
子どもを安心して産み育てる環境づくりや、すべての市民が生涯を通じて心身ともに健康で、
高齢になっても障がいがあってもいきいきと暮らせる地域社会の実現に努めます。

基本目標
健康寿命（日常生活で支援や介護を要しない自立して生活できる期間）の延伸

５つの行動指針
①「良いこといっぱい たばこ０(ゼロ)本」 ②「毎日プラス １皿の野菜」
③「おいしく減塩 １日マイナス２ｇ」 ④「歯みがき(寝る前) プラス５分」
⑤「毎日運動 プラス１０分」

平成３０年度 平成３５（令和５）年度（ ２０１８年度 ２０２３年度）

今後の健康づくり施策の一層の促進に活用するため、計画期間の中間年にあたる令和３年度に、
設定目標の達成状況を評価し、課題把握や今後の取り組みを検討するため、中間評価を行います。

中間評価の基礎資料として、市民の健康意識についての現状を把握することを目的に、計画策定
時と同様のアンケート調査を令和２年度に実施しました。
計画に掲げている指標と目標値について、計画策定時の基準値と直近の現状値を比較することに
よって、達成状況を評価します。
中間評価により明らかになった現状と課題をふまえ、基本目標の達成に向け、施策の見直しなど、
今後の方向性を示します。

中間評価の方法

８つの分野別課題
１栄養・食生活 ２歯・口腔の健康 ３身体活動・運動 ４喫煙 ５健診の受診率向上
６こころの健康対策 ７すべての市民に対する健康支援 ８無関心層へのアプローチ

個人、家庭、地域、職場、団体、行政での取り組み

計画期間

基本理念

目的

方法

出典 福井県健康政策課

不健康な期間介護を必要とする期間
県内９市で第１位をめざします

介護を必要とする期間

介護を必要とする期間

介護を必要とする期間
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分野 基準値
（H28年度調査）

中間値
（R2年度調査）

目標値
（R5年度）

評価

小学（男） 6.6% 10.6% 6.0% ×
小学（女） 5.3% 8.1% 5.0% ×
中学（男） 6.9% 12.2% 5.5% ×
中学（女） 7.0% 8.1% 6.5% ×

90.6% 86.6% 91.0% ×
25.2% 17.9% 15.0% 〇
10.1%

（H30年度調査）

10.4%
（H30年度調査）

18.8% 18.7% 15.0% △
53.3% 41.7% 45.0% ◎
51.5% 38.7% 45.0% ◎
8.2% 12.3% 12.0% ◎
10.1%

（H30年度調査）

10.7%
（H30年度調査）

母 8.5% 5.7% 4.0% 〇
父 42.4% 35.1% 20.0% △

9.7%
（H30年度調査）

74歳以下 38.1% 38.7% 37.0% ×
75歳以上 73.1% 70.5% 73.0% ◎
74歳以下 0.4% 0.4% 0.4% ×
75歳以上 0.5% 0.4% 0.4% △

30.2%

（R1年度法定報告）

42.7%
（R1年度法定報告）

こころ 17.9 18.3 11.0 ×

×

△

31.0%

38.9%

健診

人工透析者率

生活習慣病保有者率

自殺率

国保特定健診

特定保健指導

60.0%

60.0%

△

×

×

×

×

栄養・
食生活

60.0%

60.0%

8.9% 60.0%行動指針（たばこ０本）を知っている割合

9.0%

9.9%

喫煙

運動 行動指針（運動＋１０分）を知っている割合

行動指針（歯みがき＋５分）を知っている割合

歯・
口腔

育児中の保護者の喫煙率

60.0%

60.0%10.6%

10.5%

中学生の適正体重者率
みそ汁の塩分測定で濃い味の人の割合

肥満傾向にある児童生徒の割合

むし歯のある６歳の割合
むし歯のある中学１年生の割合
節目歯科健診受診率

むし歯のある３歳の割合

項目

行動指針（減塩－２ｇ）を知っている割合

行動指針（＋１皿の野菜）を知っている割合

各分野別課題の目標項目の達成状況

（中間値－基準値）
（目標値－基準値）

【進捗度の計算方法】

進捗度 評価基準
◎ 達成 進捗率１００以上
〇 順調に改善 進捗率５０ ９９
△ やや改善 進捗率１ ４９
× 横ばい・悪化 進捗率０以下

×１００

肥満傾向にある
子どもの割合が
増えています。

生活習慣病が
増えています。

健診受診率が
低迷しています。
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健康意識についてのアンケート調査結果
【喫煙習慣について】
現在たばこを吸っている人の割合 １２．５％ ⇒ １１．２％
【禁煙の動機の有無】
禁煙したいと思う人の割合 ３２．９％⇒４２．３％
【禁煙外来治療への関心の有無】
禁煙外来治療に関心がある人の割合 ２７．５％⇒２８．８％

【野菜＋１皿の実施状況】
野菜＋１皿を実践している人の割合 ３９．４％⇒４４．３％

【減塩－２ｇの実施状況】
減塩－２ｇを実践している人の割合 ４２．８％⇒４４．３％

【１回あたりの歯みがきの時間】
５分以上歯をみがく人の割合 ９．５％⇒１１．７％
【１年に１回以上の歯の定期検診の受診の有無】
歯の定期検診を受けている人の割合 ２９．３％⇒３３．７％
（男性より女性の方が受けている人が多い。３０代が最も少ない。）

【運動やスポーツを実施する頻度】
運動やスポーツをしない人の割合 ４２．７％⇒４４．９％
運動やスポーツをほぼ毎日する人の割合 １４．３％⇒１６．２％

減少

増加

増加

増加

男性より女性が多く実践

実践している人が多いのは３０代、
５０代以上（とくに６０代）
実践していない人が多いのは２０代
で５２．３％

増加

実践している人が多いのは３０代以上
（とくに６０代）
実践していない人が多いのは２０代で
５８％

増加

増加

増加

増加

運動しない人は
４０代が最も多く、
運動しない割合が
５７．３％

スポーツ庁の調査でも、
３０代後半 ４０代の
体力が低下傾向

男性より女性が多く実践

６０代以上は、
運動していると回答
する人が多い

2018年 2020年

2018年 2020年

2018年 2020年

2018年 2020年

2018年 2020年
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今後の方向性

栄養・食生活
●肥満傾向にある児童生徒の割合が増えていること
から、小中学生とその親世代への食生活改善を重点
的に取り組む。学校や保育園での食育を推進する。
●早食いは満腹感を感じる前に食べ過ぎてしまい、
肥満になりやすいため、子どものうちからよく噛ん
でゆっくり食べることを習慣化するよう推進する。
●行動指針（減塩１日－２ｇ、毎日＋１皿の野菜）
を知っている人の割合が少ないことから、まずは行
動指針の普及啓発に取り組み、実践につなげていく。
●2020年に厚生労働省の「日本人の食事摂取基準」
が改訂され、塩分摂取目標値が男女とも0.5ｇ減り、
男性7.5ｇ未満、女性6.5ｇ未満になったことから、
より一層の減塩対策の推進が必要。
●食生活の利便性や簡易性が優先されがちであるた
め、バランスのとれた１食分の提案、一日の野菜摂
取量、塩分摂取量の目安を目に見える形で発信して
いく。
●企業の食堂でのカロリー・塩分・バランス表示や
食生活改善の情報発信に取り組み、実践につなげて
いく。
●食生活改善推進員による講習会開催やレシピ配信。

運動
●行動指針（毎日運動＋１０分）を知っている人の
割合が少ないことから、まずは行動指針の普及啓発
に取り組み、実践につなげていく。
●運動やスポーツをしない人の割合が増加しており、
特に子育てや仕事で忙しい３０ ４０歳代で運動し
ない人が多いため、体育館無料開放日や子どもと一
緒に楽しめるスポーツイベ
ントを増やし、それをきっ
かけに運動習慣を継続して
いけるよう周知していく。
●事業所等においても、健
康経営を推進する中で、従
業員の運動習慣を支援する。
●正しいラジオ体操の普及
啓発に取り組む。
●運動普及推進員がフレイル予防の体操など年代
別に効果的な運動方法を発信する。

歯・口腔
●行動指針（歯みがき（寝る前）＋５分）を知って
いる人の割合が少ないことから、まずは行動指針の
普及啓発に取り組み、実践につなげていく。
●むし歯のある子どもの割合
は減ってきているが、中学生
になると歯科受診が少なくな
るため、学校での予防教育を
歯科医等と協力して行う。
●歯周病のリスク、定期歯科
健診の重要性について、情報
発信する。
●事業所等においても、歯み
がきができる環境整備を行う。

喫煙
●行動指針（良いこといっぱいたばこ０本）を知っ
ている人の割合が少ないことから、まずは行動指針
の普及啓発に取り組み、実践につなげていく。
●禁煙外来を利用しやすいようにＰＲしていく。
●学校教育で、たばこの害
について伝えていく。子ど
もから親へのリスクの発信。
●事業所等においても、健
康経営を推進する中で、従
業員の禁煙を支援していく。
（禁煙デー、喫煙所の定員
制限や時間制限）
より一層の受動喫煙防止対
策の推進が必要。

健診
●越前市国民健康保険特定健診受診率は約３０％と
低迷が続いているため、早期発見・早期治療のため
にも健診の重要性をさらに普及啓発していく。
●わかりやすい健診の案内や、休日に健診を実施す
る等、受診しやすい体制の充実を図る。
●生活習慣病保有者率は増加、人工透析者率も増加
傾向で、越前市は国や全国の同規模自治体と比較し
て、糖尿病治療にかかる医療費が多いことから、自
覚症状の出にくい生活習慣病予防にはまずは健診受
診が重要であることをさらに普及啓発していく。
●事業所等において、社会保険から国民健康保険に
切り替わっても健診受診を促していく。
●地域ぐるみで受診率を高めるよう取り組む。

中間評価の結果を受け、今後２年間でさらに関係機関・団体等と連携し取組強化を図っていきます。
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