


＜現況＞
・がんは主要死因の第1位
・がん検診受診率は，国の目標50％を大きく下回っている

＜一人一人の取り組み＞
○定期的にがん検診を受けましょう
○がん予防のためには生活習慣の改善が必要です。がん発
　症の要因となる生活習慣を見直しましょう
○毎日の健康的な生活習慣で免疫力を強化しましょう
○市のイベントや健康づくり事業を活用しましょう

　がん対策の強化

＜現況＞
・全国に比べて脳内出血，糖尿病による死亡率が高い
・健康診査の結果，必要な保健指導を受けた人は約半数

＜一人一人の取り組み＞
○自分自身の健康チェックのため，年に１回は健康診査を
　受けましょう
○血圧の管理をしましょう
○健康診査の結果に基づき，保健指導
　（食事や生活習慣の改善指導）を受
　け，生活習慣を見直しましょう

★血圧の正常値は？
　　１３０㎜Hg未満／８５㎜Hg未満
★慢性腎臓病（ＣＫＤ）とは？
　　腎臓の働きが健康な人の６０％未満に低下，蛋白尿のい
　ずれかまたは両方が３か月以上持続する状態のことです

＜成人健康相談＞
　生活習慣について見直したい方，健康診査の結果保健指
導が必要な方は，保健師，栄養士が相談に応じます。申し
込みは電話で各保健センターへ
　水戸市保健センター　029－243－7311
　常澄保健センター　　029－269－5285
　内原保健センター　　029－259－6411

　循環器疾患・糖尿病・慢性腎臓病予防の充実

（資料：平成25年茨城県保健福祉統計年報）

＜現況＞
・運動習慣のある人は22.9％
・働く世代の運動習慣が少ない

＜一人一人の取り組み＞
○自分の体力に合った運動を週２回かつ１回30分以上継
続しましょう
○みとちゃん健康ウオーキング事業に参加しましょう
○ヘルスロードを活用し，ウオーキングを楽しみましょう
○高齢者の健康づくりのため，元気アップ・ステップ運動，シ
ルバーリハビリ体操，いきいき健康クラブに参加しましょう

★運動には多くの効果があります！
　・体力・筋力の維持および向上
　・肥満の予防
　・生活習慣病の予防
　・気分転換・ストレス解消
　・加齢に伴う生活機能低下の予防
　・認知症予防
★ウオーキングの利点は？
　　いつでも・どこでも・手軽に・自分の体力に合わせ　
　安全に取り組めます
★運動を行うときに注意すること！
　・怪我や疲労の予防のため，準備運動・整理運動をしま
　　しょう
　・運動の強度は，その日の体調に合わせましょう
　・こまめに水分補給をしましょう
　・痛みがある時や体調が悪い時は，無理せず，休みましょう
　・はじめは，無理なくできる運動から取り組み，楽しみ
　　ましょう
　　◎血圧や心臓に注意を必要とする人，ひざや腰に痛みがある
　　　人などは，運動を始める前に必ず医師に相談しましょう

　身体活動・運動の推進

日本人の２人に１人が生涯でがんになり，
３人に１人はがんで亡くなっています

健康が維持されれば医療費も軽減できます
（厚生労働省研究班試算）

　歩数を今より一歩増やすごとに0.0014円節約
　1日1,000歩増えれば，1人1年間で511円，
　水戸市全体で8,176万円の抑制
　0.0014円×1,000歩×365日×160,000人

＝81,760,000円
（※40歳以上人口約160,000人）



　こころの健康の維持・増進

　たばこ・アルコール対策の推進

　健康を支援する環境づくり

＜現況＞
・ストレスや悩みを周囲の人や専門家などに相談した人は
　少なく，相談先を知らない人も多い
・自殺死亡率は，わずかながら減少傾向にある

＜一人一人の取り組み＞
○こころの健康を維持するための基礎となるバランスのと
　れた栄養，適度な運動，休養のとり方等について正しい
　知識を身につけましょう。
○ひとりで悩まず，周囲の人や専門機関に相談しましょう

＜困った時の相談先＞
・水戸市保健センター　029－243－5520
　月～金曜（保健相談窓口）9:00～12:00，13:00～16:00

（祝祭日・年末年始は除く）
　第1・3金曜（こころの健康相談）14:30～16:45（予約制）
　※（治療中の方は対象外）
・精神保健福祉センター　029－243－2870
　一般相談・思春期相談・酒害相談・薬物相談（予約制）
　予約受付時間　月～金曜　8:30 ～17:15（祝祭日・年末年始は除く）
・茨城県ひきこもり相談支援センター
　029－244－1571
　月～金曜（電話，面接は予約制）9:00～16:00（祝祭日，年末年始は除く）

・いばらきこころのホットライン　029－244－0556
　月～金曜　9:00～12:00，13:00～16:00（祝祭日・年末年始は除く）
　錆0120－236－556
　土・日曜　9:00～12:00，13:00～16:00（祝祭日・年末年始は除く）
・水戸保健所　029－241－0571
　第1・3金曜（精神保健相談）13:00～15:00（予約制）
　第2金曜（ひきこもり専門相談）14:00～16:00（予約制）
・茨城いのちの電話
　029－855－1000（つくば）24時間
　029－350－1000（水戸）24時間
・自殺予防いのちの電話
　錆0120－783－556（毎月10日　8:00～翌日8:00）
・いはらき思春期保健協会
　来所面接相談　申込み方法
　電話での申込み　 029－305－7563　火曜　13:00 ～15:00
　インターネットで　　いはらき思春期　ベルハウス　検索してくだ
　さい。
　電話相談（ヤングコール）　029－305－7563
　土曜　13:00～17:00
・水戸市消費生活センター　029－226－4194
　消費トラブルに関する相談
　月～土曜　9:00～17:00（祝祭日・年末年始は除く）

＜現況＞
・ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）に対する認知度は低い
・受動喫煙があった人の割合が半数を上回っている
・生活習慣病のリスクが高まる飲酒量についての認知度が
　低い

＜一人一人の取り組み＞
○受動喫煙が及ぼす健康への影響を認識しましょう
○たばこをやめたいと思っている方は，禁煙外来などの専門
的な禁煙指導を積極的に受け，禁煙を成功させましょう
○週に２日の休肝日を設けましょう
★ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）とは？
　　たばこの煙などが原因で肺に炎症がおき，呼吸困難や慢性の
咳・たんが続くなど，肺機能が徐々に低下していく病気のことです。
★健康リスクを高める１日飲酒量は？
　　男性：純アルコール40ｇ以上
　　女性：純アルコール20ｇ以上

＜現況＞
・自分は健康だと思っている人の割合は76.7％
・少子高齢化や生活スタイルの変化から家族形態が多様化
　している

＜一人一人の取り組み＞
○地域の活動に参加し，地域や人とのつながりを深めましょう
○「みとちゃん健康マイレージ事業」に参加し，自ら健康づ
　くりに取り組みましょう
○市民センター等の健康づくりの教室に参加しましょう

食生活改善推進員
　地域の中で，食生活改善の普及啓発活動な
ど，食を通した健康づくりのお手伝いをして
います
保健推進員
　保健行政とのパイプ役，身近な相談者とし
て，健（検）診や健康教室のお勧め等，健康づ
くりのお手伝いをしています

受動喫煙が原因で死亡する人は国内で年間15,000人
（厚生労働省研究班推計）



　健康的な食生活の推進

　食文化の継承と地産地消の推進

　食の大切さと安全性を伝える活動の推進

＜現況＞
・男性は，30歳代から「肥満」が増加し，女性は20～
49歳で「やせ」が多い
・野菜をほとんど毎日食べる人は40.8％であるが，1日
の野菜摂取の目標量である350ｇ以上を食べている人
は1.4％
・減塩に心がけている人は30.2％

＜一人一人の取り組み＞
○適性体重（ＢＭＩ18.5以上25.0未満）を維持しましょう
○塩分を控え野菜の摂取に努めましょう
○朝食を毎日食べる習慣を身につけましょう
○食生活改善のための教室や相談に参加しましょう

★あなたのＢＭＩは？
　ＢＭＩとは，体重と身長から肥満度を調べるものです
　　ＢＭＩ＝体重（㎏）÷｛身長（ｍ）×身長（ｍ）｝

★１日の野菜摂取量の目標　350ｇ

★成人の食塩摂取の目標量は？
　　1日あたり　男性8ｇ未満　　女性7ｇ未満

　　塩分は控えめに！
　　・めん類のスープは，全部飲まない
　　・調味料はかけるより，小皿を使い片面だけにつける
　　・酢や柑橘類の酸味で味付けする
　　・天然食品をたっぷり使いだしをとる
　　・香辛料・香味野菜を利用する
　　・汁物は1日1回，具だくさんにして汁を少なめに
　　・塩分の多い食品（加工食品・インスタント食品）は
　　　控えめに

＜現況＞
・郷土食・行事食を作ることがある3歳児の保護者の割合
は78.4％
・納豆を週1回以上食べる割合は79.2％
・地元の産物や食材について知っている割合は76.9％で
あるが，購入をこころがけている割合は40％

＜一人一人の取り組み＞
○郷土食や行事食，家庭の味を守り次世代へ伝えましょう
○地元の農産物や食材を知って積極的に利用しましょう
○水戸の名産品である納豆を毎日の食事にとり入れましょう

＜現況＞
・健康のために心がけていることは，「食生活」という回
答が最も高いが，「食育」への関心は微減している
・生活の多様化により，家族との共食が難しい人が増えている

＜一人一人の取り組み＞
○「食育」という言葉を理解し，関心を持ちましょう
○農作物の栽培や収穫など，自然とふれあう機会を持ちま
　しょう
○家族や仲間，地域の人と楽しく食べる機会を増やしましょう
○食品表示の見方や保存方法などを理解しましょう

★食育とは？
　様々な経験を通じて食に関する知識と食を選択する力を
　習得し，健全な食生活を実践することができる人間を育
　てることです
★アグリメイトいきいき農業体験事業とは？
　食の大切さを認識するとと
　もに，地域農業の理解を深
　めるなどを目的に，市内の
　小・中・義務教育学校を対
　象として行っています

（資料：健康と食に関するアンケート調査）

1食分（120g）は，
生ものなら両手いっぱい分

加熱したものなら
片手いっぱい分

みそ汁　約2ｇ 梅干し　約2ｇ パン6枚切り1枚
約1ｇ

食塩量のめやす

18.5未満＝やせ
18.5以上25.0未満＝普通
25.0以上＝肥満



○胃がん予防対策
　・正しい知識の普及・啓発
　・個別検診における内視鏡検診とリスク検査の実施
　・40歳代へのリスク検査の実施
　・中学生へのピロリ菌検査の実施
○肺がん予防対策
・喫煙が及ぼす健康への影響についての知識の普及・啓発
　・個別禁煙支援の充実
　・受動喫煙防止対策（禁煙・分煙）の実施

○女性特有のがん予防対策
　子宮頸がん検診
　・正しい知識の普及・啓発
　・無料クーポン券の送付
　・細胞診とＨＰＶ（ヒトパピローマウィルス）併用検査
　　実施
　・大学生など，若年層に向けた啓発キャンペーンの実施
　乳がん検診
　・自己触診の方法など正しい知識の普及・啓発
　・無料クーポン券の送付
　・小・中・義務教育学校保護者への啓発

１　ターゲットを絞ったがん予防対策の推進

○高血圧の発症予防
　・正しい知識の普及・啓発
　・食生活改善推進員等による減塩等の食事指導
　・個別の状況に応じた保健指導の充実
　・重症化予防対策の実施

○糖尿病及び慢性腎臓病の発症予防
　・生活習慣病予防教室の実施（特定健康診査の結果で，
　　ＨbA1cが要指導の場合）
　・若い世代からの健康診査の受診促進
・遺伝要因や生活習慣との関連を踏まえた保健指導
・慢性腎臓病(CKD)の危険性の周知
　（早期発見のためのクレアチン値・eGFR値の表記）
　・かかりつけ医と専門医との連携による重症化予防対策
　　の実施

２　高血圧・糖尿病・慢性腎臓病の予防の推進

○運動習慣の効果の普及・啓発
　・みとちゃん健康ウオーキング事業やヘルスロードの推進
　・自転車利用の促進
　・健康マイレージ事業の推進
○生活習慣病予防教室の開催
　・生活習慣病予防教室の実施による運動習慣の動機づけ
　　と継続の支援
○高齢者の健康づくり活動の普及・啓発
　・元気アップ・ステップ運動，シルバーリハビリ体操，
　　いきいき健康クラブの拡充
　・ロコモティブシンドローム（運動器症候群）に関する
　　知識や予防方法の普及・啓発

３　健康づくりに向けた運動習慣の定着の推進

○20歳代を中心とした若い世代の食育の推進
　・朝食摂取やバランスのとれた食生活の重要性について
　　の啓発
　・ＳＮＳを活用した情報発信
　・大学や事業者と連携した食育講座やイベントの開催

　・一人暮らしの若者対象の料理教室の開催
　・妊婦教室の開催
　・イクメンパパや親子の料理教室の開催

４　若い世代の食育の推進

特に４つの事業に重点的に取り組んでいきます！







平成３５年（計画期間）までに目指す目標値です！
基本方針１　生活習慣病の発症予防と重症化予防

目標値
2023（平成35）年

現状値
2015（平成27）年目標指標

基本施策1　　がん対策の強化

50.0％

20.8％胃がん検診が
ん
検
診
の
受
診
状
況

11.9％肺がん検診

24.4％大腸がん検診

26.3％乳がん検診

32.8％子宮頸がん検診

基本施策2　　循環器疾患・糖尿病・慢性腎臓病予防の充実

80.0％70.5％健診（健康診断，健康診査，人間ドック等）を受けている人の割合

60.0％56.2％健診の結果を受けて，保健指導（食事や生活習慣の改善指導）を受けた人の割合

基本方針2　健康の維持・増進のための生活習慣の改善と環境づくり
目標値

2023（平成35）年
現状値

2015（平成27）年目標指標

基本施策1　　身体活動・運動の推進

35.0％26.4％男性運動する習慣がある人の割合
（週2回かつ1回30分以上かつ1年以上継続） 28.0％19.9％女性

7,500歩6,070歩男性
日常生活における歩数（成人）

7,800歩6,318歩女性

基本施策2　　こころの健康の維持・増進

100.0％53.1％相談機関を知っている人の割合

900名677名ゲートキーパー養成研修受講者数

基本施策3　　たばこ・アルコール対策の推進

80.0％22.3％ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）を認知している人の割合

13.5％15.0％男性生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者（1日当たりの純アル
コール摂取量が男性40ｇ以上女性20ｇ以上）の割合 4.8％5.4％女性

基本施策4　健康を支援する環境づくり

85.0％76.7％自分は健康だと思っている人の割合

50団体2016（平成28）年
37団体協賛団体数

みとちゃん健康マイレージ事業
2,000人2016（平成28）年

430人参加者数

基本方針3　生涯にわたる食育の推進
目標値

2023（平成35）年
現状値

2015（平成27）年目標指標

基本施策1　　健康的な食生活の推進

28.0％31.2％男性
20歳以上の肥満者（ＢＭＩ≧25）の割合

14.0％15.6％女性

18.0％19.7％20歳代女性のやせ（ＢＭＩ＜18.5）の人の割合

15.0％17.1％低栄養傾向（ＢＭＩ≦20）の高齢者（65歳以上）の割合

100.0％95.9％3歳児

朝食を「ほとんど毎日食べる」人の割合
100.0％94.1％小学生

100.0％85.7％中学生

85.0％60.9％20歳代

基本施策2　　食文化の継承と地産地消の推進

60.0％40.0％地元の産物を買うように心がけている人の割合

150店43店地場産物登録店舗「水戸美味（みとうま）」

基本施策3　　食の大切さと安全性を伝える活動の推進

90.0％71.9％食育に関心がある人の割合

24校15校アグリメイトいきいき農業体験事業取り組み学校数

お問合せ 水戸市保健福祉部保健センター
〒310-0852　水戸市笠原町993-13
TEL 029-243-7311　FAX 029-244-0157
水戸市ホームページ　http://www.city.mito.lg.jp/


