
第４章：計画の推進



１ 推進目標

「すこやかみさと」をより実効性のあるものとし、客観的な評価を実施していくため、市民のか

たを対象に実施した「三郷市健康増進計画策定のための健康づくりに関するアンケート」及び

既存の調査データの中から、特に重点的に施策を推進すべき事項について、計画終了年度ま

での市民全体の健康に関する指標と目標を設定します。

１―１ 「たべる」に関わる指標と目標

分野 指標
現状値 目標

（平成28 年度）平成 23年度

1
栄養・

食生活
家族や友だちなど誰かと一緒に食事をとる人の割合 68.7% 増加

2
栄養・

食生活

健康維持のための栄養バランスを

知っている人の割合

男性 54.2%
増加

女性 77.2%

3
栄養・

食生活
朝食を欠食する人の割合

小学５年生 6.7％（※１） 減少

中学１年生 10.0％（※２） 減少

男性 20歳代 30.9% 減少

男性 30歳代 36.1% 減少

4
栄養・

食生活

外食や食品を購入する時に、栄養

成分表示を参考にして選ぶ人の割

合

男性 24.4%
増加

女性 46.7%

5 アルコール
多量（１日日本酒３合相当以上）に

飲酒する人の割合

男性 19.5% 減少

女性 5.7% 減少
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１―２ 「うごく」に関わる指標と目標

分野 指標
現状値 目標

（平成 28年度）平成 23 年度

1
身体活動・

運動

日頃から、健康の維持・増進のた

めに意識的にからだを動かすなど

の運動を心がけている人の割合

男性 61.4%
増加

女性 57.9%

2
身体活動・

運動

週１回以上運動を行っている人の

割合

男性 35.7%
増加

女性 33.8%

3
身体活動・

運動

週３回以上運動を行っている人の

割合

男性 17.2%
増加

女性 14.1%

１－３ 「なごむ」に関わる指標と目標

分野 指標
現状値 目標

（平成28 年度）平成 23年度

1
休養・

こころ

最近１か月以内でストレスを感じたことがある人の割

合
83.1% 減少

2
休養・

こころ
睡眠による休養を十分に取れていない人の割合 22.2% 減少

3
休養・

こころ
生きがいをもって生活している人の割合 76.7% 増加

4
休養・

こころ
過去３年の平均自殺者数 30人（※3） 減少
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１－４ 「まもる」に関わる指標と目標

分野 指標
現状値 目標

（平成 28年度）平成 23年度

1 健康管理

中学１年生 肥満の人の割合

（日比式による標準体重の 20%以上）
10.2%（※４） 減少

20歳代女性 やせの人の割合（ＢＭＩ※が 18.5 未満） 16.9% 減少

20～64 歳男性 肥満の人の割合（ＢＭＩが 25 以上） 26.9% 減少

40～64 歳女性 肥満の人の割合（ＢＭＩが 25 以上） 15.5% 減少

2 健康管理
自分の適正体重を認識し、体重コ

ントロールを実践する人の割合

男性 49.1%
増加

女性 54.6%

3 健康管理 現在の自分の状態が健康だと思う人の割合 80.0% 増加

4 健康管理 この１年間の健康診査受診者の割合 64.2% 増加

5 健康管理 がん検診の受診率

胃がん 15.3%（※３） 増加

子宮がん 14.8%（※３） 増加

乳がん 21.1%（※３） 増加

肺がん 17.5%（※３） 増加

大腸がん 16.9%（※３） 増加

6 健康管理
乳幼児健康診査受診率

(４か月・９か月・１歳８か月・３歳６か月児健診)
90.9％（※３） 増加

7 歯

３歳児の一人平均う歯数 1.01 本（※５） 減少

12歳児のう歯数

一人平均DMFT（永久歯の処置・未処置・喪失）
0.94 本（※６） 減少

8 歯 ３歳６か月児健診でのう歯罹患率 26.4％（※５） 減少

9 歯 ３歳６か月児健診でのフッ化物塗布実施率 70.4％（※３） 増加

10 歯 55～64 歳で 24 歯以上、自分の歯を有する人の割合 60.9% 増加

※ＢＭＩ＝体格指数（Body Mass Index）：体重（㎏）÷身長（m）÷身長（m）
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分野 指標
現状値 目標

（平成 28年度）平成 23 年度

11 たばこ

中学生の喫煙経験率 3.8%（※７） 減少

高校生の喫煙経験率 12.5%（※７） 減少

成人の喫煙している人の割合
男性 44.2%

減少
女性 18.7%

12 たばこ
喫煙による発生の危険性がある疾

病の認知度

肺がん 93.2% 増加

喘息 47.7% 増加

気管支炎 56.4% 増加

心臓病 37.5% 増加

脳卒中 43.5% 増加

胃潰瘍 14.7% 増加

妊娠に関連した

異常
66.2% 増加

歯周病 32.0% 増加

13 事故予防 人身事故発生件数 881 件（※８） 減少

14 事故予防 子ども・老人の交通事故発生件数 202 件（※８） 減少

15 事故予防 救急出場件数 5,914 件（※９） 減少

☆現状値の出典は以下のとおりです。

※以外は平成23 年度三郷市健康増進計画策定のための健康づくりに関するアンケート調査に基づく

※１ 平成 23年度朝ごはんアンケート〔小学５年生〕（三郷市）

※２ 平成 23年度朝食アンケート〔中学１年生〕（三郷市）

※３ 平成22 年度保健年報（三郷市）

（過去３年の平均自殺者数については平成20 年度～平成 22年度保健年報）

※４ 平成 22年度中学１年生総合健診結果（三郷市）

※５ 平成 22年度母子保健医療推進事業報告書（三郷市）

※６ 平成 22年度学校歯科保健状況調査（三郷市）

※７ 平成 18年度埼玉青少年の意識と行動調査

※８ 平成 23年版みさと統計書

※９ 平成 22年消防年報（三郷市）

☆未成年者の喫煙についての評価は県または国の同様の調査結果をもって評価しました。
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２ 推進体制

２－１ 市民、地域、企業、行政の協働による計画の推進体制

健康づくり活動のしくみづくりに向けては、担い手である市民、地域、企業、行政がそれぞれ

の役割と責任を自覚し、主体的に取組むことが最も重要です。

このため、市民、地域、企業、行政の自主的な活動を様々な手法で促進し、それらを有機的

に結び合わせながら、「参加から参画へ」・「共同から協働へ」とそれぞれが相互に自立し、対

等な関係で互いの役割を果たせるような体制づくりを段階的に進めていきます。

さらにこれらを、総合的に推進していく市民主体の「健康づくり推進母体」を中心に、健康に

関する意識を全市的に高めるなど、市民活動としての健康なまちづくりを進めます。

図表４-１ 推進体制

健康推進課

参加 共同

協働参画

保健所

自治会町会

組織

店舗

ＮＰＯ 学校

市個人

団体

個々の取組み 個々の取組み

協力連携

健康づくり推進母体

健康づくりをすすめる会

in みさと
グループ

サークル

県

国

企業

総合的な取組み
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２－２ それぞれの役割

（1）市民一人ひとりの役割

①「自分の健康は自分でまもる」という観点から、自分自身の健康管理に関心を持ち、正しい

知識を身につけ、積極的な健康づくりを実践することが必要です。

②具体的な取組みとして、自分にできる目標を立て、チャレンジすることが求められています。

一人ひとりが異なった取組みを行うことで、自分にあったペースや内容を選択し「十人十色

の健康づくり」をめざします。

③親が自らの健康づくりを進めながら、子どもに正しい生活習慣を伝えることが必要です。

④家族の団らんやコミュニケーションを通して、やすらぎのある家庭環境づくりに努めることが

必要です。

⑤地域・職場・学校等で実施する健康づくり活動に積極的に参加することが必要です。

（2）地域の役割

①地域は、日常生活を営むうえでの基盤であり、地域全体で一人ひとりの健康づくりを支援す

る役割は重要です。

②町会や自治会、各種団体などによって、地域の人々が身近に参加できる場所で、多様な文

化活動、スポーツ、レクリエーション活動が提供されることは、地域における健康づくり活動

の推進に重要な役割を果たします。その中で、地域住民が互いに健康に関する情報を共

有し、それぞれの健康づくりの取組みを支援し合う関係づくりが求められています。

③町会、自治会等や健康づくり団体などが、地域に存在する様々なグループと連携・協力し、

さらに地域の健康づくりの担い手として、それぞれの目的に合わせた活動を今後も展開す

ることで、健康づくりの推進に関して大きな力を発揮することが求められます。

（3）企業・職場の役割

①企業・職場において健康づくりの意識を啓発し、従業員の心身の健康づくりに向けた取組

みを支援する体制の整備に努めることが必要です。

②企業も地域の一員として、町会・自治会等や行政と連携を図りながら、健康づくり活動に取

組むことも大切です。

（4）行政の役割

①行政は、市民の健康づくりの様々なサービスを提供する担い手であり、「すこやかみさと」を

推進する一主体として、積極的に健康づくり活動を展開する役割を担っています。

②関係者・関係機関・団体等と一体となって、市民を主体とする健康づくり活動を推進してい

きます。

③健康に関する情報を市民に周知するとともに、各地域や団体等の取組みを把握し、市民と

協働で計画を進捗管理・評価していきます。
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２－３ 計画の進行管理

「すこやかみさと」の進行管理にあたっては、ＰＤＣＡ（Plan・Do・Check・Action）サイクル※を

採用し、「三郷市健康推進協議会」・「三郷市健康増進計画推進会議」・「すこやかみさと健康

づくりネットワーク会議」を評価の場として位置づけます。また、適宜市民に情報を公開し、市

民・地域・企業・行政などから幅広い意見を求めます。

具体的には、市民や推進母体、関係団体・機関からの代表者による「すこやかみさと健康づ

くりネットワーク会議」を開催し、健康づくりに関する意見を互いに出し合い、今後の健康づくり

活動のあり方を検討する機会をつくります。また、市関係課においては、「三郷市健康増進計

画推進会議」の中で実績を評価し、翌年以降に向けての推進施策等を検討します。さらに、こ

れらの評価結果を「三郷市健康推進協議会」に報告・審議します。そこで検討された新たな課

題やニーズを関係機関や団体等にフィードバックし、健康づくり推進のための継続的なネットワ

ークを構築していきます。

なお、計画の最終年度である平成 28 年度には、市民アンケートを実施し、期間中の取組み

を客観的に評価・分析し、「すこやかみさと」の総合的な見直しを行います。

※計画の進行管理における PDCA サイクルとは、それぞれ、業務計画の作成「立案」（Plan）、計画にそ

った「実行」（Do）、実践の結果を目標と比べる「評価」（Check）、発見された改善すべき点を是正する

「見直し」（Action）の 4 つの段階からなっており、これを繰り返すことで、段階的に業務効率を向上さ

せていく手法をいいます。
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図表４-２ ＰＤＣＡサイクルPlan（立案）

「すこやかみさと」
推進に向けての具体
的な施策、取組みの
設定

Do（実行）

様々な資源を有効に
活用した各主体にお
ける事業の実施

Check（評価）

進行管理による検証
と評価、５年後にお
ける目標達成状況の
評価

三郷市健康推進協議会

事務局：健康推進課

すこやかみさと

健康づくりネットワーク会議
三郷市健康増進計画推進会議

（市関係課）

総務課人権推進室/企画調整課/財務課/
国保年金課/健康推進課/シルバー元気
塾推進課/市民活動支援課/生活ふくし課
/長寿いきがい課/障がい福祉課/子ども
支援課/すこやか課/ふくし総合相談室/ク
リーンライフ課/産業振興課/みどり公園
課/学務課/指導課/生涯学習課/スポー
ツ推進課 他

グループ

自治会

町会

組織

店舗

ＮＰＯ サークル

個人 団体

企業

健康づくりを

すすめる会

ｉｎ

みさと

Action（見直し）

市民の目からみた目
標、具体的な取組み
の見直し
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