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第１章 計画の策定にあたって 

１ 計画策定の趣旨 

 「健康」はすべての市民の願いであり、一人ひとりが充実した日常生活を過ごし、豊かな人生を

送るための基本条件です。そのためには、市民一人ひとりがそれぞれのライフステージにおいて、

個人、家庭、地域、職域等において、健康づくりに取り組むことが必要です。 

 本市においては、平均寿命は延伸しているものの、65歳の平均自立期間が短い状況にあり、寝た

きりにならない状態でいきいきとした生活ができるよう、健康寿命の延伸が引き続き課題となって

います。 

 こうした状況の中で、本市では平成20年（2008年）３月に「浜田市健康増進計画（平成20年

度～平成24年度）」を、平成25年（2013年）3月にはこれを見直した「浜田市健康増進計画（平

成25年度～平成29年度）」を策定し、子どもから高齢者までのさまざまなライフステージにおける

市民一人ひとりの心と身体の健康づくりと、地域全体で健康を支援する環境づくりに向けて取り組

みを進めてまいりました。 

 平成29年度（2017年度）は「浜田市健康増進計画（平成25年度～平成29年度）」の最終年に

あたることから、これまでの施策や市民の健康状況等を分析・評価し、現状に即した効果的な施策

の展開に向けた見直しを行い、新たに「第３次浜田市健康増進計画（平成30年度（2018年度）～

平成34年度（2022年度））」を策定します。 

 

２ 計画の位置づけ 

 本計画は「第２次浜田市総合振興計画」に基づく「浜田市保健医療福祉総合計画」を上位計画とし、「浜

田市高齢者福祉計画」「浜田市子ども・子育て支援事業計画」等、市の各種計画や国、島根県、浜田地区

広域行政組合の各種計画との整合性を図りながら、健康づくりを展開していくための行動計画です。 
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３ 計画の期間 
 本計画の期間は平成30年度（2018年度）から平成34年度（2022年度）までの５年間とし、

平成34年度（2022年度）に計画の達成度について評価を行います。 

 

４ 計画の策定体制 

（１）組織体制 

 本市では、以下の組織体制で浜田市保健医療福祉総合計画を策定することとしており、本計画

は地域保健医療専門部会において審議を行いました。また、関係部局及び島根県とも連携・調整

を図りながら計画を策定しました。 

 

 

■ 組織体制図  

市長 

保健医療福祉協議会 

○各種計画の策定 

○計画の進捗（事業の推進状況）管理 

建議 諮問 

専門事項の審議を付託 報告 

子ども・子育て支援事業計画策定専門部会 

○子ども・子育て支援事業計画の策定・見直し 

地域福祉専門部会 

○地域福祉計画の策定・見直し 

 

障がい者福祉専門部会 

○障がい者計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画の策定・見直し 

地域保健医療専門部会 

○健康増進計画の策定・見直し 

高齢者福祉専門部会 

○高齢者福祉計画の策定・見直し 

食育推進計画専門部会（食育推進ネットワーク会議） 

○食育推進計画の策定・見直し 
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（２）アンケート調査 

 市民の健康状態や生活習慣に関する現状を広く把握するとともに、前計画を評価し、本計画に

反映することを目的として健康増進計画・食育推進計画アンケート調査を実施しました。 

■アンケート調査 

調査対象者 平成29年（2017年）８月現在、市内在住の18歳以上80歳未満の方 

調査方法 郵送による配付回収 

調査時期 平成29年（2017年）８月31日～９月13日 

調査数 4,995名 （無作為抽出） 

調査票回収数 2,438名 回収率 48.8％ 

（３）関係団体調査 

 関係団体の活動状況や団体における課題等を把握し、本計画を策定する上での参考資料とする

ことを目的として、地域保健医療専門部会所属機関、運動施設に対して調査を実施しました。 

■関係団体調査 

調査団体 浜田市で活動している団体等 

調査数 18団体、施設 

調査方法 郵送による配付回収 

調査時期 平成29年（2017年）10月 

調査票回収数 14団体 回収率 77.8％ 

（４）ラベルワーク 

本計画を策定するにあたり、本市の健康づくりの方向性を明確にした上で、現状・課題の分析

をもとに必要な施策や市民の望む健康づくりを推進していく計画策定ができるよう、ラベルワー

クの手法を用いた検討会を実施し、計画に反映させました。 

■ラベルワーク 

対   象 市民 市職員 

実施方法 
各部署（子育て関係、健康づくり関係、各支所市民福

祉課）で選出した住民代表 

保健師、栄養士等  

ラベルワークのテーマ 健康でいきいきと暮らせるまちとは 
行政が担う浜田市民の健康づ

くりとは 

ラベルのテーマ 自分・家族が元気に過ごすためには 
保健活動で大切にしてきたこ

と、大切にしていきたいこと 

開催日時及び参加人数 

（平成29年度（2017年度）） 

【浜田自治区】 （９月29日）21人 （10月１日）７人 

 （10月６日）９人 

【金城自治区】 （９月１日）20人（９月14日）13人 

【旭自治区】 （９月28日）５人 

【弥栄自治区】 （９月26日）７人 

【三隅自治区】 （９月27日）10人（欠席１含む） 

【その他】 子育て関連部署意見 

 保育所（園） 17施設、 

 幼稚園 ３施設、 

 小学校 ９施設、 

 放課後児童クラブ 17施設、 

 中学校 ７施設 

【統合作業】 （11月６日） 16人 

（８月31日） 

 ５グループ 26人   

【統合作業】 

（９月21日） 10人 
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第２章 本市の現状と課題 

１ 人口 

 本市の総人口は年々減少しています。平成27年（2015年）には58,105人と6万人を下回りま

した。人口構成をみると、年少人口及び生産年齢人口が年々減少している一方で、高齢者人口は増

加しており、少子高齢化の進行がうかがえます。また、高齢化率においては、平成27年（2015

年）には33.7％と、市民の3人に1人が高齢者となっています。 

 平成22年（2010年）から平成27年（2015年）にかけての出生数と死亡数の状況をみると、

出生数よりも死亡数の方が多く、自然減の状況が続いています。 

 

■ 年齢３区分人口と高齢化率の推移 

 
資料：国勢調査 

■ 人口動態 

 
資料：島根県保健統計書 
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２ 平均寿命と65歳平均自立期間 

 浜田市の平均寿命※1は、男女とも延伸しています。特に男性の平均寿命は島根県より高い傾向で

す。65歳の平均自立期間※2は、男性は延伸していますが、女性は短くなっています。女性の健康

寿命の延伸が課題となっています。 

  

■平均寿命（各年を中間年とした５年の平均） 

 
 

■65歳平均自立期間（各年を中間年とした５年の平均） 

 

  平均自立期間の算出にあたっては、表示年を中心年とする５年分の死亡データ（「人口動態統計」厚生労働省官房統計情報部）と

要介護者割合（島根県国民健康保険連合会）を用いています。介護度は要介護２〜５を使用しています。 

資料：島根県健康指標データベースシステム※3 

 

  

                                        
※1 平均寿命：０歳の者があと平均何年生きられるかを示した数。 

※2 平均自立期間：要介護状態でない余命を示す指標であり、日常的に介護を必要としないで、自立した生活ができる生存期間のこと。 

※3 島根県健康指標データベースシステム：島根県が提供している情報データのこと。以前は「健康マクロ」と呼ばれていたもの。 

78.14
79.05

80.44 80.13

浜田市 島根県

男性

平成20年 平成25年

86.38
86.68

86.46
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浜田市 島根県
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平成20年 平成25年

16.43
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16.77

17.46

浜田市 島根県

男性

平成20年 平成25年

20.03

20.73

19.74

20.92

浜田市 島根県

女性

平成20年 平成25年
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３ 指標の評価について 

● 評価の概要 

 前計画の重点目標及び７分野67項目の目標の達成状況の結果は表の通りです。 

 「Ａ 目標値に達した」は14項目、「Ｂ 目標値に達していないが改善傾向にある」は13項目で

あり、合わせると27項目（40.3％）が改善傾向でした。「Ｃ 変わらない」は18項目（26.9％）、

「Ｄ 悪化している」が17項目（25.4％）となっています。 

 

評価区分（策定時の値と直近値を比較） 該当項目数 割合（％） 

Ａ 目標値に達した 14 20.9 

Ｂ 目標値に達していないが改善傾向にある(５％以上改善） 13 19.4 

Ｃ 変わらない（±５％以内の変化） 18 26.9 

Ｄ 悪化している（５％以上悪化） 17 25.4 

－ 
評価困難 
 （評価のための調査や統計が変わり、比較できないもの） 

5 7.5 

 

 

（１）重点目標 

 

  

目標値

（平成29年）

男性 78.14 延ばす 80.44 Ａ

女性 86.38 延ばす 86.46 Ａ

男性 16.43 17.89歳以上 16.77 Ｂ

女性 20.03 21.60歳以上 19.74 Ｄ

脳卒中による年齢調整死亡率（人
口10万対）の減少

男性 56.2 44.9以下 37 Ａ

がんによる年齢調整死亡率（人口10
万対）の減少

全年齢 135.1 130.2以下 119.9 Ａ

自死による年齢調整死亡率（人口
10万対）の減少

全年齢 30 26.3以下 21.8 Ａ

地域でのサロンや集会等のグルー
プ活動に参加している人を増やす

20歳以上 29.2% 50％以上 23.1% Ｄ

地域の人たちとつながりがあると感
じている人を増やす

20歳以上 62.0% 75％以上 53.0% Ｄ

65歳の平均自立期間（健康寿命）の
延伸

目標項目 対象 基準値

平均寿命の延伸

実績 評価
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（２）自分の健康状態の把握 

 
評価困難の理由：浜田市実施以外のがん検診受診者数について、算出困難との回答があったため評価できず。 

 

（３）栄養・食生活の改善 

 

 

実績 目標値

（平成24年） （平成29年）

自分は健康だと思う人の増加 20歳以上 71.5% 80％以上 70.4% Ｃ

今の生活が幸せだと思う人の増加 20歳以上 83.1% 85％以上 78.1% Ｄ

特定健康診査受診率
40～74歳

国保被保険者
42.0% 60％以上 48.2% Ｂ

特定保健指導実施率
40～74歳

国保被保険者
14.5% 60％以上 23.8% Ｂ

胃がん検診受診者数 40歳以上 6,238人 受診者数を増やす －

大腸がん検診受診者数 40歳以上 12,396人 受診者数を増やす －

肺がん検診受診者数 40歳以上 1,836人 受診者数を増やす －

子宮頸がん検診受診者数 20歳以上 2,254人 受診者数を増やす －

乳がん検診受診者数 40歳以上 2,503人 受診者数を増やす －

胃がん検診精検未受診率 要精密検査者 未把握率16.4％ 未把握率0％ 0.0% Ａ

肺がん検診精検未受診率 要精密検査者 未把握率10.7％ 未把握率0％ 1.5% Ｂ

大腸がん検診精検未受診率 要精密検査者 未把握率21.3％ 未把握率0％ 19.5% Ｃ

子宮頸がん検診精検未受診率 要精密検査者 未把握率81.5％ 未把握率0％ 0.0% Ａ

乳がん検診精検未受診率 要精密検査者 未把握率2.4％ 未把握率0％ 0.0% Ａ

家庭で体重測定をする人の増加 20歳以上 72.7% 80％以上 72.9% Ｃ

家庭で血圧測定をする人の増加 20歳以上 48.8% 60％以上 47.9% Ｃ

目標項目 対象 実績 評価

実績 目標値

（平成24年） （平成29年）

自分の適正体重を知っている人の増加 20歳以上 62.1% 90％以上 61.8% Ｃ

男性20～39歳 24.5% 15％以下 19.5% Ｂ

女性20～39歳 13.0% 10％以下 17.5% Ｄ
減塩に努めている人の増加（塩辛いもの
を食べないようにしている人の増加）

20歳以上 62.9% 80％以上 79.1% Ｂ

外食や食品を購入する時に栄養成
分表示を参考にしている人の増加

20歳以上 32.0% 50％以上 30.8% Ｃ

間食を控えている人の増加 20歳以上 64.4% 70％以上 56.4% Ｄ

甘いものを控えている人の増加 20歳以上 56.6% 60％以上 49.4% Ｄ

脂肪の多い食べ物を控えている人
の増加

20歳以上 64.5% 70％以上 54.8% Ｄ

清涼飲料水を普段はほとんど飲ま
ない人の増加

20歳以上 60.8% 80％以上 56.7% Ｄ

野菜を積極的に食べるようにしてい
る人の増加

20歳以上 82.8% 90％以上 90.7% Ａ

牛乳・乳製品を積極的に食べるよう
にしている人の増加

20歳以上 68.5% 80％以上 65.6% Ｃ

食事バランスガイドを知っている人
の増加

20歳以上 38.4% 50％以上 34.9% Ｄ

家族や友人と共に食事をしている人
の増加

20歳以上 79.30% 85％以上 78.5% Ｃ

食生活改善推進員一人あたりの年
間活動回数の増加

食生活改善推進員 55回 増やす 59回 Ａ

健康な食生活を実践するボランティ
ア数の増加

食生活改善推進員 376人 380人以上 354人 Ｄ

外食栄養成分表示店数の増加 20歳以上 40店 増やす 32店 Ｄ

朝食を欠食する人の減少

目標項目 対象 実績 評価
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（４）運動習慣の改善 

 

 

（５）睡眠と心の健康づくりの推進 

 

 

（６）禁煙の推進 

 
 

（７）適正飲酒の推進 

 

実績 目標値

（平成24年） （平成29年）

歩くことを心がけている人の増加 20歳以上 62.3% 70％以上 55.4% Ｄ

（仕事以外にスポーツ、運動をして
いる人のうち）週１回以上運動する
人の増加

20歳以上 30.1% 40％以上 30.8% Ｃ

ロコモティブシンドローム（運動器症
候群）を知っている、聞いたことがあ
る人の増加

全年齢 20.6% 50％以上 37.3% Ｂ

健康管理に万歩計等測定をする人
を増やす

20歳以上 15.5% 25％以上 14.6% Ｄ

目標項目 対象 実績 評価

実績 目標値

（平成24年） （平成29年）

ストレス解消方法を持っている人の
増加

20歳以上 60.4% 65％以上 60.8% Ｃ

ストレスを感じた時に相談できる人
がいる人の増加

20歳以上 60.9% 70％以上 64.8% Ｂ

睡眠による休養を十分、まあまあと
れている人の増加

20歳以上 68.6% 80％以上 62.7% Ｄ

家庭や社会で役割がある人の増加 20歳以上 70.4% 80％以上 68.6% Ｃ

趣味を持っている人の増加 20歳以上 65.5% 75％以上 60.2% Ｄ

今の生活に生きがいがある人の増加 20歳以上 70.4% 80％以上 68.1% Ｃ

目標項目 対象 実績 評価

実績 目標値

（平成24年） （平成29年）

20歳以上 16.5% 15％以下 17.1% Ｄ

男性20～39歳 41.5% 35％以下 40.8% Ｃ

女性20～39歳 10.9% ８％以下 11.3% Ｃ

たばこを以前吸っていたがやめた人
の増加

20歳以上 21.8% 25％以上 24.4% Ｂ

たばこを吸ったことがない人の増加 20歳以上 56.2% 65％以上 54.8% Ｃ

ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）を知っ
ている、聞いたことがある人の増加

20歳以上 36.0% 60％以上 39.3% B

たばこを吸っている人の減少

目標項目 対象 実績 評価

実績 目標値

（平成24年） （平成29年）

男性20歳以上 18.6% 16％以下 6.6% Ａ

女性20歳以上 6.1% 5％以下 1.8% Ａ
多量飲酒者（１日３合以上）の減少

目標項目 対象 実績 評価
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（８）歯･口腔ケアの推進 

 

 

  

実績 目標値

（平成24年） （平成29年）

１日に１回以上ていねいに歯を磨く
人の増加

20歳以上 67.9% 90％以上 70.9% Ｂ

食べたいものがかめる人の増加 60歳代 82.7% 90％以上 86.2% Ｃ

フッ化物配合歯磨き剤を使用してい
る人の増加

20歳以上 32.5% 43％以上 34.7% Ｃ

３歳児のう歯有病者率（３歳児健診）
の減少

３歳児 13.4% 10％未満 7.7% Ａ

定期的に歯の検診、歯石除去を実
施する人の増加

20歳以上 26.1% 45％以上 33.5% Ｂ

60歳で24本以上の歯がある人の増
加

60歳～64歳 51.6% 60％以上 49.4% Ｃ

80歳で20本以上の自分の歯を有す
る人の増加

80歳（75～84歳）
20歯以上

24.0% 35％以上 35.7% A

歯の病気が健康に与える影響につ
いて知っている人の増加

20歳以上 29.1% 50％以上 37.8% B

目標項目 対象 実績 評価
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４ 課題について 

１） 重点目標における課題 

５つの重点目標に沿い、専門職が所属部署の枠を超え、有機的な連携のもとにチームで健康課

題に対して、プロジェクト会議を開催しながら、保健活動を推進しました。 

 

（１）脳卒中・心疾患・糖尿病の発症予防と重症化予防の推進 

○目標指標である男性の壮年期の脳卒中による年齢調整死亡率については、平成25年（2013

年）を中間年とする5年の平均では33.7であり、目標達成できました。 

○特定健診受診率は48.2％、特定保健指導は23.8％（平成28年度（2016年度）法定報告）

であり、目標達成には至りませんでしたが、特定健診受診率は県内8市の中ではトップであ

り、また特定保健指導の利用者は体重減少等効果が出ています。 

○40～64歳の男性の脳卒中、心疾患、糖尿病の年齢調整死亡率は改善傾向にあります。 

○40～64歳の女性の心疾患の年齢調整死亡率は改善傾向にあります。 

○40～64歳の女性の脳卒中、糖尿病の年齢調整死亡率は悪化傾向にあります。 

○高血圧、糖尿病、腎機能ハイリスク者対策の取り組みを継続し、医療適正管理へつながって

います。しかし、家庭環境や引きこもり、アルコール依存症などの背景から、医療につなが

っていないケースもあります。 

○脳卒中発症者への保健指導や周知等を行い、死亡に至るような重症の発症は減少してきてい

る一方、発症者の減少までには至っていません。 

 

 生活習慣病対策について継続した取り組みを行ってきていることにより、心疾患については

改善傾向にあるなど一定の効果がでています。一方脳卒中、糖尿病については、全年齢では改

善傾向にあるものの、県平均より高く、継続した健康課題です。特に女性の40～64歳では悪

化傾向にあるため、今後とも若い年代も含めた継続した取り組みが必要です。 

 

（２）がん対策の推進 

○目標指標である男女合計の全年齢の全がんによる年齢調整死亡率については、平成25年

（2013年）を中間年とした5年の平均では119.9であり、目標達成できました。 

○平成22年度（2010年度）から開始しているがん検診無料化を継続しており、受けやすい体

制ができています。また、任意がん検診のＨＰＶ検査や前立腺がん検診も無料で行っていま

す。また、１日人間ドックや巡回人間ドックなど、セット検診を推進しています。 

○精密検査が必要な人に対しては電話や訪問での受診勧奨を行い、未把握の解消に努めました。 

○国や県の事業を積極的に活用し、クーポン発行や個別勧奨を行い、受診勧奨対策に努めてい

ます。 

○国保保健事業の人間ドックや巡回人間ドック、また、同日で複数のがん検診が受けられるセ

ット検診や特定健診とのセット検診、休日、夕方検診をするなど、市民が受けやすい体制に

も努めています。 
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○がんサロンやすこやか員、食生活改善推進員、保健委員など地域の関係団体と協働してがん

検診受診勧奨の啓発活動を行いました。 

○三隅自治区については、肝炎対策事業を行い、肝がんへの移行撲滅のため医療費助成を行い、

一定の効果があり、事業を終了しました。 

○地域の健康教室や小学校での出前講座等においてもがん教育を推進し、普及啓発に努めてい

ます。 

  

 がん検診の無料化や任意がん検診の推進、セット検診や休日検診、医療機関委託などによる

受けやすい体制を構築し、全がんの年齢調整死亡率の目標達成など、一定の効果がでてきてい

ます。しかし、受診率の低迷や若い世代の年齢調整死亡率の悪化などの課題もあり、今後もが

ん対策の推進が必要です。 

 

 

（３）心の健康づくりの推進 

○目標指標である男女合計の全年齢の自死による年齢調整死亡率については、平成25年

（2013年）を中間年とした5年の平均では21.8でした。 

○アンケート調査結果からも「ストレスを感じる人」「ストレス解消法を持たない人」「睡眠で休

養が十分とれていない人」「相談できる人がいない人」が増加し、「地域の人たちとのつながり

があると感じている人」「近所・地域の人と積極的にかかわっている人」「家庭や社会で役割が

ある人」「趣味を持っている人」「今の生活に生きがいがある人」が減少しており、ストレス社

会や地域の希薄さ等により目標値の達成に至っていません。また、飲酒習慣については、男女

合計で「１日飲酒量が１合未満の人」が増加し、「３合以上の人」が減少しています。 

○育児不安等により産後うつ傾向に陥る養育者が増加している状況があります。早期発見のス

クリーニングとして「エジンバラ産後うつ病質問票」を赤ちゃん訪問時に活用し、フォロー

の必要な家庭においては継続的に養育支援訪問を行い切れ目のない支援につなげています。 

○自死対策については、各部署の取り組みの情報交換や研修会を開催し、自死防止のための対

応について共有化と学びを行っています。 

○学校、地域において心の健康づくりに関する学習会を継続しています。 

○イベントや地域の健康教室において心の健康づくりのパンフレットやグッズを配布し、普及

啓発に努め、その大切さの理解が深まりつつあります。 

○職域のメンタルヘルスについては関心の高まりがあり、ストレスチェックなど法定化され体

制整備ができつつあります。 

○家庭問題、健康問題、勤務問題、経済や生活問題など自死の原因や動機となりうる問題を抱

えた人に関わるケース対応も増えてきており、保健医療従事者のスキルアップとフォロー体

制が必要とされてきています。 

 

 自死対策については普及啓発に努めたことによる一定の効果が出ているものの、地域のつな

がりの希薄さや社会情勢などからストレスを抱えやすい状況は続いています。今後も、心の健

康づくりや自死総合対策を推進していく必要があります。 
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（４）介護予防の推進 

〇目標指標である65歳の平均自立期間を延ばすことについては、男性16.77年、女性19.74年

となり、前回の目標指標であった男性17.89年以上、女性21.60年以上には達していません。 

 男性では、前計画基準値の16.43年からは、0.34年延びましたが、女性では、20.03年か

ら0.29年短くなりました。 

〇介護保険要介護認定率は、上昇傾向が続いていましたが、平成26年度（2014年度）～28

年度（2016年度）においては、23.8％～23.9％とほぼ横ばいでした。 

〇要介護認定者の認知症者（認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱa以上）は、平成26年度（2014

年度）～28年度（2016年度）においては、59.6％～60.1％と高く推移しています 

〇認知症サポーター養成講座の受講者数は、平成28年度（2016年度）末で5,262人となってお

り、平成25年度（2013年度）末での養成者数2,975人と比較すると、約2倍となっています。 

〇介護予防事業（二次予防事業）の事業量でみると、65歳以上に実施した基本チェックリストの

結果をもとにした二次予防事業対象者の把握件数は増加しており、介護予防事業への参加の勧奨

や生活状況の把握を行いました。通所型介護予防事業（主にミニデイサービス）等では、運動器

の機能向上、閉じこもり、認知症、うつ予防のプログラムを中心とした提供を行い、利用者は増

加しましたが、栄養改善、口腔機能の向上のプログラムの利用者は減少しました。 

〇地域でのサロン等、介護予防に資する住民運営の通いの場は増加しており、平成28年度

（2016年度）末で122か所（市把握分）、参加実人数では、20人未満のグループが90％

を占めています。そのうち、体操を定期的に実施するグループは20％、不定期実施は40％

であり、体操等の運動に対する関心は高くなっています。 

■ 介護予防事業 

  平成25年度（2013年度）実績 平成28年度（2016年度）実績 

特定高齢者（二次予防事業対象者）把握 728人 1,595人 

通所型介護

予防事業 

・運動器の機能向上 282人 318人 

・栄養改善       6人 1人 

・口腔機能の向上  74人 48人 

・閉じこもり・認知症・うつ予防 226人 233人 
                    資料：各年度地域支援事業実績報告 

   

■ 浜田市要支援・要介護認定者数の推移（平成26（2014）～28（2016）年度） 単位：人、％ 

区分 平成26年度（2014年度） 平成27年度（2015年度） 平成28年度（2016年度） 

第１号被保険者 19,440 19,685 19,762 

 要支援１ 369 348 410 

要支援２ 606 643 621 

要介護１ 775 811 867 

要介護２ 1,095 1,123 1,098 

要介護３ 672 680 651 

要介護４ 568 584 579 

要介護５ 537 509 493 

計 4,622 4,698 4,719 

認定率 23.8 23.9 23.9 

資料：介護保険事業状況報告（各年度３月末現在） 
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■ 要支援・要介護認定者の認知症の状況 ■ 要支援・要介護認定者中の認知症率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各年度末認定者の認定審査時状況。認知症率はランクⅡa以上の出現率。 

資料：浜田地区広域行政組合 要介護認定審査情報 各年度３月末数値 

 

 平均寿命は、男性では80.44歳、女性では86.46歳と延びました。あわせて、65歳の平

均自立期間も男性は延びましたが、一方、女性は短くなっており、引き続き、健康寿命の延

伸のため、介護予防の推進が求められています。  

 

（５）健康コミュニティづくりの推進 

○目標指標の「地域でのサロンや集会等のグループ活動に参加している人」は23.1％、「地域

の人たちとつながりがあると感じている人」は53.０％といずれも前回アンケートより、低

くなっており、目標には達していません。 

○自治会、公民館やまちづくり推進委員会等でウォーキング、健康教室、講演会、集いなど健

康関連の事業が多く取り組まれています。今後も地域の活動を把握し、健康づくり活動の活

性化を図る必要があります。そのためには特に働き盛り層の活動参加が課題です。 

○住民主体の通いの場は、参加者が19人以下の規模で113か所、20人以上の規模で9か所開

設されており、介護予防や健康づくりと一体となった活動も行われています。 

○介護予防・日常生活圏域ニーズ調査によると、地域の健康づくりのサークルなどに参加を希

望する人は半数を超えており、世話役として参加意向のある人が約３割あります。 

○アンケート調査結果より「地域の人たちとつながりがあると感じている人」ほど「今の生活

に幸せを感じている人」が多い傾向がみられます。 

○健康づくりを推進する人材として、食生活改善推進員、すこやか員、保健委員等の健康づく

りボランティアが組織されており、行政と協働で活動を行っています。 

○若い世代や男性も含めての人材育成や、会の継続支援、活動しやすい体制づくりが課題です。 

 

 地域とつながりがある人ほど、生活に幸せを感じている傾向があり、地域のつながりを強め

る健康づくり活動が期待されています。 

 そのためには、住民主体の健康づくり活動を一層推進し、健康に関連する機関や団体との連 

携を強化していく必要があります。 
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２） 健康的な生活習慣に向けての評価と課題 

○自分の健康状態の把握は、16項目のうち改善が６項目（37.5％）、評価困難が５項目（31.3％）

です。 

○栄養・食生活の改善は、16項目のうち改善が４項目（26.7％）、悪化が８項目（53.3％）

と、悪化が半数を占めています。 

  ○運動習慣の改善は、4項目のうち改善が１項目（25.0％）、悪化が２項目（50.0％）と、悪

化が半数を占めています。 

○睡眠と心の健康づくりの推進は、6項目のうち改善が１項目（16.7％）、悪化が２項目

（33.3％）、変わらないは３項目（50.0％）です。 

  ○禁煙の推進は、6項目のうち改善が２項目（33.3％）、悪化が１項目（16.7％）、変わらな

いは３項目（50.0％）です。 

  ○適正飲酒の推進は、2項目のうち改善が２項目（100％）とすべて目標達成しています。 

○歯・口腔ケアの推進は、8項目のうち改善が5項目（62.5％）、変わらないは３項目（37.5％）

です。 

  

 適正飲酒や歯・口腔ケアの推進については改善傾向にあり、健康的な食生活や運動の習慣の

獲得については課題が残ります。特に、実践に取り組みにくい実態が見えました。また、前計

画では、項目ごとの目標設定であり、市民が自分の年代に応じた課題や健康の取り組みについ

て自覚しにくい面がありました。そのため、今後はライフステージにおいて健康づくりの実践

において取り組むべき項目をまとめていく必要があります。 

 

 

３）地域の健康づくりにおける課題 

 保健師の地区担当制により、各自治区において健康づくり活動を推進しています。今後も地区の

把握に努めながら、地域の現状にあった保健活動を展開していきます。 
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５ 市民ラベルワーク等からの意見 
 市内各地域で健康づくりに取り組む市民などから、本計画に係る課題や提案等のご意見をい

ただいています。「介護予防、疾病予防」の視点や「実施主体は地域住民」であり、それを支援

するネットワークやコミュニティ、専門家の関わりが大切であることなどが話し合われました。 

 

■ 「健康でいきいきと暮らせるまち」に必要な要素 

カテゴリー サブカテゴリー 主な内容 

健康に関心を持つ 健診を受ける 特定健診を受ける 

乳幼児健診を受ける 

情報の発信・受信 サービスの充実と情報発信 

誘いあい・支えあい 親子、家族、仲間、

地域で取り組む 

信頼関係、絆が大切 

みんなで声を掛け合い、健康づくりの実践 

健康コミュニティ 居場所づくり 安心して過ごせる居場所や設備がある 

サロン（集いの場） 

孤独にならない交流の場がある 

地域とのつながり 地域や人とのつながりや交流がある 

地域での活動と研修 

世代を超えたつながりづくり 

地域で役割がある 

生きがいや幸せの実感 ＱＯＬの向上  

専門家の支援 相談支援体制 相談しやすい体制 

健康づくりのコー

ディネート 

医療、福祉、教育との連携 

かかりつけ医を持つ 

健康的な生活習慣の実

践 
食と栄養 おいしく栄養バランスのとれた食事をする 

運動 定期的に適度な運動をする 

たばこ 禁煙の推進とたばこの影響を知る 

規則正しい生活 規則正しい生活リズムをつくる 
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第３章 計画の基本的考え方 

１ 基本理念 

「いつまでも健康で長生きしたい」という市民の誰もが思う願いを実現できるように、前計画で

は「生きがいや幸せが実感できる健康寿命・平均寿命の延伸」を掲げて計画を推進しました。平均

寿命が延びている今日、最後まで自分らしく幸せに生きるためには、健康でいられる期間をなるべ

く長くし、介護が必要な期間を減らす必要があります。今回、「健康でいきいきと暮らせるまちとは」

をテーマにしたラベルワークから導きだされた健康づくりに必要な要素のカテゴリーとして、「人と

の関わり」「ＱＯＬ(生活の質の向上)」等が挙がっており、生きがいや幸せ等の生活の質の向上の視

点も引き続き盛り込む必要があります。そのため、本計画の基本目標を「生きがいや幸せが実感で

きる健康寿命の延伸」とし、計画を推進します。 

 

 

 

 

「生きがいや幸せが実感できる健康寿命の延伸」のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

生きがいや幸せが実感できる 

健康寿命の延伸 

地域コミュニティ 

情報の発信・受信 

誘いあい・支えあい 

健康に関心をもつ 

生きがいや幸せの実感 

親子、家族、仲間、 

地域で取り組む 

居場所づくり 

ライフ 

 

 

 

 

ステージに応じた健康の取組 

健康でいきいきとした暮らし 

⇒生きがいや幸せを実感 

地域とのつながり 

健診を受ける 

健康的な 

生活習慣の実践 

食と栄養 

運動 

お酒・たばこ 

規則正しい生活 
睡眠と心の健康 

歯と口の健康 

ＱＯＬの向上 

専門家の支援 

健康づくりの 

コーディネート 
相談支援体制 
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２ 計画の体系 

 基本理念である「生きがいや幸せが実感できる健康寿命の延伸」を実現するため、「脳卒中・糖尿

病の発症予防と重症化予防の推進」「がん対策の推進」、健康で生きがいを持った生活ができるよう

に「心の健康づくりの推進」、65歳における平均自立期間を延ばすための「介護予防の推進」、「健

康コミュニティづくりの推進」に、新規に「子育て支援の推進」を盛り込み６つの重点目標として

子どもから高齢者までのライフステージに添った取り組みを行います。目標達成のための基本施策

として、健康づくりの実践の７つの分野を５つのライフステージに分けて、課題に取り組んでいく

とともに、地区別の課題や特性を踏まえた取り組みも行います。これらの取り組みを推進し、目標

を達成するための条件として、安心できる保健・医療・福祉体制を構築していきます。 

 

 

 

 

 

  

 

 

生きがいや幸せが実感できる健康寿命の延伸 

５ 

介
護
予
防
の
推
進 

４ 

心
の
健
康
づ
く
り
の
推
進 

３ 

が
ん
対
策
の
推
進 

２ 
脳
卒
中
・
糖
尿
病
の
発
症
予

防
と
重
症
化
予
防
の
推
進 

重
点
目
標 

１ 

子
育
て
支
援
の
推
進 

６ 

健
康
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ 

づ
く
り
の
推
進 

安心できる保健・医療・福祉体制の構築 

目
標
達
成
の
た
め
の
基
本
施
策 

目
標
達
成 

の
条
件 

基
本
理
念 

健康づくりの実践  地域の健康づくり 

乳
幼
児
期 

妊
娠
期 

妊
娠
準
備
期 

思
春
期 

学
童
期 

青
年
期 

壮
年
期 

高
齢
期 

 

 

１ 市民の主体的な 

健康づくりの支援 

２ 地域を基盤に、地域

の特性に基づく健康

づくりの推進 

    
１ 健康管理の実践 

２ 健康的な食生活の実践 

３ 運動の実践 

４ 睡眠と心の健康づくりの推進 

５ 禁煙の推進 

６ 適正飲酒の推進 

７ 歯・口腔ケアの推進 

 

 ６～18歳  19～39歳  40～64歳  65歳以上 



18 

第４章 重点目標と保健医療の対応 

１ 子育て支援の推進 
 

 

 重点課題  重点計画  

す
こ
や
か
な
成
長
・
発
達
へ
の
支
援 

○ 保護者の不安やメンタル面の不調 
・１０代の妊婦の増加 10歳代11人（2.6%） 

・子育てを投げ出したくなる 

乳児健診      8.8%  

1歳6か月児健診 11.6% 

3歳児健診     13.3% 

・産後にイライラすることがあった 

乳児健診 39.4% 

・赤ちゃん訪問時 エジンバラ産後うつ質問票9点以上の要フォロー者 5.9% 

・ママのこころの相談利用者 49人 

○ 発達の気になる子の増加 
・保育所（園）幼稚園等巡回訪問対象者 257人  

・すこやか健診受診者数 実30人、延86人 

・2,500g未満低出生体重児 12.1% 

○ メディア等の影響により母子の愛着形成が心配される 
・乳児健診で授乳中にテレビ・スマホを見る 

いつも5.5% 時々70.8% 

参考小中学生の自己肯定感は全国より高い（H29） 

・自分には良いところがあると思う 

小学校78.5%（全国77.9%） 中学校73.6%（全国68.7%） 
 

 

 

１ 妊娠期から出産・育児ま

で切れ目なく相談しやす

い体制整備 
 

 

 

 

２ 保健・福祉・医療・教育

が連携した子どもの発

達支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

生
活
習
慣
づ
く
り
へ

の
支
援 

○幼児期の朝食の欠食率の増加 

1歳6か月児 5.0% 

3歳児     6.6% 

5歳児    10.5% 

 

○妊婦の糖尿病（疑い）の増加 
妊婦一般健診の糖尿病（疑） 4.4% 

 

 

１ 生活習慣の大切さの普

及啓発 

 

 

地
域
の
子
育
て
支
援 

○孤独な子育てをしている家庭の存在 
・一人で子育てをしているような気がする 

乳児健診12.4%、1歳6か月児健診8.2% 

3歳児健診8.3% 

・社会から取り残されたような気がする 

乳児健診6.6% 1歳6か月児健診3.9% 

3歳児健診2.8% 

 

 

１ 地域の集いの場や身近

な所で相談しやすい体

制の整備 

 

２ 地域全体の子育て力の

向上と子どもや子育て

家庭にやさしいまちづく

りを推進 

 
 

３ 関係機関・団体の連携

の強化と活動の周知 
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目標指標 

○妊娠・出産について満足できる地域と思う人の増加 【現状：平成29年（2017年）】 38.4% → 【目標：平成34年（2022年）】 増加 
○子育てをしやすい地域と思う人の増加  【現状：平成29年（2017年）】 52.5% → 【目標：平成34年（2022年）】 増加 

○孤独な子育てをしている家庭の減少 
・一人で子育てをしているような気がする 

【現状：平成28年度（2016年度）】乳児健診12.4%、1歳6か月児健診8.2%、3歳児健診8.3%→【目標：平成34年（2022年）】減少 

・社会から取り残されたような気がする 

【現状：平成28年度（2016年度）】乳児健診 6.6%、1歳6か月児健診3.9%、3歳児健診2.8%→【目標：平成34年（2022年）】減少 

具体的な事業 

１ 妊娠期から出産・育児まで切れ目なく相談しやすい体制整備（子育て世代包括支援センター事業の充実） 
・必要な家庭へ、妊娠中から育児期まで切れ目なく継続した相談や訪問等を実施 

・母子保健事業（相談、訪問、教室、健診、産後ケア、予防接種勧奨等）の充実 

・子育て支援センターにおける相談（育児相談、ママのこころの相談等）の充実 

・地域の子育てひろば、サロン等の現状や課題についての情報把握の実施 

・医療機関や相談支援事業所、保育所（園）、幼稚園、学校等の関係機関や主任児童委員、民生児童委員、NPO他

の子育て関連団体と連携をした支援を実施 

・必要な情報を必要な所へタイムリーに情報提供していく工夫を実施 

２ 保健・福祉・医療・教育が連携した子どもの発達支援 
・乳幼児健診において発達の気になる子の早期発見と早期支援を実施 

・専門医によるすこやか健診（発達クリニック）を実施 

・子育て支援と福祉で連携をし、子どもの発達支援及び家庭の養育支援を実施 

・教育委員会の相談支援チームと一緒に保育所（園）、幼稚園等に巡回訪問相談を実施 

・子育て支援センター等において、子どもの発達、しつけ、病気、健康づくりをテーマに講座を開催 

・教育委員会や保育所（園）等と連携し、愛着形成や自己肯定感を高め、豊かな人間性を育む講座を実施 

・新生児聴覚スクリーニング検査の助成や検査で再検査となった子どもへの早期支援の実施 

・相談支援ファイルの普及と活用 
 

１ 生活習慣の大切さの普及啓発（生活習慣づくり応援事業・食育推進活動の充実） 
・保育所（園）幼稚園や学校等の関係機関、保護者会やＰＴＡ活動と連携をして取り組みを実施 

・妊娠届出時、ママパパ学級において妊婦への栄養相談や指導を実施 

・乳児健診、1歳6か月児健診、3歳児健診や子育て支援センターにおける離乳食講座、育児講座等の中や、歯科衛

生士、食生活改善推進員と連携して、歯磨き、生活リズム、食事のバランスなど生活習慣の大切さを普及 

・健診時に保護者等へ歯科健診や骨密度測定等を実施し、生活習慣を見直す機会を設定 

・放課後児童クラブや学校と連携した生活習慣づくり応援事業を実施 

・幼児期のフッ化物塗布事業を実施（在宅児、保育所（園）、幼稚園） 

・妊婦の歯科健診受診勧奨を実施 

・各機会をとらえてメディアとの適切な接し方についての知識を普及 

・保育所（園）幼稚園、小中学校での生活習慣・食生活アンケート調査の実施と指導 
 

１ 地域の集いの場や身近な所で相談しやすい体制の整備 
・地域の子育て関連団体（主任児童委員、民生児童委員、子育て応援隊、NPO法人おやこ劇場、浜田のまちの縁

側他）と共に、集いの場（子育てサロン、子育てひろば、放課後の居場所、育児グループの活動等）を充実 

・本庁支所窓口、子育て支援センター、子育てサロン他身近な場所での相談を充実するとともに相談窓口の普及を

実施 

２ 地域全体の子育て力の向上と子どもや子育て家庭にやさしいまちづくりを推進 
・公民館やまちづくり推進団体、社会福祉協議会、主任児童委員、民生児童委員、子育て応援隊、NPO法人、高

齢者クラブ、県立大学、商工会議所、商工会、こっころ協賛店等と連携し育児グループ等の自主的な活動を応援

すると共に地域全体で子育て力の向上と子どもや子育て家庭への理解を広める 

・ヤングサポーター育成チーム※とともに中高生へ健康や子育てへの関心を高める 

・低体重出生児、多胎児、同じ疾患、障がいや悩みを抱える保護者の集まりの支援 

・社会全体で子育てを応援する必要性や多様な子育て家庭の現状等の情報提供を実施 

３ 関係機関・団体の連携の強化と活動の周知 
・県や関係機関、関連団体、育児グループ等との連携強化のために、子育ての現状についての情報交換する場や協

働で活動する機会づくりのイベント等を実施 

・広報やホームページ等により活動を周知する 

 
※ヤングサポーター育成チーム：中高生のボランティア活動の推進と、子育てのネットワークづくりを目的として平成18年に結成しました。 

  参加団体の代表者が定期的に集まり情報交換し、子どもの育ちを一緒に考え、ネットワークの強化にも努めています。 
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２ 脳卒中・糖尿病の発症予防と重症化予防の推進 

 

 

 

 重点課題  重点計画  

働
き
盛
り
等
の
ラ
イ
フ

ス
テ
ー
ジ
の
取
り
組
み 

○40～64歳の男性と女性の脳血管疾患の年齢調整死亡

率が県と比較して高くなっています。 

○40～64歳の男性と女性の糖尿病の年齢調整死亡率が

県と比較して高くなっています。 

 

 

１ ライフステージに応じた

生活習慣病予防と計画

的な保健活動の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 生活習慣病のスクリーニ

ングと重症化予防対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 健康づくり支援組織と

の連携と地域活動へ

の支援 

 

 

発
症
予
防
対
策 

○特定健康診査受診率・特定保健指導利用率が目標に

対して達成できていません。 

 

○塩分の多い食事や野菜不足、間食の過多などの食事

のアンバランス、運動不足、飲酒、喫煙、早食いなど生

活習慣の改善の必要な人がいます。 

 

○高血圧、高血糖等の治療が必要な人が治療につなが

っていません。 

 

○肥満が多く、若い頃からの適正な体重管理が必要な人

が多くなっています。 
 

  

重
症
化
予
防
対
策 

○脳血管疾患及び糖尿病の全年齢での年齢調整死亡率

が県と比較して高くなっています。 

 

○糖尿病から腎透析の合併症を引き起こす人が新規透

析者のうち35.6％となっています。（平成21年度（2009年

度）～平成25年度（2013年度）の４年間の合計から） 

 

  

 

  



21 

目標指標 

○脳卒中による死亡者の減少 
・壮年期（40～64歳）の年齢調整死亡率（人口10万対）の減少 

 【現状：平成23～27年】 男性33.7 女性22.7 → 【目標：平成34年（2022年）】 男性33.0 女性14.2 

 

○特定健康診査の受診率60％・特定保健指導の利用率向上をめざす 
 

具体的な事業 

１ ライフステージに応じた生活習慣病予防と計画的な保健活動の推進 
１）生涯を通じた生活習慣病予防対策の推進 
・庁内関係課との連携による課題共有と活動の推進 

・データ蓄積と分析による活動のまとめの作成と情報発信 

・家庭血圧測定の推進、薄味等の食生活の改善や運動の習慣化の普及啓発 

・生活習慣を意識した保健指導、栄養指導、各種教室実施による行動変容への支援 

２）関係機関との連携 
・保育所（園）、幼稚園、小中学校、医療機関等との連携 

・生活習慣・食生活アンケート調査及び報告会の実施と課題の共有 

３）若いうちからの生活習慣病予防の充実 
・乳幼児健診での保健指導や食育活動等による生活習慣病予防の推進 

・食育推進計画の推進、乳幼児期を含めた小児期からの生活習慣づくりの推進 

・若年層の健診未受診者対策の推進 

４）働き盛りへの健康意識の醸成のための取り組みの推進 
・商工会議所や商工会、企業等の職域を通じて、健康情報の周知や健康づくりのタイアップ 

・生活習慣病予防のための健康教室や相談のＰＲの充実 

・市の広報、ホームページ、ケーブルテレビ、公民館、窓口等を通じた健康情報の発信 

２ 生活習慣病のスクリーニングと重症化予防対策  
１）魅力ある健診・保健指導の充実 
・健康診断を受ける機会のない方への受診機会の確保 

・データヘルス計画との整合性を保ちながら、連携の推進 

２）重症化予防のための保健指導、栄養指導 

３）生活習慣病を基礎疾患にもつ脳卒中発症者等への再発又は重症化予防のための訪問指導 

４）ハイリスク者※対策の充実 
・医療機関との連携 

・高血圧、高血糖、慢性腎臓病(CKD)で未治療者へのハイリスク者対策としての保健指導の実施 

・糖尿病患者会、脳卒中発症当事者会等への支援 

３ 健康づくり支援組織との連携と地域活動への支援 
１）食生活改善推進協議会、すこやか員、保健委員等の健康づくり支援組織との連携 
・地域の健康教室、講演会、健康福祉フェスティバル等での協働 

・健康課題の共有による保健活動への積極的関与の促進 

２）健康づくり講座による健康づくりへの専門職派遣による健康意識の醸成 
 

 

 

                                        
※ ハイリスク者：高血圧、高血糖等の状態であり、脳卒中、心疾患等の重篤な病気を引き起こす危険性のある人。 
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３ がん対策の推進 

 

 

 

 

 重点課題  重点計画  

早
期
発
見
・
早
期
対
応 

○平均寿命を引き下げている疾患は男女とも悪性新生物

がトップとなっています。 

○年齢調整死亡率の男女計の全年齢は改善し前回目標を

達成しています。しかし､女性は40～64歳の働き盛りが

悪化傾向｡働き盛りの人への死亡率改善への取り組みと

してのがん検診受診勧奨の充実が必要です。 

○男女とも平均寿命を引き下げているがん種別は肺が

ん、胃がんです。肝がんは改善傾向にあります。 

○がん検診の種別により受診年齢に違いがあります。 

○無関心な市民層にがんに関する必要な情報が届いて

いません。 

○適切な受診間隔、がん検診の限界性、効果、不利益な

どの情報周知が不十分です。 

○アンケート調査結果から、がん検診の自己負担金が無

料であることを知らない人の割合は49.5%です。 

 

 

１ がん検診の効果的な

実施と体制整備 

  （重点的ながん対策の

推進） 

 

 

 

 

 

 

２ 働き盛りの人をターゲッ

トとした取り組みの推進 

３  検診で要精密検査と 

なった人へのフォロー

の充実 

４ 気になる症状(体重減

少、貧血等)に気づき、

早期に医療機関受診

につなげる取り組み 
 

 

が
ん
患
者
及
び 

そ
の
家
族
へ
の
支
援 

○がんを治療しながら学業、就労、地域活動を行う市民

が増えてきています。 

 

 

１ がん患者の生活の質

を高めるための支援 

 

 

が
ん
発
生
の
リ
ス
ク
の
低
減 

と
が
ん
予
防
の
推
進 

○がん検診でも限界性、効果、不利益があるため、がん

の発生リスクと言われている生活習慣の改善に努める

ことが重要です。 

 

 

１ がんの一次予防（発生

リスク）の低減とがん予

防の推進 
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目標指標 

○がんによる死亡者の減少 

・全がん75歳未満の年齢調整死亡率（人口10万対）の減少 

 【現状：平成23～27年】 男性97.3 女性60.7 → 【目標：平成34年（2022年）】 男性92.1 女性46.1 

○40～69歳のがん検診受診者数の増加  

具体的な事業 

１ がん検診の効果的な実施と体制整備（重点的ながん対策の推進） 
１）対策型がん検診の充実と任意がん検診の効果的実施 

・がん検診の無料化の普及啓発と胃がん、肺がん、乳がん検診の重点的な推進 

・具体的内容としての若い年代の検診受診勧奨、たばこ対策 

・各種がん検診の効果的な実施方法の検討 

・受診者への周知の充実と精度管理等検診機関との連携 

２）市民への効果的啓発 

・食生活改善推進員、すこやか員、保健委員等の健康づくりボランティア組織とのがん検診

受診に向けたキャンペーンの実施 

・小中学校でのがん教育の推進 

・啓発チラシやメール、ホームページを活用し、多方面からの普及啓発 

２ 働き盛りの人をターゲットとした取り組みの推進 
・若年層や検診未受診者に対する個別勧奨の実施 

３ 検診で要精密検査となった人へのフォローの充実 
１）要精密検査者への受診勧奨及び不安の軽減 

・電話や訪問による精密検査受診勧奨の実施 

４ 気になる症状に気づき、早期に医療機関受診につなげる取り組み 

１）体重減少や貧血、乳房のしこりなどの気になる症状等の普及啓発による早期受診につなげる動

機づけの強化 
 

１ がん患者の生活の質を高めるための支援 
１）がんになっても安心して生活できる環境の整備 

・安心してがん治療が受けられるよう、がん相談支援センター等の相談窓口の周知 

・がん患者サロンの支援や講演会等によるがん情報の提供 

２）がん診療連携拠点病院との連携 

３）がんサロンやがんピアサポーター※1との連携 
 

１ がんの一次予防（発生リスク）の低減とがん予防の推進 
１）がん予防新12か条※2の普及と実践 

・食生活改善推進員､すこやか員､保健委員等の健康づくりボランティア組織と連携した健

康教室の開催 

２）たばこ対策の推進 

・健康長寿しまね推進会議との連携による公共施設､店舗等での禁煙･分煙の拡大 

・禁煙相談日の開設や禁煙サポート医療機関の情報提供 

・禁煙予防の普及啓発（特に未成年者の喫煙防止） 

３）ウイルス感染に起因するがん検査や必要なワクチン接種の推進 
 

                                        
※1 がんピアサポーター：がんによる闘病や介護を体験し、ピア（仲間）として「体験を共有し、ともに考える」ことで、がん患者やその家族などを支

援する人やその家族など。 

※2 がん予防新12か条：１．たばこは吸わない、２．他人のたばこの煙をできるだけ避ける、３．お酒はほどほどに、４．バランスのとれた食生活を、

５．塩辛い食品は控えめに、６．野菜や果物は不足にならないように、７．適度に運動、８．適切な体重維持、９．ウイルスや細菌の感染予防

と治療、10．定期的ながん検診を、11．身体の異常に気がついたら、すぐに受診を、12．正しいがん情報でがんを知ることから 
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４ 心の健康づくりの推進 

 

 

 

 重点課題  重点計画  

早
期
発
見
・
早
期
対
応 

○自死による年齢調整死亡率は全年齢において改善傾

向ですが島根県と比較すると、県より高い状況です。特

に男性の壮年期、老年期とも高い状況にあります。 

 

○早期介入による必要な支援体制の構築が必要です。 

 

○産後に育児不安をもつ養育者が増えており、母子とも

安定した状態で子育てできる養育環境を整えられるよう

支援することが重要です。 

 

○自死総合対策による関係機関が連携し、見守りや早期

介入する体制づくりが必要です。 

 

○自立支援医療受給者が増加しています。 

 

 

１ 相談窓口の啓発とスクリ

ーニングや相談支援体

制の充実 

 

 

 

 

 

２ 心の健康づくりに関する

市民への普及啓発 

 

 

 

 

 

 

３ 専門機関や関係機関と

の連携による自死総合

対策の体制づくり 

 

 

 

 

 

４ 関係者の見守り体制の

充実と従事者のスキル

アップ 

 

 

重
点
的
な 

生
活
改
善 

○アンケート結果より、男性の38.9％に毎日飲酒習慣があ

ります。また、１日飲酒量が１合未満は47.6％、３合以上

は6.8％と前回に比べて改善傾向にあります。 

 

 

１  睡眠・運動・ストレス解

消・アルコール等につい

ての正しい知識の普及 

 

 

地
域
の 

見
守
り
体
制 

○アンケート結果から、「相談できる人がいない」が増加

し、「地域の人たちとのつながりがあると感じている人」

は減少しています。地域のつながりの希薄化が進行し

ています。 
 

 

１ 地域・職域・学校等での

見守り支えあい支援者

の拡大 
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目標指標 

○自死者の減少 

・男性の壮年期（40～64歳）の年齢調整死亡率（人口10万対）の減少 

   【現状：平成23～27年】 60.0 → 【目標：平成34年（2022年）】 45.4 

 

具体的な事業 

１ 相談窓口の啓発とスクリーニングや相談支援体制の充実  
１）相談窓口の充実、周知 

・心の健康相談等相談機関の周知、イベント時の啓発活動 

２）スクリーニングや相談支援体制やフォロー体制の充実 

・相談や訪問時に高齢者の基本チェックリストやエジンバラ産後うつ質問票等の活用 

・必要時継続支援等のフォローによる重症化予防 

３）断酒会・自死遺族への支援 

・相談窓口の紹介や講演会、イベント時の啓発支援 

２ 心の健康づくりに関する市民への普及啓発 

１）うつ病予防、自死防止に関する普及啓発 

・パンフレットの活用、作成、広報への掲載や講演会や健康教育の実施 

２）子どもから高齢者までの生涯を通じた心の健康づくりの推進 

・閉じこもり予防、産後うつ、認知症予防、うつ予防の取り組みの実施 

・サロン活動の支援 

・育児不安や思春期保健、メンタルヘルス、高齢者のうつ等の普及啓発 

・親子のふれあいによる愛着形成の確立や自己肯定感の醸成の推進 

３ 専門機関や関係機関との連携による自死総合対策の体制づくり 
１）浜田圏域自死総合対策連絡会、浜田圏域健康長寿しまね推進会議（運動・心の健康づくり部

会）、関係機関との連携 

・実態把握、分析、情報の共有、対策、方針について関係機関の意思統一 

２）保健所との連携による地域職域機関との連携 

３）専門機関・関係機関との連携 

・保健所、心と体の相談センター、専門医、断酒会、自死遺族の会、学校との情報共有、

連携の推進 

４ 関係機関の見守り体制の充実と従事者のスキルアップ 
１） 浜田市心の健康づくりネットワーク会議の開催 

・関係機関との情報共有と研修会の開催による見守り体制の充実 

２） 事例検討会やケース検討会を通じ、関係機関の役割の明確化と連携 

・事例を通じ、学びや理解を深め、今後の対応に生かす 
 

１ 睡眠・運動・ストレス解消・アルコール等についての正しい知識の普及 
１） 生活習慣の改善と正しい知識の普及 

・ホームページやパンフレット等による普及啓発の充実 

 

１ 地域・職域・学校等での見守り支えあい支援者の拡大 
・研修等による地域、職域、学校等での見守り体制の充実 

・サロンや趣味など社会参加の機会や地域、職域、学校等での声かけの推進 
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５ 介護予防の推進 

 

 

 

 重点課題  重点計画  

介
護
予
防 

〇健康寿命が、男性では延びていますが、女性では、短く 

なっています。 

 

島根県健康寿命延伸見える化カルテの結果等からは、

健康寿命に影響している要因としては、以下のことがあ

げられます。 

  ・男性 脳血管疾患、自死、糖尿病 

  ・女性 全がん、脳血管疾患、糖尿病 

  ・男女とも高血圧の有病率が高い 

 

○要介護認定率は上昇傾向が続いていましたが、近年は

横ばい傾向となっています。 

・浜田市要介護認定者率(１号被保険者) （％） 

平成26年度
（2014年度） 

平成27年度
（2015年度） 

平成28年度
（2016年度） 

23.8 23.9 23.9 

 

○要支援・要介護認定者中の認知症率(認知症高齢者の

日常生活自立度Ⅱａ以上)は、近年は、59.6％～60.1％

と高く推移しています。   

○日常生活圏域ニーズ調査の結果から（平成29年2月実施） 

 <からだを動かすこと、健康について> 

・運動器の機能低下に該当する人18.1％  

・転倒リスクに該当する人36.0％ 

・閉じこもり傾向に該当する人25.5％ 

・うつ傾向に該当する人39.7％ 

＊各項目とも、男性よりも女性の割合が高くなっています。 

<地域活動への社会参加の状況>  

 ・趣味関係、スポーツ関係のグループに参加している人

の割合が高く、スポーツ関係のグループでは、頻度も週

1回以上の割合が高くなっています。 

○高齢者の５割が独居・夫婦のみ世帯であり、見守りや生

活支援が必要な高齢者が多くなっています。 
 

 

１ 要介護認定の原因リ

スクの軽減と機能低下

の予防 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 認知機能低下予防の

推進と早期発見 

 

 

 

 

 

 

３ 高齢者が生きがいや

幸せを実感できる地域

づくり 

 

 

 

  



27 

目標指標 

○65歳の平均自立期間を延ばす 

   【現状：平成23～27年】 男性16.77年 女性19.74年 

        → 【目標：平成34年（2022年）】 男性17.46年以上 女性20.92年以上 

 

具体的な事業 

１ 要介護認定の原因リスクの軽減と機能低下の予防 

１）生活習慣病予防の取り組みの推進 

・「がん対策の推進」、「脳卒中・糖尿病の発症予防と重症化予防の推進」の項に掲載 

２）生活機能低下者の早期発見及び重度化の予防 

・介護予防教室、地域サロン等の場で、基本チェックリストや体力測定等を行い、生活機

能低下者の早期発見及び把握訪問による支援 

・教室等の未参加者に対し、民生児童委員等からの情報をもとに、生活状況を把握する 

・地域における通いの場の情報提供及び参加勧奨 

・後期高齢者歯科健診の結果から、低栄養リスク者に対する支援の実施 

３）介護予防普及啓発事業の充実 

・市が実施する介護予防推進講座の充実（運動、口腔、栄養、認知症等の予防プログラム） 

・介護予防に資する体操などを行う住民主体の通いの場の増加を図るとともに、専門的技

術の提供による支援 

４）高齢者の現状把握と健康課題の分析 

・保健所及び大学等との協働による健康寿命に影響する要因の分析及び検討 

２ 認知機能低下予防の推進と早期発見 

１）相談しやすい体制づくり 

・相談機関の情報提供（医療機関、心の相談、家族会など） 

・基本チェックリスト・認知症気づきチェックリスト等を活用した早期発見及び支援 

２）認知症の正しい理解に向けた知識の普及啓発 

・認知症サポーター養成講座の開催 

・認知症をテーマとした出前講座や介護予防教室の開催 

３ 高齢者が生きがいや幸せを実感できる地域づくり 

１）地域介護予防活動支援事業の充実 

・介護予防に資する住民主体のグループ活動（運動、栄養、認知症予防等）への支援 

・生活支援コーディネーター※1との役割分担による地域サロン活動への支援 

・介護予防サポーター※2（仮称）等の地域での担い手育成 

２）地域での高齢者の生活を支える体制づくり 

・各地区ささえあい協議体※3からの介護予防に資する課題を、地域へ情報発信するととも

に、社会福祉協議会、公民館、自治会、高齢者クラブ、地区まちづくり推進委員会等と

連携し、新たなサービスの開発について取り組む 
 

                                        
※1 生活支援コーディネーター：地域において、生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能を果たす人。 

※2 介護予防サポーター：介護予防の知識技術を習得し、さらには地域でのリーダー的役割を担い活動できる人。 

※3 ささえあい協議体：地域の多様な主体が集まり、今やっていることや無理なく今できることなどをみんなで話し合う仕組み。 
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６ 健康コミュニティづくりの推進 

 
 

 

 

 重点課題  重点計画  

地
域
を
核
と
し
た
健
康
な
ま
ち
づ
く
り
の
推
進 

〇地区まちづくり推進員会や公民館単位等で健康づくり

の取組が進められていますが、地域特性に応じた健康

づくりを市民と協働で実施していく体制をさらに強化して

いく必要があります。 

〇アンケート結果より 

・近所・地域の人と積極的に関わっている人が42.6％と

減少しています。健康づくりの側面からも地域の活動

やつながりを今後もさらに強化していく必要がありま

す。 

・市の健康に関する情報を得ていると答えた人が41.1％

であり、情報発信の工夫が必要です。 

・「市民が家族や地域ぐるみで健康づくり活動を実践で

きるようなサポートを職員は行っている」は20.2％であ

り、地区担当制による地域にあった保健活動ができる

体制が必要です。 
 

 

１ 地域ぐるみで健康づくり

を推進する体制整備  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 市民の主体的な健康づ

くり活動への支援・人材

育成 

 

 

 

 

３ 多様な関係機関・団体

との連携と健康を維持で

きる環境づくりの推進 

 

 

 

 

 

 

健
康
づ
く
り
の
応
援

者
及
び
組
織
の
支
援 

〇食生活改善推進員、すこやか員、保健委員等健康づく

り活動のボランティアが活発に活動をしています。若い

世代や男性も含めた育成などの視点をもちながら、会

の継続支援、活躍の場の提供等の強化が必要です。 

 

  

他
団
体
と
の
連
携
し
た
活
動 

〇健康づくりを推進していくためには、行政、関係機関・団

体、学校、企業等との協働が有効であり、さらに連携体

制の強化が必要です。 
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目標指標 

○地域でサロンや集会等のグループ活動に参加している人を増やす 

  【現状：平成29年（2017年）】 23.1％ → 【目標：平成34年（2022年）】 50％ 

○地域の人たちとつながりがあると感じている人を増やす 

  【現状：平成29年（2017年）】 53.0％ → 【目標：平成34年（2022年）】 60％ 

 

具体的な事業 

１ 地域ぐるみで健康づくりを推進する体制整備  
１）公民館・自治会・まちづくり部門との連携した健康づくりの推進 

・地区まちづくり推進委員会、公民館、自治会等と健康課題を共有し目標と計画づくりを

協働で行う体制づくり 

・食生活改善推進員やすこやか員、保健委員など健康づくりを支えている団体やグループ 

が他団体と連携した活動が行いやすい体制づくり 

・健康づくり団体やグループ活動の紹介等、情報発信の充実 

２）地域の健康課題や健康づくりに必要な情報提供の充実 

・健康課題の共有化を図るために地域ごとの地区診断の実施 

・健康への無関心層や若い世代等多くの市民に健康情報の発信の工夫 

・健康づくり出前講座の充実 

 

２ 市民の主体的な健康づくり活動への支援・人材育成 
１）地域での健康づくり団体やグループへの支援と健康づくりを支援する人材の育成 

・地域の健康づくり団体、グループの実態把握 

・主体的な健康づくりボランティアや団体へ健康に関しての知識や技術の習得を目的と 

する研修会を開催するとともに、活動支援の実施 

・主体的に実施されている教室活動の継続支援 

  

３ 多様な関係機関・団体との連携と健康を維持できる環境づくりの推進 

 １）関係機関、団体、学校、企業等の他部門との協働 

・保育所（園）、学校、商工会議所、商工会、企業、医療機関などと連携した健康づくり

の推進 

・多様な関係機関と活動の共有化を行い、相互連携を図るための協議の場の強化 

   

 ２）健康づくりの気運を高めるための健康環境づくり 

・運動しやすい環境整備や外食や買物も含めた食環境整備等、身近な場所で健康づくりが

維持できる環境整備の推進 

・「健康づくり応援店」「たばこの煙のない施設」「しまねいきいき健康づくり実践事業所」

など県の健康長寿しまね推進事業と連携し、健康づくりに取り組む事業所の応援 

・個人の疾病予防や健康づくりに向けた取り組みを市民が実践できる動機づけの検討 
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第５章 健康づくりの実践 

１ 分野別の目標 

（１） 健康管理の実践 

 

 健康づくりのための行動をおこそう 

 健康管理、生活習慣の改善のために健(検)診を受けよう 

 健康づくりに関する学習会に参加しよう 

 自分の血圧・体重等を定期的に測り、記録しよう 

 

（２） 健康的な食生活の実践 

 

 薄味に心がけ、バランス良く、適切な量をとろう 

 心豊かに、おいしく食べよう 

 

（３） 運動の実践 

 

 毎日楽しく体を動かし、生活に運動を取り入れよう  

（４） 睡眠と心の健康づくりの推進 

 

 質のよい睡眠をとろう 

 ストレスと上手に付き合おう 

 人とのつながりを持ち、みんなで声をかけ合おう 

 

（５） 禁煙の推進 

 

 自分とみんなのために、禁煙・分煙の輪を広げよう  

（６） 適正飲酒の推進 

 

 適度な飲酒量を知り、守ろう  

（７） 歯・口腔ケアの推進 

 

 いつまでも自分の歯で食事ができるように、若い時か

ら歯を大切にしよう 

 全身の健康につながる口腔内を清潔にしよう 
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市民・家庭の取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域関係団体の取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

市の取り組み 

 

 

 

 

（１）妊娠準備期、妊娠期、乳幼児期 

 乳幼児期は、心身を形づくる基礎となる生活習慣を身につける重要な

時期です。この時期につくられた生活リズムが、その後のライフスタイ

ルにも影響するため、保護者とともによい生活リズムを習慣づけること

が望まれます。 

（２）学童期、思春期 

 心身ともに大人へ移行する時期にあたり、身体的、精神的に成長する

重要な時期です。 

 正しい生活や健康な体づくりなどについて学び、生活習慣について考

え、身につけることが重要です。 

（４）壮年期 

 生活習慣病の発症が増える時期で、社会的立場もあり、心身にストレ

スが重なる時期でもあります。 

 健康と自立した生活を維持するため、健康や生活習慣の正しい知識を

身につけ、健康づくりの取り組みをすることが重要です。 

 

（５）高齢期 

 退職や子どもの独立などにより、暮らしが大きく変化する時期です。 

 また、健康の維持には定期的な健診受診、社会参加、生活習慣の改善

などを通して、高齢期の健康課題を理解し、積極的に介護予防の取り組

みを行うことが重要です。 

 

 

（３）青年期 

 進学、就職、結婚といった人生の大きな岐路を迎え、食生活の乱れや、

運動不足、睡眠不足、ストレスの増加など健康問題がでてくる時期でも

あります。勉学や仕事だけではなく、健康増進のために、食生活の改善

や運動の習慣化、こころの健康づくりの推進も重要です。 
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２ ライフステージごとの健康づくり 
（１）妊娠準備期・妊娠期・乳幼児期（妊娠準備期から未就学児）の健康づくり 

 健康スローガン 市民・家庭の取り組み 

健
康 

 
 

健康管理、生活習慣の改善のために健（検）

診を受け、結果説明を受けよう 

健康づくりに関する学習会等に参加しよう 

かかりつけ医などを持とう 

妊婦健診、乳幼児健診、予防接種、歯科健診を

受け、母子健康手帳に記録しよう 

子育て支援センターや子育て広場、サロンなど

に参加しよう 

かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ

薬局を持とう 

 

 

栄
養 

 

食習慣の基礎をつくり、正しい食習慣を身に

つけよう 

心豊かに、おいしく食べよう 

元気に過ごすために、毎日朝食を食べよう 

毎日朝食を食べよう 

1日3食規則正しい食習慣を身につけよう 

薄味で主食・副菜・主菜のそろった食事をしよう 

運
動 

 

毎日楽しく体を動かそう 

行事やサークルに参加しよう 

自分にあったペースで、散歩やウォーキング、

体操などをしよう 

親子で積極的に遊ぶ機会をもとう 

外で遊び、体を動かす習慣を身につけよう 

地域の行事に参加しよう 

 

 

こ
こ
ろ 

 

・
休
養 

ストレスを感じたら相談しよう 

家族のだんらんを大切にしよう 

生活リズムを大切にしよう 

ストレスを感じた時や困った時は相談できる

人、場所をもとう 

困った時は一人で悩まず、誰かに相談しよう 

家族だんらんを大切にしよう 

スキンシップや会話等のふれあいを通じて子

育てを楽しもう 

睡眠時間を十分にとるようにこころがけよう 

禁
煙

 

自分とみんなのために、禁煙の輪を広げよう 妊婦本人の喫煙や妊婦や乳幼児の周囲での喫

煙はやめよう 

喫煙が健康に及ぼす害を知ろう 

たばこの誤飲に気をつけよう 

飲
酒

 

妊娠期や授乳期は飲酒しないようにしよう 妊娠期や授乳期の飲酒が胎児や乳児の健康に

与える影響を知り、飲酒をやめよう 

 

 

歯 
 

口の中のケアを心がけよう 妊娠時や乳幼児期から歯科健診をうけよう 

仕上げ磨きをしよう 

フッ化物歯面塗布を受けよう 

おやつの時間を決め、甘いものを控えよう 
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地域関係団体の取り組み 市の取り組み     

妊婦健診、乳幼児健診、予防接種を受け

やすい環境をつくる 

健康づくりに関する学習会・研修会を開

催する 

保育所（園）、幼稚園、認定こども園と連

携し健康づくりをすすめる 

妊婦健診、乳幼児健診、予防接種、赤ちゃん訪問

を実施する 

支援が必要な子どもは関係機関と連携を図り、適

切な支援につなげる 

すこやかな妊娠出産子育てができるよう健康づく

りに役立つ学習会や相談を実施する 

子育て広場やサロンなどの支援を行う 

不妊治療、聴覚検査、任意予防接種の費用助成を行う 

健
康 

 

地域で年齢に応じた料理教室を開催し、

バランスのよい食事、適切な食事量を伝

える 

子育てサークル等の自主グループで食事

づくりなどの情報交換をする 

保育所（園）、幼稚園、認定こども園で食

育活動を実施する 

妊婦教室や離乳食、幼児食講座の実施や乳幼児健診、育

児相談等を通じて、食に関する正しい知識を普及する 

「食育推進ネットワーク会議」を通じて、保育所（園）、

幼稚園、認定こども園、地域等と連携し食育を推進する 

パンフレットを通じ、朝ごはんの大切さや正しい

食習慣の啓発を行う 

栄
養 

 

親子で参加できる運動行事を開催する 

保育所（園）、幼稚園、認定こども園にお

ける外遊びを推進する 

サッカー、水泳、キッドビクス等の各種

運動を推進する 

ウォーキングの実践を推進する 

赤ちゃん訪問や乳幼児健診等を通じて、乳幼児期

からの親子のふれあい遊びや外遊びを推進する 

一時保育や育児ボランティアなど、子育てしなが

ら運動できる環境整備を行う 

保育所（園）、幼稚園、認定こども園、公民館等の

関係団体と連携して運動の普及啓発を行う 

運
動 

 

地域全体で子どもやその親を見守り支援

する 

悩んでいる人を相談機関につなげる 

子育て支援センターや公民館でのサロンなどの集

まりの場を提供する 

赤ちゃん訪問、乳幼児健診、育児相談、養育支援訪

問を通じて、保護者の子育てに関する支援を行う 

同じ悩みや保護者同士の交流の場づくりの支援を行う 

生活リズムの大切さを広める 

 

こ
こ
ろ 

 

・
休
養 
 

公共機関での禁煙や分煙を推進する 

公共施設での敷地内禁煙を推進する 

庁舎内や公共機関での禁煙や分煙を推進する 

子育て中の保護者には、喫煙や受動喫煙の害につい

て周知する 

 

禁
煙

 

妊娠期や授乳期の飲酒が胎児や乳児の健

康に与える影響を伝える 

妊娠届やママパパ学級、出生届け、乳児健診など

で妊娠期や授乳期の飲酒が胎児や乳児の健康に与

える影響を伝える 

 

飲
酒

 

仕上げ磨きやブラッシング指導を実施し

正しい歯磨き方法を伝える 

よく噛んで食べるように呼びかける 

妊娠届出時等に妊娠中の歯の手入れの必要性を周知する 

乳幼児健診で歯科健診や歯科保健指導を実施する 

保育所（園）、幼稚園、認定こども園と連携し、む

し歯予防を推進する 

フッ化物歯面塗布等フッ化物を利用した予防を実

施する 

歯 
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（２）学童期・思春期（６歳～18歳）の健康づくり 

 健康スローガン 市民・家庭の取り組み 
健
康 

 

健康管理、生活習慣の改善のために健

(検)診を受けよう 

健康づくりに関する学習会等に参加し

よう 

かかりつけ医などを持とう 

健康診断、予防接種、歯科健診、眼科検査を受けよう 

学校やＰＴＡが企画する研修会などに参加しよう 

かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬局

を持とう 

栄
養 

 

食事に関する知識を身につけ、正しい食

習慣を実践しよう 

心豊かに、おいしく食べよう 

元気に過ごすために、毎日朝食を食べよう 

家族や友人と食卓を囲もう 

お手伝いや食事づくりに積極的に参加しよう 

早寝・早起き・朝ごはんの生活リズムを整えよう 

薄味でバランスの良い食事をよくかんで食べよう 

 

 

運
動

 

毎日楽しく体を動かそう 

行事やサークルに参加しよう 

親子で積極的に遊ぶ機会をもとう 

外で遊び、体を動かす習慣を身につけよう 

地域の行事に参加しよう 

 

 

 

こ
こ
ろ 

 

・
休
養 

ストレスを感じたら相談しよう 

ストレスの解消法を身につけよう 

生活リズムを大切にしよう 

ストレスを感じた時や困った時は相談できる人、場

所をもとう 

困った時は一人で悩まず、誰かに相談しよう 

家族だんらんを大切にし、家族会議をもとう 

睡眠を十分とるように心がけよう 

 

禁
煙 

 

たばこの害を知り、たばこはすわないよ

うにしよう 

未成年の前で喫煙しないなど、未成年者の喫煙防止

に取り組もう 

喫煙の害を大人から子供に伝えよう 

友達や周りの人に勧められても喫煙しないように

しよう 

 

飲
酒 

 

未成年は飲酒しない、させないようにし

よう 

友達や周りの人に勧められても飲酒しないように

しよう 

家庭でも未成年が飲酒しないようにしよう 

 

 

 

歯 
 

歯によい生活習慣を身につけよう 

口の中のケアを心がけよう 

1日1回以上は丁寧に歯を磨こう 

食後の歯磨き習慣を身につけよう 

よく噛んで食べる習慣をつけよう 

歯科健診を受けよう 
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地域関係団体の取り組み 市の取り組み  

学校を通じた予防接種勧奨や生活習慣ア

ンケート等に協力する 

健康づくりに関する学習会、研修会を開催

し、健康を考える機会を持つ 

学校と連携し健康づくりをすすめる 

生活習慣病アンケート等を通じて、生活習慣を見

直し健康管理を行うきっかけとする。 

支援が必要な児童や生徒は関係機関と連携を図

り、適切な支援につなげる 

学校と連携し、健康教育を行う 

健
康 

 

地域で年齢に応じた料理教室を開催し、バ

ランスのよい食事、適切な食事量を伝える 

季節の料理や郷土料理を伝える教室を開

催する 

学校で食育活動を実施する 

 

「食育推進ネットワーク会議」を通じて、課題を

共有しながら、学校等と連携して食育を推進する 

パンフレット等を通じ、朝ごはんの大切さや正し

い食習慣の啓発を行う 

健康教育を実施する 

栄
養 

 

親子で参加できる運動行事を開催する 

学校における外遊びや部活動を推進する 

地域で運動できるクラブやスポーツ施設

等で実施している運動やスポーツを紹介

し、運動習慣が身につくよう啓発する 

 

学校等の関係団体と連携して運動の普及啓発を行う 

学校や地域の関係団体と連携し、運動習慣の普及

啓発を行う 

関係団体等が実施する運動教室を支援する 

 

運
動

 

子どもが安心して過ごせる居場所づくり

や環境づくりを進める 

悩んでいる人を相談機関につなげる 

学校や関係機関と連携し、支援の必要な家庭に対

して支援する 

安心できる居場所づくりを推進する 

 

 

 

こ
こ
ろ 

 

・
休
養 

 

学校内の敷地内禁煙を推進する 

たばこの害を子どもに伝える 

学校の場での敷地内禁煙を徹底する 

学校と連携し、喫煙の害について普及啓発する 

学校教育において喫煙防止を推進する 

 

 

 

禁
煙 

 

飲酒の害を子どもに伝える 

清涼飲料水と間違えないように、お酒の表

示や売場を分かりやすくする 

未成年にアルコール飲料を売らないよう

に徹底する 

 

学校教育において、飲酒の害について周知する 

 飲
酒 

 

ブラッシング指導を実施し正しい歯磨き

方法を伝える 

よく噛んで食べるように呼びかける 

 

 

学校と連携し、フッ化物を利用した予防対策やむ

し歯予防に関する教育を推進する 
歯 
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（３）青年期（19歳～39歳）の健康づくり 

 健康スローガン 市民・家庭の取り組み 

健
康 

 

健康管理、生活習慣の改善のために健

(検)診を受け、結果説明を受けよう 

健康づくりに関する学習会等に参加し

よう 

かかりつけ医などを持とう 

 

職場健診やドックなどを受診し、精密検査が必要

な時は必ず受診しよう 

健康に関する記録をとり、自分の健康管理をしよう 

かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬

局を持とう 

栄
養 

 

薄味に心がけ、バランス良く、適切な量

をとろう 

野菜を食べよう 

地産地消に心がけよう 

 

自分の適正体重を知り、維持に努めよう 

食べ過ぎに気をつけ、減塩に努めよう 

かむことを意識し、ゆっくりよく噛んで食べよう 

毎食、野菜料理を１品以上は取り入れよう 

運
動 

 

毎日楽しく体を動かし、生活に運動を取

り入れよう 

地域の行事やサークルに参加しよう 

仕事や家事などを含め日常生活の中で、無理なく

体を動かすように心がけよう 

地域の行事に参加したり、サークルやスポーツ施

設を積極的に利用しよう 

 

 

 

こ
こ
ろ

 

・
休
養 

ストレスを感じたら相談しよう 

ストレスの解消法を身につけよう 

人とのつながりを持とう 

困った時は一人で悩まず、誰かに相談しよう 

家族だんらんを大切にしよう 

家庭や地域で役割を持とう 

睡眠や休養を十分とるように心がけよう 

生きがいや趣味を持とう 

 

禁
煙

 

自分とみんなのために、禁煙の輪を広め

よう 

禁煙希望者は禁煙相談や禁煙外来を利用するな

ど、禁煙に取り組もう 

喫煙者は自分のためにたばこの本数を減らした

り、みんなのために喫煙マナーを守ろう 

 

 

飲
酒

 

適度な飲酒量を知り、守ろう 週1回は休肝日を設けよう 

多量飲酒が健康に及ぼす害を知ろう 

適度な飲酒量を知り、適量を守ろう 

飲酒を無理に勧めないようにしよう 

 

 

歯 
 

口の中のケアを心がけよう 

定期的に歯科健診を受けよう 

1日1回以上は丁寧に歯を磨こう 

食後の歯磨き習慣を身につけよう 

よく噛んで食べる習慣をつけよう 

かかりつけ歯科医を持ち、定期的に歯科健診や歯

石除去に行こう 

歯間ブラシやデンタルフロスなどやフッ化物配合

歯磨き剤を使おう 
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地域関係団体の取り組み 市の取り組み  

家庭、職場、地域で健康診査やがん検診を

受けるよう声かけをする 

健康に関する講演会、研修会などで健康づ

くりを考える機会をもつ 

健康に関する情報が得られやすい環境を

つくる 

職場健診の受診勧奨を行う 

ドックなどを実施し、受けやすい体制を作る 

 

健
康 

 

地域で年齢に応じた料理教室を開催し、バ

ランスのよい食事、適切な食事量を伝える 

地域の行事で食に関する催しを行い、地域

の人々の食に関する意識を高める 

地域で食育活動を実施する 

栄養相談や糖尿病相談を実施する 

広報等で「食育コラム」を掲載し食に関する情報

を発信する 

出前講座を実施する 

栄
養 

 

ウォーキング大会や地域の運動会等の運

動行事を開催する 

事業所において体操やウォーキング等が

実践できるよう支援する 

ウォーキングの実践を推進する 

運動、体操を普及する 

家事や仕事の合間の日常生活のなかで活動量を

増やすことを啓発する 

運動の取り入れ方や効果を普及啓発する 

生活改善の中での運動の取り組みの必要性を啓

発する 

運
動 

 

職場や地域で相談しやすい環境づくりや

心の健康づくりの啓発を進める 

悩んでいる人を相談機関につなげる 

ストレス解消のための、趣味や交流の場づ

くりをする 

心の健康相談など相談窓口を周知する 

睡眠、ストレス、うつに関する正しい知識の普及

啓発を進める 

ゲートキーパー養成や、関係機関と連携し、心の

健康づくりの推進体制づくりや研修会を開催する 

 

こ
こ
ろ 

 

・
休
養 

 

職場などで禁煙デーの設置や分煙を進める 

公共機関での禁煙や分煙を推進する 

公共施設での敷地内禁煙を推進する 

たばこの煙のない飲食店、理美容店を増やす 

世界禁煙デーや禁煙週間における街頭 

キャンペーンを実施する 

公共機関での禁煙や分煙を推進する 

公共施設での敷地内禁煙を推進する 

保健所と連携し、職域での禁煙対策を推進する 

禁煙相談を実施するとともに、禁煙外来の情報提

供を行う 

禁
煙

 

職場や地域で適量飲酒を守るように呼び

かけ合う 

多量飲酒の健康に及ぼす害や飲酒マナー

について考える機会を持つ 

広報や健康教室において、適正飲酒や酒害につい

ての普及啓発を行う 

保健所と連携して職域での多量飲酒対策を推進する 

断酒会等の関係団体と連携し、普及啓発とアルコ

ール依存者の支援を行う 

こころの健康相談を実施する 

飲
酒

 

職場や地域で食後に歯を磨くように呼び

かける 

よく噛んで食べるように呼びかける 

定期的に歯科健診を受けるように呼びか

ける 

広報等を通じて歯の健康を守るための情報提供

を行う 

イベント等を通じて歯科健診や歯周病予防の普

及啓発を行う 

１歳６か月児健診時の保護者への歯科健診や歯

周病健診を実施する 

 

歯 
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（４）壮年期（40歳～64歳）の健康づくり 

 健康スローガン 市民・家庭の取り組み 

健
康 

 

健康管理、生活習慣の改善のために健

(検)診を受け、結果説明を受けよう 

健康づくりに関する学習会等に参加

しよう 

かかりつけ医などを持とう 

健康診査や各種がん検診を受診し、精密検査が必要

な時は必ず受診しよう 

健康に関する記録をとり、自分の健康管理をしよう 

かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬局

を持とう 

 

栄
養 

 

薄味に心がけ、バランス良く、適切な

量をとろう 

野菜を食べよう 

地産地消に心がけよう 

自分の適正体重を知り、維持に努めよう 

食べ過ぎに気をつけ、減塩に努めよう 

かむことを意識し、ゆっくりよく噛んで食べよう 

毎食、野菜料理を１品以上は取り入れよう 

 

運
動 

 

毎日楽しく体を動かし、生活に運動を

取り入れよう 

地域の行事やサークルに参加しよう 

普段から歩くことを心がけ、週1回以上運動をしよう 

仕事や家事などを含め日常生活の中で、無理なく体

を動かすように心がけよう 

地域の行事に参加したり、スポーツ施設を積極的に

利用しよう 

こ
こ
ろ 

 

・
休
養 

ストレスを感じたら相談しよう 

ストレスの解消法を身につけよう 

人とのつながりを持とう 

困った時は一人で悩まず、誰かに相談しよう 

家族だんらんを大切にしよう 

家庭や地域で役割を持とう 

睡眠や休養を十分とるように心がけよう 

生きがいや趣味を持とう 

 

禁
煙 

 

自分とみんなのために、禁煙の輪を広

めよう 

禁煙希望者は禁煙相談や禁煙外来を利用するなど、

禁煙に取り組もう 

喫煙者は自分のためにたばこの本数を減らしたり、

みんなのために喫煙マナーを守ろう 

 

 

飲
酒 

 

適度な飲酒量を知り、守ろう 週1回は休肝日を設けよう 

多量飲酒が健康に及ぼす害を知ろう 

適度な飲酒量を知り、適量を守ろう 

飲酒を無理に勧めないようにしよう 

 

歯 
 

口の中のケアを心がけよう 

定期的に歯科健診を受けよう 

1日1回以上は丁寧に歯を磨こう 

食後の歯磨き習慣を身につけよう 

よく噛んで食べる習慣をつけよう 

かかりつけ歯科医を持ち、定期的に歯の検診または

歯石除去に行こう 

歯間ブラシやデンタルフロス、フッ化物配合歯磨き

剤を使おう 
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地域関係団体の取り組み 市の取り組み  

家庭、職場、地域で健康診査やがん検診を

受けるよう声かけをする 

健康に関する講演会、研修会などで健康づ

くりを考える機会をもつ 

健康に関する情報が得られやすい環境をつ

くる 

特定健康診査及び特定保健指導や各種がん検診

を実施し、多くの受診や利用してもらえるよう受

診勧奨を行う 

職場健診の受診勧奨を行う 

健
康 

 

地域で年齢に応じた料理教室を開催し、バ

ランスのよい食事、適切な食事量を伝える 

地域の行事で食に関する催しを行い、地域

の人々の食に関する意識を高める 

地域で食育活動を実施する 

栄養相談や糖尿病相談を実施する 

広報等で「食育コラム」を掲載し食に関する情報

を発信する。 

出前講座を実施する 

栄
養 

 

ウォーキング大会や地域の運動会等の運動

行事を開催する 

事業所において体操やウォーキング等が実

践できるよう支援する 

ウォーキングの実践を推進する 

運動、体操の継続を普及する 

家事や仕事の合間の日常生活のなかで活動量を

増やすことを啓発する 

運動の取り入れ方や効果を普及啓発する 

特定健康診査等を通じて生活改善の中での運動

の取り組みの必要性を啓発する 

運
動 

 

職場や地域で相談しやすい環境づくりや心

の健康づくりの啓発を進める 

悩んでいる人を相談機関につなげる 

ストレス解消のための、趣味や交流の場づ

くりをする 

 

心の健康相談など相談窓口を周知する 

睡眠、ストレス、うつに関する正しい知識の普及

啓発を進める 

ゲートキーパー養成や、関係機関と連携し、心の健

康づくりの推進体制づくりや研修会を開催する 

こ
こ
ろ 

 

・
休
養 

 

職場などで禁煙デーの設置や分煙を進める 

公共機関での禁煙や分煙を推進する 

公共施設での敷地内禁煙を推進する 

たばこの煙のない飲食店、理美容店を増やす 

世界禁煙デーや禁煙週間における街頭キャ

ンペーンを実施する 

公共機関での禁煙や分煙を推進する 

公共施設での敷地内禁煙を推進する 

保健所と連携し、職域での禁煙対策を推進する 

禁煙相談を実施するとともに、禁煙外来の情報提

供を行う 

禁
煙 

 

職場や地域で適量飲酒を守るように呼びか

け合う 

多量飲酒の健康に及ぼす害や飲酒マナーに

ついて考える機会を持つ 

広報や健康教室において、適正飲酒や酒害につい

ての普及啓発を行う 

保健所と連携して職域での多量飲酒対策を推進する 

断酒会等の関係団体と連携し、普及啓発とアルコ

ール依存者の支援を行う 

こころの健康相談を実施する 

飲
酒 

 

職場や地域で食後に歯を磨くように呼びか

ける 

よく噛んで食べるように呼びかける 

定期的に歯科健診を受けるように呼びかける 

広報等を通じて歯の健康を守るための情報提供

を行う 

イベント等を通じて歯科健診や歯周病予防の普

及啓発を行う 

1歳6か月児健診時の保護者への歯科健診や歯周

病健診を実施する 

歯 
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（５）高齢期（65歳以上）の健康づくり 

 健康スローガン 市民・家庭の取り組み 

健
康 

 

健康管理、生活習慣の改善のために健

(検)診を受け、結果説明を受けよう 

健康づくりに関する学習会等に参加

しよう 

かかりつけ医などを持とう 

健康診査や各種がん検診を受診し、精密検査が必要

な時は必ず受診しよう 

介護予防事業や地域のサロンに参加しよう 

かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬局

を持とう 

 

栄
養 

 

薄味に心がけ、バランス良く、適切な

量をとろう 

低栄養に気をつけよう 

主食・主菜・副菜のそろった食事をしよう 

減塩に努めよう 

低栄養に気をつけよう 

 

運
動 

 

楽しく体を動かし、生活に運動を取り

入れよう 

地域の行事やサークルに参加しよう 

普段から歩くことを心がけよう 

週1回以上運動をしよう 

自分にあったペースで、散歩やウォーキング、体操

などの運動をしよう 

地域の行事に参加しよう 

 

こ
こ
ろ 

 

・
休
養 

ストレスを感じたら相談しよう 

人とのつながりを持とう 

生きがいを持とう 

困った時は一人で悩まず、誰かに相談しよう 

家庭や地域で役割を持とう 

生きがいや趣味を持とう 

睡眠や休養を十分とるように心がけよう 

健康教室や地域のサロン等に参加しよう 

 

禁
煙 

 

自分とみんなのために、禁煙の輪を広

めよう 

禁煙希望者は禁煙相談や禁煙外来を利用するなど、

禁煙に取り組もう 

喫煙者は自分のためにたばこの本数を減らしたり、

みんなのために喫煙マナーを守ろう 

 

 

飲
酒 

 

適度な飲酒量を知り、守ろう 週1回は休肝日を設けよう 

多量飲酒が健康に及ぼす害を知ろう 

適度な飲酒量を知り、適量を守ろう 

飲酒を無理に勧めないようにしよう 

歯 
 

口の中のケアを心がけよう 

定期的に歯（義歯含む）科健診を受け

よう 

1日1回以上は丁寧に歯を磨こう 

食後の歯磨き習慣を身につけよう 

よく噛んで食べる習慣をつけよう 

定期的に歯科健診を受けよう 

健口体操等で唾液分泌を促そう 

義歯の手入れをきちんと行い、自分に合った義歯を

つけよう 
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地域関係団体の取り組み 市の取り組み  

家庭、地域で健康診査やがん検診を受ける

よう声かけをする 

健康に関する講演会、研修会などで健康づ

くりを考える機会をもつ 

地域で集え、健康に関する情報が得られや

すい環境をつくる 

65歳から74歳の人には特定健康診査及び特定保

健指導、各種がん検診を実施し、多くの受診や利

用してもらえるよう受診勧奨を行う 

75歳以上の人には後期高齢者の健康診査や歯科

健診、各種がん検診を実施する 

介護予防事業の実施やサロンへの支援を行う 

健
康 

 

地域で年齢に応じた料理教室を開催し、バラ

ンスのよい食事、適切な食事量を伝える 

地域の行事で食に関する催しを行い、地域

の人々の食に対する意識を高める 

低栄養予防について啓発する 

高齢者が集い、楽しく食事ができる場を増やす 

健康教室を実施する 

栄
養

 

ウォーキング大会や高齢者も参加しやす

い運動行事を開催する 

軽スポーツの普及啓発を行うとともに、仲

間づくり、グループづくりを支援する 

ウォーキングの実践を推進する 

運動、体操の継続を普及する 

ロコモティブシンドロームの予防のため、運動の

取り組みを推進する 

運動教室や軽スポーツのグループづくりを支援する 

 

運
動 

 

地域で相談しやすい環境づくりや心の健

康づくりの啓発を進める 

悩んでいる人を相談機関につなげる 

サロンなど、地域で気軽に集える場づくり

を進める 

高齢者のうつや閉じこもりにならない環境づくり

を推進する 

心の健康相談など相談窓口を周知する 

睡眠、ストレス、うつに関する正しい知識の普及

啓発を進める 

 

こ
こ
ろ 

 

・
休
養 

 

公共機関での禁煙や分煙を推進する 

公共施設での敷地内禁煙を推進する 

たばこの煙のない飲食店、理美容店を増やす 

世界禁煙デーや禁煙週間における街頭 

キャンペーンを実施する 

 

公共機関での禁煙や分煙を推進する 

公共施設での敷地内禁煙を推進する 

禁煙相談を実施するとともに、禁煙外来の情報提

供を行う 

禁
煙 

 

地域で適量飲酒を守るように呼びかけ合う 

多量飲酒の健康に及ぼす害や飲酒マナー

について考える機会を持つ 

広報や健康教室において、適正飲酒や酒害につい

ての普及啓発を行う 

断酒会等の関係団体と連携し、普及啓発とアルコ

ール依存者への支援を行う 

こころの健康相談を実施する 

飲
酒 

 

7024・8020運動を推進する 

定期的に歯科健診を受けるように呼びか

ける 

広報等を通じて歯の健康を守るための情報提供を

行う 

介護予防事業としての口腔機能向上プログラムを

実施し、普及啓発を行う 

後期高齢者歯科健診を実施する 

 

 

歯 
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第６章 地域の健康づくりの課題と展望 

 第３章に掲載した基本理念の実現に向けて、第４章・第５章の健康づくり施策について、取り組

んでいくと同時に、地域の特色を活かした健康づくりを推進していきます。 

１ 市民の主体的な健康づくりの支援 

地域の健康課題を解決するには行政や専門家による取り組みだけではなく、市民の主体的な参加

が不可欠です。職員のラベルワークでは、市民の視点に立った活動や健康を意識した市民の自己決

定への支援など「住民力の育成」の大切さが議論されました。個人の健康づくりへの支援と同時に、

地区組織や健康づくりグループなどの市民の主体的な活動が行われるように、今後もリーダーや組

織の育成や交流を図り、市民の主体的な健康づくりの活動がさらに積極的に進められるよう支援し

ていきます。 

 

（参考） 職員ラベルワーク 

■ 「予防的な視点を大切に 住民主体の健康づくり」のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

主役＝市民 

専門性の発揮 

連携 

原動力・推進

力の醸成 

住民力の育成 

計画 

関係機関との連携 

主体的な 

健康づくりへの支援 

計画を意識した活動 

専門性を磨く 
（自己研鑽） 

地区診断 

チーム力を高める 

予防的な視点 

モチベーションを上げる 

自己決定への支援 

健康課題の共有 

地域のネットワーク 
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■ 「行政が担う健康づくり」に必要な要素 

カテゴリー サブカテゴリー 

予防的な視点 介護予防や疾病の予防など 

土台づくり、生活習慣づくり 

子どもから自分で考えて選択できる力づくり 

主体的な健康づくりへの

支援 

相手のことを理解すること、聞くこと 

楽しく、無理なく 

おたがいさまの活動 

相手の視点で考える 

自己決定への支援 健康を意識した住民の自己決定への支援 

地区診断 データ収集、分析力、量的評価能力の向上 

将来像を描き、明確な目的を持った活動 

地域の資源やその実態をきちんと整理する 

現場、地域を見る力をつける 

地域のネットワーク 地域づくり、地域との関わり 

つながり、人との関係づくり 

地区の組織や住民とのネットワーク作りや協力を大切に 

関係機関との連携 他の職種や関係機関、地域の方とのつながり 

支援の幅が広がるようなチームワーク 

チームが持っている力を最大限に発揮する 

計画を意識した活動 計画を意識した活動 

ＰＤＣＡサイクルをまわす 

先を見据えた支援 

健康課題の共有 必要と思われるところへ出向き、知ってもらう 

地域の課題や現状を市民へ伝える機会を持つ 

活動を振り返り住民と一緒に確認していく 

チーム力を高める 人の意見をきちんと聞ける力 

相談者、地域、職場の仲間との人間関係を大切に 

モチベーションを上げる 楽しく-おいしく-新しく 

できる人が、できることを、できる時に 

笑顔、安心してもらえる対応を心がける 

専門性を磨く（自己研鑽） 根拠のある知識を身につけ、正しい情報を伝える 

コーディネート力をつける 

専門職として担うところがどの部分かを意識する 

 

「予防的な視点を大切に 住民主体の健康づくり」 
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２ 地域を基盤に、地域の特性に基づく健康づくりの推進 

地域があって暮らしが成り立ち、地域があって健康が成り立つというように、人々の健康状態は、

日々生活している地域社会に大きく影響されます。本市では、地域ごとに生活環境、社会資源、高

齢化率、健康課題、保健活動への参加状況等に大きな違いがあります。また、個人の健康づくり活

動を高めるとともに、家族ぐるみ、地域ぐるみへと健康づくりが広がることが大切です。 

ラベルワークでは、地域の健康課題を明らかにして（地区診断）、根拠を提示するとともに、関係

機関や団体と課題を共有し、家族や地域で取り組める健康づくりの重要性が出されました。また、

市民のラベルワークでも、地域の活動に参加をすることや家族団らんや仲間づくりの大切さなど、

地域の「人との関わり」が健康づくりに必要な要素として出されました。今後は、市民と行政が一

緒に浜田市の将来を思い描きながら、地域を基盤とした健康づくりを推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

浜田自治区 
旭自治区 金城自治区 

三隅自治区 弥栄自治区 

浜田市 
0～14歳, 

12.2%

15～64歳, 

54.2%

65歳以上, 

33.7%

0～14歳, 

11.4%

15～64歳, 

46.8%

65歳以上, 

41.8%

0～14歳, 

9.5%

15～64歳, 

48.6%

65歳以上, 

41.9%

0～14歳, 

11.4%

15～64歳, 

50.4%

65歳以上, 

38.2%
0～14歳, 

8.8%

15～64歳, 

43.7%

65歳以上, 

47.5%
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（１）自治区の状況 

 浜田市は、自治区制度により、地域にあったまちづくりを推進しています。自治区により人口、

高齢化、社会資源等に違いがあり、地域の現状にあった健康づくりの取り組みを推進していきます。 

 

■自治区別の状況 
 浜田市 浜田自治区 金城自治区 旭自治区 弥栄自治区 三隅自治区 資料元 

人口 55,553人  40,779人  4,366人  2,847人  1,357人  6,204人  

住民基本台帳 

平成29年4月1日現在 

再掲 

15歳未満 6,522人  4,991人  500人  314人  123人  594人  

15～64歳 29,281人  22,107人  2,198人  1,342人  598人  3,036人  

65歳以上 19,750人  13,681人  1,668人  1,191人  636人  2,574人  

高齢化率 35.55％  33.55％  38.20％  41.83％  46.87％  41.49％  

世帯数 26,559世帯  19,686世帯  1,908世帯  1,376世帯  689世帯  2,900世帯  

1世帯あたりの世帯数 2.09人 2.07人  2.29人  2.07人  1.97人  2.14人  

要介護認定率 23.9％  22.9％  23.8％  28.0％  28.7％  25.8％  
第1号被保険者認定率 

平成29年3月31日 

特定健康診査受診率 48.2％  46.7％  49.9％  50.0％  66.9％  50.7％  平成28年度 

健康ボランティア        

 

食生活改善推進員 352人  66人  114人  59人  31人  82人  

平成29年5月1日現在 すこやか員 56人  56人  0人  0人  0人  0人  

保健委員 86人 0人 0人  0人  0人  86人 

医療機関数 54機関  42機関  3機関  3機関  1機関  5機関  平成29年4月1日現在 

歯科医療機関数 24機関  20機関  1機関  1機関  0機関  2機関  平成29年4月1日現在 

公民館数 35館  16館  6館  5館  2館  6館  平成29年4月1日現在 

 

■浜田市健康増進食育推進アンケート調査から    

 浜田市 浜田自治区 金城自治区 旭自治区 弥栄自治区 三隅自治区 資料元 

健康だと思う  ※１ 70.4％ 73.9％ 69.4％ 63.1％ 72.2％ 70.1％ 

浜田市健康増

進食育推進 

アンケート結果

から 

血圧測定している 47.9％  48.5％  47.4％  45.9％  59.3％  54.2％  

サロンや集会、グループ

活動に参加している ※2 
23.1％  18.1％  32.5％  33.6％  42.6％  37.1％  

毎日朝食を食べる ※3 86.1％  86.0％  89.5％  91.0％  87.0％  85.6％  

いつも塩分をとりすぎな

いように気をつけている 
32.0％  30.6％  38.3％  29.5％  48.1％  34.8％  

普段歩くよう心がけている 
 ※4 

55.4％  56.0％  50.7％  52.4％  51.9％  58.3％  

今の生活幸せ ※１ 78.1％  79.0％  78.5％  75.4％  72.2％  78.0％  

生きがいがある ※１ 68.1％  68.4％  70.8％  68.0％  70.3％  67.8％  

健康づくりに関心がある 
※１ 

65.6％  66.6％  63.7％  64.7％  66.6％  65.1％  

近所・地域の人と積極的

に関わっている ※１ 
42.6％ 39.1％  49.8％  52.4％  50.0％  53.8％  

つながりがある ※１ 53.0％  50.6％  62.2％  58.2％  55.5％  60.2％  

広報等で情報周知されて

いる ※１ 
41.1％  40.3％  43.5％  46.7％  40.8％  43.2％  

必要なところに保健事業

が提供されている ※１ 
26.5％  24.8％  33.5％  34.4％  35.2％  30.3％  

※1 「思う」「どちらかといえばそう思う」の合計  ※2 「参加している」「どちらかといえば参加している」の合計  ※3 「はい」「どちらかといえばはい」の合計 

※4 「心がけている」「どちらかといえば心がけている」の合計 
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（２）浜田自治区 

● 現状と課題 

 浜田自治区は、本市の人口の約７割を占め、浜田地区、石見地区、長浜地区、周布・大麻地区、

美川地区、国府地区の６つの地区からなり、海岸部と山間部では生活習慣、文化も異なり、医療

機関数、交通や生活の便利さ、高齢化率など地区によって大きく異なっています。アンケート調

査では、他の自治区に比べて、「地域の人とのつながり」や「地域活動への参加」や「健康に関す

る情報伝達度」の割合が低い状況がある一方、「健康づくりに関心がある」の割合が高く、また、

「健康だと思う」「今の生活は幸せ」「趣味がある」「ストレスを感じた時に相談できる」の割合が

高く、元気で活動的な人が多いことが伺えます。まちづくりの基本概念の中に健康づくりが取り

入れられるコミュニティづくりが望まれています。 

 ライフステージに沿った健康づくりでは、保育所（園）、小学校、中学校においては、食育推進

活動を通じて生活習慣病予防対策を進めており、商工会議所、商工会、医師会、保健所等の関係

団体との連携による健康づくりを推進し、高齢者では介護予防を推進するなど、切れ目のない健

康づくりを展開しています。 

 浜田自治区では、地域の健康づくりボランティア組織として、浜田市食生活改善推進協議会浜

田支部やすこやか員会があります。浜田市食生活改善推進協議会浜田支部は、会員66名で、各地

区で食生活改善推進活動に加えて、健康教室の周知やがん検診の呼びかけなど健康づくり全般の

推進を行っています。すこやか員は、平成7年度から2年任期の町内選出により設置していました

が、地域からの選出が困難となり、平成23年度（2011年度）からは応募型として任期を設けず

に活動を行い、平成29年度（2017年度）にすこやか員会が組織されました。現在すこやか員

56名が、各種健（検）診や健康教室・講演会の周知活動や公民館行事での健康チェック、高齢者

サロンの支援などの活動を実践されています。今後は、自治会、公民館、まちづくり推進委員会

などと連動し、地域にあった健康づくりの展開が望まれます。 

 

● 具体的事業と実施内容 

➀ 健康なまちづくりの推進 

ア）公民館との連携 

市民が集まることができる施設の少ない浜田自治区では、公民館が交流の場として大きな

役割を担っています。公民館と健康上の課題や事業の情報交換を行いながら、地域の健康づ

くりを広げていきます。 

イ）自治会等との連携 

自治会等の主催の健康教室への支援を行い、健康づくりの知識の普及と併せて市民との協

働のまちづくりの推進に努めます。 

ウ）まちづくりの推進部門との連携 

まちづくりの現状について把握し、まちづくりとあわせて、地域の健康づくり活動が推進

されるように、関係団体と情報交換を行い、活動の支援を行います。 
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エ）民生児童委員、福祉委員との連携 

地域の子どもから高齢者まで健康上に課題のある人と接することが多い民生児童委員や

福祉委員などに、健康づくりの情報提供や研修会を実施します。 

 

② 地域の健康づくりの核となる人の育成及び支援 

ア） 健康づくりボランティア組織の育成及び支援 

健康づくりボランティア組織としての食生活改善推進員やすこやか員の活動を支援し、育

成に努め、地域での健康づくり活動を実践する人を増やします。食生活改善推進員は食育の

推進、郷土料理やバランス食の普及啓発を行います。すこやか員は身近な場所でのサロン活

動の実施や検診受診の呼びかけなどを行います。このようなお互いの長所や強みを生かし、

地域の活動と融合した取り組みを推進していきます。 

イ） 各種団体、グループ等への支援 

健康チェックの実施や健康づくり・介護予防講座、レクリエーション機器の貸出し、講演

会の開催等の活動を通じて、浜田自治区内の各種団体やグループへ、自主的な活動を進めな

がら地域での健康づくりの実践や生活習慣改善に取り組む人を増やすように支援をします。 

 

③ 若い世代からの健康づくりの推進 

ア） 職域との連携 

職域を通じて、働き盛りの方へのがん検診や健康診査の受診勧奨や健康についての知識の

普及、健康づくり講座の周知など、健康について関心をもち、健康づくりの実践者が増える

ように働きかけます。 

イ） 保育所（園）、幼稚園、学校、教育委員会等との連携 

保育所（園）、幼稚園、認定こども園、学校、放課後児童クラブ、教育委員会等と連携し、

親子の心身の健康づくりを推進します。 

 

④ 見守り、支え合いによる安心なまちづくりの推進 

ア）地域のネットワーク体制の構築 

社会福祉協議会や民生児童委員、介護保険事業所等と見守りネットワーク体制の整備を図

ります。また、地域の中での声かけや見守りが継続して行えるような地域づくりを支援しま

す。 

 

⑤ 健康情報伝達の充実 

ア） ケーブルテレビ、ホームページ、広報、メール等を活用した健康情報の伝達 

地域での教室やサロン等や職域等においてのパンフレットの配布に併せて、ケーブルテレ

ビやホームページ、広報、メール等を活用し、市民に対しての情報伝達を充実します。 
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（３）金城自治区 

● 現状と課題 

 金城自治区は、本市の面積の約４分の１を占める広い地域です。6地区からなり、それぞれに

公民館、自治会、まちづくり委員会が設置され、地区ごとに特色のある活動が展開されています。

人口は、本市の1割弱で、高齢化率は、6地区のうち5地区が40％を超え、50％を超える地区も

あるという状況ですが、アンケート調査では、「グループ活動に参加している」「運動を1年以上

続けている」「趣味を持っている」「今の生活は幸せである」「今の生活に生きがいがある」｢家庭

や社会で役割がある」｢地域の人たちとつながりがある」と答えた人の割合が他の自治区に比べ高

いという結果でした。高齢者サロンは、他の自治区に比べ多く、開催頻度はさまざまですが自主

的な活動をされています。高齢化により運営が難しくなったところも出ていますが、地区全体を

対象にしたサロンを実施されるところもあり、地域で集まる機会を持とうという気運が高まりつ

つあります。運動教室など自主活動グループや公民館主催の教室など、各地区公民館を中心とし

た活動も活発に展開されており、健康づくり活動を地域の各組織と連携して進めていくことが有

効と言えます。 

 金城自治区の健康づくりボランティア組織として、浜田市食生活改善推進協議会金城支部があ

ります。114名の食生活改善推進員により、子どもから高齢者までを対象とした、食を通した地

域交流と健康づくりの推進に精力的に取り組まれ、地域の健康づくりのサポーターとしての役割

を担っています。アンケート調査では「食事の適切な量と内容を知っている」「食事は三食きちん

ととる」「塩分を摂りすぎないように気を付けている」と答えた人の割合が他の自治区に比べ高い

という結果が得られており、活動の成果もあらわれています。今後も食生活改善推進員と一緒に

食を通した健康づくりを展開していきます。 

 金城自治区では、自治区小中連携推進委員会で、子どもの生活習慣に関する調査や健康教室、

「たより」の発行等を実施し、小中学校と連携して小児期からの生活習慣病予防について家庭、

地域への啓発を行っています。アンケート調査では、他の自治区に比べ、「たばこを吸う」「吸い

始めが10代前半」と答えた人が多く、血圧測定、体重測定、歩数測定をしていると答えた人が少

ないという結果が出ています。また、平成21年（2009年）6月から平成27年（2015年）5月

までの6年間の脳卒中発症者のうち、金城自治区は、70歳未満が36.7％と若い年代での発症が

多いという現状があり、今後は、さらに、保育所（園）、小中学校、公民館、社会福祉協議会、食

生活改善推進協議会など地域との連携を深め、小児期から高齢者までのライフステージに応じた

生活習慣病予防対策、健康管理の意識高揚、健康づくり活動に取り組んでいきます。 
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● 具体的事業と実施内容 

➀ 健康なまちづくりの推進 

ア）公民館単位での健康教育の実施 

公民館単位で生活習慣病予防の健康教育や介護予防事業を実施し、公民館を中心とした地

域づくりを進めます。 

 

② 若い世代からの健康づくりの推進 

ア） 小児期からの生活習慣病予防の取り組みの継続 

保育所（園）、学校教育、社会教育との連携により、小児期からの生活習慣病予防に取り

組み、児童、生徒への個別指導へも積極的に関わっていきます。 

イ） 成人期からの健康管理意識の高揚 

家庭での血圧測定や体重測定を推進して、若い時からの健康管理意識の高揚を図り、生活

習慣の改善、運動の習慣化の健康教育を実施するとともに、医療機関と連携したハイリスク

者対策により重症化の防止を図ります。 

 

③ 食を通した地域交流と健康づくりの推進 

 食生活改善推進協議会と連携した各種健（検）診の声かけ活動や健康教室、健康相談、介護

予防事業に取り組み、正しい食習慣の啓発と食を通した地域交流及び金城の食文化の継承を推

進していきます。 

 

④ 見守り、支え合いによる安心なまちづくりの推進 

ア）地区サロン活動等の活性化と支援 

生活支援コーディネーターと連携し、講師やアドバイザーの派遣、情報提供、活動のコー

ディネートなど各地区のサロン活動を支援し、地域で高齢者を見守り、支え合う体制づくり

を進めます。 

イ）訪問活動の充実 

一人暮らし世帯や高齢者世帯の訪問活動を充実し、孤独感や孤立感の解消に努め、必要に

応じて、高齢者福祉サービスや介護保険サービスの紹介を行います。 

地域の自治会組織や高齢者クラブと連携した、声かけや見守りなどを行い、支え合い助け

合う、地域内の「お互いさま」の関係づくりに努めます。 
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（４）旭自治区 

● 現状と課題 

 旭自治区は今市、木田、和田、都川、市木の5地区からなり、それぞれの地区にまちづくり推

進委員会が設置され、健康づくりの活動も主体的に取り組まれています。平成20年（2008年）

に島根あさひ社会復帰促進センターが開所し、人口は増加し高齢化率も一時減少しましたが、依

然として深刻な高齢化が進展し、5地区のうち4地区は高齢化率が50％を超えています。 

旭自治区では、健康増進計画等に基づき、健康課題の解決にむけ地域の特性を踏まえたライフ

ステージに応じた健康づくりの取り組みを推進しています。 

 母子保健では、子育て世代の転入も多く、地域で孤立せず安心して子育てができるよう支援を

行っています。自主的な子育てサロンのグループ支援も継続するとともに、小児期からの生活習

慣病予防の取り組みも強化していく必要があります。 

 成人高齢期の健康づくりでは、生活習慣病予防の取り組みを食生活改善推進員やあさひ診療所

と健診結果の分析や共同した健康教室など連携して取り組んでいます。また、働き盛り層へは事

業所健康教室や、職場健診時の普及啓発の取り組みを進めています。今後も脳卒中をはじめとす

る生活習慣病対策が効果的・効率的に推進できるよう関係者で協議をしながら事業を取り組んで

いく必要があります。 

 旭自治区の健康づくりボランティア組織として、浜田市食生活改善推進協議会旭支部がありま

す。59名の食生活改善推進員により、子どもから高齢者までを対象とした、食を通した地域交流

と健康づくりの推進に精力的に取り組まれています。 

 また、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果（平成28年（2016年））で旭自治区は「主観

的健康感」、「主観的幸福感」が低い傾向があり、また、「うつ傾向」に該当する高齢者が多いとい

う結果でした。できるだけ元気で暮らせるために、体操の自主グループの支援やサロンへの支援

を行っています。今後は住み慣れた旭自治区で安心して暮らし続けることができるよう地域包括

ケア体制をさらに強化していく必要があります。そのためには「地域ケア会議」や「ささえあい

協議体」を核に庁内や社会福祉協議会をはじめとする関係機関と連携をとりながら取組を進めて

行く必要があります。 

 これらの健康づくりや介護予防の取り組みを地域ぐるみで取り組んでいくため、旭自治区では、 

平成20年度（2008年度）から22年度（2010年度）まで「地域健康づくり推進事業」として

地区ごとに健康なまちづくり計画の策定を行いました。また、平成24年度（2012年度）から

26年度（2014年度）までは「旭町健康づくりプロジェクト」として心と体の健康づくりを地区

まちづくり推進委員会と協働で行ってきました。今後もこの取り組みをブラッシュアップしなが

ら地域ぐるみの取り組みが継続、発展して行くように、地域と協働で健康なまちづくりを推進し

ていく必要があります。 
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● 具体的事業と実施内容 

➀ 健康なまちづくりの推進 

ア）地区まちづくり推進委員会と協働した健康づくり、介護予防の推進 

地区ごとの地区診断を行い、地区まちづくり推進委員会と健康課題の解決方法を検討しな

がら、地域の実態に応じた効果的な健康づくり活動を支援します。 

イ）食生活改善推進員の育成及び支援と協働 

食生活改善推進員と協働しながら、郷土料理の普及、生活習慣病予防のためのバランス食、

減塩、高齢者の低栄養予防の普及を行うとともに、その活動の支援を行います。 

ウ）健康づくりグループの応援 

地域で活動している健康づくり、介護予防の自主グループの活動継続や広がりをねらい、

浜田圏域健康長寿しまねの健康づくりグループ表彰等へ推薦を行います。 

 

② ライフステージに応じた健康づくりの推進 

 あらゆる年代を対象に生活習慣病等の発症予防や重症化予防を推進していきます。そのため

に、認定こども園、学校、事業所等の関係機関と幅広い連携を図りつつ地域の特性に応じた健

康づくり活動を進めます。 

ア）小児期からの生活習慣病予防の充実 

旭自治区の子どもの生活習慣や食習慣の実態把握を行い課題解決に向けての対策を検討

します。 

イ）働き盛りの健康づくりの推進 

事業所への健康づくり出前講座や事業所健診時の生活習慣病予防の普及活動、食生活改善

推進員と連携した男性料理教室、あさひ診療所と連携した健康教室を継続して行います。  

ウ）各種情報や健康課題の情報発信 

イベントや広報等を通じて健康に関する情報を発信していきます。 

 

③ 介護予防と地域包括ケアの推進 

ア）介護予防の自主グループの育成・支援 

体操をきっかけとした自主グループの活動の普及と支援を行います。あわせて、口腔機能、

認知機能、低栄養予防などフレイル予防の視点も入れた支援を行います。 

イ）地域包括ケアの推進 

地域ケア会議では保健、医療、福祉、介護等の総合的な調整を行うとともに、地域課題の

解決に向けた取り組みを行っていきます。また、ささえあい協議体と協働しながら、地域の

ささえあいや元気づくりを推進していきます。そのために旭支所内の他課や社会福祉協議会

をはじめとする関係機関と連携していきます。  
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（５）弥栄自治区 

● 現状と課題 

弥栄自治区は本市の中で人口が一番少なく、高齢化率は46.87%と一番高くなっています。安

城、杵束の２地区からなり、それぞれに、公民館、まちづくり推進委員会がありさまざまな活動

が行われています。 

脳卒中死亡率が全国平均の2倍以上あった昭和40年以降その対策に取り組みました。特に弥栄

診療所や食生活改善推進員との連携により、高血圧対策やハイリスク者管理、減塩活動を強化し

た結果、若年の発症者の減少がみられました。アンケート調査結果からも、「血圧を測定している」

「血圧測定を記録している」「塩分をとりすぎないように気をつけている」が他自治区よりも高く

なっています。また、特定健康診査受診率も高く、アンケート調査結果からは「健康づくりに関

心がある」が高くなっています。 

しかし、依然として基礎疾患のある人や高齢者の脳卒中発症があり、また、腎透析者や在宅酸素

療法者もあり、脳卒中をはじめとする生活習慣病対策は引き続き重要な課題となっています。また、

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果（平成28年（2016年））からは、「運動器の機能低下」「転

倒リスク」「閉じこもり傾向」の該当者が高く、フレイル対策を含めた介護予防の推進が課題とな

っています。 

地域の状況をみると、人口の減少・高齢化が進み、特に独り暮らし高齢者等にとっては、生活支

援や地域での見守り体制の充実が必要です。平成27年度（2015年度）に緊急連絡カードを作成

し、福祉委員を通して全戸配布を行い、社会福祉協議会等とともにその普及啓発を行っています。 

弥栄自治区の健康づくりボランティア組織として、浜田市食生活改善推進協議会弥栄支部があ

ります。31名の食生活改善推進員により、子どもから高齢者までを対象とした、食を通した地域

交流と健康づくりの推進に精力的に取り組まれています。 

毎年関係団体と連携して開催している「生涯学習と健康福祉の集い」や、平成26年度（2014

年度）に発足した「弥栄っ子を育てる会」での小中学校養護教諭、栄養士、学校医、行政とが連

携した活動や毎月開催している地域ケア会議等による情報共有と協働体制の継続等、今後も、子

どもから高齢者まですべての方が、地域でいきいきと生活していけるよう、関係機関や地域と協

働し、地域を基盤にした健康づくりやまちづくりを推進していきます。 

 

● 具体的事業と実施内容 

➀ 弥栄診療所等との連携による生活習慣病予防や介護予防の推進 

ア）予防活動の推進 

弥栄診療所等との連携により健康課題を明確化し、協働して脳卒中等の生活習慣病予防や

転倒予防などの介護予防の活動を推進します。 

イ）食生活改善推進協議会との連携 

食生活改善推進員等との連携を強化し、減塩活動やバランス食、低栄養予防の普及、郷土

料理の伝承等、子どもから高齢者までを対象にした食生活改善の活動を継続して行います。 
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ウ）小児期からの生活習慣病予防の推進 

保育所（園）、学校、学校医と家庭、地域が連携した健康づくりを推進します。 

 

エ）個人ごとの自己管理能力の向上による疾病予防の推進 

病気を発症する危険因子に気づき、自分の体は自分が守るように、健康意識の向上に努め

ます。 

 

② 地区及びグループ単位の身近な場所での健康づくり活動の推進 

ア）地区及び集落単位（身近な場所）での健康づくり、地域づくりの推進 

健康教室を集落単位で行い、身近な場所での健康づくり、地域づくりが行えるよう支援し

ます。また、まちづくり推進委員会や公民館との連携を図りながら健康づくり活動を推進し

ます。 

イ）糖尿病友の会等の疾病別のグループや地域でのグループ、サロン活動への支援 

疾病別、活動別のグループや地域サロン活動への活動の支援を行います。また、生活支援

コーディネーターと連携しサロン未実施地区への働きかけを行います。 

 

③ 働き盛りの健康づくりの推進 

ア）若い時からの健康づくりの推進 

イベントや各種パンフレットを通じて健康に関する情報提供を図ります。 

イ）受けやすい検診体制の構築 

職場健診等で取り組まれていない各種がん検診等について周知するとともに、職場の健康

管理者との連携の強化に努めます。 

 

④ 見守りや支え合いによる安心なまちづくりの推進 

ア）地域のネットワーク体制の構築 

社会福祉協議会や民生児童委員、介護保険事業所等と見守りネットワーク体制の整備を図

ります。また、地域の中での声かけや見守りが継続して行えるような地域づくりを支援しま

す。 

イ）地域包括ケアの推進 

保健、医療、福祉に携わるスタッフが地域ケア会議等を通じて情報を共有し、健康上の問

題や生活上の問題に際し、迅速に対応できるよう、充実を図るとともに地域課題の解決にむ

けた取り組みを行っていきます。 
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（６）三隅自治区 

● 現状と課題 

 三隅自治区は、浜田市の西部に位置しています。面積の約８割が山林で、自治区の中央を三隅

川が北流し日本海に注いでいます。地域は6地区からなり、高齢化率は40%を超え、構成する89

集落の内39集落の高齢化率が50%を超えています。 

 アンケート調査結果では、「ひとり暮らし」の割合が16.3%と他自治区よりも高くなっていま

すが、一方で、「近所・地域の人と積極的に関わっている」が53.8%、「地域の人たちとつながり

があると感じている」が60.2%と他自治区よりも高くなっています。 

三隅自治区で実施した「健康寿命を延ばす健康づくりとは」をテーマにしたラベルワークでも

『健康でないと地域交流ができないし、地域交流や仲間づくりができてこそ健康が維持できる』

ということを確認し、「地域交流の推進が健康づくりの鍵」となっています。 

 また、三隅自治区は、県下でも肝疾患罹患率が非常に高かったため、昭和55年（1980年）か

ら肝炎対策事業を開始し、多発地域での肝機能検査等を実施してきました。平成17年（2005

年）の市町村合併を機に、国民健康保険独自保健事業で、ウイルス性肝炎進行防止対策のための

市単独医療費助成に取り組みました。本事業における事業認定患者総数は370名、ウイルス消失

率は94.3%で、多くの方々の健康回復を図ることができました。また、事業が終了する平成29

年（2017年）３月には、浜田市ウイルス性肝炎進行防止対策審議会及び浜田市肝がん予防対策

協議会において、10年間の事業総括としての『浜田市三隅自治区ウイルス性肝疾患医療費給付を

中心とした肝炎対策事業のまとめ』を作成し、審議会及び協議会を解散しました。課題としては、

肝炎ウイルス検診未受診者や肝炎未治療者への対策等があります。 

 健康増進事業では、健康寿命の延伸をめざし、生活習慣病の予防及び疾病の早期発見・早期治療

についての普及啓発を、健康づくりボランティア組織の浜田市食生活改善推進協議会三隅支部や三

隅保健委員連絡協議会と協働で取り組んでいます。食生活改善推進員は、82名の会員が子どもか

ら高齢者までを対象に、食を通した地域交流と健康づくりの推進に精力的に取り組んでいます。 

保健委員は、三隅自治区独自の健康づくりの組織で、平成７年（1995年）に組織化し各集落か

ら選出された86名が2年任期で活動しています。20年以上活動を継続しており、今後も継続可

能な組織にしていくために、地域での位置づけ等が課題となっています。 

  また、高齢者のグループが、地域で自主的に企画して活動している認知症予防教室や男性の料

理教室、介護予防体操、リフレッシュ体操等の取り組みは10年以上継続しており、介護予防や仲

間づくりにつながっています。リーダーの高齢化や新たな担い手確保等の課題がありますが、三

隅自治区で安心して暮らし続けることができるように、地域包括支援ネットワークの構築に向け、

社会福祉協議会等関係機関と連携しながら高齢者等への支援体制を整備していく必要があります。 

● 具体的事業と実施内容 

➀地区組織と協働で実施する疾病予防と健康づくり活動 

ア）食生活改善推進協議会との連携 

 食生活改善推進員と協働で地域行事や健康教室を実施し、減塩バランス食や高齢者の低栄

養予防、郷士料理の普及啓発等、乳幼児から高齢者までを対象とした食生活改善の活動を継

続して行います。 
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イ）三隅保健委員連絡協議会との連携 

 保健委員と協働で住民の健康の保持増進のための講演会や、教室又は地域行事にあわせた

健康づくりコーナーの設置や各種検診の受診勧奨等を実施し、住民が主体となって健康づく

りに取り組むことができるよう地域の実情にあった活動を行います。また、組織の強化に加

え、継続可能な組織にするため、各地区まちづくり推進委員会の福祉部会等の委員として保

健委員を位置づけるなど、地域においてさらに活動しやすい体制を作っていきます。 

②地区及びグループ単位の身近な場所での健康づくり活動の推進 

ア）高齢者グループの主体的な健康づくりの取り組み 

 認知症予防教室、男性料理教室、介護予防体操、リフレッシュ体操等、自主グループの健

康教室及びサロンへの活動の支援を行います。 

イ）正しい知識の普及啓発と仲間づくり 

 脳卒中再発予防教室（お元気会）や認知症の家族の会（しあわせ会）を開催し、正しい知

識の普及啓発と仲間づくりを推進します。 

③肝炎対策を含めた健康づくり活動の推進 

ア）若い時からの健康づくりの推進 

 妊娠届や育児相談の機会を捉え、親の健康づくりの大切さを伝え、生活習慣病の予防や各種

がん検診等について情報提供します。40歳になった方へ各種健診の受診勧奨を行います。また、

地域のイベントや各種教室等を通じて情報提供を図り、健康増進の普及啓発に努めます。 

イ）肝炎対策の推進 

 肝炎ウイルス検診未受診者に対し、浜田市健康増進事業の肝炎ウイルス検診や島根県の肝

炎ウイルス無料検査の受診勧奨を行います。また、陽性者には、島根県肝炎等精密検査費用

助成事業や島根県肝炎治療医療費助成制度について情報提供を行うと共に、肝炎ウイルス陽

性者フォローアップ事業を推進していきます。 

 さらに、ウイルス消失者に対しては、ウイルス再燃や肝がんへの進行のチェック等、肝炎

に関する正しい知識普及のため、さまざまな機会を活用し情報提供を行います。 

④見守りや支え合いによる安心なまちづくりの推進 

ア）地域包括ケアの推進 

 地域における介護や福祉、健康についての総合相談、権利擁護、地域のネットワーク構築

等をめざし、社会福祉協議会や民生児童委員、介護保険事業所等と連携して体制の整備を図

ります。 

イ）地域交流や仲間づくりを通じた健康の保持増進(ラベルワークより) 

 地域のつながりを大切にして、日頃から近隣の人とふれあいを密にし、いざという時には

助け合える関係を築くことが大切であるため、公民館事業や世代間交流、趣味活動など、人

との関わりを大切にする地域づくりを支援します。 
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第７章 安心できる保健・医療・福祉体制の構築 

１ 安心できる医療体制 

本市では平成21年度（2009年度）に浜田医療センターが移転新築されました。そして、地域医

療拠点病院による高度医療と、開業医による地域に根差したきめ細かい医療が両輪となり、本市の

医療体制を支えています。また、平成22年度（2010年度）には、住民が安心して暮らすことがで

き、医療従事者が安心して働くことができる地域医療体制をめざし、医療機関、関係団体、行政及

び住民が力を併せて、地域医療を守ることを目的として、「浜田の地域医療を守る会」を設立し、地

域医療の充実に取り組んでいます。 

しかし、全国的な医師、看護師等医療従事者の不足は、深刻な問題となっており、浜田医療セン

ターにおいても、特定診療科の常勤医師の不在や不足がみられ、また、中山間地域を中心に無医地

区が点在しています。 

この現状を踏まえ、本市では、平成24年（2012年）３月に「浜田市健康づくりと地域医療を守

り育てる条例」を制定しました。将来の地域医療を担う人材の育成や招へいを行うとともに、民間

医療機関や国民健康保険診療所、中核病院との連携と医療に対する住民理解により、市民がそれぞ

れの地域で安心して暮らせる医療体制のさらなる充実に向けた取り組みを行います。 

● 具体的な事業 

○地域医療ネットワーク（医療機関の機能分担と連携）の充実 

・医療への住民理解を深める啓発活動 

・切れ目のない医療サービスに向けた保健・福祉関係機関との協力・連携 

・テレビ会議システム、電子カルテ等情報通信技術の積極的な活用 

・脳卒中クリティカルパス等地域医療クリティカルパスへの参画 

○へき地医療体制の充実 

・国民健康保険診療所の継続運営とへき地支援を行う民間医療機関との連携 

・デマンドタクシー等通院手段の確保 

・在宅医療への支援 

○救急医療体制の充実 

・休日応急診療所の継続運営 

・初期・二次・三次救急医療の連携強化 

・広域的な搬送体制強化への支援 

・市民に対する医療情報の提供 

○医療従事者の育成確保 

・各種地域医療従事者研修の実施 

・医療従事者をめざす若者を育てる取り組み 

・医師招へいに向けた情報発信 

・離職防止・復職支援に向けた取り組み  
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２ 効果的な保健体制・安心できる福祉体制 

本市では、特定健康診査・特定保健指導やがん検診、人間ドックなど各種健（検）診等を実施し

ており、市民の生活習慣病の予防や疾病の早期発見・早期治療に努めています。小児期から高齢者

までライフサイクルを通じて、健やかに安心して、住み慣れた地域の中で、いきいきと生活するこ

とができる社会をめざし、各種事業等や関係機関と連携しながら、「効果的保健体制・安心できる福

祉体制」のさらなる充実を図ります。 

● 具体的な事業 

○保健・福祉・医療の連携 

・医師会等との検討会や連絡会の開催 

（特定健診等説明会、予防接種事故防止研究会など） 

・地域の健康に関係する各種会議や検討会への出席 

（地域ケア会議、地域職域会議、連携パス会議等） 

・多職種との連携 

○保健・福祉・医療の人材の育成・確保 

・保健師、栄養士等の専門職の人材育成と確保、適正な配置 

・キャリア年数に応じた能力獲得と役割の発揮 

・地域の理解者としての健康ボランティア等の地域活動に携わる人材の育成と確保 

○関係機関・関係団体との連携 

・地域包括支援センター、社会福祉協議会、民生児童委員協議会、自治会等地域住民組織、地域

の健康づくり組織、浜田市高齢者クラブ連合会、女性組織等の各種団体、公民館、ＮＰＯ、各

相談機関との連携 

・島根県及び浜田保健所等とともに情報交換や、各種事業や検討会等を通じて連携を強化 

○災害等健康危機対策への対応 

・総合的な防災対策の中で、健康課題への対策を関係機関と連携して対応 

 

３ 継続・発展する保健医療福祉体制 

本市では、浜田市保健医療福祉協議会を開催し、各計画に関する統計データを毎年まとめながら

評価を行っています。また、各計画策定時には専門部会を設置し、計画に対する進捗状況や課題等

を共有しています。一方で、保健医療福祉分野の課題は複雑化、多様化する中で、協議会や専門部

会における役割も重要なものとなっていることから、今後も引き続き保健医療福祉体制の強化に努

めます。 

● 具体的な事業 

○浜田市保健医療福祉協議会体制の継続的発展・各種計画管理体制の再構築 

・浜田市保健医療福祉協議会の機能強化 

・各計画策定時における専門部会の機能強化 

○保健医療福祉人材育成支援、確保支援事業 

・県との協働による人材確保、育成支援体制の構築  
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第８章 計画の推進体制と目標値 

１ 計画の推進体制 

（１）協働による計画の推進 

 市民一人ひとりが主体的に健康づくりを進めていけるように、行政はもとより、地域の各団体・

教育関係機関、医療機関、職域等が連携して計画を推進していきます。 

 

 

 

 

 

（２）行政における連携 

 総務部、地域政策部、財務部、健康福祉部、市民生活部、産業経済部、都市建設部、教育部等、

各部局、各支所が相互に連携を図りながら、市民の健康づくりに取り組みます。 

 

（３）計画の進捗管理 

 計画の進捗状況の点検及び評価は浜田市保健医療福祉協議会において行い、必要に応じて地域

保健医療専門部会を開催します。目標年度の平成34年度（2022年度）までにアンケート調査を

実施するなど、数値目標の評価を行い、計画や施策の見直しを行います。また、既存の会議を活

用し、健康づくり活動の進捗状況を確認し、また、必要に応じては見直すなど、ＰＤＣＡサイク

ルにそった活動を推進します。 

  

市
民

行政

医療
機関

職域
教育関
係機関

地域の
各団体

病院、診療所、薬局、 

訪問看護ステーション 

など 

企業、事業所、 

健康保険組合 など 

保育所（園）、幼稚園、 

小・中学校、高等学校 

大学 など 

自治会、ボランティア、 

食生活改善推進員、 

民生児童委員、 

社会福祉協議会、 

サロン など 

市役所、支所、保健所、 

地域包括支援センター、 

子育て支援センター 

など 
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２ 目標指標の一覧 

（１）重点目標 

目標項目 対象 
平成24年 

(2012年) 

平成29年 

(2017年) 

目標値 

（平成34年

（2022年度）） 

目標値の設定根拠 重点目標 資料 

平均寿命の延伸 

男性 78.14歳 80.44歳 延ばす 

平成27年完全生命表に

よる国の平均寿命の男

性は 80.75 歳 、 女 性は

86.99歳で平成22年の男

性は79.55、女性は86.05

歳あり、男性は1.20歳、

女性は0.94歳延びていま

す。本市の基準値と実績

値を比較すると男性は

2.30歳、女性は0.08歳延

びており、実績より延ば

すことを目標とした。 

共通事項 

島根県健康指

標データベー

スシステム 
（平成 23～ 27

年の平均） 

女性 86.38歳 86.46歳 延ばす 

65歳の平均自立期間

（健康寿命）の延伸 

男性 16.43年 16.77年 17.46年以上 
平成25年を中間

年とする5年の島

根県平均値を目

標とした。 

介護予防の

推進 
女性 20.03年 19.74年 20.92年以上 

脳卒中による年齢調整

死亡率（人口10万対）の

減少 

男性 

40～64歳 
56.2 33.7 33.0以下 

平成25年を中間

年とする5年の島

根県平均値を目

標とした。 
脳卒中 ・ 糖

尿病の発症

予防と重症

化予防の推

進 

女性 

40～64歳 
- 22.7 14.2以下 

特定健康診査受診率 
40～74歳 

国保被保険者 
42.0％ 48.2％ 60％以上 

国の第三期医療費適

正化計画における市

町村国保の目標値に

合わせて設定した。 
島根県国民健

康保険連合会 

法定報告 

（平成28年度） 
特定保健指導実施率 

40～74歳 

国保被保険者 
14.5％ 23.8％ 増加 

国の第三期医療費適正化

計画における市町村国保

の目標値は、60％である

が、これまでの実績を鑑

み、実現可能性を考慮して

設定した。 

全がんによる年齢調整

死亡率（人口10万対）の

減少 

男性 

75歳未満 
- 97.3 92.1以下 

平成25年～平成29

年の島根県がん対

策推進計画の数値

を目標とした。 

がん対策の

推進 
島根県健康指

標データベー

スシステム 

（平成 23～ 27

年の平均） 

女性 

75歳未満 
- 60.7 46.1以下 

自死による年齢調整死亡

率（人口10万対）の減少 

男性 

40～64歳 
- 60.0 45.4以下 

平成25年を中間年と

する5年の島根県の

平均値を目標とした。 

心の健康づ

くりの推進 

地域でのサロンや集会

等のグループ活動に参

加している人の増加 

18歳以上 29.2％ 23.1％ 50％ 

現在参加していな

い人のうち、3分の1

程度が参加すること

を目標とした。 
健康コミュニ

ティづくりの

推進 
健康増進食

育推進計画

アンケート 
（平成29年度） 

地域の人たちとつながり

があると感じている人の

増加 

18歳以上 62.0％ 53.0％ 60％ 

現在地域のつながりを感

じていない人のうち、1割

増がつながりを感じること

ができるようになることを

目標とした。 

妊娠・出産について満足

できる地域と思う人の増

加(新規) 

18～49歳 - 38.4％ 増加 

増やすことを目

標とした。 

子育て支援

の推進 

子育てをしやすい地域と

思う人の増加(新規) 
18～49歳 - 52.5％ 増加 

増やすことを目

標とした。 

一人で子育てしているよ

うな気がする人の減少 

(新規) 

乳幼児健診

受診者 
- 

乳児健診 12.4％ 

1.6歳児健診 8.2％ 

３歳児健診 8.3％ 
減少 

減らすことを目標

とした。 乳幼児健診

結果 
（平成28年度） 社会から取り残された気

がする人の減少(新規) 

乳幼児健診

受診者 
- 

乳児健診 6.6％ 

1.6歳児健診 3.9％ 

３歳児健診 2.8％ 
減少 

減らすことを目標

とした。 
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（２）健康管理の実践 

目標項目 対象 
平成24年 

(2012年) 

平成29年 

(2017年) 

目標値 

（平成34年

（2022年度）） 

目標値の設定根拠 資料 

健康づくりを実践して

いると思う人の増加

（新規） 

18歳以上 - - 50％以上 

市民の半数が健康づく

りの取り組みができるよ

うになることを目標とし

た。 

健康増進食育

推進計画アン

ケート調査 

（平成29年度） 

自分は健康だと思う

人の増加 
18歳以上 71.5％ 70.4％ 80％以上 

前回計画とあまり変化

がないことから、実績よ

りも 1割増を目標とし

た。 

今の生活が幸せだと

思う人の増加 
18歳以上 83.1％ 78.1％ 85％以上 

前回計画より悪化し

ていることから、実績

よりも1割増を目標と

した。 

家庭で体重測定をする

人の増加 
18歳以上 72.7％ 72.9％ 80％以上 

前回計画とあまり変化

がないことから、実績よ

りも 1割増を目標とし

た。 

家庭で血圧測定をする

人の増加 
18歳以上 48.8％ 47.9％ 50％以上 

前回計画とあまり変化

がないことから、実績よ

りも 1割増を目標とし

た。 

胃がん検診受診者数 40歳～69歳 - 578人 増加 国のがん検診の受

診率の算定にあたっ

ては、40歳から69歳

まで（子宮頸がんは

20歳から69歳まで）

を対象としており、そ

の年代の受診者数

を増やすことを目標

とした。 地域保健・健康増

進事業報告 

（平成28年度） 

大腸がん検診受診者数 40歳～69歳 - 2,718人 増加 

肺がん検診受診者数 40歳～69歳 - 465人 増加 

子宮頸がん検診受診者数 20歳～69歳 - 948人 増加 

乳がん検診受診者数 40歳～69歳 - 1,441人 増加 

胃がん検診精検全数把握 
要精密把握率 

検査者把握率 
83.6％ 100％ 100％ がんの死亡率を減ら

すためには、受診率

の向上とともに、精

密検査受診率の向

上が重要と考え、未

受診者を100％把握

し、受診勧奨を行う

ことを引き続き目標

とする。 

肺がん検診精検全数把

握未受診率 

要精密把握率 

検査者把握率 
89.3％ 98.5％ 100％ 

大腸がん検診精検全数

把握 

要精密把握率 

検査者把握率 
78.7％ 80.5％ 100％ 

子宮頸がん検診精検全

数把握 

要精密把握率 

検査者把握率 
18.5％ 100％ 100％ 

乳がん検診精検全数把握 
要精密把握率 

検査者把握率 
97.6％ 100％ 100％ 

乳幼児健診受診者の 

全数把握(新規) 

乳児、１歳６か月児 

３歳児健診把握率 
- 100％ 100％ 児童虐待防止の観

点からも全数把握を

目標とした。 

乳幼児健診結果 

（平成28年度） 

出生児の全数把握(新規) 赤ちゃん訪問、乳健 - 100％ 100％ 
赤ちゃん訪問・乳

幼児健診結果 

（平成28年度） 

乳幼児健診精密検査 

全数把握(新規) 

乳児、１歳６か月児 

３歳児健診把握率 
- 

乳 児 健 診 91.7％ 

１.6歳児健診 90.9％ 

３歳児健診 97.7％ 
100％ 全数把握を目標とした。 

乳幼児健診結果 

（平成28年度） 

予防接種率(新規) 

麻疹風疹（1期） 

麻疹風疹（2期） 

ＢＣＧ 接種率 

- 
麻疹風疹（1期）84.9％ 

麻疹風疹（2期）97.8％ 

ＢＣＧ 111.3％ 
各95％以上 

国の目標接種率を

目標とした。 

予防接種 

実施報告 

（平成28年度） 

把握率：対象者に対して、働きかけを行い状況把握できた割合 
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（３）健康的な食生活の実践 

目標項目 対象 
平成24年 

(2012年) 

平成29年 

(2017年) 

目標値 

（平成34年 

（2022年度）） 

目標値の設定根拠 資料 

自分の適正体重を知

っている人の増加 
18歳以上 62.1％ 61.8％ 75％以上 

前回計画時より変化が

ないことから、実績より

も2割増を目標とした。 

健康増進食育

推進計画アン

ケート調査 

（平成29年度） 

朝食を毎日食べる人

の増加 

男性 

20～39歳 
75.5％ 80.5％ 85％以上 

前回計画の目標を達成

できていないことから、

引き続きめざす。 

女性 

20～39歳 
87.0％ 82.5％ 90％以上 

前回計画の目標を達成

できていないことから、

引き続きめざす。 

日常生活で塩分をとり

過ぎないように気をつ

けている人の増加 

18歳以上 - 32.0％ 40％以上 

今回新たに目標項目と

して掲げており、実績よ

りも2割増を目標とした。 

外食や食品を購入す

る時に栄養成分表示

を参考にしている人の

増加 

18歳以上 32.0％ 30.8％ 40％以上 

前回計画より悪化して

いることから、実績より

も2割増を目標とした。 

間食を控えている人の

増加 
18歳以上 64.4％ 56.4％ 70％以上 

前回計画より悪化して

いることから、実績より

も2割増を目標とした。 

毎食野菜を使った料理

を食べている人の増加 
18歳以上 - 32.2％ 40％以上 

今回新たに目標項目と

して掲げており、実績よ

りも 2割増を目標とし

た。 

牛乳・乳製品を積極的

に食べるようにしてい

る人の増加 

18歳以上 68.5％ 65.6％ 80％以上 

前回計画より悪化して

いることから、実績より

も2割増を目標とした。 

食事バランスガイドを知っ

ている人の増加 
18歳以上 38.4％ 34.9％ 40％以上 

前回計画より悪化して

いることから、実績より

も2割増を目標とした。 

毎日の食事にいつも主

食・副菜･主菜がそろって

いる人の増加 

18歳以上 - 41.3％ 50％以上 

今回新たに目標項目と

して掲げており、実績よ

りも 2割増を目標とし

た。 

家族や友人と共に食事を

している人の増加 
18歳以上 79.3％ 78.5％ 80％以上 

前回計画の目標を達成

できていないことから、

引き続きめざす。 

早食いではない人の

増加（新規） 

浜田市特定健

康診査受診者 

（40～74歳） 

- 76.2％ 90％以上 

今回新たに目標項目と

して掲げており、実績よ

りも 2割増を目標とし

た。 

特定健康診

査質問票 

（平成28年度） 

食生活改善推進協議

会による行事の開催

回数及び参加者数の

増加 

食生活改善 

推進員 
- 

生活習慣病予防事業 

回数 258回 

参加者数 9,743人 

介護予防事業  

回数 128回 

参加者数 2,253人 

増加 

引き続き普及活動の推

進をめざすことから、増

加とした。 

浜田市食生活

改善推進協議

会活動報告 

（平成28年度） 

食生活改善推進員の

新規会員の増加 
市民 - 56人 60人以上 

定期的な養成講座の開

催により新規会員60人

以上をめざす。 
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（４）運動の実践 

目標項目 対象 
平成24年 

(2012年) 

平成29年 

(2017年) 

目標値 

（平成34年

（2022年度）） 

目標値の設定根拠 資料 

歩くことを心がけてい

る人の増加 
18歳以上 62.3％ 55.4％ 65％以上 

前回計画より悪化して

いることから、実績より

も2割増を目標とした。 
健康増進食

育推進計画

アンケート調

査 

（平成29年度） 

 

（仕事以外にスポー

ツ、運動をしている人

のうち）週１回以上運

動する人の増加 

18歳以上 30.1％ 30.8％ 35％以上 

前回計画よりあまり変化

がないことから、実績よ

りも2割増を目標とした。 

ロコモティブシンドロー

ム（運動器症候群）を

知っている、聞いたこと

がある人の増加 

18歳以上 20.6％ 37.3％ 50％以上 

前回計画より16.7ポイン

ト改善していることか

ら、実績に改善率を加

えたものを目標とした。 

1回30分以上軽く汗をか

く運動を週2回以上実施

する人の増加(新規) 

浜田市特定健

康診査受診者 

（40～74歳） 

- 38.4％ 45％以上 

今回新たに目標項目と

して掲げており、実績よ

りも2割増を目標とした。 

特定健康診

査質問票 

（平成28年度） 

日常生活において歩

行又は同等の身体活

動を1日1時間以上実

施する人の増加(新規) 

浜田市特定健

康診査受診者 

（40～74歳） 

- 44.1％ 50％以上 

今回新たに目標項目とし

て掲げており、実績より

も2割増を目標とした。 

特定健康診

査質問票 

（平成28年度） 

 

 

 

（５）睡眠と心の健康づくりの推進 

目標項目 対象 
平成24年 

(2012年) 

平成29年 

(2017年) 

目標値 

（平成34年 

（2022年度）） 

目標値の設定根拠 資料 

ストレス解消方法を持っ

ている人の増加 
18歳以上 60.4％ 60.8％ 65％以上 

前回計画時より変化が

ないことから、実績より

も1割増を目標とした。 

健康増進食育

推進計画アン

ケート調査 

（平成29年度） 

ストレスを感じた時に相

談できる人がいる人の

増加 

18歳以上 60.9％ 64.8％ 70％以上 
前回計画時より改善して

いることから、実績よりも

1割増を目標とした。 

睡眠による休養を十分、

まあまあとれている人の

増加 

18歳以上 68.6％ 62.7％ 70％以上 
前回計画より悪化して

いることから、実績より

も1割増を目標とした。 

家庭や社会で役割があ

る人の増加 
18歳以上 70.4％ 68.6％ 75％以上 

前回計画時より変化が

ないことから、実績より

も1割増を目標とした。 

趣味を持っている人の

増加 
18歳以上 65.5％ 60.2％ 65％以上 

前回計画より悪化して

いることから、実績より

も1割増を目標とした。 

今の生活に生きがいが

ある人の増加 
18歳以上 70.4％ 68.1％ 75％以上 

前回計画時より変化が

ないことから、実績より

も1割増を目標とした。 

22時以降の就寝する児

の減少(新規) 
3歳児 - 29.6％ 減少 

早寝の習慣をつける

ことを目標にした。 

乳 幼 児 健 診 

結果 

（平成28年度） 
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（６）禁煙の推進 

目標項目 対象 
平成24年 

(2012年) 

平成29年 

(2017年) 

目標値 

（平成34年

（2022年度）） 

目標値の設定根拠 資料 

たばこを吸っている人の

減少 

20歳以上 16.5％ 17.1％ 15％以下 
前回計画より悪化して

いることから、実績より

も1割減を目標とした。 

健康増進食育

推進計画アン

ケート調査 

（平成29年度） 

男性 

20～39歳 
41.5％ 40.8％ 35％以下 

前回計画時より変化が

ないことから、実績より

も1割減を目標とした。 

女性 

20～39歳 
10.9％ 11.3％ 10％以下 

前回計画時より変化が

ないことから、実績より

も1割減を目標とした。 

たばこを以前吸っていた

がやめた人の増加 
20歳以上 21.8％ 24.4％ 25％以上 

前回計画時より改善し

ていることから、実績よ

りも1割増を目標とした。 

たばこを吸ったことがな

い人の増加 
20歳以上 56.2％ 54.8％ 60％以上 

前回計画時より変化が

ないことから、実績より

も1割増を目標とした。 

ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺

疾患）を知っている、聞

いたことがある人の増加 

18歳以上 36.0％ 39.3％ 50％以上 
前回計画時より改善し

ていることから、実績よ

りも2割増を目標とした。 

 

（７）適正飲酒の推進 

目標項目 対象 
平成24年 

(2012年) 

平成29年 

(2017年) 

目標値 

（平成34年

（2022年度）） 

目標値の設定根拠 資料 

多量飲酒者（１日３合以

上）の減少 

男性 

20歳以上 
18.6％ 6.6％ 6％以下 

前回計画時より改善して

いることから、実績よりも

1割減を目標とした。 

健康増進食育

推進計画アン

ケート調査 

（平成29年度） 

女性 

20歳以上 
6.1％ 1.8％ １.5％以下 

前回計画時より改善して

いることから、実績よりも

1割減を目標とした。 

毎日2合以上飲酒者割合

の減少(新規) 

男性 

20歳以上 
- 20.1％ 6.8％以下 県の目標に合わせた。 

毎日1合以上飲酒者割合

の減少(新規) 

女性 

20歳以上 
- 3.9％ 2.6％以下 県の目標に合わせた。 
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（８）歯・口腔ケアの推進 

目標項目 対象 
平成24年 

(2012年) 

平成29年 

(2017年) 

目標値 

（平成34年

（2022年度）） 

目標値の設定根拠 資料 

１日に１回以上ていね

いに歯を磨く人の増加 
18歳以上 67.9％ 70.9％ 80％以上 

前回計画時より改善してい

ることから、実績よりも1割

増を目標とした。 
健康増進食育

推進計画アン

ケート調査 

（平成29年度） 

食べたいものがかめる

人の増加 
60歳代 82.7％ 81.5％ 90％以上 

前回計画時より変化がない

ことから、実績よりも1割増

を目標とした。 

フッ化物配合歯磨き剤

を使用している人の増

加 

18歳以上 32.5％ 34.7％ 40％以上 
前回計画時より変化がない

ことから、実績よりも1割増

を目標とした。 

３歳児のう歯有病者率

の減少 
３歳児 13.4％ 7.7％ 7％未満 

前回計画時より大幅に改

善していることから、実績よ

りも1割減を目標とした。 

乳幼児健診結果 

（平成28年度） 

定期的に歯の検診、

歯石除去を実施する

人の増加 

18歳以上 26.1％ 33.5％ 35％以上 
前回計画時より改善してい

ることから、実績よりも1割

増を目標とした。 

健康増進食育

推進計画アン

ケート調査 

（平成29年度） 

60歳で24本以上の歯

がある人の増加 

60歳～ 

64歳 
51.6％ 49.4％ 55％以上 

前回計画時より変化がない

ことから、実績よりも1割増

を目標とした。 

80歳で20本以上の自

分の歯を有する人の

増加 

75～84歳

のうち20歯

以上 

24.0％ 35.7％ 40％以上 
前回計画時より改善してい

ることから、実績よりも1割

増を目標とした。 

歯の病気が健康に与

える影響について知っ

ている人の増加 

18歳以上 29.1％ 37.8％ 45％以上 
前回計画時より改善してい

ることから、実績よりも2割

増を目標とした。 
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資料編 

１ 統計データ 

（１）余命 

①平均寿命 

■男女別平均寿命（平成23年～平成27年の平均）                              単位：歳 

区分 浜田市 浜田圏域 島根県 国 

男性 80.44 80.12 80.13 80.75 

女性 86.46 86.33 87.01 86.99 

 

【参考】男女別平均寿命（平成18年～平成22年の平均）               単位：歳 

区分 浜田市 浜田圏域 島根県 

男性 78.14 77.84 79.05 

女性 86.38 86.19 86.68 

資料：島根県健康指標データベースシステムより算出（浜田市、浜田圏域、島根県） 

厚生労働省 簡易生命表より（国 平成25年単独） 

 

■平均寿命を引き下げている疾患（平成23年～平成27年の平均） 

浜田市 第１位 第２位 第３位 第４位 

男性 がん 呼吸器疾患 心疾患、自死（自殺） 脳卒中 

女性 がん 脳卒中 心疾患 呼吸器疾患 

 

【参考】平均寿命を引き下げている疾患（平成18年～平成22年の平均） 

浜田市 第１位 第２位 第３位 第４位 

男性 全がん 自死（自殺） 心疾患 呼吸器疾患 

女性 全がん 心疾患 脳血管疾患 自死（自殺） 

資料：島根県健康指標データベースシステムより算出 

 

■がんの部位別の平均寿命を引き下げている疾患（平成23年～平成27年の平均） 

浜田市 第１位 第２位 第３位 

男性 肺がん 胃がん、肝がん 大腸・直腸 

女性 胃がん 乳がん 肺がん 

資料：島根県健康指標データベースシステムより算出 
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②65歳平均自立期間 

■65歳の平均余命と平均自立期間（平成23年～平成27年の平均））                単位：年 

男性 浜田市 浜田圏域 島根県 国 

平均余命 19.02 18.92 19.15 19.08 

平均自立期間 16.77 16.72 17.46 - 

 

女性 浜田市 浜田圏域 島根県 国 

平均余命 24.08 24.07 24.03 23.97 

平均自立期間 19.74 19.88 20.92 - 

資料：島根県健康指標データベースシステムより算出（浜田市、浜田圏域、島根県） 

厚生労働省 簡易生命表より（国 平成25年単独） 

 

 

【参考】前回計画時における65歳の平均余命と平均自立期間（平成18年～平成22年の平均） 単位：年 

男性 浜田市 浜田圏域 島根県 

平均余命 18.42 18.31 18.83 

平均自立期間 16.43 16.37 17.08 

 

女性 浜田市 浜田圏域 島根県 

平均余命 23.82 23.82 24.1 

平均自立期間 20.03 20.11 20.73 

資料：島根県健康指標データベースシステムより算出 

 

■要支援・要介護状態となった原因疾患 

 第１位 第２位 第３位 

疾患名 
アルツハイマー型 

認知症 
脳梗塞 

血管性および 

詳細不明の認知症 

資料：平成28年度介護保険主治医意見書第１疾病より算出 

 

■【参考】前回計画時における要支援・要介護状態となった原因疾患 

 第１位 第２位 第３位 

疾患名 関節疾患 認知症 脳血管疾患 

資料：平成23年度介護保険主治医意見書第１疾病より算出 
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（２）死亡 

①年齢調整死亡率 

■年齢調整死亡率（各年を中心とした５年間平均）の推移                人口10万人あたり 

区分 
男性 女性 男女計 

平成16年 平成20年 平成25年 平成16年 平成20年 平成25年 平成16年 平成20年 平成25年 

全
が
ん 

全
年
齢 

浜田市 215.4 202.2 166.2 85.8 86.7 87.1 140.0 135.1 119.9 

浜田圏域 212.9 206.5 169.7 89.0 91.3 85.0 139.8 138.7 120.1 

島根県 198.9 189.0 176.4 90.7 86.8 83.9 136.2 130.2 123.4 

壮
年
期 

（
４
０
～
６
４
歳
） 

浜田市 193.7 182.0 140.6 87.5 94.7 103.2 140.1 138.6 123.0 

浜田圏域 187.0 187.1 133.7 94.6 107.8 99.8 140.2 147.7 117.4 

島根県 183.5 170.5 143.6 104.9 97.0 92.1 143.4 133.8 118.1 

老
年
期 

（
６
５
歳
以
上
） 

浜田市 1419.8 1345.4 1124.7 536.7 511.5 474.5 878.6 838.0 733.2 

浜田圏域 1431.4 1376.2 1178.4 538.3 517.8 468.1 880.5 848.4 751.7 

島根県 1309.7 1257.6 1222.2 510.6 503.9 476.5 830.2 806.9 784.5 

脳
血
管
疾
患 

全
年
齢 

浜田市 76.6 65.9 48.3 38.4 33.3 28.4 53.7 47.4 37.0 

浜田圏域 76.4 65.1 51.8 36.5 34.3 30.8 52.7 47.3 39.6 

島根県 58.6 49.6 43.0 31.3 25.8 22.7 42.7 36.0 31.7 

壮
年
期 

（
４
０
～
６
４
歳
） 

浜田市 44.9 56.2 33.7 19.8 19.0 22.7 32.7 37.8 28.8 

浜田圏域 50.1 54.3 40.7 19.3 22.2 23.9 35.2 38.4 32.8 

島根県 35.6 33.9 33.0 15.1 13.3 14.2 25.4 23.6 23.7 

老
年
期 

（
６
５
歳
以
上
） 

浜田市 588.3 460.1 349.0 297.0 261.0 202.6 405.6 338.4 261.4 

浜田圏域 572.6 457.9 365.4 283.9 260.5 215.5 391.0 336.1 273.1 

島根県 445.1 364.6 300.3 246.7 203.0 170.3 324.6 267.9 223.8 

心
疾
患 

全
年
齢 

浜田市 71.9 67.8 59.9 42.6 33.5 28.3 55.6 48.5 42.6 

浜田圏域 77.3 75.0 62.0 42.5 36.5 34.3 58.1 53.5 46.6 

島根県 76.2 75.1 60.6 39.6 37.3 32.7 55.7 54.4 45.4 

壮
年
期 

（
４
０
～
６
４
歳
） 

浜田市 43.8 59.4 38.3 25.6 14.8 8.6 34.7 37.6 24.8 

浜田圏域 55.2 64.6 43.2 18.9 15.1 16.3 37.2 40.2 30.5 

島根県 57.2 60.8 46.5 17.6 16.8 13.0 37.3 38.9 29.9 

老
年
期 

（
６
５
歳
以
上
） 

浜田市 474.3 449.4 444.7 310.9 253.9 244.2 377.0 329.9 325.6 

浜田圏域 501.4 488.7 452.8 329.1 281.6 265.8 398.0 362.5 343.0 

島根県 519.8 500.1 425.0 310.6 294.7 265.4 394.0 379.3 333.2 
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区分 
男性 女性 男女計 

平成16年 平成20年 平成25年 平成16年 平成20年 平成25年 平成16年 平成20年 平成25年 

自
死
（
自
殺
） 

全
年
齢 

浜田市 48.9 47.0 32.8 9.6 13.2 10.2 29.2 30.0 21.8 

浜田圏域 48.8 47.2 31.7 9.7 14.8 9.6 29.1 30.9 21.0 

島根県 41.9 41.7 30.8 9.7 11.3 9.2 25.5 26.3 19.9 

壮
年
期 

（
４
０
～
６
４
歳
） 

浜田市 79.7 80.2 60.0 15.1 16.1 12.4 48.1 49.0 38.4 

浜田圏域 84.9 82.1 57.1 13.1 23.9 14.6 49.7 53.5 37.2 

島根県 71.4 65.3 45.4 13.4 16.3 12.5 42.5 40.8 29.1 

老
年
期 

（
６
５
歳
以
上
） 

浜田市 62.8 52.9 58.7 28.8 15.7 12.6 42.4 30.5 31.7 

浜田圏域 68.2 51.1 48.0 28.6 16.4 14.1 44.5 30.2 27.9 

島根県 57.6 50.5 42.2 22.3 20.6 16.3 36.9 32.9 27.4 

糖
尿
病 

全
年
齢 

浜田市 6.3 4.9 6.7 3.8 3.7 4.4 4.9 4.3 5.5 

浜田圏域 5.8 5.6 6.7 4.2 3.6 4.0 4.9 4.6 5.2 

島根県 5.9 6.0 4.4 2.7 2.5 2.0 4.2 4.1 3.1 

壮
年
期 

（
４
０
～
６
４
歳
） 

浜田市 4.2 6.5 6.0 5.4 0.0 4.3 4.9 3.2 5.3 

浜田圏域 4.9 8.1 5.3 5.0 0.0 2.9 5.0 4.0 4.2 

島根県 6.2 5.3 3.4 2.0 0.5 0.8 4.0 2.9 2.1 

老
年
期 

（
６
５
歳
以
上
） 

浜田市 47.3 27.3 45.6 19.8 25.7 29.3 31.8 26.8 36.0 

浜田圏域 40.8 29.6 48.4 25.4 27.4 29.4 31.8 28.9 37.3 

島根県 35.1 39.5 30.5 20.0 21.4 16.9 26.8 29.1 22.8 

資料：島根県健康指標データベースシステムより算出 

②標準化死亡比 

■標準化死亡比（SMR）：島根県を基準（100）とした比較 （平成25年を中間年とした5年の平均） 

男性 全がん 脳血管疾患 心疾患 自死（自殺） 糖尿病 

全年齢 
浜田市 94.1 109.6 99.3 119.6 142.0 

浜田圏域 96.6 118.6 101.3 111.6 150.7 

壮年期 

（40～64歳） 

浜田市 94.2 91.6 75.7 133.4 121.9 

浜田圏域 87.2 111.1 87.3 127.1 115.5 

老年期 

（65歳以上） 

浜田市 93.9 112.1 102.7 144.1 146.1 

浜田圏域 98.0 119.9 103.4 116.3 157.0 
 

女性 全がん 脳血管疾患 心疾患 自死（自殺） 糖尿病 

全年齢 
浜田市 99.5 107.3 85.6 94.2 150.7 

浜田圏域 102.3 114.4 95.3 97.7 157.2 

壮年期 

（40～64歳） 

浜田市 110.4 181.1 80.0 84.0 608.0 

浜田圏域 105.3 177.0 145.9 103.8 413.8 

老年期 

（65歳以上） 

浜田市 97.9 104.9 85.9 79.8 139.5 

浜田圏域 102.0 112.2 94.1 88.4 150.9 

資料：島根県健康指標データベースシステムより算出 
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■標準化死亡比（SMR）：島根県を基準（100）とした比較 （平成20年を中間年とした5年の平均） 

男性 全がん 脳血管疾患 心疾患 自死（自殺） 糖尿病 

全年齢 
浜田市 107.0 128.3 89.7 113.6 84.4 

浜田圏域 110.1 126.7 98.4 113.3 91.9 

壮年期 

（40～64歳） 

浜田市 106.8 162.5 102.6 120.8 136.8 

浜田圏域 109.2 156.5 111.1 124.0 170.9 

老年期 

（65歳以上） 

浜田市 106.9 124.7 88.2 110.5 73.5 

浜田圏域 110.3 123.7 96.5 105.0 75.4 
 

女性 全がん 脳血管疾患 心疾患 自死（自殺） 糖尿病 

全年齢 
浜田市 99.7 120.0 78.3 104.9 150.7 

浜田圏域 103.7 120.3 90.6 115.5 157.2 

壮年期 

（40～64歳） 

浜田市 97.1 118.9 90.9 106.4 - 

浜田圏域 111.2 148.6 91.2 147.3 - 

老年期 

（65歳以上） 

浜田市 100.2 120.2 77.5 86.3 131.2 

浜田圏域 102.8 119.5 90.3 87.5 133.3 

 

③がんの部位別死亡者数 

■悪性新生物部位別死亡者数の上位５項目（平成22年～平成26年の合計）           単位：人（％） 

区分 第１位 第２位 第３位 第４位 第５位 

浜田市 

気管、気管支 

及び肺 
胃 肝及び肝内胆管 

結腸、直腸S状結腸

移行部及び直腸 

胆のう及びそ

の他胆道 

膵 

189（22.2） 165（19.4） 136（16.0） 120（14.1） 69（8.1） 69（8.1） 

島根県 

気管、気管支 

及び肺 
胃 

結腸、直腸S状結腸

移行部及び直腸 
肝及び肝内胆管 膵 

2,240（22.7） 1,857（18.8） 1,630（16.5） 1,229（12.4） 1,063（10.8） 

資料：島根県保健統計書 

【参考】悪性新生物部位別死亡者数の上位５項目（平成17年～平成21年の合計）        単位：人（％） 

区分 第１位 第２位 第３位 第４位 第５位 

浜田市 

気管、気管支 

及び肺 
胃 肝及び肝内胆管 

結腸、直腸S状結腸

移行部及び直腸 
膵 

213（18.3） 163（14.0） 162（13.9） 142（12.2） 88（7.5） 

島根県 

気管、気管支 

及び肺 
胃 

結腸、直腸S状結腸

移行部及び直腸 
肝及び肝内胆管 膵 

2,264（18.2） 1,898（15.2） 1,581（12.7） 1,313（10.5） 1,012（8.1） 

資料：島根県保健統計書 

■全死亡者の中で悪性新生物死亡者の占める割合（平22年～平26年）             単位：人又は％ 

区分 総死亡数 悪性新生物での死亡数 死亡割合 

浜田市 4,240 850 20.0％ 

島根県 46,975 9,881 21.0％ 

資料：島根県保健統計書 

【参考】全死亡者の中で悪性新生物死亡者の占める割合（平成17年～平成21年）  単位：人 

区分 総死亡数 悪性新生物での死亡数 死亡割合 

浜田市 4,093 1,167 28.5％ 

島根県 43,535 12,447 28.6％ 

資料：島根県保健統計書 
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（３）医療費 

①国民健康保険の医療費の状況 

■浜田市国民健康保険加入者の費用額上位５疾病の推移（全年齢・男女計・入院＋入院外＋調剤）  

区分 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 

第１位 

疾病名 高血圧性疾患 

統合失調症・統

合失調症型障が

い及び 

妄想性障がい 

統合失調症・統

合失調症型障が

い及び 

妄想性障がい 

統合失調症・統

合失調症型障

がい及び 

妄想性障がい 

統合失調症・統

合失調症型障

がい及び 

妄想性障がい 

統合失調症・統

合失調症型障が

い及び 

妄想性障がい 

費用額（円）  44,504,740  44,962,828  47,059,710  40,930,958  43,116,845 43,275,022 

件数（件） 2,266 310 299 252 267 272 

第２位 

疾病名 

統合失調症・統

合失調症型障が

い及び 

妄想性障がい 

高血圧性疾患 高血圧性疾患 高血圧性疾患 高血圧性疾患 高血圧性疾患 

費用額（円）  40,102,016  44,940,832  45,088,904  39,332,830  38,174,150  36,517,830 

件数（件） 295 2,234 2,171 2,084 2,062 1,936 

第３位 

疾病名 腎不全 腎不全 腎不全 
その他の 

悪性新生物 

その他の 

悪性新生物 

その他の 

悪性新生物 

費用額（円）  27,836,418  27,242,812  24,646,288  27,836,908  23,218,131  28,498,731 

件数（件） 69 78 67 126 108 125 

第４位 

疾病名 糖尿病 糖尿病 糖尿病 糖尿病 腎不全 腎不全 

費用額（円）  23,045,180  23,434,952  23,984,280  22,666,150  21,925,392  23,660,650 

件数（件） 680 671 673 642 61 63 

第５位 

疾病名 
その他の 

悪性新生物 

その他の 

悪性新生物 

その他の 

悪性新生物 
腎不全 糖尿病 糖尿病 

費用額（円）  21,936,836  20,086,622  18,186,716  20,822,124  21,379,888  20,731,568 

件数（件） 107 116 116 58 590 594 

被保険者数 13,524 13,321 12,868 12,236 11,836 11,205 

医療費総額（円） 471,127,202 495,997,560 491,557,220 465,642,306 517,923,314 493,527,992 

1人あたり費用額(円) 34,836 37,234 38,200 38,055 43,758 44,045 

件数（件） 14,155 13,888 13,448 12,988 12,868 12,404 

日数（日） 32,720 31,705 30,377 28,062 28,896 27,704 

資料：島根県国民健康保険団体連合会 島根県国民健康保険疾病統計表（各年５月診療分） 

※疾病名は、社会保険表章用119項目疾病分類による 
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（４）各種健（検）診の状況 

①特定健康診査の状況 

ア 浜田市国民健康保険特定健康診査 

区分 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

対象者数（人） 9,843 9,724 9,465 9,130 8,703 

受診者数（人） 4,254 4,511 4,566 4,597 4,196 

受診率（％） 43.2 46.4 48.2 50.4 48.2 

                    資料：法定報告より 

②特定保健指導の状況 

■特定保健指導                                  

区分 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

対象者数（人） 462 398 411 373 341 

利用者数（人） 67 75 62 81 79 

終了者数（人） 64 87 49 79 81 

終了率（％） 13.9 21.9 11.9 21.2 23.8 

資料：法定報告より 

【内訳】 

■積極的支援                                  

区分 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

対象者数（人） 105 94 76 68 55 

利用者数（人） 12 20 9 16 12 

終了者数（人） 5 24 4 17 10 

終了率（％） 4.8 25.5 5.3 25.0 18.2 

資料：法定報告より 

■動機付け支援                              

区分 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

対象者数（人） 357 304 335 305 286 

利用者数（人） 55 55 53 65 67 

終了者数（人） 59 63 45 62 71 

終了率（％） 16.5 20.7 13.4 20.3 24.8 

資料：法定報告より 
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③がん検診 

■がん検診 

区分 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

胃
が
ん 

検
診 

対象者数（人） 37,810  37,584  37,343  37,042  36,773  

受診者数（40歳以上）（人） 999  1,059  992  1,087  1,047  

受診率（％） 2.6  2.8  2.7  2.9  2.8  

要精密検査者数（人） 91  72  95  75  ※1― 

大
腸
が
ん 

検
診 

対象者数（人） 37,810  37,584  37,343  37,042  36,773  

受診者数（40歳以上）（人） 3,840  4,028  3,967  4,399  4,100  

受診率（％） 10.2  10.7  10.6  11.9  11.1  

要精密検査者数（人） 291  305  291  312  ※1― 

肺
が
ん 

検
診 

対象者数（人） 37,810  37,584  37,343  37,042  36,773  

受診者数（40歳以上）（人） 503  589  504  689  667  

受診率（％） 1.3  1.6  1.3  1.9  1.8  

要精密検査者数（人） 26  29  29  28  ※1― 

子
宮
頸
が
ん 

検
診 

対象者数（人） 26,203  25,875  25,503  25,152  24,867  

受診者数（20歳以上）（人） 1,389  1,197  1,165  1,208  1,081  

受診率（％） 5.3  4.6  4.6  4.8  4.3  

要精密検査者数（人） 39  42  38  29  ※1― 

乳
が
ん 

検
診 

対象者数（人） 20,628  20,453  20,319  20,170  19,973  

受診者数（40歳以上）（人） 1,416  1,403  1,172  1,570  1,698  

受診率（％） 6.9  6.9  5.8  7.8  8.5  

要精密検査者数（人） 95  92  54  74  ※1― 

前
立
腺
が
ん 

検
診 

対象者数（人） 13,945  13,862  13,701  13,532  13,414  

受診者数（50歳以上）（人） 1,873  1,855  1,920  2,129  1,949  

受診率（％） 13.4  13.4  14.0  15.7  14.5  

資料：地域保健・健康増進事業報告から （対象者は除く） 

※1 平成28年度要精密検査数は平成30年5月に算出される予定 

注）地域保健・健康増進事業報告では平成26年度までは島根県方式を採用して対象年齢を計上していたが、平成27年

度から実際の人口を計上するよう変更となった。そのため、平成24年度以降の対象者については、平成27年度以降

と同条件で計上。（地域保健・健康増進事業報告とは違いあり） 

 

■ＰＥＴ－ＣＴがん検診                                                単位：人 

区分 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

ＰＥＴ－ＣＴ

がん検診 
助成者数 66 44 65 62 56 

※ＰＥＴ－ＣＴがん検診は平成22年６月から助成開始 
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２ 市民アンケート結果概要 
 

地区 年齢層 男女計 男性 女性 無回答 

浜田自治区 

小計 1,716 738 978 - 

40歳未満 359 138 221 - 

40～64歳 662 295 367 - 

前期高齢者 489 222 267 - 

後期高齢者 197 81 116 - 

無回答 9 2 7 - 

金城自治区 

小計 209 96 113 - 

40歳未満 33 16 17 - 

40～64歳 87 41 46 - 

前期高齢者 69 29 40 - 

後期高齢者 20 10 10 - 

無回答 - - - - 

旭自治区 

小計 122 53 69 - 

40歳未満 25 12 13 - 

40～64歳 45 17 28 - 

前期高齢者 37 20 17 - 

後期高齢者 14 4 10 - 

無回答 1 - 1 - 

弥栄自治区 

小計 54 25 29 - 

40歳未満 11 4 7 - 

40～64歳 21 12 9 - 

前期高齢者 16 7 9 - 

後期高齢者 6 2 4 - 

無回答 - - - - 

三隅自治区 

小計 264 112 152 - 

40歳未満 42 11 31 - 

40～64歳 114 51 63 - 

前期高齢者 78 37 41 - 

後期高齢者 30 13 17 - 

無回答 - - - - 

無回答 

小計 73 3 4 66 

40歳未満 2 1 1 - 

40～64歳 1 - 1 - 

前期高齢者 2 2 - - 

後期高齢者 1 - 1 - 

無回答 67 - 1 66 

合計 

小計 2,438 1,027 1,345 66 

40歳未満 472 182 290 - 

40～64歳 930 416 514 - 

前期高齢者 691 317 374 - 

後期高齢者 268 110 158 - 

無回答 77 2 9 66 
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○ 世帯構成はどれに該当しますか。 

 

 

○ 現在健康だと思いますか。 

 

 

○ 自分の適正体重を知っていますか。 

  
 

○ 健康管理のため血圧測定をしていますか。 

 
 

○ かかりつけ医がありますか。 

 
 

○ かかりつけ歯科医がありますか。 
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○ かかりつけ薬局がありますか。 

 
 

○ セカンドオピニオンを知っていますか。 

 
 

○ 地域でのサロンや集会等、グループ活動に参加していますか。 

 

 

○ 朝食は毎日食べますか。 

 

 

○ 塩分をとり過ぎないようにいつも気をつけていますか。 
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○ 主食、主菜、副菜がそろっていますか。 

 

 

○ 家族や友人と共に食事をしていますか。 

 

 

○ 野菜を使った料理を食べますか。 

 

 

○ 伝統料理や郷土料理について知っていますか。 

 
 

○ 普段から歩くことを心がけていますか。 
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○ 運動習慣の頻度はどの程度ですか。 

  

 

○ 運動習慣を 1 年以上続けていますか。 

 
 

○ ストレス解消方法を持っていますか。 

 

 

○ ストレスを感じた時に相談できる人がいますか。 

 

 

○ 睡眠で休養が十分とれていますか。 
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○ たばこを吸いますか。 

 

 

○ アルコール飲料をどのくらいの頻度で飲みますか。 

 

 

○ 現在の歯は何本ありますか。 

 
 

○ 歯の健康について気をつけていることがありますか。 
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○ 食べたいものが噛めますか。 

 

 

○ 1 日に 1 回以上丁寧に歯を磨いていますか。 

 

 

○ 今の生活は幸せですか。 

 

 

○ 今の生活に生きがいがありますか。 

 

 

○ 趣味を持っていますか。 
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○ 健康づくりに関心がありますか。 

 

 

○ 近所・地域の人と積極的に関わっていますか。 

 

 

○ 家庭や社会で役割がありますか。 

 

 

○ 地域の人たちとつながりがあると感じていますか。 

 

 

○ 浜田市は妊娠・出産について、満足できる地域だと思いますか。 
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○ 浜田市は子育てをしやすい地域だと思いますか。 

 

 

○ 浜田市の健康に関する情報は、広報はまだやホームページで周知されていますか。 

 

○ 市民が家族や地域ぐるみで健康づくり活動を実践できるようなサポートを健康づくり

に関係する職員はおこなっていますか。 

 

 

○ 健康相談や健康診査等の健康に関する事業は必要なところに提供されていますか。 

 

 



83 

○ 今の浜田市は健康でいきいきと暮らせるまちだと思いますか。 

 

 

○ 健康づくりに関係する職員と市民は、健康づくりの推進に向けて一緒になって活動し

ていますか。 
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３ 活動団体等アンケート結果概要 
  

スポーツ団体、健康増進団体等に配付。14件の回答がありました。 

 

カテゴリー 主な内容 

活動の問題点 気軽に参加できること 

高齢者だけでなく、若年者の参加促進 

企業健診の担当者の意識の差 

ライフステージにあわせた介護予防 

高齢期を見据えた健康意識 

団体の役割 活動に参加しやすい環境づくり 

地域資源の把握と活用 

草の根活動 

子どもの頃から、食や健康への関心を高める 

要望・アイディアなど 依頼があれば、人材派遣や講師派遣をしている 

老若男女、年齢を問わず参加してほしい 

年代に応じた健康づくりのプログラム 

各団体と交わる点、つながる点をつくる 

ボランティアの楽しさを知ってもらいたい 

市民、医療機関、事業者が相互の理解と協力の下、地域医

療を守っていく 

子どもの健康は、保護者自身が興味を持つことから始まる 

子育て中の保護者や独居高齢者への声かけやできる範囲

での見守りや手助けできるサポートづくり 
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４ 浜田市健康づくりと地域医療を守り育てる条例 

平成24年3月23日 

条例第16号 

● 条例の趣旨・決意を表した前文 

 心身の健康は、いつの時代においても、私たち市民の変わらない願いであり、一人ひとりの健康

づくりのための取組と地域において安定して良質な医療を提供することができる体制の確保は、欠

かすことのできないものです。 

 将来にわたって良質な医療を確保していくためには、市、市民、事業者、医療機関が相互の理解

と協力の下、地域医療を守り育てていくとともに、私たち市民一人ひとりも、自らの健康づくりに

積極的に取り組むことが大切です。 

 特に、良質な医療の確保は、医療を提供する者のみの努力で実現できるものではなく、医療機関相

互の連携と、医療を受ける者と提供する者相互の理解と協力があってはじめて実現できるものです。 

 ここに、誰もが心身ともに健康で、良質な医療が安定的に確保される地域社会の実現をめざすこ

とを決意し、健康づくりと地域医療を守り育てるための取組を総合的に推進するため、この条例を

制定します。 

● 健康づくりと地域医療のめざすべき姿を表した目的 

(目的) 

第1条 この条例は、市民の健康づくりを推進し、及び地域医療を守り育てるための基本理念を定

め、市、市民、事業者及び医療機関が協働して総合的に施策を推進することにより、誰もが心身

ともに健康で、良質な医療が安定的に確保される地域社会を実現することを目的とする。 

(定義) 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 市民 市内に居住し、又は滞在する者をいう。 

(2) 事業者 市内において事業活動を行うものをいう。 

(3) 医療機関 医師、歯科医師等が医療行為を行う市内の病院及び診療所をいう。 

(4) かかりつけ医 市民が日常的に診療、健康管理等を受けることができる身近な医師及び歯科医

師をいう。 

(5) かかりつけ薬局 市民が日常的に医薬品の提供を受け、又は医薬品に関する相談等をすること

ができる身近な薬局をいう。 

(6) 市民活動団体 健康づくりのための活動に取り組む団体をいう。 

(7) 市民等 市民、事業者、医療機関、薬局及び市民活動団体をいう。 

(基本理念) 

第3条 健康づくりは、全ての市民が自らの健康に関心を持ってその維持、増進に取り組むことが

できるよう、市及び市民等がそれぞれの役割を担い、協働して推進されなければならない。 

2 地域医療は、将来にわたって安定して良質な医療が確保されるよう、市及び市民等がそれぞれ

の役割を担い、協働して守り育てられなければならない。 

(市の責務) 

第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、健康づくりのため

の施策及び地域医療を守り育てるための施策を総合的に推進しなければならない。 
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(市民の役割) 

第5条 市民は、基本理念にのっとり、次に掲げる役割を担うものとする。 

(1) 健康づくりのための活動に積極的に参加し、食生活、運動、休養等の生活習慣の確認及び改善

に心掛けるとともに、予防接種、健康診査等を自主的に受ける等自らの健康管理に努めること。 

(2) 医療従事者との相互理解及び協力により、良好な関係づくりに努めること。 

(3) かかりつけ医及びかかりつけ薬局を持つこと。 

(4) 病気の治療にあたっては、医師、歯科医師等の指導、助言等を尊重するとともに、自らも健康

の回復に努めること。 

(5) 緊急の場合を除き、診療時間内の受診に努めること。 

(6) 市が実施する健康づくりのための施策及び地域医療を守り育てるための施策に協力するよう

努めること。 

(事業者の役割) 

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、市が実施する健康づくりのための施策及び地域医療を守

り育てるための施策に協力するよう努めるものとする。 

(医療機関の役割) 

第7条 医療機関は、基本理念にのっとり、次に掲げる役割を担うものとする。 

(1) 市民の予防接種、健康診査等に協力するよう努めること。 

(2) 患者との相互理解及び協力により、良好な関係づくりに努めること。 

(3) 市との連携並びに医療機関相互の連携及び薬局、福祉施設等との連携を図るよう努めること。 

(4) 将来の地域医療を担う人材の育成及び確保に努めること。 

(5) 市が実施する健康づくりのための施策及び地域医療を守り育てるための施策に協力するよう

努めること。 

(推進体制の整備) 

第8条 市は、地域社会全体で健康づくりのための施策及び地域医療を守り育てるための施策に総

合的に取り組むための体制の整備に努めるものとする。 

(市の基本的施策等) 

第9条 健康づくりを推進し、及び地域医療を守り育てるための市の基本的な施策は、次のとおり

とする。 

(1) 保健、医療及び福祉の各分野が連携した総合的な施策の推進 

(2) 市民に対する自らの健康づくりに関する意識の啓発 

(3) 市民又は市民活動団体が行う健康づくりのための取組に対する支援 

(4) 将来の地域医療を担う医療従事者、リハビリテーション従事者、介護従事者等の育成及び確保 

(5) 市民に対する地域医療に関する情報の提供 

(6) 医師会、歯科医師会、薬剤師会、関係教育機関及び島根県並びに市民活動団体その他の関係団

体と連携した施策の推進 

2 市長は、前項の基本的な施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。 

(その他) 

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成24年4月1日から施行する。 
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５ 策定経過 
●計画の策定経過 

開催日 内容 

平成29年（2017年） 

５月25日（木） 

○第１回浜田市保健医療福祉協議会 

・浜田市保健医療福祉総合計画の改定について 

６月２日（金） ○第1回国保診療所との合同研修会 

 ・浜田市健康増進計画についてグループ討議 

８月２日（水） ○第1回浜田市地域保健医療専門部会 

・浜田市健康増進計画の改定について 

・アンケート調査の実施について 

８月31日（木） ○職員（保健師、栄養士等）を対象にしたラベルワーク 

８月31日（木）～９月13日（水） ○アンケート調査 

９月21日（木） ○第1回浜田市健康増進計画に係る実務者検討会 

 ・今後のスケジュールについて 

・職員を対象にしたラベルワークの統合作業 

９月～10月上旬 ○市民を対象にしたラベルワーク   

  自治区ごとに開催  計８回開催 

10月中 ○関係団体調査 

11月6日（月） ○第2回浜田市健康増進計画に係る実務者検討会 

 ・重点項目の検討 

・市民を対象にしたラベルワークの統合作業 

11月27日（月） ○第3回浜田市健康増進計画に係る実務者検討会 

 ・自治区の取り組み、前回の重点項目の修正 

12月1日（金） ○第2回国保診療所との合同研修会 

 ・重点項目案に沿いグループ討議 

12月26日（火） ○第２回浜田市地域保健医療専門部会 

・アンケート調査報告書（案）について 

・浜田市健康増進計画（素案）について 

平成30年（2018年） 

１月11日（木）～２月９日（金） 
○パブリックコメント 

２月１日（木） ○第３回浜田市保健医療福祉協議会 

・浜田市健康増進計画（素案）について 

２月13日（火） ○第4回浜田市健康増進計画に係る実務者検討会 

 ・目標値の再検討、今後の進め方 

２月15日（木） ○第４回浜田市保健医療福祉協議会 

・浜田市健康増進計画（素案）の修正案について 

※「浜田市健康増進計画」に関連する部分のみ 
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６ 保健医療福祉協議会 

（１）浜田市保健医療福祉協議会規則 

平成17年12月22日 

規則第241号 

(趣旨) 

第1条 この規則は、浜田市附属機関設置条例(平成17年浜田市条例第18号)第3条の規定に基づき、

浜田市保健医療福祉協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定める

ものとする。 

(補欠委員の任期) 

第2条 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

(会長及び副会長) 

第3条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。 

2  会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

3  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理

する。 

(会議) 

第4条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。 

2  協議会の議事に当たり、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

(専門部会) 

第5条 協議会に、専門事項を調査審議するために専門部会を置くことができる。 

2  専門部会は、協議会から付託された事項及び保健、医療、福祉の各種計画に関する事項等につ

いて調査研究し協議会に報告する。 

3  専門部会の委員は、協議会の委員のほか、必要に応じて市長が委嘱し、又は任命する。 

4  前3条の規定は、専門部会について準用する。この場合において、「委員」とあるのは「専門部

会員」と、「協議会」とあるのは「専門部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「副会長」と

あるのは「副部会長」と読み替えるものとする。 

(関係者の出席等) 

第6条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資

料の提出を求めることができる。 

(庶務) 

第7条 協議会の庶務は地域福祉課において処理し、専門部会の庶務は関係主務課において処理する。 

(平20規則5・一部改正) 

(その他) 

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が会議に諮り定める。 
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附 則 

(施行期日) 

1  この規則は、公布の日から施行する。 

(経過措置) 

2  この規則の施行の日後又は委員の任期満了後最初に開かれる協議会の会議は、第4条第1項の規

定にかかわらず、市長が招集するものとする。 

附 則(平成20年4月1日規則第5号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

【参考】 

浜田市附属機関設置条例（浜田市保健医療福祉協議会部分の抜粋） 

1 担任事項 

市長の諮問に応じ、高齢者保健福祉計画、障害者福祉計画、健康増進計画、地域福祉計画、次

世代育成支援計画等の策定及びその計画に基づく事業の実施に関する重要な事項を調査審議する

こと。 

市長が行う事業の推進状況について審議し、市長に建議すること。 

2 委員等の定数 

識見者2人以内 

医療関係団体代表5人以内 

福祉関係団体代表6人以内 

関係行政機関代表3人以内 

学校教育関係代表2人以内 

その他市長が特に必要と認める者5人以内 

3 委員等の任期：2年。ただし、再任を妨げない。 

4 会議の定足数：委員の半数以上 

5 表決の方法：出席委員の過半数 
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（２）浜田市保健医療福祉協議会委員名簿 

関係団体 職名等 氏名 備考 

浜田市医師会 会長 齋 藤 寛 治  

浜田市社会福祉協議会 会長 大 谷 克 雄  

島根県立大学 教授 川 中 淳 子  

リハビリテーションカレッジ島根 学校長 吉 村 安 郎  

那賀郡医師会 会長 寺 井   勇  

浜田歯科医師会 会長 竹 原 茂 央  

浜田薬剤師会 顧問 川 神 裕 司  

浜田医療センター 院長 石 黒 眞 吾  

浜田市民生児童委員協議会 会長 木 村 豪 成  

浜田市保育連盟 会長 山 口 記 由  

浜田市手をつなぐ育成会 会長 室 崎 富 恵  

浜田市高齢者クラブ連合会 事務局長 舩 附 克 己  

浜田保健所 所長 竹 内 俊 介  

浜田警察署 署長 永 瀨 英 昭  

浜田児童相談所 所長 山 本 尚 樹  

浜田市校長会 会長 牛 尾 聖 次  

浜田自治区地域協議会 委員 山 下 秀 子  

金城自治区地域協議会 副会長 岩 田 博 子  

旭自治区地域協議会 委員 馬 場 真由美  

弥栄自治区地域協議会 委員 小笠原 詞 子  

三隅自治区地域協議会 委員 長 尾 百 合  
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（３）地域保健医療専門部会 委員名簿  

関係団体 職名等 氏名 備考 

浜田地域産業保健センター 保健師 亀谷 みゆき   

浜田地区歯科衛生士会 副会長 喜多下 妙子   

浜田市医師会 会長 齋藤 寛治 部会長 

島根県浜田保健所 健康増進課長 杉谷 亮   

浜田歯科医師会 会長 竹原 茂央   

那賀郡医師会 会長 寺井 勇   

子育て支援センター 
子育て支援 

コーディネーター 
中村 たづる   

浜田薬剤師会 会長 永田 博幸   

旭自治区地域協議会 委員 馬場 真由美   

浜田自治区地域協議会 委員 肥塚 由美子   

金城自治区地域協議会 委員 古城 護   

浜田市民生児童委員協議会 長浜地区会長 盆子原 孝雄   

浜田市公民館連絡協議会 波佐公民館長 槇田 浪子   

三隅自治区地域協議会 委員 三浦 和成   

浜田市社会福祉協議会 地域福祉課長 三浦 聖二   

弥栄自治区地域協議会 委員 三浦 寿紀   

浜田市食生活改善推進協議会 会長 宮本 美保子 副部会長 

浜田地区栄養士会 会長 森下 和子   
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浜田市食育推進キャラクター 
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