
「葛尾村健康増進計画・食育推進計画」より、村民の皆様の健康に役立つ 

ポイント、アドバイスをまとめました。できることから、はじめてみましょう！ 

誰もがいきいきと生活できる健康づくり 

① 健康に関する意識と習慣づくり 

② いつまでも元気でいるための健康づくり 

③ 健やかな生活習慣を身につける食育の推進 

基本理念 

基本目標 

計画の位置づけ 

本計画は、健康増進法、食育基本法に基づき、市町村健康増進計画、市町村食育推進計画を一体的に策定したもの

です。葛尾村振興計画（第四次）の下位計画として、村民一人ひとり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方策を定めています。 

～葛尾村のこれまでの健康づくりと背景～

○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。 

○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、

全村避難を経験しました。 

○慣れない環境での生活、避難生活の長期化等や、社会的なライフスタイルの変化により、活動量の

低下、食生活の悪化、交流の減少がみられています。その結果、肥満者、生活習慣病、要介護認定

者が増加し、健康寿命（健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間）は悪化し

ています。 

○平成28年 6月に一部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、令和４年

3月現在、村内で生活する方は3割にとどまっており、7割の方は村外で生活しています。 

○村民がどこにいても健やかに生活できるような取り組みが必要とされています。 

葛尾村マスコットキャラクター
しみちゃん

※計画の本編は葛尾村ホームページからご覧いただけます。



～村民の皆様への提案～

基本目標１ 健康に関する意識と習慣づくり

メタボリックシンドロームや糖尿病、循環器疾患等の生活習慣病は、食生活や運
動習慣、喫煙、飲酒等の生活習慣が大きく影響する疾患です。発症予防や重症化予
防のために、村民自らが健康状態をチェックし、日々の生活習慣を見直して改善で
きるよう生活習慣病に関する啓発活動や個別相談の機会を増やしていきます。 

メタボリックシンドローム（メタボ）とは…

内臓に脂肪が蓄積した肥満（内臓脂肪型肥満）により、肥満症や高血圧、脂質異常症、糖尿病等の生
活習慣病が引き起こされやすくなった状態をいいます。村民の約 4割の方がメタボの該当者か予備軍に
なっており、葛尾村の大きな健康問題です。生活習慣を見直すことでメタボは改善できます。

総合健診を受けましょう。

・自覚症状がなくても、病気は進行している
可能性があります。早期発見のために健診
は重要な機会です。 
・毎年健診を受けて、自分の身体の状態を客
観的に確認し、生活習慣を改善しましょ
う。 
・特定健診で特定保健指導の対象になったら
指導を受けましょう。 

糖尿病を予防しましょう。

・村民の約１割の方が糖尿病を発症している
か、その予備軍になっています。 
・生活習慣を改善することで予防できます。 
・健診を受けて自分の血糖値を知りましょ
う。 
・血糖値が高い方は早めに医療機関を受診し、
必要な治療を受けましょう。 

禁煙、減酒を心がけましょう。

・喫煙や飲み過ぎは、生活習慣病やがんのリス
クを高めます。 
・1 日の適正な飲酒量の目安は、ビールなら
500ｍL、清酒なら１合、焼酎なら 80ｍLで
す。 
・週に 1 日以上飲酒しない休肝日を作りまし
ょう。 
・自分自身や大切な周りの人のために禁煙に
チャレンジしましょう。 

がん検診を受けましょう。

・村民の死因の第 1位はがんです。 
・早期発見により治療できる病気です。 
・大切な家族や仲間にがん検診を勧めましょ
う。 
・食生活、喫煙、飲酒、運動不足などを改善す
ることが、がん予防につながります。 



～村民の皆様への提案～

基本目標２ いつまでも元気でいるための健康づくり 

骨を丈夫にしましょう。

・要介護になる主たる原因は転倒・骨折です。
・骨を強くし、骨粗鬆症を予防することは介
護予防につながります。 
・日光浴や、適度な運動をこころがけましょう。
・カルシウム（牛乳・乳製品）を生活に取り
入れましょう。ビタミンD（きのこ、海藻
類）を一緒に摂りましょう。 
・スナック菓子やインスタント食品等に含ま
れるリンや、アルコール、たばこはカルシ
ウムの吸収を阻害しますので、食べ過ぎ・
飲み過ぎ・吸い過ぎに注意しましょう。 

フレイルとは…

・加齢に伴う運動機能や認知機能の低下、外出の機会の減少等により、体力や気力が衰え、介護の必
要性が高まっている状態ではあるものの、適切な支援により健康な状態に戻れる状態です。 
・75 歳以上の方が要介護状態になる主な原因はフレイルです。フレイルに早く気付き、正しく対応(治
療や予防)することが大切です。フレイル予防で大切なことは「栄養、運動、社会参加」です。

社会参加をしましょう。

・生きがいづくりは健康づくりです。趣味やス
ポーツなどで外出の機会や仲間との交流を
増やしましょう。 
・からだを動かしたり、仲間と交流することで
気持ちも明るくなります。 
・村や公民館などの事業に、誘い合って参加し
ましょう。 

フレイル予防のための食事と運動。

・筋力や免疫力を高め身体機能を維持するた
め、タンパク質やエネルギーを摂取しまし
ょう。 
・日常的な散歩やスクワットなどの適度な運
動により、身体機能や基礎代謝の向上させ、
運動機能の低下（ロコモティブシンドロー
ム）を予防しましょう。 

家族・仲間と協力して健康づくり。

・親子、家族みんなで規則正しい生活習慣を心
がけましょう。 
・健（検）診受診の声かけをしましょう。 
・積極的に、ご近所同士や地域での「あいさつ」
や困っている人への声かけをしましょう。 

生涯を通じて健やかで心豊かに生活するためには、妊娠期や子どもの頃からのこ
ころと身体の健康づくりが大切です。また、できる限り長く介護を必要とせずに生
活出来るようにするためには、フレイル予防が大切です。 
それぞれのライフステージ、ライフスタイルに合った取り組みを推進します。 



～村民の皆様への提案～

基本目標３ 健やかな生活習慣を見につける食育の推進 

「適正」を知り、選びましょう。 

・自分の標準体重を知りましょう。
標準体重＝（身長ｍ）²×22
・体重 1kg 減らすために必要な消費エネルギ
ーは 72,000kcal です。1 か月で減らすには
1日あたり 240kcal 減らすことが必要です。

・塩分は 1日 8g までにしましょう。 
・食品を買うときは栄養成分表示を見て、カロ
リーや塩分量等を確認して選びましょう。 

歯・口腔の状況を知りましょう

・歯間ブラシ等を活用し、丁寧に歯磨きをし
ましょう。 
・定期的に歯科健診を受けましょう。
・よく噛んで食べましょう。 

バランスよく楽しく食べましょう。

・主食・主菜・副菜がそろったバランスの良
い食事を 1日 3食とりましょう。 
・1日に両手いっぱい分の野菜を食べましょ
う。 
・甘い飲料やお菓子は回数や量を決め、摂り
すぎに注意しましょう。 
・家族や仲間と一緒に食べましょう。 

朝ご飯を食べましょう。

・バランスの良い朝食をとると、代謝があが
り、太りにくくなります。また、疲れにく
くなり作業効率も上がります。 
・朝食をとり、体内時計をリセットすること
で、夜ぐっすり眠ることができます。 

食習慣は、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
ることが大切です。また、食べる喜び、話す楽しみのために歯や口の健康が大切で
す。歯や口が健康な状態であれば、がんや肥満、糖尿病、認知症の予防など、全身
の健康につながります。全ての村民が生涯にわたり、歯や口の健康を保ち、食べる
楽しみをもてるよう、ライフステージに応じた取り組みを行います。

成人の歯科健診が始まります！

令和４年度より、20歳以上の村民を対象とした歯科健診を実施します。歯や口の健康のためには、
日常的な歯磨きなどのセルフケアに加え、歯科健診などのプロフェッショナルケアが必要です。 
歯や口の健康状態が、糖尿病や肺炎、睡眠時無呼吸症候群、胃腸障害・栄養障害など、いろいろな
病気と相互に作用することが分かっています。
 この機会に是非、自分のお口の中の状態を知り、生活習慣の改善に役立てましょう。



項目 現状値（年度） 目標値（R7年度）

基本目標１ 健康に関する意識と習慣づくり
特定健診受診率 40.4%（R2 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 ― 50% 
糖尿病が強く疑われる者(HbA1ｃ6.5％以上)の者の割合 10.1%（R2年度） 14％ 

がん検診受診率 

胃がん 5.1%（R2年度） 10％ 
肺がん 30.9%（R2 年度） 40％ 
大腸がん 10.8%（R2年度） 20％ 
乳がん 25.0%（R2 年度） 30％ 
子宮頸がん 17.8%（R2年度） 25％ 

メタボリックシンドロームの該当者及び予備軍の割合 43.4%（R2 年度） 39.4% 

喫煙率 
男性 28.9%（R1 年度） 25% 
女性 3.0%（R1年度） 2.0% 

基本目標２ いつまでも元気でいるための健康づくり
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%（R2年度） 1% 
要介護新規認定率 14.3%（R2 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％（R3 年度） 40％ 

お達者度 
男性 18.01（H31） 

増加傾向 
女性 19.1（H31） 

基本目標３ 健やかな生活習慣を見につける食育の推進
朝食を食べる児童生徒の割合 100％（R3 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％（R3 年度） 
100％ 小学校 87.5％（R3年度） 

中学校 100％（R3 年度） 
肥満傾向（中等度・高度肥満）にある子どもの割合 0％（R2年度） 現状維持 

適正体重を維持している者の割合 
男性 51.3％（R2年度） 

増加傾向 
女性 44.4％（R2年度） 

成人１日あたりの食塩摂取量 
男性 9.6g（R2 年度） 8.6g 
女性 9.5g（R2 年度） 8.6g 

3 歳児でう蝕のない者の割合 83％（R2 年度） 100％ 
12 歳でう蝕のない者の割合 46.6％（H27~R1 平均） 65％ 
成人歯科健康診査受診率 ― 30％ 

数値目標



基本目標 乳幼児期(0~5 歳) 学童期(6~12 歳) 思春期(13~19 歳) 
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ライフステージ別の村民の取り組み

●乳幼児健診を受けましょう ●学校で実施される健康診査を必ず受けましょう 

●楽しく体を動かし、健康づくりや体力づくりの基礎を身につ
けましょう

●早寝早起きを実践し、規則正しい生活を送りましょう 

●正しい生活習慣を身につけましょう 

●１日３回の食事で規則正しい生活習慣を身につけましょう 
●食事のあいさつなど、食事のマナーを身につけましょう 
●家族みんなで楽しく食事しましょう 
●いろいろな食べ物により、味覚を育てましょう 
●良く噛んで食べる習慣を身につけましょう

●朝食を食べる習慣をつけましょう  
●野菜をたくさん食べましょう 
●薄味習慣を身につけましょう 

●地域行事に参加し、多世代と交流しましょう 

●部活動やスポーツを通
じて、仲間づくりや体力
向上に努めましょう 

●子どもを受動喫煙の害から守りましょう 

●たばこやお酒の害の知識を身につけましょう 



青年期(20~39 歳) 壮年期(40~64 歳) 高齢期(65 歳以上) 

●自分の健康に関心を持ちましょう 
●自分の適正体重を把握し、維持しましょう 
●がん、循環器疾患、糖尿病の正しい知識を身につけ、予防のための生活習慣の改善を心がけましょう 
●1 年に 1 回は健康診査を受診し、健康状態を把握・管理しましょう 
●がん検診を受けましょう 
●異常がみられたら、適切な指導、検査、医療等を必ず受けましょう 

●自分の時間を持ち、趣味や遊びを楽しむなどストレス解消法を身につけましょう 
●十分な「睡眠」と「休養」をとりましょう 

●生活習慣病予防のための運動の必要性についての知識を身につけま
しょう 
●自分の体力に合った運動・身体活動を継続しましょう 
●運動教室やスポーツ施設を積極的に利用しましょう 
●日常生活の中で意識的に体を動かしましょう 

●地域活動に参加するなど、人との関わりを持ちましょう 

●適正なエネルギー、良質なタ
ンパク質摂取に努めましょう 

●フレイルについての知識を
身につけましょう 
●健康・体力維持のため、日
常生活の中に無理のない運動
を取り入れましょう 

●1 日 3食、規則正しく食べ、栄養バランスの良い食事を心がけましょう 
●自分に適した食事内容と量を把握しましょう 
●家族や友人などと楽しく食べるようにしましょう 

●自分の知識や技術を活かして、積極的に地域活動に参加しましょう 

●朝食を食べる習慣をつけましょう ●野菜をたくさん食べましょう 
●薄味習慣を身につけましょう   ●良く噛んで食べましょう 



葛尾村役場 住民生活課
〒979-1602 
福島県双葉郡葛尾村落合字落合 16番地 
TEL 0240-29-2112/FAX 0240-29-2123 
葛尾村ホームページ http://www.katsurao.org/ 

お問合せ 


