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はじめに

  いつまでも心身ともに充実した生活を送るため
に、健康であることは、私たちの共通の願いであり、
社会全体の願いでもあります。 

すべての村民が、生涯を通じて健やかに暮らすためには、「自分たちの健康
は自分たちで守る」という意識を持ち、健康づくりを実践いただくことが大切
です。 

本村では、これまで平成18年に策定した葛尾村総合保健福祉計画に基づき、
健康づくりの推進に取り組んでまいりました。 

  しかし、本村は、東日本大震災に伴う原発事故により全村避難を経験し、村
民の生活環境が大きく変化したことによる、心身の健康の悪化が懸念される
状況にあります。 

本計画は、村内で生活される方、避難先で生活される方、すべての村民がど
こに住んでいても「健康で安心できる暮らし」ができるよう、国の制度改正や
社会情勢の変化、村の実情等を踏まえ、保健・医療・福祉の各種施策を推進す
るため、計画期間を令和４年度から５年間とした、葛尾村健康増進計画・食育
推進計画を一体的に策定しました。 

今後、本計画に基づき、村民の生活習慣の改善やライフステージに応じた健
康づくり対策を確りと推進してまいりますので、より一層のご理解とご協力
をお願い申し上げます。 

  結びに、計画策定に際し、貴重なご意見・ご提言を賜りました葛尾村健康づ
くり推進協議会の皆様をはじめ関係各位に対し、厚く感謝申し上げます。 

   令和４年３月

葛尾村長 篠木 弘  
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第１章 計画策定にあたって                 

第１節 計画策定の背景・目的 

わが国の平均寿命は、生活環境の改善や医学の進歩によって、世界有数の高い水準
を維持しています。一方で、生活習慣の変化や高齢化等によって、生活習慣病有病者
が増加し、介護が必要な方も増えています。あわせて、社会経済状況の変化・複雑化
等により、心身の健康を保持しにくくなっている傾向もみられており、心身ともに健
康な暮らしは、すべての国民に共通する重要な課題となっています。
国では、国民健康づくり対策が進められ、平成 12 年に「21 世紀における国民健康
づくり運動（健康日本 21）」、平成 14 年に健康増進法の制定、平成 18 年に医療制度
改革関連法の成立など、健康づくりと疾病予防を推進するための環境整備が進められ
てきました。そして、平成 25年からは健康日本 21（第一次）を見直し、健康日本 21
（第二次）に基づいて、国民の健康増進の総合的な推進が図られています。 
  福島県においては、平成 25 年 3月に「第二次健康ふくしま 21 計画」が策定されま
した。その中で「生活の質の向上」、「健康寿命の延伸」、「健康格差の縮小」の実現に
向け、生活習慣の改善により健康を増進し発病を予防する「一次予防」の推進、検診
等の実施により病気を早期発見・早期治療する「二次予防」の推進、疾病の重症化を
予防する「三次予防」の推進、さらには社会環境等の改善までを含めた、新たな健康
づくりの取組が行われています。 
  本村では、平成 18年 3 月に総合保健福祉計画を策定し、健康づくりの推進を図っ
てきましたが、平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災に起因する東京電力福島第一原
子力発電所事故により、全村避難と長期にわたる慣れない環境での避難生活を経験し
ました。平成 28 年 6 月に一部の地域を除き避難指示が解除され村民の帰村が始まり
ましたが、現在でも約 7割の方は村外で避難生活をしています。 
  このような中、葛尾村では平成 15 年 3 月に策定した「葛尾村振興計画（第四次）」
において、目標の一つとして「健康で安心できる暮らし」を掲げ、この目標に関連す
る取組を進めるにあたり、また、上記の国・県の状況を踏まえ、保健・医療・福祉の
視点に立った「葛尾村健康増進計画・食育推進計画」を策定しました。 

  本計画では、「健康に関する意識と習慣づくり」「いつまでも元気でいるための健康
づくり」「健やかな生活習慣を身につける食育の推進」を柱に施策を展開することに
より、村民の健康づくりを総合的かつ効果的に推進することを目的としています。
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第２節 計画の位置づけ 

  本計画は、健康増進法第 8条に基づく「市町村健康増進計画」と食育基本法 18 条
第 1 項に基づく「市町村食育推進計画」を一体的に策定したものです。また、「葛尾
村振興計画（第四次）」の「健康で安心できる暮らし」を基本理念におき、村民一人
ひとりそれぞれが今の暮らしの中で、生きがいをもった生活を営み、心身ともに健や
かな暮らしを実現することを目指した、健康づくりの目標とその実現のための方策を
定めるものです。 
  本計画は、国の「第二次健康日本２１」「第四次食育推進基本計画」および福島県
の「第二次健康ふくしま２１」「第三次福島県食育推進計画」と整合性を図っていま
す。また、「第四次葛尾村振興計画」を基本に、村の関連計画とも整合性を図って策
定し推進します。
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第３節 計画策定の視点 

本計画の策定にあたり、国・県の健康増進計画及び食育推進計画等を基本としなが
ら、「健康で安心できる暮らし」を推進するため、避難状況及び村内の居住状況等に
応じた計画づくりに努めました。また、ヘルスプロモーションの理念に基づき、健康
の実現は、住民一人ひとりが主体的に取り組むこと（自助）を基本に、地域全体が個
人の健康づくりを支援すること（共助）も重要と考え、計画を策定しています。 

第４節 計画期間 

本計画の期間は、令和４年度から令和８年度までの 5 年間とし、必要に応じて評
価・見直しを行います。
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第２章 現状と課題 

第１節 人口動態 

（１）人口と世帯数の推移 

村の人口は、昭和 30 年の 3,062 人（523 世帯）をピークに年々減少を続け、図
１のとおり令和４年 1 月 1 日現在では 1,335 人（475 世帯）となっています。近
年は微減傾向が続いているとともに、高齢化率が上昇しています。 

図１ 人口と世帯の推移 

出典：葛尾村住民生活課資料

人口 世帯 

震災前 (平成 23年３月１日) 1,565 人 477 世帯 

現在 (令和４年１月１日) 1,335 人 475 世帯 
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（２）村民の居住状況 

令和３年１月１日現在、避難指示解除以降 120 人が転入し、転入者は人口の 9%
です。帰村者、転入者の村内居住者は総人口の 32％、うち転入者が 25％です。村
内に定住促進住宅、地域活性化住宅等を建設し、村内産業団地での被雇用者や子
育て世代等の移住促進を図っており、今後も転入者の増加が見込まれます。 
行政区別の帰村状況を見ると、落合地区等の村の中心部に位置する地区では比

較的帰村率が高い一方、居住制限区域となっていた広谷地地区では低い状況です。 
市町村別の避難状況を見ると、復興公営住宅（恵下越団地）のある三春町を中

心に、郡山市や田村市等の県中地区に避難している住民が多い状況です。

表１ 居住地の状況（令和 3年１月 1日現在） 
帰村者 323 人

県内避難者 災害公営住宅・再建先等 875 人

県外避難者 55 人

避難指示解除以降の転入者

（転入後の出生児を含む）

村内居住 100 人

村外居住 20人

計 120 人

総計 1,373 人

出典：葛尾村住民生活課資料

表２ 行政区別帰村状況（令和 3年 1月 1日現在） 
行政区 住民数 居住者数 （再掲）帰村者 帰村率

落合 281人 142人 74 人 35.4%

夏湯 29人 7人 7人 24.1%

大放 75人 14 人 13 人 17.8%

岩角 55人 10 人 10 人 18.2%

大笹 119 人 27 人 23 人 20.4%

野川 222 人 73 人 69 人 32.5%

上野川 163人 47 人 42 人 26.8%

上葛尾 110人 34 人 30 人 28.8%

下葛尾 157人 63 人 50 人 35.0%

広谷地 65 人 6人 5人 8.1%

野行 97人 0人 0人 0.0%

合計 1,373 人 423人 323人 27.9%

出典：葛尾村住民生活課資料
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表３ 住民の避難状況（令和３年１月１日現在） 
市町村名 人数 市町村名 人数 

１ 三春町 340人 11 平田村 6 人

２ 郡山市 251人 12 相馬市 4 人

３ 田村市 163人 13 二本松市 3 人

４ いわき市 28 人 14 西郷村 3 人

５ 福島市 16 人 15 大玉村 2 人

６ 本宮市 16 人 16 矢吹町 2 人

７ 須賀川市 15 人 17 会津坂下町 1 人

８ 南相馬市 12 人 18 石川町 1 人

９ 会津若松市 6 人 県外 55 人

10 川俣町 6 人 避難者合計 930 人

出典：葛尾村住民生活課資料

（３）出生と死亡 

年度による変動が大きいものの、出生数は 10 名前後、死亡数は 25 名前後で推
移しています。 
主要死因は、全国、県と同様に悪性新生物が最も多く、心疾患、老衰、脳血管
疾患の順になっています。

 図２ 出生と死亡 

出典：葛尾村住民生活課資料
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表４ 主要死因・死亡率（死亡率：人口 10万対） 

（４）お達者度 

本村の「お達者度」は表５のとおり、男女ともに短くなっている傾向にありま
す。 

     表 5 

出典：福島県健康づくり推進課資料（※参考値） 

死因 全国 福島県 葛尾村*

全死因 1,116.2 1,365.6 1,476.7

悪性新生物 304.2 340.4 303.6

心疾患 

（高血圧性を除く）
167.9 218.5 289.8

老衰 98.5 134.3 151.8

脳血管疾患 86.1 122.0 138.0

肺炎 77.2 86.7 138.0

不慮の事故 31.7 48.3 41.4

出典：全国・福島県 令和元年厚生労働省人口動態概数
葛尾村 平成 27年度～令和元年度の平均 

お達者度 
65 歳を過ぎて要介護度２以上にならず、健康に過ごせる期間を算出し

た健康寿命の指標。人口が少ない（12,000 人以下）地域は参考値として公
表しています。
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平成25年
（2013年）

平成28年
（2016年）

令和元年
（2019年）

65歳時の平均余命 21.51 21.23 20.86

お達者度 19.16 18.77 18.01

不健康な期間の平均 2.35 2.46 2.85

65歳時の平均余命 25.43 25.46 24.13

お達者度 21.51 20.69 19.10

不健康な期間の平均 3.92 4.77 5.03

男性

女性



第２節 健診・検診の受診状況 

（１）特定健診・総合健診の状況 

本村では震災後、集団健診の会場を２か所に分け、村内及び復興公営住宅のある
三春町でそれぞれ実施していますが、特定健診の受診率は平成 26 年度まで減少傾
向にあり、その後は横ばいです。年代別の受診状況では、40 歳代・50 歳代の受診
率が低い状況です。
今後、一度も受診したことがない方への対応や、個別健診の導入など受診しやす

い体制の検討が必要です。 

図３ 葛尾村特定健康診査の受診状況

出典：葛尾村住民生活課資料

表６ 特定健康診査（年代別受診状況）

出典：令和 2年度葛尾村活動報告 
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男 女 計
40~49歳 38 人 6 人 7 人 13 人 34.2%
50~59歳 49 人 3 人 13 人 16 人 32.7%
60~69歳 132 人 24 人 26 人 50 人 37.9%
70~79歳 101 人 26 人 23 人 49 人 48.5%
合計 320 人 59 人 69 人 128 人 40.0%

対象者
受診者 年代別

受診率



特定健診と総合健診の結果を見ると、特に糖判定区分の異常者の割合が増加して
います。喫煙状況は、男性の喫煙率が高く、特に 20 代、30 代、40代後半で 5割以
上です。特定健診の結果では、メタボリックシンドローム該当者が増加しており、
県に比べ高くなっています。 

図８ 現在習慣的に喫煙している者の割合 

出典：令和元年度県民健康管理調査結果

図７ 脂質判定区分の推移 

図４ 肥満判定区分の推移 図５ 血圧判定区分の推移 

図６ 糖判定区分の推移

出典：葛尾村住民生活課資料
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表７ メタボリックシンドローム該当者割合

出典：福島県国民保険団体連合会 DATALAND

生活習慣病のリスクが高い対象者が生活習慣を改善し生活習慣病の発症予防を
図るため、特定保健指導を実施しています。特定保健指導の対象者は、特定健診を
受けた者のうち 2割弱で推移しています。

表８ 特定保健指導実施状況

出典：葛尾村住民生活課資料

（２）各種がん検診の状況 

各種がん検診の受診率は、肺がん、胃がん、大腸がん検診で減少傾向にあります。 

図９ 各種がん検診の受診率の推移 

出典：葛尾村総合健診受診結果 
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年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
葛尾村 24.6% 24.6% 24.6% 24.2%
福島県 17.3% 17.3% 18.1% 18.4%
全国 14.8% 15.1% 15.5% 15.9%

対象者 該当率 実施者 実施率 対象者 該当率 実施者 実施率
積極的支援 7人 5.5% 6人 85.7% 5人 3.9% 5人 100.0%
動機付け支援 16人 12.6% 14人 87.5% 13人 10.2% 11人 84.6%

計 23人 18.1% 20人 87.0% 18人 14.1% 16人 88.9%

令和元年度 令和２年度



第3節 医療費の状況

総医療費、一人当たり医療費はともに増加しています。特に生活習慣病による受診率、
一人当たりの医療費は県に比べると高い状況になっています。一人あたりの医療費の金
額では、令和２年度は「その他消化器系疾患」、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄
想性障害」、「糖尿病」、「その他の悪性新生物〈腫瘍〉」の順に多く、受診件数では、「そ
の他の消化器系疾患」、「高血圧性疾患」、「症状、特徴及び異常臨床所見で他に分類され
ないもの」、「糖尿病」の順でした。 

 図 10 国保加入者の受診率・一人当たりの費用額 

出典：葛尾村住民生活課資料
※受診率＝レセプト件数/国保加入者数 で算出。 
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第４節 要介護・要支援の認定状況

介護の状況は、震災前と比べて大きく変わりました。介護を必要とする方は、震災
前に比べて約 1.4 倍、認定率は約 1.3 倍に増えています。新規介護認定者の割合を介
護度別に見ると、要介護１～２で認定になる割合が多い状況です。

表９ 要介護・要支援認定の状況

出典：葛尾村住民生活課資料

図 11 要介護度別の新規認定者及び認定率 

出典：葛尾村住民生活課資料

【参考資料】要介護度別にみた介護が必要となった主な原因の上位 3位（全国） 
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平成22年(震災前) 令和3年4月1日時点 比較
高齢者人口 508人 536人 約1.1倍
認定者数 100人 135人 約1.4倍
認定率 19.6% 24.7% 約1.3倍



  本村では令和元年度より、介護認定を受けていない 65 歳以上の高齢者を対象に介
護予防のための基本チェックリストによる要介護予備軍のスクリーニングを行い、生
活機能の低下が心配される方に対し、個別に介護予防支援を行っています。 
  令和３年度の結果を見ると、フォローが必要な方（要介護予備軍）は回答者の半数
以上にあたりました。該当するリスク項目は高い順に、「認知機能の低下」、「うつ傾
向」、「運動機能低下」、「口腔機能低下」となっています。 
個別訪問等から、運動量の減少や交流の機会の減少による身体機能の低下がみられ
ていることが分かりました。リスクのある方に対しては、介護予防事業と連携して個
別のフォローをし、高齢者が介護を受けずに地域で自立して暮らしていくため健康レ
ベルの維持・向上につなげていくことが必要です。 
また、村外に避難している高齢者もいることから、避難先の事業を利用できるよう
な支援も必要になります。

 表 10 介護予防のための基本チェックリストの実施状況 
令和元年度 令和２年度 令和３年度 

対象者 366 人 393 人 413 人
回答数 136 人 329 人 310 人
回答率 37.2％ 83.7％ 75.1％
フォローが必要な人数 96 人 183 人 158 人
フォローが必要な者の割合 70.6％ 55.6％ 51.0％
出典：葛尾村住民生活課資料

表 11 介護予防のための基本チェックリスト 要フォロー該当状況 

出典：葛尾村住民生活課資料
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項目 該当者数 該当率 該当者数 該当率 該当者数 該当率
運動機能低下 18人 13.2% 53人 16.1% 56人 18.1%
口腔機能低下 16人 11.8% 57人 17.3% 55人 17.7%
低栄養 1人 0.7% 10人 3.0% 2人 0.6%
認知機能低下 38人 27.9% 123人 37.4% 112人 36.1%
うつ傾向 27人 19.9% 92人 28.0% 60人 19.4%
全般的な生活機能の低下 5人 3.7% 16人 4.9% 14人 4.5%

令和元年度 令和2年度 令和3年度



第５節 栄養・口腔の状況

（１）朝食の摂取状況 

朝食を毎日食べることは、栄養バランスに配慮した食生活や基本的な生活習慣
を身につける観点から非常に重要です。 
村内の幼稚園児、小・中学生ではほぼ全ての子どもが朝食を摂っていますが、成

人で朝食の欠食が見られます。総合健診結果では、「週 3 回以上欠食している」方
が約 5%みられました。特に 65 歳以上の男性に欠食者が多くみられています。 

表 12 朝食を摂取している子どもの割合（村内） 

出典：「朝食について見直そう習慣運動」アンケート結果 

表 13 朝食を抜くことが週 3日以上ある人の割合 

（２）食塩摂取状況 

令和２年度の成人の１日あたりの平均食塩摂取量は男性 9.8ｇ、女性 9.7g であ
り、横ばいで推移しています。県の平均（男性 13.0ｇ、女性 11.0ｇ）よりも下回っ
ていますが、基準値（男性 7.5g/日未満、女性 6.5g/日未満）以上の方が男女ともに
8割以上みられています。 

図 12 １日あたりの平均食塩摂取量

出典：葛尾村総合健診受診結果
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平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
4.7% 5.8% 4.5% 4.9% 4.3%

出典：葛尾村総合健診受診結果（30歳以上）

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
幼稚園 100.0% 100.0% 80.0% 100.0% 100.0%
小学生 88.9% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
中学生 100.0% 100.0% 85.7% 100.0% 100.0%



（３）栄養状態 

① 子ども 
学童期から肥満が見られ、学年が上がるにつれ、肥満度が高くなる傾向がありま

す。子どもの肥満は大人の肥満につながり、特に年長児の肥満ほど大人の肥満に移
行しやすいことが分かっていることから、学校教育と連携した対策が必要です。 

② 成人・高齢者 
成人では、適正体重の維持(18≦BMI≦25)の指標が悪化傾向にあります。総合健

診の結果を見ると、男性では 65 歳～74 歳、女性は 75 歳以上で肥満が多く見られ
ます。一方で、75 歳以上の男性では低栄養傾向（BMI20 以下）の方が 12 ％程度お
り、高齢者の食生活の課題もみられます。 

図 13 総合健診における年齢別の肥満者の割合

出典：葛尾村総合健診結果（平成 28年度~令和 2年度の合算）

図 14 低栄養傾向にある高齢者の割合

       出典：葛尾村総合健診結果（平成 28 年～令和 2年度の平均） 
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（４）歯・口腔の状況

① 子ども 
乳幼児期のう蝕有病者率を県と比較すると、1歳 6か月児健診では高く、３歳
児健診では低い傾向です。習慣的に甘いものを食べる幼児の割合は県と比較して
３歳児健診で多く見られます。そのため、令和２年度から２歳児歯科健診を開始
し、親子に対する生活習慣を含めた歯科指導を継続的に実施しています。また、
児童生徒を対象にむし歯予防教室を継続的に実施し、口腔衛生に関する知識が子
育て世代に定着しつつありますが、今後も継続して子どもの頃からの口腔に関す
る意識を育てていくことが大切です。 

表 14 う蝕有病者率
葛尾村 福島県 相双地域 

１歳６か月児健診 3.0% 1.3% 1.7%
３歳児健診 16.0% 18.8% 22.5%

出典：福島県・相双地域：福島県歯科保健情報システム（平成 29~令和元年度の平均） 
葛尾村：葛尾村乳幼児健康診査結果（平成 29~令和元年度の平均） 

表 15 甘いものを飲食する習慣がほぼ毎日ある幼児の割合
葛尾村 福島県 相双地域 

１歳 6か月児健診 26.0% 38.5％ 37.0％
３歳児健診 62.0% 60.5％ 56.9％

出典：福島県・相双地域：福島県歯科保健情報システム（平成 29 年~令和２年度の平均） 
葛尾村乳幼児健康診査結果（平成 29年~令和２年度の平均）

う蝕 
細菌が産生する酸の作用によって歯の硬組織が浸食される疾患のこと

を指します。また、う蝕に罹患した歯を「う歯（うし）」と呼称し、一般的
には「むし歯」と言います。
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② 高齢者 
介護予防のための基本チェックリストの結果、口腔機能において何らかの
不具合を感じている方は、回答者全体の４割以上でした。リスクが高い方に
ついては歯科衛生士等による個別保健指導を実施していますが、引き続き高
齢者に対する口腔機能を維持するための支援が必要です。 

図 15 介護予防基本チェックリストにおける口腔機能に関する項目の 
該当状況（重複回答あり）

出典：葛尾村住民生活課資料
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第３章 計画の理念と目標 

第１節 計画の全体像 

本村では、「誰もがいきいきと生活できる健康づくり」を基本理念として、村民が生
涯を健康で過ごすことができ、家庭や社会の一員として、いきいきと充実した暮らしを
送ることを目指します。そのため、健康管理に関する意識向上や疾病の原因となる生活
習慣を改善するなど、住民自らが健康づくりに取り組めるよう、総合的な健康づくりを
応援し、健康寿命をのばしていきます。 
また、避難先の地域でも積極的に社会参加しながら、いきいきと生活できる社会環境
の整備促進に努めます。 

P20~

【基本目標１】 

健康に関する意識 

と習慣づくり 

【基本目標２】 

いつまでも 

元気でいるための 

健康づくり 

【基本目標３】 

健やかな生活習慣 

を身につける 

食育の推進

【基本理念】 

誰もがいきいきと 

生活できる健康づくり 
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第２節 基本目標ごとの施策と数値目標 

健康に関連する指標では、総合健診・特定健診結果では糖判定区分の異常者の割合が
高く、メタボリックシンドロームの該当者は増加しています。糖尿病等、生活習慣病に
よる受診者が多く、悪性新生物や脳血管疾患等による死因が多くみられています。 
このことから、疾病の発生予防である一次予防だけでなく、早期発見・早期治療の二
次予防や適切な治療を受けながら悪化を防ぐ三次予防の施策の推進が必要です。 
一次予防（健康増進・発症予防）では、メタボリックシンドローム該当者及び予備軍
の生活改善を図るため、個人の動機づけや自然に健康づくりに取り組めるような食環境、
気軽に運動できる社会環境の整備に加え、たばこ対策をすすめます。
二次予防（早期発見・早期治療）では、がん検診や特定健診等の受診率向上に向け、
受診しやすい健診体制の整備を図るとともに、健(検)診で異常があった方に対する保健
指導や受診勧奨等の支援をすすめます。 
さらに、三次予防（重症化予防）として、未受診者や治療中断者の受診勧奨や生活習
慣改善、服薬管理指導等の保健指導を医療機関と連携し実施します。 

取組み 内容 
健康づくりに関する
普及啓発事業 

広報やホームページを活用し、健康づくりに関する知
識や事業の情報提供を継続的に行う。 

新規 

健康教室 
（集団教育） 

地区を巡回し、健康づくりに関する教室を開催する。 継続 

たばこ対策事業 
広報やホームページを活用し、喫煙に関する正しい知
識の普及啓発や禁煙支援の情報提供を行う。 

新規 

食生活改善事業 
食生活改善推進員と協力し、バランスの良い食生活等
に関する教室の開催等をとおして、食に関する正しい
知識の普及啓発を図る。 

拡充 

総合健康診査 
・がん検診 

県民健康調査と一体的に実施することで、特定健診対
象者以外も受診できる機会を確保する。 

継続 

健(検)診受診率 
向上事業 

村外に居住する住民や働く世代が受診しやすいよう、
健診機会の積極的な広報や、受診しやすい体制の整備
等、受診率向上のための取り組みを実施する。 

重点 
事業 

健診結果説明会 
村民が身体や生活の状況を振り返り健康づくりに取
り組めるよう、保健指導を実施する。 

継続 

【基本目標１】 健康に関する意識と習慣づくり
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特定保健指導 
メタボリックシンドロームの予防と改善が必要な方
に対して指導を受ける機会を提供する。 

重点
事業 

糖尿病性腎症 
重症化予防事業 

糖尿病が重症化するリスクの高い方を医療機関に繋
げるとともに、末期腎不全等への重症化を防ぐため、
医療機関と連携した保健指導を行う。 

重点
事業 

受診行動適正化事業
正しい受診行動と服薬の正しい知識の普及啓発をす
るとともに、医療費の適正化を図る。 

継続 

目標項目 現状値 
目標値 

（令和７年度） 

特定健診受診率 
40.4％ 

（令和２年度） 
50％ 

特定保健指導終了率 ― 80％ 

特定保健指導実施者の 
生活習慣改善率 

（次年度対象外の方の割合） 
― 

50％ 
（データヘルス計画より）

糖尿病が強く疑われる者 
（HbA1ｃ6.5％以上）の割合 

10.1％ 
（令和 2年度） 

14％ 

がん検診
受診率 

胃がん 5.1％ 

(令和 2年度)

10％ 
40％ 
20％ 
30％ 
25％ 

肺がん 30.9% 
大腸がん 10.8% 
乳がん 25.0% 
子宮頸がん 17.8% 

メタボリックシンドロームの
該当者及び予備群の割合 

43.4％ 
（令和 2年度） 

39.4％ 

喫煙率 
男：28.4％ 
女：3.0％ 

（令和元年度） 

男：25.0％ 
女：2.0％ 
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生涯を通じ健やかで心豊かに生活するためには、妊娠中や子どもの頃からの健康づ
くり、こころと体の健康を維持することが大切です。 
また、若い世代・働く世代に対する、生活習慣病リスクの周知や日々の生活スタイ
ルを見直す等の働きかけが重要です。働く世代の生活習慣は職場環境等にも影響する
ため、村内事業所とも連携しながら生活習慣病予防を推進していく必要があります。 
介護が必要となった主な原因（全国）として骨折・転倒が上位にあり、介護認定前
の高齢者へのスクリーニングでは、「認知機能の低下」が一番多い結果となっていま
す。介護予防においては骨折・転倒予防、認知機能低下予防等の視点から、介護予防
の取組強化をします。 
 本村では帰村後、転入者が増えており、帰村者のみならず移住者を含めた交流や社
会参加、介護・保健事業の一体化事業を推進します。 
村外で生活をする住民には、村が実施する事業の情報を届けるとともに、県や避難
先市町村等と連携し、居住地域のサービスを利用し、健康づくりや介護予防に取り組
めるよう支援していきます。 

取組み 内容 
かつらおのしみちゃん 
健康チャレンジ事業 

住民一人ひとりが健康に向けた取組に身近なとこ
ろからチャレンジするきっかけをつくる。 

継続

介護予防のための 
基本チェックリスト事業

要介護認定を受けていない方に対し介護予防基本
チェックリストを実施し、何らかの課題を抱えた
方を早期に把握し個別指導を行うことで、要介護
（要支援）になる方を減らす。 

継続

いきいき交流教室 
社会参加の場、食事や運動について学ぶ機会を設
け、認知機能の低下や骨折・転倒の予防図る。 

拡充

高齢者の保健事業と 
介護予防の一体的実施 

関係機関と連携し、介護予防と生活習慣病等の疾
病予防・重症化予防を一体的に実施する。 

新規

自治体と保険者間による
一体的な健康づくり政策

の実施 

国保担当、後期高齢者医療担当、介護予防担当者
と連携し、事業全体のコーディネートや企画調整・
分析を行う。 

新規

ゲートキーパー養成講座 住民同士が声をかけ合う地域づくりを推進する。 新規

骨粗鬆症検診 
要支援認定のきっかけとなる「転倒・骨折」を予防
するため、検診機会を設け、早期発見を図る。 

継続

【基本目標２】 いつまでも元気でいるための健康づくり
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地域職域連携事業 
村内事業所と連携し、働く世代の健康づくりを推
進する。 

新規

避難先の事業を利用 
できるような支援 

居住地自治体のサービス利用等について情報提供
を行う等、村外で生活する住民が過ごしやすい環
境を整える。 

拡充

健康づくり推進協議会 
保健事業を円滑・効果的に推進するため、健康づ
くりや各種保健事業に関すること等について、関
係機関と協議する。 

継続

地域連携住民支援連絡会
保健・福祉関係機関が連携し、保健活動の総合的・
効果的な推進を図る。 

継続

目標項目 現状値 
目標値 

（令和７年度） 
かつらおしみちゃん健康チャレンジ 

事業の利用者の割合 
0.5％ 

（令和２年度） 
1％ 

要介護新規認定率 
14.3％ 

（令和２年度） 
減少傾向 

介護予防基本チェックリストによる 
要フォロー者の割合 

51.0％ 
（令和３年度） 

40％ 

お達者度 
男：18.01 
女：19.1 

（平成 31 年） 
増加傾向 
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食生活は、社会的、文化的な営みでもあり、人々の生活の質に影響を与えるととも
に、多くの生活習慣病の発症との関連も深く、健康的な食習慣を身につけることが重
要です。食習慣については、生活状況によって大きく変化するため、子どもから高齢
者までそれぞれのライフステージに応じた望ましい食習慣の普及を進めていきます。 
震災後、避難による生活環境の変化に伴い、肥満者や 1日あたりの食塩摂取量の増
加がみられています。体重の過多や食塩の過剰摂取は、様々な生活習慣病の要因とな
るため、生活習慣病予防の対策として、肥満予防や減塩に対する意識付けや教育を推
進します。 
また、歯・口腔の健康は、食べる喜び、話す楽しみなどを保つ上で重要であり、身
体的な健康のみならず、精神的、社会的な健康にも大きく関係しています。全ての村
民が生涯にわたり歯・口腔の健康を保ち、自分の歯で食べる楽しみをもてるよう、ラ
イフステージに応じたう蝕予防及び歯周病疾患の知識の普及啓発とともに、口腔機能
を維持するための指導を継続的に実施していきます。

取組み 内容 

食生活改善事業 
食生活改善推進員と協力し、バランスの良い食生活
等に関する教室の開催等をとおして、食に関する正
しい知識の普及啓発を図る。 

再掲 

食生活改善推進員 
育成事業 

適切な食生活の普及、住みよい健康で文化的な地域
づくりを目指し活動できるよう、食生活改善推進員
に対する研修を開催し、資質向上を図る。 

継続

成人歯科健康診査
個別歯科健康診査を実施し、村民が口腔状態に関心
を持つ機会を設ける。 

新規 

歯科衛生士による
訪問指導 

ライフステージに応じた歯科指導を個別に行う。 継続 

歯科保健に関する
普及啓発 

広報やホームページを活用し、歯科保健に関する事
業の情報提供を行う。 

新規

むし歯ゼロ推進事業 
子どもの時期からの口腔内の健康に対する意識を
高める。 

拡充 

むし歯予防教室
幼稚園児とその保護者及び小・中学校の児童生徒に
対し、口腔内の健康に関する正しい知識の普及と意
識向上を図る。 

継続 

【基本目標３】 健やかな生活習慣を身につける食育の推進 
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目標項目 現状値 
目標値 

（令和７年度） 

朝食を食べる児童生徒の割合 
100％ 

（令和 3年度） 
現状維持 

1 日 2回以上「共食」している 
児童生徒の割合 

幼稚園 100％ 
小学校 87.5％ 
中学校 100％ 
（令和 3年度） 

全ての年代で 100％

肥満傾向（中等度・高度肥満児）にある 
子どもの割合 

0％ 
（令和 2年度） 

現状維持 

適性体重を維持している者の割合 
男性 51.3％ 
女性 44.4％ 
（令和 2年度） 

増加傾向 

成人 1日あたりの食塩摂取量 
男性 9.6ｇ 
女性 9.5ｇ 

（令和 2年度） 

男性 8.6ｇ 
女性 8.6ｇ 

食塩摂取量が基準値以上の者の割合 
（男性 7.5ｇ/日以上、女性 6.5ｇ/日以上）

男性：82.4％ 
女性：92.6％ 
（令和２年度） 

減少傾向 

3 歳児でう蝕の無い者の割合 
83％ 

（令和２年度） 
100％ 

12 歳でう蝕のない者の割合（村内のみ） 
46.6％ 

（平成 27 年度～
令和元年度の平均）

65％ 

成人歯科健康診査受診率 ― 30％ 
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第4章 計画の推進 

第１節 村の推進体制 

本計画の推進にあたっては、地域連携住民支援連絡会等を活用し、村民、保健・福
祉等の関係団体と村が連携し、それぞれの役割を明確にしながら効果的な活動を展開
していきます。 
公的な保健福祉サービスだけでなく、様々な生活課題に対応した地域での支え合い
が必要であり、村民一人ひとりが自分の健康に関心を持ち、「自分の健康は自分で守
る」ことができるよう住民と行政が協働し、住民主体となる健康づくりを支援してい
きます。 
村内居住者、郡山市、三春町、田村市など県中地域に居住する村民に対しては、事
業を村内と三春町で実施するなど、避難者も利用しやすい体制で事業を推進していき
ます。県中地域以外に居住する要支援村民については、福島県の避難者支援の方針に
基づき、居住する地域を所管する県保健福祉事務所に支援を依頼するなど、居住先と
連携を密にした取り組みを行っていきます。 
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第２節 計画の進行管理・評価の必要性と方法 

 本計画に掲げる目標や計画に基づき行われた事業等について、定期的な進行管理、
評価、見直しを実施する必要があります。計画の進行状況を管理するため、「健康
づくり推進協議会」において、保健事業の実施状況及び目標値の達成状況について
報告します。また、令和８年度に実施する最終評価に向けた健康情報の収集、分析
を随時行います。なお、計画の進捗状況や村の人口動態の推移、避難・帰村状況、
社会情勢、法令等の変化に合わせ、必要に応じて本計画の見直しを行います。

第３節 計画の周知 

村民一人ひとりが積極的に健康づくりに取り組めるよう、村の広報誌やホームページ
を活用するとともに、あらゆる機会を捉えて本計画の施策について村民に周知していき
ます。 
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資料編 

葛尾村の各種保健福祉等事業計画 

※葛尾村復興計画は、第四次葛尾村振興計画を兼ねる。

各種計画 H15 H23 H24 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

葛尾村振興計画

葛尾村復興計画(※)

葛尾村健康増進計画・食育推進計画

葛尾村子ども・子育て支援計画
（母子保健事業計画）

葛尾村国民健康保険データヘルス計画

葛尾村特定健康診査等実施計画

葛尾村高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

葛尾村障がい者計画
（障がい者・障がい児）

葛尾村自殺対策計画

第五次（策定中）

障がい者：第６期

障がい児：第２期

第８期

第２期

第２期

第３期

第四次
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葛尾村健康づくり推進協議会設置条例 
昭和 54 年３月５日 

条例第７号 

（設置） 
第１条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 138 条の４第３項の規定に基づき、
村における健康づくりに関して重要な事項を調査・審議するため、葛尾村健康づくり推
進協議会（以下「推進協議会」という。）を設置する。 
（任務） 
第２条 推進協議会は、村長の諮問に応じて村民の健康づくりに関する重要事項を調
査・審議し、意見を述べることができる。 
２ 前項に規定するほか、推進協議会は、村民の健康づくりに関する重要事項について
自主的に調査・審議して、村長に意見を具申することができる。
（組織） 
第３条 推進協議会は、委員 12人以内で組織する。 
２ 委員は、次に掲げるもののうちから村長が委嘱する。
(１) 関係行政機関の職員 
(２) 学識経験者 
(３) 地区衛生組織等の代表者 
(４) その他必要と認められる者 
（任期等） 
第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の
任期は、前任者の残任期間とする。 
２ 前項の委員は再任されることができる。 
（会長）
第５条 推進協議会に会長を置く。会長は委員の互選とする。
２ 会長は会務を総理する。
３ 会長事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
（会議） 
第６条 推進協議会の会議は、会長が招集する。
２ 推進協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 
（報酬） 
第７条 委員には報酬を支給する。ただし、その支給方法に関しては特別職の職員で非
常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和 31 年葛尾村条例第４号）の定める
ところによる。 
（庶務） 
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第８条 推進協議会の庶務は、住民生活課において処理する。
（補則） 
第９条 この条例に定めるもののほか、推進協議会の運営に関して必要な事項は、村長
が別に定める。 
附 則 
この条例は、公布の日から施行する。 
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葛尾村健康づくり推進協議会委員名簿 

○委員 
所属団体 役職 氏名 

独立行政法人国立病院機構本部 
DMAT 事務局 福島復興支援室 

室長補佐 小早川 義貴 

葛尾村歯科診療所 所長 永山 正明 
葛尾村行政区長会 会長 猪狩 省造 
葛尾村社会福祉協議会 事務局長 新開 正和 
福島県相双保健福祉事務所 副所長 堀切 将 

葛尾小・中学校 代表校長 佐藤 仁 
葛尾村教育委員会 教育次長 菅野 雅弘 
葛尾村住民生活課 課長 松本 智 

任期：令和３年１１月３０日~令和６年３月３１日 
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「葛尾村健康増進計画・食育推進計画」策定庁内検討会設置要項 

（設置） 
第１条 東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故後の村民の健康増進を図ること
を目的として、健康増進・食育推進に係る必要な取組内容を明らかとする計画を策定す
るため、「葛尾村健康増進計画・食育推進計画」策定庁内検討会（以下「検討会」とい
う。）を設置する。 
（協議事項） 
第２条 検討会は、前条の目的を達成するため、次の事項について協議する。 
（１）新たな計画の策定に係る検討に関すること。 
（２）その他、計画の策定に必要な事項に関すること。 
（組織） 
第 3条 検討会は、委員 10人以内をもって組織する。 
2 委員は、保健、医療及び福祉業務に係る村及び県の行政職員等のうちから選定する。 
（任期） 
第 4条 委員の任期は、計画策定が終了するまでとする。 
（委員長及び副委員長）
第 5条 検討会に委員長及び副委員長それぞれ 1人を置く。 
2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
3 委員長は、検討会を代表し、会務を総括する。 
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、
その職務を代理する。 
（会議） 
第 6条 検討会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 検討会は、委員の過半数をもって開催することとする。 
（関係者の出席） 
第７条 検討会は、検討のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その
説明又は意見を聴くことができる。 
（事務局） 
第８条 検討会の庶務を処理するため、葛尾村住民生活課健康福祉係に検討会の事務局
を置く。 
（設置期間） 
第９条 検討会は、新たな計画の策定終了時までとする。 
（その他） 
第 10 条 この要項に定めるもののほか、検討会の運営等に関し必要な事項は、委員長
が別に定める。 
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附 則 
この要綱は、令和３年７月１４日から施行する。 

第３条関係 

所属 課名及び係名 職名 
福島県相双保健福祉事務所 健康増進課 専門保健技師 

〃 〃 栄養技師 
葛尾村教育委員会   
葛尾村役場 住民生活課健康福祉係 健康福祉係長
〃 〃 健康増進担当 
〃 〃 食育担当 
〃 〃 母子保健担当
〃 〃 高齢者保健担当 
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