歯科保健計画 

資料は H23 茨城県保健福祉統計年報 

適切な生活習慣を心がけることで

予防できます。 

肥満・高血圧・高血糖・脂質異常など 

不健康な 
生活習慣が 
続くと… 

 食塩・脂肪の摂りすぎ等 
 運動不足 
 過度のストレス 
 睡眠不足 
 喫煙 
 過度の飲酒 

基本理念 
元気でいきいき笑顔 心豊かにくらせる桜川 
「食」を通して いのち からだ こころを育み 郷土を育む 
歯でつくる 心身（からだ）の健康 豊かな生活 

個人や家庭、行政（市）、

関係団体の取り組み 
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その他 

H23桜川市総死亡に占める死亡原因の割合 

など 

放置すると 

 

 

 

 

 

 

 

ライフステージごとの健康づくり ～生涯を通じた健康づくり～ 

妊娠期 乳幼児期 学童期・思春期 青年期 壮年期 高齢期 

できることから 
ひとつひとつ 

取り組んでみよう 

市民が主体 生活習慣病予防を重視 地域ぐるみ 

市民の健康づくりを支える環境 
行政・地域・学校・関係団体等 

市民を主体と

して、地域社会

全体での取り

組みを実践！ 

市民の健康づくりと生活習慣病予防のための取り組み 

 

健康習慣づくり 
•「自らの健康は自らでつくる」という健康意識の向上 
•年に1回は健康診査を受け、その結果に基づき自分の生活習慣を振り返り、望ましい生活習慣
の実践への積極的な取り組み 
•自分の適正体重の理解と維持 など 

栄養・食生活 
•1日3食 規則正しい食事 
•毎日1 g減塩 
•野菜1日350 g以上摂取 など 

身体活動・運動 
•自分の体力、健康状態にあった運動内容、
量の継続的な実践 など 

休養・こころの健康 
•十分な睡眠と休養、そして自分なりのスト
レス解消 
•ひとりで悩まず早めに相談 など 

喫煙・飲酒 
•喫煙・飲酒による健康被害への理解 
•禁煙チャレンジ 
•自分にとっての適度な飲酒量と休肝日 な
ど 

歯と口腔の健康 
•年に1回は定期検診 
•適切で効果的な歯みがき習慣 など 

医療などの提供体制 
•病気の予防、救急初期対応、医療機関の利
用方法、病気や医療の基礎知識 など 

分野の健康づくり ～生活習慣の改善～ 

すべての市民が健康でいきいきと暮らす 

H23年度 桜川市総死亡に占める死亡原因の割合
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 乳・幼児期（0~5 歳） 学童期（6~12 歳） 思春期（13~19 歳） 青年期（20~39 歳） 壮年期前期（40~54 歳） 壮年期後期（55~64 歳） 高齢期（65 歳以上） 

健康習慣づくり

栄養・食生活

身体活動・運動

休養・心の健康

歯と口腔の健康

医療などの提供体制

 

       

 

       

 

       

 

       

喫煙・飲酒 

       

 

       

        

ライフステージごとの市民の取り組み 

●家族みんなで健康に関心を持ち、お互いの生活習慣と健康状態をチェックしましょう。 

●「自らの健康は自らでつくる」との高い意識を持ちましょう。 ●健康に関する正しい情報を得るように心がけましょう ●乳幼児健診を受けましょ

う。 
●病気や医療の基礎知識を深めましょう。 ●自分の適正体重を把握し、維持しましょう。 

●学校で実施される健康診査を必ず受けましょう。 ●1 年に 1 回は健康診査を受けましょう。 
●毎年の健診結果と見比べて、自分の健康状態を把握・管理しましょう。 
●要精密検査となったときは、必ず精密検査を受けましょう。 

●循環器疾患、糖尿病及びがんの正しい知識を身に付け、予防のための生活習慣の改善に心がけましょう。 

●食べる前にはうがいや手洗いをしましょう。 ●いただきます、ごちそうさまのあいさつをしましょう。 ●朝ごはんを必ず食べましょう。 ●必ず 1 日 3 食いろいろな食品をまんべんなく食べましょう。 
●主食、主菜、副菜を毎食そろえましょう。  ●間食・夜食・飲み物のとり方に気をつけましょう。   ●薄味習慣を身につけ､毎日 1g の塩分を減らしましょう｡(食塩:1 日男 9g･女 7.5g 未満) 
●家族や友人と一緒に食卓を囲み、マナーを学び楽しく食べましょう。 

●外食や総菜を選ぶときには、エネルギーや塩分などの表示を参考にしましょう。 ●薄味や野菜のおいしさを

伝えましょう。 
●おやつは決まった時間に

食べましょう。 ●食に関心を持ち、自分で食物を育てるなど、食のありがたみを感じましょう。 

●給食を残さず食べましょう。 ●あと一皿野菜を食べましょう。（野菜：1 日 350 g 以上） ●健康状態に合わせた食事をとりましょう。 

●家族で、子ども同士で、元気に外で遊びましょう。 ●運動部活動を楽しみまし

ょう。 
●日常生活の中で意識して身体を動かしましょう。 ●今よりも 10 分体を動かしましょう。 
●自分の体力や健康状態にあった運動内容と運動量を知り、継続的に行いましょう。 

●数多くの運動やスポーツを経験しましょう。 
●自分の体力に合った運動や身体活動で続けましょう。 

●積極的に外出し、閉じこもりによる体力

低下を防ぎましょう。 

●早寝早起きを実践し、規則正しい生活を送りましょう。 ●自分から周囲の人にあいさつや声かけをしましょう。 

●親子のスキンシップを十

分に行いましょう。 
●何でも相談できる親子関係と時間を持ちましょう。 ●十分な「睡眠」と｢休養｣をとりましょう。 

●気軽に相談できる人をつくりましょう。 

●自分に合ったストレス解消法を見つけましょう。 ●自分の時間を持ち、趣味や遊びを楽しみましょう。 

●自分や周りの人のストレスに気付き、早めに精神科医などの専門機関等に相談しましょう。 

●「喫煙」「飲酒」が及ぼす健康被害について理解し、周囲の人にも配慮しましょう。 

●未成年者の「喫煙」「飲酒」をなくしましょう。 ●たばこの煙から子どもや妊産婦を守りましょう。 ●禁煙にチャレンジしましょう。 

●妊産婦の「喫煙」「飲酒」はやめましょう。 

●「適度な量」を理解し、控え目の飲酒に心がけましょう。 ●休肝日を設けましょう。 

●歯と口腔の健康に関心をもちましょう。 ●正しい歯みがき習慣を身につけ、食べたら歯をみがきましょう。 ●よく噛んでゆっくり食べましょう。 ●年に 1 度は、歯科検診を受けましょう。 

●フッ化物配合歯磨剤を活用し、むし歯を予防しましょう。 ●歯間ブラシを使う習慣を身につけましょう。 

●定期的にフッ素塗布を行いましょう。 

●甘味飲食物に気をつけましょう。 

●1 日 1 回は、ていねいに歯みがきをしましょう。 

●口腔ケアを学び実践しましょう。 
●よく噛み、水分をこまめにとりましょう。 

●かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬局をもちましょう。 ●救急時の対応を身につけましょう。 



 

 乳・幼児期（0~5 歳） 学童期（6~12 歳） 思春期（13~19 歳） 青年期（20~39 歳） 壮年期前期（40~54 歳） 壮年期後期（55~64 歳） 高齢期（65 歳以上） 

健康習慣づくり

栄養・食生活

身体活動・運動

休養・心の健康

歯と口腔の健康

医療などの提供体制

 

       

 

       

 

       

 

       

喫煙・飲酒 

       

 

       

        

ライフステージごとの市民の取り組み 

●家族みんなで健康に関心を持ち、お互いの生活習慣と健康状態をチェックしましょう。 

●「自らの健康は自らでつくる」との高い意識を持ちましょう。 ●健康に関する正しい情報を得るように心がけましょう ●乳幼児健診を受けましょ

う。 
●病気や医療の基礎知識を深めましょう。 ●自分の適正体重を把握し、維持しましょう。 

●学校で実施される健康診査を必ず受けましょう。 ●1 年に 1 回は健康診査を受けましょう。 
●毎年の健診結果と見比べて、自分の健康状態を把握・管理しましょう。 
●要精密検査となったときは、必ず精密検査を受けましょう。 

●循環器疾患、糖尿病及びがんの正しい知識を身に付け、予防のための生活習慣の改善に心がけましょう。 

●食べる前にはうがいや手洗いをしましょう。 ●いただきます、ごちそうさまのあいさつをしましょう。 ●朝ごはんを必ず食べましょう。 ●必ず 1 日 3 食いろいろな食品をまんべんなく食べましょう。 
●主食、主菜、副菜を毎食そろえましょう。  ●間食・夜食・飲み物のとり方に気をつけましょう。   ●薄味習慣を身につけ､毎日 1g の塩分を減らしましょう｡(食塩:1 日男 9g･女 7.5g 未満) 
●家族や友人と一緒に食卓を囲み、マナーを学び楽しく食べましょう。 

●外食や総菜を選ぶときには、エネルギーや塩分などの表示を参考にしましょう。 ●薄味や野菜のおいしさを

伝えましょう。 
●おやつは決まった時間に

食べましょう。 ●食に関心を持ち、自分で食物を育てるなど、食のありがたみを感じましょう。 

●給食を残さず食べましょう。 ●あと一皿野菜を食べましょう。（野菜：1 日 350 g 以上） ●健康状態に合わせた食事をとりましょう。 

●家族で、子ども同士で、元気に外で遊びましょう。 ●運動部活動を楽しみまし

ょう。 
●日常生活の中で意識して身体を動かしましょう。 ●今よりも 10 分体を動かしましょう。 
●自分の体力や健康状態にあった運動内容と運動量を知り、継続的に行いましょう。 

●数多くの運動やスポーツを経験しましょう。 
●自分の体力に合った運動や身体活動で続けましょう。 

●積極的に外出し、閉じこもりによる体力

低下を防ぎましょう。 

●早寝早起きを実践し、規則正しい生活を送りましょう。 ●自分から周囲の人にあいさつや声かけをしましょう。 

●親子のスキンシップを十

分に行いましょう。 
●何でも相談できる親子関係と時間を持ちましょう。 ●十分な「睡眠」と｢休養｣をとりましょう。 

●気軽に相談できる人をつくりましょう。 

●自分に合ったストレス解消法を見つけましょう。 ●自分の時間を持ち、趣味や遊びを楽しみましょう。 

●自分や周りの人のストレスに気付き、早めに精神科医などの専門機関等に相談しましょう。 

●「喫煙」「飲酒」が及ぼす健康被害について理解し、周囲の人にも配慮しましょう。 

●未成年者の「喫煙」「飲酒」をなくしましょう。 ●たばこの煙から子どもや妊産婦を守りましょう。 ●禁煙にチャレンジしましょう。 

●妊産婦の「喫煙」「飲酒」はやめましょう。 

●「適度な量」を理解し、控え目の飲酒に心がけましょう。 ●休肝日を設けましょう。 

●歯と口腔の健康に関心をもちましょう。 ●正しい歯みがき習慣を身につけ、食べたら歯をみがきましょう。 ●よく噛んでゆっくり食べましょう。 ●年に 1 度は、歯科検診を受けましょう。 

●フッ化物配合歯磨剤を活用し、むし歯を予防しましょう。 ●歯間ブラシを使う習慣を身につけましょう。 

●定期的にフッ素塗布を行いましょう。 

●甘味飲食物に気をつけましょう。 

●1 日 1 回は、ていねいに歯みがきをしましょう。 

●口腔ケアを学び実践しましょう。 
●よく噛み、水分をこまめにとりましょう。 

●かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬局をもちましょう。 ●救急時の対応を身につけましょう。 

適正体重の求め方
身長 (m) ×身長 (m) × 22 ＝□ kg

野菜料理ひと皿プラスしよう



「桜川市きらり健康プラン」の主な目標 

健康習慣づくり 
自分のからだに関心を持ち、正しい生活習慣を身につけ、健康管理につとめよう 

目標 現状 (H23) 目標 (H30) 

自分自身が健康で元気に暮らしていると思っている人の割合の増加 79.2% 85% 

自分の適正体重を知っている人の割合 ― 50% 

特定健診受診率の向上 35.8% 60% 

特定保健指導実施率の向上 38.0% 60% 

がん検診受診率の向上   

肺がん 37.2% 50% 

胃がん 14.2% 50% 

大腸がん 24.6% 50% 

前立腺がん 23.5% 50% 

子宮がん 25.2% 50% 

乳がん 28.6% 50% 

栄養・食生活 
おいしく楽しく、規則正しく食生活を実践しよう 

健康や笑顔をつくる『食』を学び、自分の食習慣を見直そう 

郷土の農作物や食文化に愛着をもとう 

目標 現状 (H23) 目標 (H30) 

中学生の肥満傾向者の減少 
男子 10.3% 

女子 11.8% 

男子 9% 

女子 10% 

毎日朝食で主食とおかずを食べている小学生の割合の増加 ― 95% 

朝食をほとんど毎日食べる人の割合の増加 81.7% 90% 

塩分を控えるよう実行している人の割合の増加 46.7% 60% 

外食・食品購入時、カロリーなどの表示を参考にしている人の割合 31.5% 50% 

毎食野菜を食べる人の割合の増加 ― 増加 

家族や友人と一緒に食事をする人の割合の増加 42.6% 50% 

食事のあいさつを大切にしている人の割合の増加 22.2% 25% 

地元産の食材を取り入れている人の割合の増加 24.0% 30% 

身体活動・運動 
日常生活の中で、自分にできる運動を実践しよう 

目標 現状 (H23) 目標 (H30) 

運動を心がけ、生活の中に取り組む人の割合の増加 33.9% 50% 

  

「桜川市きらり健康プラン」の主な目標 

休養・こころの健康 
上手にストレスを解消し、いきいきとした生活を送ろう 

目標 現状 (H23) 目標 (H30) 

睡眠が十分に取れている人の割合の増加 48.9% 55% 

ストレスを感じている人の割合の減少 58.0% 50% 

たばこ・飲酒 
健康に与える影響を知って、禁煙と適度な飲酒に心がけよう 

目標 現状 (H23) 目標 (H30) 

喫煙者の減少 
男 30.4% 

女 7.0% 

男 25% 

女 5% 

週 3回以上・1回 3合以上飲酒する人の割合の減少 
男 9.2% 

女 1.5% 

男 3.0% 

女 0.7% 

歯と口腔の健康 
64歳で 24本以上の歯をもつことを目指し、自分の歯で食事を楽しもう 

目標 現状 (H23) 目標 (H30) 

妊娠中に歯科健診を受ける妊婦の割合の増加 ― 10% 

1歳 6か月児の歯科健診時の 1人あたりむし歯保有数の減少 0.09本 0.05本 

3歳児の歯科健診時の 1人あたりむし歯保有数の減少 0.94本 0.50本 

むし歯のない 3歳児の割合の増加 78.2% 85% 

3歳までにフッ素塗布を受けた経験のある幼児の割合の増加 86.5% 90% 

むし歯のない 12歳児の割合の増加 29.3% 40% 

64歳で 24本以上自分の歯を有する人の増加 42.6% 45% 

定期的に歯科健診を受けている人の割合の増加 41.2% 45% 

歯間ブラシを使用している人の割合の増加 38.0% 45% 

在宅歯科診療が受けられることを知っている人の割合 ― 増加 

医療などの提供体制 
かかりつけ医・歯科医・薬局をもとう 

目標 現状 (H23) 目標 (H30) 

かかりつけ医を決めている人の割合の増加 67.1% 80% 

かかりつけ歯科医を決めている人の割合の増加 68.5% 80% 

かかりつけ薬局を決めている人の割合の増加 43.2% 50% 



「桜川市きらり健康プラン」の主な目標 

健康習慣づくり 
自分のからだに関心を持ち、正しい生活習慣を身につけ、健康管理につとめよう 

目標 現状 (H23) 目標 (H30) 

自分自身が健康で元気に暮らしていると思っている人の割合の増加 79.2% 85% 

自分の適正体重を知っている人の割合 ― 50% 

特定健診受診率の向上 35.8% 60% 

特定保健指導実施率の向上 38.0% 60% 

がん検診受診率の向上   

肺がん 37.2% 50% 

胃がん 14.2% 50% 

大腸がん 24.6% 50% 

前立腺がん 23.5% 50% 

子宮がん 25.2% 50% 

乳がん 28.6% 50% 

栄養・食生活 
おいしく楽しく、規則正しく食生活を実践しよう 

健康や笑顔をつくる『食』を学び、自分の食習慣を見直そう 

郷土の農作物や食文化に愛着をもとう 

目標 現状 (H23) 目標 (H30) 

中学生の肥満傾向者の減少 
男子 10.3% 

女子 11.8% 

男子 9% 

女子 10% 

毎日朝食で主食とおかずを食べている小学生の割合の増加 ― 95% 

朝食をほとんど毎日食べる人の割合の増加 81.7% 90% 

塩分を控えるよう実行している人の割合の増加 46.7% 60% 

外食・食品購入時、カロリーなどの表示を参考にしている人の割合 31.5% 50% 

毎食野菜を食べる人の割合の増加 ― 増加 

家族や友人と一緒に食事をする人の割合の増加 42.6% 50% 

食事のあいさつを大切にしている人の割合の増加 22.2% 25% 

地元産の食材を取り入れている人の割合の増加 24.0% 30% 

身体活動・運動 
日常生活の中で、自分にできる運動を実践しよう 

目標 現状 (H23) 目標 (H30) 

運動を心がけ、生活の中に取り組む人の割合の増加 33.9% 50% 

  

「桜川市きらり健康プラン」の主な目標 

休養・こころの健康 
上手にストレスを解消し、いきいきとした生活を送ろう 

目標 現状 (H23) 目標 (H30) 

睡眠が十分に取れている人の割合の増加 48.9% 55% 

ストレスを感じている人の割合の減少 58.0% 50% 

たばこ・飲酒 
健康に与える影響を知って、禁煙と適度な飲酒に心がけよう 

目標 現状 (H23) 目標 (H30) 

喫煙者の減少 
男 30.4% 

女 7.0% 

男 25% 

女 5% 

週 3回以上・1回 3合以上飲酒する人の割合の減少 
男 9.2% 

女 1.5% 

男 3.0% 

女 0.7% 

歯と口腔の健康 
64歳で 24本以上の歯をもつことを目指し、自分の歯で食事を楽しもう 

目標 現状 (H23) 目標 (H30) 

妊娠中に歯科健診を受ける妊婦の割合の増加 ― 10% 

1歳 6か月児の歯科健診時の 1人あたりむし歯保有数の減少 0.09本 0.05本 

3歳児の歯科健診時の 1人あたりむし歯保有数の減少 0.94本 0.50本 

むし歯のない 3歳児の割合の増加 78.2% 85% 

3歳までにフッ素塗布を受けた経験のある幼児の割合の増加 86.5% 90% 

むし歯のない 12歳児の割合の増加 29.3% 40% 

64歳で 24本以上自分の歯を有する人の増加 42.6% 45% 

定期的に歯科健診を受けている人の割合の増加 41.2% 45% 

歯間ブラシを使用している人の割合の増加 38.0% 45% 

在宅歯科診療が受けられることを知っている人の割合 ― 増加 

医療などの提供体制 
かかりつけ医・歯科医・薬局をもとう 

目標 現状 (H23) 目標 (H30) 

かかりつけ医を決めている人の割合の増加 67.1% 80% 

かかりつけ歯科医を決めている人の割合の増加 68.5% 80% 

かかりつけ薬局を決めている人の割合の増加 43.2% 50% 



年に 1 度は健康診査・が

ん検診を受けましょう！ 

自分の健康状態の変化が

わかります。 

 

健康づくりの豆知識 
 

バランスの良い食事は、 
「主食・主菜・副菜」が合言葉！ 

 

 
= 

主
食 

ごはん、パン、麺類等を主

材料とした料理 
主
菜 

魚、肉、卵、大豆や大豆製

品等を主材料とした料理 

副
菜 

野菜、いも、きのこ、海草

等を主材料とした料理 
 

野菜の摂取量の目安は 1 日 350 g 

加熱した野菜 片手 3 杯と半分 
生野菜 両手 3 杯分 

野菜の摂取量の増加は、体重コントロ

ールや循環器疾患、糖尿病の一次予防に

つながります。 
【加熱した野菜 100 g ＝ 片手 1 杯分】

 

タバコの煙は本人だけでなく周囲の人にも悪影響！ 

自分のために、周囲のみんなのために、禁煙にご協力ください。 

 3.4倍 
2.8倍 

4.7倍 

0 10 20 30 40 50 

タール 
ニコチン 

一酸化炭素 
アンモニア 

【副流煙に含まれる有害物質】（主流煙を1とした場合） 

副流煙には主流煙より多く

有害物質が含まれています 

46倍 

一日の適正飲酒量とは？ 

1 日に純アルコールで 20 g です。 
【お酒の種類別 純アルコール量の目安】 

お酒の種類と量 度数 純ｱﾙｺｰﾙ量※ 
ビール(中びん 1 本 500 ml) 5% 20 g 
清酒 (1 合 180 ml) 15% 22 g 
ワイン(グラス 1 杯 120 ml) 12% 12 g 
焼酎 (1 合 180 ml) 25% 36 g 
ウイスキー (ダブル 60 ml) 43% 20 g 

※純アルコール量 (g) 
＝ お酒の量 (ml) × (アルコール度数 ÷ 100) × 0.8(アルコール比重) 

塩分マイナス 1 g の目安 

 しょうゆ小さじ 1/3 減らす 
 麺類の汁 1/3 残す 
 汁ものの具をたっぷりにする 
 漬物の量を半分にする 

歯周疾患の予防ポイント 

① 適切な歯みがきと清掃補助用具の使用

（セルフケア） 
⇒最大の予防は歯みがきです！ 

② 歯科医院での定期的な歯石除去 
（プロフェッショナルケア） 

 
出典:財団法人8020推進財団｢からだの健康は歯と歯ぐきから｣ 
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