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第３章 これまでの取組の総括 

 

計画の前半期間に当たる、平成 26（2014）年度から平成 29（2017）年度までの取組に

ついて、分野別の主な実施状況及び提案事業の実績、今後の課題等について整理します。 

 

１ 分野別実施状況（主な取組） 

 

（１）栄養・食生活 （２）食育 

参加・参画 

による取組 

・【提案１】健康応援団長 朝パッ君の取組として、イオン広島府中店クッ

キングステーションにおいて、朝ごはん教室や減塩大作戦を実施しました。

おすすめのメニューについて、チラシの配布や試食による啓発を行いまし

た。 

・【提案２】元気配達人“まちの先生が行く”の取組として、「お好み体験

班」「おむすび体験活動」が保育所・小学校等へ出向き、食を入口として「生

きる力や知恵を身につけてほしい」という思いをもって活動しました。「お

好み体験班」の活動開始からの累計体験者は 5,067 人（平成 30（2018）年

3 月末）となっています。「お好み体験班」は平成 29（2017）年度広島県

食育推進功労者表彰を受賞しました。「おむすび体験活動」の活動開始から

の累計体験者は 2,858 人（平成 30（2018）年 3 月末）となっています。 

・【提案４】健康マイレージ制度において、未就学児、小学生の目標を「毎

日朝ご飯を食べる」に設定し、取組を行いました。 

行政による 

取組 

・【離乳食教室】乳幼児期からの健康的な食習慣の確立を目指し、離乳食教

室を実施しています。離乳食初期・中期・後期の食材の形態を体験できる内

容の試食に変更し、歯と口腔の状態に併せて離乳食の形態を準備すること

を、保護者に理解できるよう内容を充実させました。 

・食生活改善推進員協議会の養成講座を行いました（平成 27（2015）年度、

平成 29（2017）年度に実施）。 

 

（３）歯と口腔の健康 

参加・参画 

による取組 

・【提案１】健康応援団長 朝パッ君の取組として、チラシ「かむ・COME

歯ッピー！！」の作成、掲示、配布及び噛む噛むレシピの試食を行いました。 

・【提案４】健康マイレージ制度において、小学生は「歯みがきを２回以上

する」、未就学の子は「寝る前に歯みがきをする」という目標を設定し、取

組を行いました。 

行政による 

取組 

・節目年齢歯科健康診査、妊婦歯科健康診査、障害者歯科健康診査を実施し

ました。 

・歯と口の健康週間の広報による周知や、乳幼児から大人まで歯の大切さを

学ぶ健康教育事業を実施しました。 
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（４）身体活動・運動の推進 

参加・参画 

による取組 

・【提案１】健康応援団長 朝パッ君の取組として、朝パッ君体操をつくり

ました。子どもから大人まで誰でもできるよう簡単な内容とし、よく知って

いる歌に合わせて体操ができるように考案しました。いつでも取り組めるよ

うＤＶＤの配布を行いました。 

・【提案２】元気配達人“まちの先生が行く”の取組として、「ハッピーの

輪」が、住民を対象として、健康マイレージ制度や朝パッ君体操の普及を内

容に盛り込んだ寸劇を実施しました。 

行政による 

取組 

・【ふらっとウォーキング事業】当町では、広島県と連携して策定した「ふ

らっとウォーキングモデル地区整備事業整備計画」に基づき、ウォーキング

環境の整備を行っています。この整備計画を生かし、平成 28（2016）年度、

住民のウォーキング機会の創出と安全で効果的なウォーキングの継続実施

を目指して、「府中町ふらっとウォーキングイベント」を実施しました（平

成 28（2016）年度参加者述べ人数 86 人）。平成 29（2017）年度は、坂

道の多い府中町で足腰の負担を軽減するウォーキングの手法の１つとして、

ポールを使用したウォーキングの普及啓発を行うことで、ウォーキングの

きっかけをつくることを目的に、府中町ふらっとウォーキング事業「ポール

でアクティブにウォーキング」を実施しました（平成 29（2017）年度参加

者述べ人数 61 人）。 

・運動普及推進協議会の養成講座を行いました。その中で健康づくり講演会

「名医に学ぶ！ウォーキングの効果」を行いました。 

・プール活用健康づくり事業（ベビー、介護予防、フリーコース）を行いま

した。 

 

（５）生活習慣病予防 

参加・参画 

による取組 

・【提案１】健康応援団長 朝パッ君の取組として、マツダスタジアムにお

ける「がん検診」啓発に、朝パッ君の着ぐるみが参加し、普及・啓発を行い

ました。 

・【提案４】健康マイレージ制度の取組として、自分の生活を振り返り健康

づくり目標を設定し、生活習慣病予防の取組が行えるよう啓発しました。制

度開始から年々参加人数が増加しています（平成 29（2017）年度参加者延

べ人数 17,319 人、実人数 8,049 人）。 

行政による 

取組 

・特定健康診査、人間ドッグ（国保、後期高齢者医療被保険者）、がん検診、

特定保健指導、糖尿病性腎症重症化予防事業、女性の一般健診等を行いまし

た。 
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（６）たばこ 

参加・参画 

による取組 

・【提案１】健康応援団長 朝パッ君の取組として、たばこ対策について意

見交換を行いました。 

行政による 

取組 

・のぼり旗を作成し、朝パッ君ネットワークへ配布しました。 

・禁煙週間の広報周知を行いました。 

・母子健康手帳交付時、妊婦に対し喫煙者本人・家族の禁煙についての相談

を行いました。 

 

（７）アルコール 

参加・参画 

による取組 
・特になし 

行政による 

取組 

・アルコールと健康に関する講演会を実施し、「体質に合ったお酒の楽しみ

方」について学ぶ機会を提供しました（平成 26（2014）年度参加者 89 人）。 

 

【アルコール講演会】 
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（８）こころの病気・認知症予防 

参加・参画 

による取組 

・【提案２】元気配達人“まちの先生が行く”の取組として、小・中学校に

おいて「椿と民話グループ」が民話や昔話を行い、先達の知恵から学び、生

きていく中で大切なことを考える教育を行いました。 

・【提案３】思いやりが育まれる交流空間の取組として「元気創造くらぶ」

の世代間交流において、人と人がふれあいながら健康づくりを展開していく

空間（イベント）づくりを行いました。「元気創造くらぶ」は、平成 29（2017）

年度広島県公衆衛生大会において、健康増進栄養関係功労（団体）表彰を受

賞しました。住民の健康意識の高揚、生活習慣の改善及び健康づくり事業を

推進し、その功績が顕著であることが認められました。 

行政による 

取組 

・自殺予防講演会・こころの健康相談の開催、精神障害者家族会への支援、

認知症予防セミナー、認知症予防オレンジサロン事業を行いました。 

 

（９）ふれあい・生きがいづくり 

参加・参画 

による取組 

・【提案２】元気配達人“まちの先生が行く”、【提案３】思いやりが育ま

れる交流空間の取組として、小学生と地域住民（ＰＴＡや地域団体）との異

世代交流など、人と人がふれあい、交流できる機会をつくりました（平成

29（2017）年度参加人数 670 人、制度開始からの累計参加人数 2,858 人）。 

行政による 

取組 

・夢を育てる講演会を実施し、子どもが志を持って努力することや、それを

支える家族や仲間の大切さを知ることについて、考える機会を提供しました

（平成 29（2017）年度参加者 173 人）。 



24 

 

２ 朝パッ君ネットワーク会議の実績 

行政や関係機関・関係団体等（朝パッ君ネットワーク）と密接に連携を図り、住民の参

加・参画により協働し、住民を主体とした健康づくりを推進してきました。団体の数は 67

団体から 71 団体に増えましたが、より一層増やしていくための工夫が必要です。また、

このネットワークで必要な情報や課題を共有し、更なる健康づくり・食育を推進していく

ために会議で話し合ったり、考えたりする場を設けました。 

健康づくりや食育の推進に当たっては、地域とのつながりを構築し、支え合いや助け合

いができる地域づくりが求められます。地域のつながりと健康との関連も報告され、地域

のつながりの強化は健康づくりに貢献すると考えられています。 

国の健康日本２１（第２次）においても、基本的な方針に「健康を支え、守るための社

会環境の整備」が打ち出され、一人ひとりが主体的に社会参加をしながら支え合い、地域

の人とのつながりを深めるとともに、地域の団体等の多様な主体が、自主的に健康づくり

に取り組むことの重要性や、住民が楽しく主体性を発揮できる健康づくりの場が必要であ

ることが示されています。地域の活動（ソーシャルキャピタル）の向上が健康課題の解決

には重要であるとも言われています。 

朝パッ君ネットワークの活動が、こうした健康づくりの場として広がり、つながりを深

めていけることが必要です。 

 

【朝パッ君ネットワーク会議】 

平成 26（2014） 

年度 

【第１回】63 人出席、健康応援団長朝パッ君任命式、第２次府中町健康

増進計画・食育推進計画について 

平成 27（2015） 

年度 

【第１回】66 人出席、講演：「協働ですすめる健康づくりとは」、講師：

県立広島大学保健福祉学部看護学科 准教授 水馬 朋子さん 

【第２回】57 人出席、活動報告、意見交換「他機関等と連携した活動に

ついて」、朝パッ君ネットワーク登録団体より情報提供 

平成 28（2016） 

年度 

【第１回】62 人出席、講演：「ハート（心）をつかむ健康・食情報の魅

せ方＋伝え方」、講師：元 NHK「ためしてガッテン」専任ディレクター 

北折 一さん 

【第２回】64 人出席、講演：「人とのつながりと健康」、講師：東京大

学大学院医学系研究科 准教授 近藤 尚己さん 

【第３回】54 人出席、活動報告、意見交換「連携・啓発を一歩進めるた

めに」、朝パッ君ネットワーク登録団体より情報提供 

平成 29（2017） 

年度 

【第１回】54 人出席、講演：「ガッテン流！！相手に伝わる効果的な PR

方法」、講師：元 NHK「ためしてガッテン」専任ディレクター 北折  一

さん 

【第２回】45 人出席、講演：「大人が変われば子どもが変わる」健康な

まちづくり～自分のできることから～」、講師：健康デザイン研究所 

代表 山崎 勇三さん 
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朝パッ君ネットワークの参加者数は、平成 29（2017）年度で 55,371 人となっており、

近年は増加で推移しています。 

朝パッ君ネットワーク登録団体数は、近年は横ばいで推移しており、平成 29（2017）年

度は 71 団体が登録しています。 

 

【朝パッ君ネットワークの参加者推移】 
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資料：府中町健康推進課調べ 

 

 

【朝パッ君ネットワーク登録団体の推移】 
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協働で進める健康づくり・食育について学ぶため、視察研修や企画づくりの学習を行い

ました。 

 

【まちづくり講座】 

平成 26（2014） 

年度 

発見！体験！ほっとけん！あなたが創る元気なまちづくり講座 

【第１回】24 人出席、講義「自分の健康を振り返ってみよう！～あなた

が創る元気なまち～」、講師：ミーティングファシリテーター 青木 将

幸さん 

【第２回】49 人出席、視察交流会：「自分が主役のまちづくりをやって

いる所へ行ってみよう」、交流先：まちづくり市民グループ『可部カ

ラスの会』 

【第３回】15 人出席、講義「みんなが元気・やる気になる話し合いのコ

ツ」、講師：ミーティングファシリテーター 青木 将幸さん 

【第４回】16 人出席、講義「府中町オリジナルの朝パッ君体操普及作

戦！！」、講師：ミーティングファシリテーター 青木 将幸さん 

【第５回】24 人出席、講義「府中町オリジナルの朝パッ君体操普及作

戦！！」、講師：県立広島大学 教授 中瀬古 哲さん、協力：ピッコロ

ゴード保育園年長児 

平成 27（2015） 

年度 

健康づくりの学習会 

【第１回】37 人出席、講義：「健康づくり活動の企画とは」、講師：NPO

法人 これからの学びネットワーク ディレクター 河野 宏樹さん 

【第２回】32 人出席、講義：「健康づくり活動の企画とは」、講師：NPO

法人 これからの学びネットワーク ディレクター 河野 宏樹さん 

【視察交流会】15 人出席、竹原市食育プロジェクトとの交流会 
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第２次府中町健康増進計画・食育推進計画（朝パッ君プラン）の趣旨に賛同し、朝パッ

君ネットワークに登録した団体は、住民や各種関係団体の参加・参画のもと協働し、健康

なまちづくり、食育を推進しています。 

 

朝パッ君ネットワーク団体による活動実績（活動報告書より一部抜粋） 

保育所・幼稚園等 

昆布授業 

たばこが及ぼす身体への影響（学校薬剤師による職員向け研修） 

野菜の種植え、栽培、収穫、実食 

園祭り「朝パッ君と遊ぼう」コーナー（食育クイズ、体操） 

学校 

お米づくり体験 

しめ縄づくり体験 

薬物に関する授業 

図書館 朝パッ君 かむ・COME 歯ッピー展示 

公民館 
公開医療講座「がんサロンとは」「外来がん治療への薬剤師支援について」 

元気になれる！トレーニング＆ストレッチ講座 

地域 

ふれあいウォーキング 

がん健診受診勧奨、たばこの害について 府中つばき祭りにて啓発 

食育指導 郷土料理「煮ごめ、もぐりめし、からしなます」 

生涯骨太クッキング 

認知症セミナー 

チャレンジスポーツ隊 
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【朝パッ君ネットワーク登録団体(登録者)一覧】 

個人 個人登録者 ６名  

保育所・ 

認定こども園・ 

幼稚園 

府中ひかり保育園 

地域 

交流空間「元気創造くらぶ」  第二府中ひかり保育園 

まちの先生「椿と民話グループ」  若竹保育園 

まちの先生「ハッピーの輪」  金剛保育園 

まちの先生「お好み体験班」  ピッコロゴード保育園 

府中町社会福祉協議会  認定こども園つばめ 

府中町地域包括支援センター  こばと幼稚園 

府中町北部町内会連合会  府中ひかり幼稚園 

府中町南部町内会連合会  府中南幼稚園 

府中町老人クラブ連合会  桃山幼稚園 

府中町公衆衛生推進協議会  りゅうせん幼稚園 

府中町食生活改善推進員協議会  

学校 

府中小学校 

府中町運動普及推進協議会  府中南小学校 

府中町婦人会  府中中央小学校 

府中町女性会  府中東小学校 

府中町シルバー人材センター  府中北小学校 

府中町ボランティア協議会  府中中学校 

（ビデオグループ）  府中緑ケ丘中学校 

椿 食を楽しむ会  安芸府中高等学校 

府中小学校 PTA  

保健・医療 

関係者 

府中町医師会 

府中南小学校 PTA  府中町歯科医師会 

府中中央小学校 PTA  マツダ株式会社健康推進センター 

府中東小学校 PTA  広島県歯科衛生士会安芸地区会 

府中北小学校 PTA  

食品関連業者・ 

農業関係者 

イオンリテール株式会社イオン 

府中中学校 PTA  スタイル広島府中店 

府中緑ケ丘中学校 PTA  府中町商工会 

府中町学校栄養士会  広島市農業協同組合府中支店 

呉娑々宇スポーツクラブ  府中町農業会議 

児童センターバンビーズ  

行政 

福祉課 

鹿籠郵便局  子育て支援課 

   高齢介護課 

   保険年金課 

   環境課 

   職員課 

   学校教育課 

   図書館 

   府中公民館 

   府中南公民館 

    事務局：健康推進課 
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３ 提案事業の実績及び今後の課題 

（１）提案事業１ 健康応援団長 朝パッ君 

個人が健康・食育に関する情報に対して関心がなければ、そのメッセージは素通りして

しまいます。誰にでも親しみを持ってもらえるキャラクターは、存在そのものが興味関心

を引き、伝えたいメッセージを印象付けるには最適であると考え、食育キャラクターで

あった朝パッ君を健康応援団長に任命し、活躍してもらいました。平成 29（2017）年度に

実施した住民を対象とした「健康づくりに関する調査（アンケート）」では、26.9％の人

が朝パッ君を知っていると回答しています。今後、健康づくり・食育への取組を推進する

とともに、より一層、朝パッ君の周知に力を入れていく必要があります。 

 

平成 26（2014） 

年度 

・朝パッ君の朝ごはん教室（イオン広島府中店のクッキ

ングステーションで開催、チラシ 1,118 枚配布、試食

1,010 食、アンケート 624 枚回収） 

・朝パッ君の啓発グッズ作成（朝パッ君データＣＤ配布、

のぼり旗配布、パペット人形の配布、啓発パネル作成、

車用マグネットシート作成、ビニール袋作成） 

・朝パッ君コーナーの設置（９月～３月まで図書館内に

健康・食育に関するチラシ、パンフレットを設置） 

・朝パッ君（着ぐるみ）貸出（３回） 

・朝パッ君体操（県立広島大学の先生と考案し作成した

体操）、ＤＶＤ作成・配布 

・マツダスタジアムでのがん検診啓発（９月 11 日がん検

診啓発イベントへ参加） 

 

 

 

【栄養】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【運動】 

【生活習慣病】 

平成 27（2015） 

年度 

・朝パッ君の減塩大作戦（イオン広島府中店のクッキン

グステーションで開催、チラシ 234 枚配布、試食 280

食） 

・朝パッ君の写真撮影会（58 組の参加） 

・朝パッ君パペットの配布（13 団体） 

・朝パッ君（着ぐるみ）貸出（２回） 

・朝パッ君データ、のぼり旗、パペット、マグネットシー

ル、ビニール袋配布による啓発 

【栄養】 

 

 
【朝パッ君 健康応援団長に任命】 【朝パッ君の朝ごはん教室】 



30 

 

平成 28（2016） 

年度 

・噛む噛むレシピで歯の健康（イオン広島府中のクッキ

ングステーションで開催、チラシ 200 枚配布、試食 150

食、アンケート 112 枚回収） 

・ハート（心）をつかむ朝パッ君啓発（会議４回開催、

キャッチフレーズ考案、ポスター作成 1,131 枚配布、

チラシ作成 33 枚配布、図書館等へポスター掲示、カレ

ンダー作成全戸配布、アンサー企画「おむすびの募集

58 作品応募あり」「応募作品の啓発活用」 

・朝パッ君（着ぐるみ）貸出（４回） 

 

 

【歯と口腔】 

【栄養・食育】 

平成 29（2017） 

年度 

・ハートをつかむ朝パッ君啓発 禁煙対策（会議２回開

催、のぼり旗を作成） 

・朝パッ君（着ぐるみ）貸出（６回） 

・おむすびの応募作品の啓発活用 

【たばこ】 

 

 

【栄養・食育】 
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（２）提案事業２ 元気配達人“まちの先生が行く” 

健康や食に関する知恵や技術を持った地域の人材の宝が、まちの先生として、保育所や

幼稚園、認定こども園、学校などで知恵の伝承や技術を発揮した時、大きな相乗効果が生

まれます。健康や食を入口に、地域の人と子どもが育ち合う仕組みをつくりました。子ど

もは、異なる世代とのふれあいにより、新たな気付きや学びを得ることや、体験を増やし

生きる力を得ます。地域の人は、子どもとのふれあいにより元気をもらい生きがいとなり

ます。とても大きな反響があり、毎年繰り返し続く企画となりました。平成 29（2017）年

度には、元気配達人“まちの先生が行く”の「お好み体験班」が、広島県食育推進功労者

表彰を受賞しました。食育の推進に特に功労のあった者を表彰し、その功績をたたえるも

のです。 

もう一つ食育の取り組みとして、町内の米生産者や広島市農業協同組合府中支店の協力

により府中町産米や広島菜漬を使用し、米作りの話を聞き、地域の人と一緒に作って食事

をする体験等の取り組みを小学校でのおむすび体験活動で実施しました。 

また、「ハッピーの輪」は、“歯とお口”や“たばこ”などの健康をテーマに寸劇や体

操を通して、地域にわかりやすく伝えました。 

今後も引き続き地域の人と子どもが育ち合う仕組みとして続けていくことが求められ

ています。今後は、テーマを広げ、子どもや地域の人が興味を引く内容を考えていく必要

があります。 

具体的に進める上では、企画づくり、企画発表、評価までを住民、各種団体、行政が協

働で行い、住民が楽しく主体性を発揮できる健康づくりの場をつくっていくことが大切で

す。さらにその企画づくりの過程において、健康・食育の課題解決につながる活動である

か、工夫点はないか等、企画についての質疑、意見交換を行う場を設定し、企画の精度を

高める視点をもちながら展開することも重要です。 

また、当町の豊かな自然や伝統・文化の中で、人と人との“絆”、地域や関係機関の“つ

ながり”、それを支える“人づくり”を大切にし、住民一人ひとりが主役となる健康づく

りを推進していくことも大切です。 
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 こころ、 

ふれあい 

運動・生活習慣病、 

ふれあい 

栄養・食育、 

ふれあい 

栄養・食育、 

ふれあい 

 ・椿と民話グルー

プ 
・ハッピーの輪 ・お好み体験班 

・おむすび体験

活動 

平成 26（2014） 

年度 

・小・中学校へ出

前講座を 15 回

開催、843 人参

加 

・寸劇のシナリ

オづくり 
 

・町内５小学校

で開催、485

人参加 

平成 27（2015） 

年度 

・小・中学校へ出

前講座を 16 回

開催、1,263 人

参加 

・寸劇出前８回

上演（健康マ

イ レ ー ジ 制

度）（朝パッ

君体操）、141

人参加 

 

・町内５小学校

で開催、422

人参加 

平成 28（2016） 

年度 

・小・中学校へ出

前講座を 15 回

開催、861 人参

加、 

・布絵本づくり 

・寸劇出前６回

上演（健康マ

イ レ ー ジ 制

度）（朝パッ

君体操）、96

人参加 

・啓発ちらし配

布 30 人参加 

・出前講座を開

催２回、63 人

参加 

・町内５小学校

で開催、459

人参加 

平成 29（2017） 

年度 

・小・中学校へ出

前講座を 14 回

開催、602 人参

加 

・布絵本づくり 

・寸劇出前４回

上演（健康マ

イ レ ー ジ 制

度）（血液サ

ラサラ体操）、

80 人参加 

・出前講座を開

催等７回、249

人参加 

・町内５小学校

で開催、670

人参加 

 

 

 

 

【椿と民話グループ】 

広島県食育推進功労者表彰

（食生活等分野）

【ハッピーの輪】 【お好み体験班】 
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（３）提案事業３ 思いやりが育まれる交流空間 

世代間交流ができ、健康づくりや食育をテーマとした内容が展開され、そこにいるだけ

で元気になる空間があれば、ふれあいのある顔の見える地域づくりが実現できる、という

考え方に基づき企画しました。 

「元気創造くらぶ」が活動しましたが、活動拠点がないことなどから年間行事を取り入

れることや、定例で交流できる空間をつくることが困難でした。しかし、活動内容につい

ては、長年活動を継続し、当町の公衆衛生活動に優秀な成果をあげたことが認められ、県

知事表彰を受賞しました。 

平成 29（2017）年度に実施した「健康づくりに関する調査（アンケート）」では、町内

（地域）とのつながりの強さについて、『強い方だと思う』（「強い方だと思う」と「ど

ちらかといえば強い方だと思う」を合計した割合）の回答が 23.5％、『弱い方だと思う』

（「弱い方だと思う」と「どちらかといえば弱い方だと思う」を合計した割合）が 75.1％

となっています。 

【町内（地域）とのつながりの強さ】 

4.4 

5.9 

19.1 

22.8 

30.5 

32.3 

44.6 

36.8 

1.4 

2.2 

凡例（％）

平成29（2017）年度調査

（N=1,329）
平成24（2012）年度調査

（N=1,267）

強い方

だと思う

どちらかと

いえば強い

方だと思う

どちらかと

いえば弱い

方だと思う

弱い方

だと思う

無回答

 

 

地域の活動力（ソーシャルキャピタル）の向上が健康課題の解決には重要であると言わ

れています。公衆衛生の分野でソーシャルキャピタルが注目されるようになり、日本でも

行われた調査※１では、行政及び社会福祉協議会の担当者からみて、住民相互のつながりが

強いと感じている市町村では、平均寿命が長く、悪性新生物の標準化死亡比（ＳＭＲ）が

低いなどの結果が出ています。 

その他にも ソーシャルキャピタルが高い地域では、犯罪が少ないことや災害対応力が

強いことなども明らかになっています※２。当町においてもこのソーシャルキャピタルを醸

成していくことが必要です。 
 

※１ 尾島俊之:ソーシャルキャピタルと地域保健、保健師ジャーナル、VOL.67 NO2 2011 

※２ 内閣府国民生活局市民活動推進課:平成 14 年度「ソーシャルキャピタル豊かな人間関係と市民生活の好循環を

求めて」 

 

 

 

【元気創造くらぶ】 

【公衆衛生活動に優秀な成果をあげた地

区組織等の知事表彰（元気創造くらぶ）】
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 ふれあい・こころ・運動 

 元気創造くらぶ 

平成 26（2014） 
年度 

「来て！見て！楽しみん祭」を２回開催、191 人参加 

平成 27（2015） 
年度 

「来て！見て！楽しみん祭」を２回開催、192 人参加 

平成 28（2016） 
年度 

「COMECOME お月見ワンダーランド～来て！見て！楽しみん祭～」を
１回開催、56 人参加、 

「かむ・COME・跳んでカルタ大会」を１回開催、17 人参加 

平成 29（2017） 
年度 

「折り紙であそぼう！」を１回開催、20 人参加、 
「鯉・来いカルタ大会」を１回開催、９人参加 

 

（４）提案事業４ 健康マイレージ制度 

「生活の中に無理なく健康づくりを」という視点で企画した制度です。 

運動や食事、禁煙などの目標に対し、実践した記録を町へ提出すると、取組をポイント

として集計し報奨金に換算して、地域の子どもたちのために活用する制度です。毎年参加

者が増え続けており、少しずつ興味を持つ人が増えている状況です。現在７月～９月まで

の３か月間の取組としていますが、子どもの健康づくりにおいて、幼少期からより良い生

活習慣を身に付けるきっかけとしても期待されています。平成 29（2017）年度参加人数 は

人口 52,090 人に対し、8,049 人（15.4%）の参加率となっています。より多くの参加者を

得るためにはカードでの参加に加え、スマートフォン等電子機器を活用した参加方法等を

導入するなど、参加方法が複数あるなどの参加しやすさの工夫が必要です。また、健康づ

くり事業（健診や健康講座等）の参加でのポイント付与などポイントの獲得についても工

夫が必要です。さらに、個人の取組が地域へどのようにつながっていくのか、地域で子ど

もたちを支える仕組みとして貢献度が目に見えるような工夫が必要です。 

 

 栄養・運動・生活習慣病・歯 

平成 26（2014） 

年度 
・合計ポイント 189,307 ポイント、延べ参加人数 6,800 人、（実参加人数 3,736 人） 

平成 27（2015） 

年度 
・合計ポイント 282,291 ポイント、延べ参加人数 9,877 人、（実参加人数 5,411 人） 

平成 28（2016） 

年度 
・合計ポイント 400,999 ポイント、延べ参加人数 13,948 人、（実参加人数 6,981 人） 

平成 29（2017） 

年度 
・合計ポイント 500,411 ポイント、延べ参加人数 17,319 人、（実参加人数 8,049 人） 

 
【中国新聞（平成 26（2014）年８月２日)に掲載】 
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４ 目標達成状況（中間評価） 

現行計画においては、分野別に主な指標を設定し、それぞれに目標値を掲げ、事業・施

策を推進してきました。以下に、その達成状況の中間評価結果を示します。近年の健康課

題を反映して、指標を追加・整理しています。 

 

 

指標 区分 
策定時 

（平成 24 年度） 

現状値 

（平成 29 年度） 
評価※ 

国 
（平成 29 年度） 

県 
（平成 29 年度） 

１ 食育の推進       

毎日朝食を食べる人の割合 成人 86.8% 87.0% Ａ 83.7% 

20 歳代男性

61.0% 

20 歳代女性

68.6% 

30 歳代男性

56.8% 

朝食を家族と一緒に食べる人の割

合（週４回以上） 
成人 61.5% 56.6% Ｃ -  

主食・主菜・副菜を３つ揃えて食べる

ことが１日に２回以上ある人の割合

（ほぼ毎日） 

成人 - 55.2% - 
男性 47.6% 

女性 52.7% 
60.0% 

自分の食生活を大変よい・よいとす

る人の割合 
成人 62.4% 58.3% Ｃ - - 

栄養成分の表示をいつも・ときどき参

考にしている人の割合 
成人 52.7% 51.5% Ｃ - - 

食事時間が楽しい人の割合 成人 76.0% 72.9% Ｃ - - 

ゆっくり噛んで食べている人の割合 成人 - 33.0% -  32.3% 

郷土食を大切にしている人の割合 成人 30.9% 27.7% Ｃ - - 

家族と食事をするために自分のスケ

ジュールを調整しようと思う人の割合 
成人 43.0% 50.1% Ａ - - 

外食を利用している人の割合 

（週２回以上） 
成人 - 16.9% - 15.3%  

持ち帰り弁当や総菜を利用している

人の割合（週２回以上） 
成人 - 28.5% - 14.2%  

※評価：「Ａ」改善傾向にある「Ｂ」変わらない「Ｃ」悪化している（以下同様） 
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指標 区分 
策定時 

（平成 24 年度） 

現状値 

（平成 29 年度） 
評価 

国 
（平成 29 年度） 

県 
（平成 29 年度） 

２ 健康づくり 

歯の数が全部（28 本）ある人の

割合 
 成人 39.9% 43.8% Ａ - - 

過去 1 年間に歯科健康診査を

受けたことのある人の割合 
成人 61.1% 65.8% Ａ 

34.1％ 

（H21） 
- 

歯周疾患と全身の病気が関係あ

ることを知っている人の割合 
成人 - 59.2% - 33.9% 33.3% 

歯間ブラシや糸楊枝を使う人の

割合 
 成人 57.1% 64.4% Ａ - - 

３歳児におけるう歯有病率 ３歳児 13.5% 11.7% Ａ - 13.5% 

定期的な運動をしている人の割

合 
成人 50.6% 48.5% Ｃ - 

20～64 歳男性 

21.0% 

20～64 歳女性 

12.9％ 

65 歳以上男性 

35.7％ 

65 歳以上女性 

26.9％ 

外出をよくする・ときどきする人の

割合 
成人 89.2% 87.2% Ｃ 53.6% - 

健康寿命 成人 

男性 79.5 歳 

（H22） 

男性 80.1 歳 

（H25） 
Ａ 78.72 歳 78.97 歳 

女性 83.3 歳 

（H22） 

女性 85.5 歳 

（H25） 
Ａ 83.37 歳 83.84 歳 

健康だと感じる人の割合 成人 68.4% 64.3% Ｃ - - 

BMI が標準体重の人の割合 成人 71.3% 70.0% Ｃ - - 

特定健康診査受診率 成人 28.5% 
34.4% 

（H28） 
Ａ - 45.3％ 

特定保健指導実施率 成人 11.9% 
7.5% 

（H28） 
Ｃ - 19.8% 

町のがん検診受診率※ 

胃 - 
7.5% 
（H28） 

Ａ 
8.7% 
（H28） 

7.2% 
（H28） 

肺 - 
4.3% 
（H28） 

Ｃ 
7.7% 
（H28） 

6.8% 
（H28） 

大腸 - 
7.4% 
（H28） 

Ａ 
8.8% 
（H28） 

7.5% 
（H28） 

子宮 - 
13.7% 
（H28） 

Ｃ 
16.4% 
（H28） 

16.3% 
（H28） 

乳 - 
13.3% 
（H28） 

Ａ 
18.2% 
（H28） 

15.2% 
（H28） 

メタボリックシンドロームを知って

いる人の割合 
成人 82.6% 83.9% Ａ - - 

半年以上、適切な食事、定期的

な運動、体重計測を行っている

人の割合 

成人 34.1% 34.1% Ｂ - - 

ロコモティブシンドロームを認知し

ている人の割合 
成人 -  23.5% - 

17.3% 

（H24） 
39.8% 

ふらっとウォーキングコースを

知っている人の割合 
成人 - 34.4% - - - 

※町のがん検診受診率の国及び県数値は、平成 28 年の受診率。
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指標 区分 
策定時 

（平成 24 年度） 

現状値 

（平成 29 年度） 
評価 

国 
（平成 29 年度） 

県 
（平成 29 年度） 

健康応援団長朝パッ君を知って

いる人の割合 
成人 - 26.9% - - - 

府中町健康増進計画を知ってい

る人の割合 
成人 9.9% 10.0% Ａ - - 

妊婦の喫煙率 妊婦 3.1% 0.9% Ａ 
5.0％ 

（H22） 
2.8％ 

たばこを吸った事のある人の割合 成人 39.1% 35.6% Ａ - - 

たばこの本数、期間 

100 本以

上、また

は 6 か月

以上 

82.5% 30.1% Ａ - - 

100 本未

満、また

は 6 か月

未満 

14.5% 5.5% Ａ - - 

ここ 1 か月たばこを毎日吸ってい

る人の割合 
成人 34.2% 31.5% Ａ 18.2% - 

この１か月間に受動喫煙があった

人の割合 
成人 - 

全体 71.0% 

- 

- 

- 
路上 25.7% - 

家庭 11.7% 10.7% 

飲食店 21.4% 50.1% 

たばこをやめたいと思う人の割合 成人 35.6% 29.2% Ｃ 27.9% - 

毎日お酒を飲む人の割合 成人 19.7% 22.0% Ｃ - 
男性 33.4％ 

女性 9.5％ 

1 日に 2 合以上の過剰飲酒する

人の割合 
成人 25.5% 25.3 % Ａ - - 

 

指標 区分 
策定時 

（平成 24 年度） 

現状値 

（平成 29 年度） 
評価 国 県 

３ こころの健康づくり       

ここ１か月ストレスのある人の割合 

（大いにある・多少ある） 
成人 62.4% 67.8% Ｃ - - 

睡眠で休養がとれている人の割

合 
成人 81.7% 78.8% Ｃ 

81.6% 

（H21） 
- 

自分なりのストレス解消法がある

人の割合 
成人 78.1% 74.0% Ｃ - - 

楽しみな活動や生きがいのある

活動をしている人の割合 
成人 35.7% 44.5% Ａ - - 

地域の人たちとのつながりが強い

と感じる人の割合 
成人 28.7% 23.5% Ｃ - - 
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【十分に改善を認めた主なもの】 

○食育の推進の分野では、「家族と食事をするために自分のスケジュールを調整しようと

思う人」の割合が改善しています。食を通したコミュニケーションや食事を楽しむこと

は、豊かな人間性を育むことにつながります。家族や仲間と一緒に食事をすること、い

わゆる「共食（きょうしょく）」は、食の楽しさを実感させ精神的な豊かさをもたらし

ます。この５年間、おやこの食育教室や小学校でのおむすび体験活動などの食育活動を

通して共食を推進してきました。徐々に共食の意識が広がってきていることがうかがえ

ます。 

 

○健康づくりの分野では、「妊婦の喫煙率」「たばこの本数、期間」「毎日たばこを吸っ

ている人」の割合が改善しています。喫煙の身体に及ぼす影響について広く知られるよ

うになり、禁煙する人が増えてきたことがうかがえます。この５年間、地域の健康教室

や妊婦教室で禁煙、受動喫煙についての健康教育に取り組みました。 

 

○「歯の数」「歯科健康診査を受けている人」「歯間ブラシや糸楊枝を使う人」「３歳児

におけるう歯有病率」「健康寿命」が改善しています。歯ブラシ以外の糸楊枝や歯間ブ

ラシを使うことがより良い口腔の状態を保つために有効であることの知識が浸透して

きたことがうかがえます。この５年間、妊婦や幼児期の歯の健康教室において歯ブラシ

以外の口腔清掃方法を周知してきました。徐々に歯の健康を保つための知識や情報が浸

透してきています。 

 

○こころの健康づくりの分野では、「楽しみな活動や生きがいのある活動をしている人」

の割合が改善しています。地域社会で地域活動への参加を促進することや、多様性を理

解し合える場や機会を増やすなど、様々な立場や境遇にある人が、生きがいづくりや積

極的な社会参加を通じて、地域で支えあえる関係づくりが、これからは重要です。この

５年間、朝パッ君ネットワークを中心に、健康づくりや食に関する活動を展開してきま

した。子どもたちに自分の得意なことや知恵、技術を伝承することで生きがいを得、活

動者は年々増え続けています。 
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【悪化している主なもの】 

○健康づくりの分野では、「毎日お酒を飲む人の割合」は、男性が女性を大きく上回って

おり、男女共に 40 歳代から増加しています。過度の飲酒は、消化器疾患や脳血管疾患・

がんなど多くの疾患の原因にもなるとともに、本人ばかりでなく家族や周囲にも大きな

影響を与えるので、適正な飲酒量を守ることが大切です。平成 26（2014）年度には、体

質に合ったお酒の楽しみ方についての講演会を開催し、遺伝や体質に応じた適量の飲酒

方法、病気について学ぶ機会を設け、多くの人の参加がありました。このような適正飲

酒について学ぶ機会を継続して行うとともに、今後は、今回調査で明らかとなった毎日

お酒を飲む人の割合が増加する 40 歳代以降の男性に対し、過剰飲酒の身体への影響につ

いて啓発していきます。 

 

○「町のがん検診受診率」は、県、国の平均値と比較してみると胃がん以外のがんにおい

て低くなっています。これまでにもがん検診の周知について関係団体等の協力を得て

様々な機会にちらしを配布してきましたが、今後はがん検診の周知についてより一層強

化する必要があります。特に肺がん検診受診率は県内ワースト１です。肺がんは、わが

国ではがんによる死亡原因の上位に位置するがんです。検診を受けることでがんによる

死亡リスクが減少します。今後は、周知するちらしがわかりやすく町民の目にとまるよ

うな工夫をしていくとともに、今までがん検診に無関心であった人にも接することので

きる、いわゆる不特定多数の人に啓発できる大型イベントに出向いて啓発していきます。

また、子育て中の人でもがん検診を受けやすくするための環境整備として、託児やキッ

ズスペース等を用意するなど配慮をしていきます。 

 

【（調査結果より）他の年齢層と比較して低い項目・特徴】 

20～40 歳代 
「朝食または夕食を家族と一緒に食べる人（少ない）」 

「外食を利用している人（多い）」 

「毎日朝食を食べる人（少ない）」 

「歯科健診を受けたことのある人（少ない）」 

「定期的な運動をしている人（少ない）」 

「毎日たばこを吸っている人（多い）」 

「毎日お酒を飲む人（多い）」 

「ここ１か月ストレスのある人（多い）」 

「ストレスを感じた時の相談相手がいない人（多い）」 

「睡眠で休養のとれている人（少ない）」 

「地域の人たちとのつながりが強いと感じる人（少ない）」 

50～60 歳代 
「家族と食事をするために自分のスケジュールを調整しようと思う人 

（少ない）」 

 


