
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長門市 

健幸ながと２１推進計画 【 概 要 版 】 
（第３次長門市健康増進計画・第３次長門市食育推進計画） 

計画期間：２０１９年４月～２０２４年３月 

 

生涯「健幸」なまち ながと 

イメージキャラクター「さっちー」 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民一人ひとりが心豊かにいきいきと暮らしていくためには、単に長寿であるだけでなく、よ

り健康で生きがいをもち、自立して生活できる期間（健康寿命）を伸ばしていくことが重要とな

っています。 

 本計画は、本市の現状を踏まえ、「第 3 次長門市健康増進計画」と「第 3 次長門市食育推進計

画」を一体的に策定したものです。今後は、この計画に基づき、市民一人ひとりが主体的に健康

づくりを実践できるよう、関係機関と連携を強化し、まちぐるみで健幸づくりを推進し、“生涯

健幸で元気なまちづくり”を目指します。 

市民総参加による健幸づくりに向けた機運の醸成 

☆ラジオ体操の普及による健康意識の向上 
 誰でも取り組みやすい「ラジオ体操」をきっかけに、地域、職域を 

通じて、子どもから高齢者まで市民総参加で健康づくりを推進します。 

取組方針１ 

☆地域・企業・団体と協働した健康づくりの推進  

 健康情報を発信し、地域組織や健幸サポーター等を通じて

広く周知します。また、職場や団体における健康づくりを支

援します。 

☆健幸なまち長門の周知 

イメージキャラクターによる「健幸」なまちの周知や地域

や企業の健康づくり活動の広報を行います。 

● 基本目標Ⅰ 心身の健康づくりによる健康寿命の延伸 

生涯「健幸」なまち ながと 

イメージキャラクター「さっちー」 

●重点的な取組 ●長門市の健康課題 

●計画策定の趣旨 

① 青壮年期を中心とした取組の強化 

② 特定健診・がん検診の受診率向上 

③ 高齢者の肺炎予防と介護予防の取組 

④ 企業等との連携による職場での取組

の推進、市民協働による健康づくり支

援の実施 

☆ 男女ともに平均寿命、健康寿命が県平均に比べて短い。 

☆ 県に比べ、男女ともに肺炎による死亡比が高い。 

☆ 特定健康診査受診率、がん検診受診率が低い。 

☆ 介護が必要になった原因として、男性では糖尿病、脳

卒中等の疾患による原因が多く、女性では骨折・転倒、

関節の疾患などの原因が多い。 

☆ ライフステージごとに健康意識や取組状況に差があ

り、青壮年期は健康意識が低い。 

☆男女ともに平均寿命、健康寿命が県平均に比べ短い 

☆県に比べ、男女ともに肺炎による死亡比が高い 

☆特定健康診査受診率、がん検診受診率が低い 

☆介護が必要になった原因として、男性では糖尿病、

脳卒中等の疾患が多く、女性では骨折・転倒、関節

の疾患などが多い 

☆ライフステージごとに健康意識や取組状況に差が

あり、青壮年期は健康意識が低い 



 生活習慣病予防と重症化予防 

次世代の健康づくり  

高齢者の健康づくり 
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住環境 

個人・家庭の取組 地域・関係機関の取組 市の取組 

・家族で早寝・早起き・朝ごはん、生活リズムを大切にします。 

・1日 3食、主食・主菜・副菜のそろった食事を心がけます。 

・減塩・野菜 1日 350ｇ以上の摂取を心がけます。 

・就寝 2時間前は食事をしないようにします。 

・適正体重を維持します。 

・毎日プラス 10分身体を動かすことに取り組みます。 

・買い物や通勤を利用して歩くことを心がけます。 

・週 2回以上、1日 30分以上の運動習慣を持つことを目指します。 

・ラジオ体操、ウォーキング等の運動習慣を身に付けます。 

・各教室や地域の集まり、イベントに積極的に参加します。 

・心の健康づくりに関心を持ち、自分なりのストレス解消法を身

に付けます。 

・睡眠による休養を十分取ります。 

・悩みを抱え込まず、家族や友人、相談窓口に相談します。 

・正しい歯磨きの方法を身に付け、毎食後と寝る前の歯磨きを実

践します。 

・ゆっくり、よく噛んで食べます。 

・口腔体操を実施し、誤嚥を防ぎます。 

・歯科健診を定期的に受け、健康な歯を守ります。 

・たばこの害について学びます。 

・禁煙・分煙を心がけます。 

・家族は禁煙実施者が禁煙を継続実施できるよう励まします。 

・アルコールの害について理解します。 

・日本酒 1合の適正飲酒を心がけ。週 2日の休肝日を持ちます。 

・暖房は、健康と環境のため、室温 17～22℃に保ちます。 

・脱衣所や浴室、トイレ等を温かく保ち、ヒートショックを防ぎ

ます。 

・室内の整理整頓、手すりの設置、段差解消等の工夫で転倒を予

防します。 

・家庭への食育を啓発します。 

・食育講座、料理教室を開催し、あらゆる世代が参加しやすい環

境づくりに努めます。 

・減塩やエネルギーに配慮したメニュー提供、食品表示を実施し

ます。 

・ラジオ体操、ウォーキング、スポーツを通して交流します。 

・幼児期、学童期から遊びやスポーツ等を通じて、積極的に体を

動かす機会を持ち、運動を楽しめるよう教育や指導に努めます。 

・事業所は、健康づくりの一環として従業員に運動や身体活動の

増加を推進します。 

・挨拶などの声かけと見守りを行います。 

・世代間で交流する機会を作り、地域のつながりを強めます。 

・学校や職場でこころの健康づくりに取組み、相談しやすい環境

づくりに努めます。 

・保育園、幼稚園、学校で、歯の健康づくりを指導し、正しい歯

磨き方法を実践します。 

・職域、団体で歯と口腔の健康づくりを推進します。 

・定期的な歯科健診の受診を勧めます。 

・地域や事業所で、禁煙・分煙活動を推進します。 

・学校は、たばこに関する教育を行います。 

・妊婦・未成年者がたばこを吸わない環境づくりを勧めます。 

・アルコールの害や適正飲酒について情報を提供します。 

・飲酒を無理に勧めない環境をつくります。 

 

・住環境が健康に与える影響について周知を行います。 

・ヒートショックの防止等、市民が健康で安心して暮らせる健幸 

 住宅を普及します。 

 

・各年代に応じた栄養バランス・食生活に関する啓発を行います。 

・若い世代が健康的な食習慣を確立するための機会を提供します。 

・メタボリックシンドローム予防に関する指導の充実を図ります。 

・食生活改善推進協議会の育成支援を行います。 

・ラジオ体操や百歳体操等の普及啓発を行います。 

・ウォーキングを推進します。 

・運動、スポーツを推進する地域ボランティアを育成します。 

・気軽に運動やスポーツができる場・機会を提供します。 

・こころの健康・睡眠による休養、自殺対策に関する普及啓発を行

います。 

・相談支援の充実を図ります。 

・ゲートキーパー養成講座を開催します。 

・社会参加を促進します。 

・歯と口腔の健康管理、予防についての普及啓発を行います。 

・むし歯予防・歯周病予防方法の普及啓発を行います。 

・歯科健康診査受診機会の提供を行います。 

・口腔ケアを推進します。 

・たばこの正しい知識の普及啓発、禁煙支援を行います。 

・受動喫煙防止の取り組みを行います。 

・アルコールの正しい知識の啓発を行います。 

・住環境が健康に与える影響について周知を行います。 

・住環境の向上及びヒートショックの防止等、市民が健康で安心し

て暮らせる健幸住宅を普及します。 

 

取組方針２ 

取組方針３  

取組方針４     

取組方針５ 

① 生活習慣病予防に関する普及啓発を実施します。 

② がん検診・特定健康診査による早期発見及び生活習慣病の予防を推進します。 

③ 特定健康診査後の保健指導の徹底、治療中断者への受診勧奨により重症化予防を図ります。 

① 妊娠・出産・育児に関する正しい知識の普及を図ります。 ③妊娠期から子育て期までの切れ目ない相談・支援の充実を図ります。 

② 健康診査や予防接種等の保健対策を推進します。     ④子どもの望ましい生活習慣の形成に取り組みます。 

① 健康づくり、慢性疾患等の予防の取り組みを支援します。 ④ 認知症予防を推進します。 

② 介護予防、フレイルの防止に取り組みます。       ⑤ 生きがい・地域活動等社会参加を推進します。 

③ 肺炎予防を推進します。     



 

食体験を通じて「ながとの食の恵み」を味わい健やかでこころ豊かな人づくり 

① 若い世代を中心とした共食の推進 

② 多様な暮らしに対応した食育の推進 

③ 食への関心と理解の促進 

④ 食の循環を意識した食育の推進 

⑤ 地域、世代間交流による、伝統的な食文化や郷土料理の継承 

「ながとの恵み」を育て、広める取組による元気な地域づくり 

① 新鮮で旬の食材を積極的に活用した地産地消を推進 

② 給食での地産地消の推進 

③ 食関連イベントで地域の活性化を図り、元気な地域を作ります 

 

 

ヘルスプロモーションの観点から考える健幸なまちづくり 

（個人を取り巻く環境を改善し、「豊かな人生」や「生活の質の向上」につなげるよう、 

「健康を支援する環境づくり」に取り組みます。） 

① 市民協働による健康づくりの推進 

② 家庭・地域・学校・職場等と連携した個人の健康づくり支援 

③ 市役所各課の連携による健幸づくりの推進 

 

 

  

取組方針１ 

●基本目標Ⅱ  食育による健やかでこころ豊かな人づくり、地域づくり

取組方針２ 

＜個人家庭の取組＞ 
・早寝、早起き朝ごはんを実践する。 

・家族そろって楽しくおいしく食事をする。 

・食事作りや後片付けなどの手伝いを積極的に行なう。 

・食事のあいさつやマナーを身に付けるとともに、食への感謝の気持ちを持つ。 

・伝統的な食文化や郷土料理を伝承する。 

・新鮮で旬の地元食材を積極的に活用する。 

・地元食材を利用した体験学習やイベントに積極的に参加する。 

＜食に関わる事業所・団体・農林漁業者・地域など＞ 
・食を通じた交流の機会を通じ、食の楽しさや感謝の心を育てる。 

・食体験（栽培・収穫・加工・調理等）を通じ、食習慣の形成や食に携わる人々への

感謝の心を育てる。 

・地域、世代間交流を行い、伝統的な食文化や郷土料理を伝承する。 

・食品ロスの削減等環境に配慮した食育について周知する。 

・食関連イベントで地場産物の需要拡大、地域の活性化と交流を図り、元気な地域を

つくる。 

具体的取組内容 

●基本目標Ⅲ 健康づくりを支え合う環境づくり 

取組方針１ 

＜保育園・学校・行政の取組＞ 
・「ながと食の日」の周知と、食育に関する普及啓発。 

・家庭で望ましい食習慣の確立を推進する。 

・生産者や地域と連携し、食に携わる人々への感謝の気持ちや食の大切さを実感できる環境づ

くりに取り組む。 

・食関連イベントや体験交流を通じ、長門の食の発信や販路拡大を目指す。 

 



 

   

 

「健幸ながと２１推進計画」の推進については、庁内関係部局で構成する「ながと健幸百寿プロ

ジェクト」を設置し、関係各課の横断体制により推進します。また、関係する組織・団体・有識者

等から構成される「健幸ながと２１推進協議会」「食育推進会議」を、健康づくり・食育等に関する

部会と位置付け、さらに「自殺対策推進会議」を体制に盛り込みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ながと健幸百寿プロジェクト 

 

 

 

推進本部 専門会議 

プロジェクトチーム 

健康・未病・住まいの対策 

 
自殺対策推進会議 健幸ながと 21 推進協議会 食育推進会議 

医療・介護対策 高齢者雇用推進 

栄養・食生活 

歯・口腔 

教育・子育て関係 

保育園・幼稚園、小・中学校、

高等学校等 

公民館・社会教育関係組織

（生涯教育） 

市民 
職域 

商工会議所 

各企業・事業所 

関係団体 

医師会・歯科医師会 

薬剤師会・看護協会等 

食関連団体・農林水産関連

団体等 

身体活動 

運動 

こころ・たばこ 

アルコール 

住環境 

長門市における計画の推進体制及び連携体制 

地域組織 

自治会・子ども会・婦人会 

老人グラブ・民生児童委員会 

母推・食推・体育協会 

スポーツ推進委員等 



 

健康づくり推進に対す

る満足度 

 

 

 

４０％ 

主食・主菜・副菜がそ

ろった食事を 1 日 2 回

以上摂取している割合 

     

 

   ５０％ 

運動習慣を持つ人の割

合（1 日 30 分の運動を

週 2 回以上実施） 

 

     男性５０％ 

     女性４０％ 

1 日平均歩数 7,000 歩

以上の人の割合 

 

 

       ３０％ 

ストレス解消が出来て

いる人の割合 

 

    

        

５５％ 

睡眠による休養が十分

にとれている人の割合 

 

 

 

       ５５％ 

年に 1 回歯科健康診査

を受ける人の割合 

 

 

 

       ６０％ 

自分の歯が 20 本以上

ある人の割合 

 

 

   60 歳代６０％ 

   70 歳代４０％ 

喫煙率 

 

 

 

男性２０％以下 

女性 ２％以下 

妊婦 ０％ 

一日の適正飲酒を知っ

ている人の割合 

 

       

 

７０％ 

ヒートショックの健康

被害について知ってい

る人の割合 

 

  

９０％ 

各種がん検診受診率 

 

 

 

アンケート結果５０％ 

市検診実績 ３０％ 

特定健康診査受診率 

 

 

 

アンケート結果６５％ 

市検診実績４０％ 

運動やスポーツを習慣

的にしている子どもの

割合（週 3 日以上） 

 

     男子７０％ 

     女子５０％ 

地域でお互い助け合っ

て生活していると思う

人の割合 

 

 

       ７０％ 

夕食を家族と一緒に食

べる「共食」の割合 

 

 

 

小中学生１００％ 

評価指標と２０２３年度目標値 

日本酒 1 合 

（１８０ｍｌ） 

健幸ながと２１推進計画 
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