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ⅣⅣ  分分野野別別・・世世代代別別健健康康づづくくりりのの取取組組みみ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この章は、市民の皆さんをはじめ、家族、地域及び市が具体的に取

り組むことを健康分野別に示しています。 

H24.1.12 久喜市健康づくり推進会議 資料１ 
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自分ができること 家族ができること 

壮年世代 

高齢世代 

１ 栄養・食生活          

幼少世代 

・「バランスの取れた食事」と「自分

に合った食事量」を学び、主食、

主菜、副菜のそろった３回の食事

を取ります。 

 

・家族でバランスの取れた献立と

量を考え、楽しく食事できるよ

う心がけます。 

 

・生活リズムを整え、３回の食事（朝、

昼、夕）をよく噛んで食べます。 

・バランスの取れた食事を学びます。 

・だらだら食いを防ぐため、食事の

時間を決め、食後に歯をみがきま

す。 

・主食、主菜、副菜のバランスの

とれ た ３ 回の 食 事 づく りに 努

め、家族一緒に食べます。 

・好き嫌いについて話し合い、家

族で献立を考え楽しく食事をし

ます。 

・「バランスの取れた食事」と「自分

に合った食事量」を学び、よく噛

んで、１回に食べる量を腹八分目

にします。 

・家族でバランスの取れた献立と

量を考え、楽しく食事できるよ

う心がけます。 

・「栄養バランス」と「自分に合った

食事量」を考慮し、よく噛んで３

回の食事に努めます。 

 

 

 

 

 

 

・家族そろって楽しく食事できる

よう心がけます。 

・一人暮らしの方等には、福祉サ

ービス等を活用し、楽しく食事す

る機会をつくります。 

 

行動目標 
取組み 

早寝早起きを励行

し、朝食を食べる

習慣を身につけま

す 

バランスの取れた

３回の食事を実践

します 

しっかり噛める口

腔の状態を維持

し、栄養バランス

の取れた食事で健

康づくりに努めま

す 

バランスの取れた

食 事内容 を 学

び、体調に合わ

せた食事に心が

けます 

青年世代 

 

 

甘味料や菓子等の買置き

を減らそうか・・ 

夜遅く食べないように声を

かけよう！！ 

作り過ぎないようにしよう！ 

減塩を心がけよう！ 

 

水分補給は

お水で！ 

 

 

 

 

  

たんぱく質を多く含む食

品をそろえましょう！ 

だらだら食べない！！「食

後は歯みがき」の声かけを。 
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地域ができること 行政ができること 

 

  

 

 

 

 

・地域の行事等で、「食育の大切さ」

に気づき、実践化を図るための場づ

くりに努めます。 

 

・隣近所の方々と、得意料理や料理の

方法について情報交換できる場づ

くりをします。 

 

・食育推進計画を推進します。 

・適切な食生活に関する知識の普及を図り、

講座等を開催します。 

・地域で活躍する食生活改善推進員（ヘルス

メイト）を養成します。 

・地域の行事等で、「食育の大切さ」

に気づき、実践化を図るための場づ

くりに努めます。 

 

 

・学校給食や家庭料理の食材や調理方

法を話題にし、料理に興味関心を持

てるような環境を整えます。 

・食育推進計画を推進します。 

・適切な食生活に関する知識の普及を図り、

講座等を開催します。 

・学校給食を通じ、家族とコミュニケーショ

ンを図るための情報を提供します。 

 

・地域の行事等で、「食育の大切さ」

に気づき、実践化を図るための場づ

くりに努めます。 

・食育推進計画を推進します。 

・適切な食生活に関する知識の普及を図り、

講座等を開催します。 

・地域で活躍する食生活改善推進員（ヘルス

メイト）を養成します。 

 

・地域の行事等で、「食育の大切さ」

に気づき、実践化を図るための場づ

くりに努めます。 

・食育推進計画を推進します。 

・適切な食生活に関する情報提供を行いま

す。 

・高齢者のための調理実習及び栄養状態を改

善するための健康講座を開催します。 

・地域で活躍する食生活改善推進員（ヘルス

メイト）を養成します。 

 

バランスの取れた食生活～おいしく楽しく、規則正しく食生活を実践しよう～ 

子どもたちの集まりの時には手作りおやつに挑戦してみようか・・ 

行政の出前講座を活用します 

お互いの日頃の体調の変化に気づき、

食生活習慣の改善を話題にします 

会食の機会に栄養バランスをチェック！！ 

みんなが集まる時には、噛む、飲

み込む等の機能を維持する体操を

やってみよう！（Ｐ８１参照） 

行政が行う講座等の情報も話題にします 

基本目標 
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■■市市はは次次ののよよううにに進進めめてていいききまますす  

【【幼幼少少世世代代】】  

事業名等 内 容 担当課 

食育の推進 食育推進計画を策定し、心身の健康と豊かな人間
形成を育む食育を推進します。 

健康医療課 

各担当課 

啓発事業 「食育だより」、「園だより」や「予定献立表」
等を通じて食育に関する情報を発信します。 

学務課（市立幼稚園） 

   （小・中学校） 

離乳食に関する事業 
(乳幼児健診、離乳食教室等) 

乳児の保護者等を対象に、離乳食に関する講座を
開催します。 

中央保健センター 

子育て支援課 

栄養相談事業 
(乳幼児健診、子育て相談等) 

乳幼児の保護者等を対象に、栄養・食生活に関す
る相談に応じます。 

中央保健センター 

子育て支援課 

料理体験等 
園児及びその保護者を対象に、野菜等を栽培し、
収穫物を使った料理の体験や会食等の機会を提供
します。 

学務課（市立幼稚園） 

学校給食事業 

（食に関する指導等） 

児童生徒を対象に、適切な栄養を提供するととも
に、学校給食を通じて、「食」への関心を高め、
食に関する知識を提供します。 

PTA主催による学校給食試食会等を通じて、正し
い食生活についての普及、啓発を行います。 

学務課（小・中学校） 

小・中学校における取組み 
家庭科、生活科、総合学習等において、栄養につ
いて学び、調理実習等を行う機会を提供します。 

指導課（小・中学校） 

 
 
 

【【青青年年世世代代･･壮壮年年世世代代・・高高齢齢世世代代】】  

事業名等 内 容 担当課 

食育の推進 食育推進計画を策定し、心身の健康と豊かな人間形
成を育む食育を推進します。 

健康医療課 

各担当課 

啓発事業 
市の広報紙「広報くき」または「広報くきお知らせ
版」や市ホームページにおける「食育サイト」等を
通じて食育に関する情報を発信します。 

健康医療課 

妊産婦保健事業 
妊産婦を対象に、妊娠中の栄養に関する講座を開催
します。 

中央保健センター 

栄養講座事業 
市民を対象に、「栄養バランスの取れた適量の食事」
について学習する機会や調理実習等を体験する機
会を提供します。 

中央保健センター 
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事業名等 内 容 担当課 

出前講座事業 
市民のグループを対象に、栄養・食生活に関する講
座の講師依頼に応じます。 

中央保健センター 

学務課 

生涯学習課 

食生活相談事業 
市民を対象に、栄養・食生活に関する相談に応じま
す。 

中央保健センター 

栄養改善事業 
低栄養状態のおそれのある高齢者を対象に、栄養状
態を改善するため、訪問による食事に関する指導を
行います。 

介護福祉課 

高齢者向け料理教室事業 

（試食会、食事指導等） 

高齢者を対象に、介護予防の一環として栄養改善に
関する知識を習得するための機会を提供します。 

介護福祉課 

食生活改善推進員 

（ヘルスメイト）の養成 

食生活の改善を通じて、地域の健康づくりを推進し
ている食生活改善推進員（ヘルスメイト）の養成を
行います。 

中央保健センター 

 

 

 

 

 

 

 

■■地地域域ででははここののよよううななここととにに取取りり組組みみまますす  

（（健健康康づづくくりり推推進進会会議議をを構構成成ししてていいるる団団体体のの活活動動事事例例））  

  

活 動 内 容 団 体 

子どもから高齢者までの
食育教室等の開催 

調理体験等を通じて、健康な体づくりのための食事につ
いて学ぶ機会を提供し、啓発します。 

食生活改善推進員協議会 

子育て支援の教室等の
開催 

幼児と保護者、小学生等を対象に、手作りおやつや手打
ちうどん等の体験を通じて、食について学ぶ機会を提供
します。 

母子愛育連合会 

食に関する情報提供等 
参加者及び参加者の家族に対し、朝食と生活リズムの重
要性等、食に関する情報提供を行います。 

レクリエーション協会 

体育協会 

体育指導委員協議会 

スポーツ尐年団 

ふれあい食事サービス事
業 

一人暮らしの高齢者を対象に、配食サービスや会食の機
会を提供します。 

社会福祉協議会 
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２ 身体活動・運動 

  自分ができること 家族ができること 

高齢世代 

青年世代 

 

壮年世代 

幼少世代 

・スポーツクラブや地域の行事等に

積極的に参加します。 

・体を動かす習慣化に努めます。 

・家族で支援し合い、体を動か

すことの楽しさを共有します。 

 

・日中は体を動かし、夜の睡眠を充

分とります。 

・ゲームや携帯電話の使用時間を決

めます。 

 

・家族で体を動かす習慣を身に 

つけます。 

・体重、脈拍、歩数等を記録し、自

分の健康状態を把揜しながら、体

を動かす機会をつくります。 

・体重の変化、歩数の増加等、 

その成果を家族で確認します。 

・体重、脈拍、歩数等を記録し、自分

の健康状態を把揜しながら、体を動

かす機会をつくります。 

・体重の変化、歩数の増加等、 

その成果を家族で確認します。 

・家の中に閉じこもることを防ぐ

ため、外出しやすい環境を整え

ます。 

行動目標 
取組み 

戸外等で体を動か

し、ぐっすり眠る生

活リズムを整えま

す 

自分にできる運動

や活動を見つけ、

実践・継続に努め

ます 

自分の健康状態に

合わせて、仲間と

楽しく体を動かす努

力をします 

生活の中で楽しみ

ながら、体を動かす

機会を増やします 

外で遊ぼう！！ 

スポーツしよう！！ 

お掃除しよう！！ 

エレベーター

より階段！！ 

今日はみんなで大掃除！！ 

今日はみんなで 

スポーツ観戦！！ 

拭き掃除で 

ゴシゴシ！！ 

送り迎えして

あげようか・・ 

 

 

 

 

楽しいことは家族

も一緒に！！ 

頑張ってるね。 

すごいね！ 
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地域ができること 行政ができること 

 

 

 

  

 

 

 

・仲間を増やし、みんなで運動を続けま

す。 

・体を動かし、みんなで楽しむ行事（夏

祭り等）を開催します。 

・仲間と楽しくウォーキングできるコー

スを紹介します。 

 

・運動を実践している市民グループの情報を

集約し、紹介できる体制を整えます。 

・体力づくりを推進する指導者の育成、支援

に努めます。 

・学校体育施設の開放の制度を充実します。 

・運動できる施設や設備の充実を図ります。 

・観光ウォーキングコースを普及します。 

 

・定期的に運動をするイベントを企画し

ます。 

・体を動かすことの楽しさを体感できる

る機会を提供します。 

・簡単にできる運動やスポーツを体験で

きる教室を開催します。 

 

・子どもと子どもにかかわる大人に対し、外

遊びの重要性について啓発します。 

・学校教育の中で、児童生徒の体力づくりに

努めます。 

・学校体育施設の開放の制度を充実します。 

・安全に遊べる環境を整備します。 

・地域の行事等で「みんなでできる体操」

を取り入れます。 

・運動の楽しさ、健康について話し合う

機会をつくります。 

 

 

 

・仲間と楽しくウォーキングできるコー

スを紹介します。 

 

 

 

・運動教室等の充実に努めます。 

・運動を実践している市民グループの情報を

集約し、紹介できる体制を整えます。 

・体力づくりを推進する指導者の育成、支援

に努めます。 

・学校体育施設の開放の制度を充実します。 

・運動できる施設や設備の充実を図ります。 

・観光ウォーキングコースを普及します。 

・地域の行事等で「みんなでできる体操」

を取り入れます。 

・運動の楽しさ、健康について話し合う

機会をつくります。 

 

 

 

・仲間と楽しくウォーキングできるコー

スを紹介します。 

 

・運動教室等の充実に努めます。 

・運動を実践している市民グループの情報を

集約し、紹介できる体制を整えます。 

・体力づくりを推進する指導者の育成、支援

に努めます。 

・学校体育施設の開放の制度を充実します。 

・運動できる施設や設備の充実を図ります。 

・観光ウォーキングコースを普及します。 

健康状態に即した運動の習慣化～日常生活の中で、自分にできる運動を実践しよう～ 

１０のコースを市ホームペ

ージで紹介しています 

行政の出前講座を活用します 

行政の出前講座を活用します 

基本目標 

 
市広報紙や市ホームページ

にも運動教室等のお知らせ

が掲載されています 
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■■市市はは次次ののよよううにに進進めめてていいききまますす  

【【幼幼少少世世代代】】  

事業名等 内 容 担当課 

啓発事業 
市の広報紙「広報くき」または「広報くきお知らせ版」
や市ホームページにおいて、健康づくりのイベント等
の情報を提供します。 

健康医療課 

各担当課 

乳幼児健康診査事業 
乳幼児健康相談事業 

乳幼児の保護者等を対象に、体を動かすことの重要性
等についての保健相談を行います。 

中央保健センター 

親子講座事業 
子育て相談事業 

乳幼児及びその保護者等を対象に、身体活動等に関す
る講座を開催します。 

子育て支援課 

小・中学校における取組み 
保健だより、保健体育、部活動等において、健康な体
づくりについて学び、体力づくりを行う機会を提供し
ます。 

指導課（小・中学校） 

児童生徒の 
体力向上への取組み 

体力向上推進委員会により、児童生徒の体力・運動能
力に係る調査・分析・考察を行い、具体的な取組みに
ついて普及、啓発を行います。 

指導課 

学校体育施設の開放 学校体育施設（体育館、校庭等）を開放します。 生涯学習課 

公園等の整備 運動のできる施設や設備の充実を図ります。 
都市整備課 

生涯学習課 

 
 

【【青青年年世世代代･･壮壮年年世世代代・・高高齢齢世世代代】】  

事業名等 内 容 担当課 

啓発事業 

市の広報紙「広報くき」または「広報くきお知ら
せ版」や市ホームページにおいて、健康づくりの
イベント等の情報を提供します。 

健康医療課 

各担当課 

運動を実践している市民グループ等の情報を提
供します。 

生涯学習課 

中央公民館 

妊産婦保健事業 
妊婦等を対象に、妊娠中における身体活動や運動
（妊婦体操）の講座を開催します。 

中央保健センター 

健康づくり事業 
市民を対象に、身体活動・運動についての学習及
び体を動かす体験の機会を提供します。 

中央保健センター 

出前講座事業 
市民のグループを対象に、身体活動・運動に関す
る講座の講師依頼に応じます。 

介護福祉課 

中央保健センター 

生涯学習課 
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健康相談事業 
市民を対象に、身体活動・運動に関する相談に応
じます。 

中央保健センター 

一般高齢者介護予防事業 
（転倒骨折予防等） 

高齢者の体の特性に合わせた安全な運動等の知
識や技術を普及、啓発するため、各種講座や教室
を開催します。 

介護福祉課 

運動器の機能向上事業 
閉じこもり予防支援事業 

介護が必要になるおそれの高い高齢者を対象に、
生活機能の低下を予防するための教室の開催や
訪問による指導を行います。 

介護福祉課 

観光ウォーキングコースの普及 
駅等を起点とした市内10コースの観光散策コー
スを紹介します。 

商工観光課 

学校体育施設の開放 学校体育施設（体育館、校庭等）を開放します。 生涯学習課 

公園等の整備 運動のできる施設や設備の充実を図ります。 
都市整備課 

生涯学習課 

指導者の育成及び支援 体力づくりを推進する指導者を育成し、支援します。 生涯学習課 

  

■■地地域域ででははここののよよううななここととにに取取りり組組みみまますす  

（（健健康康づづくくりり推推進進会会議議をを構構成成ししてていいるる団団体体のの活活動動事事例例））  

活 動 内 容 団 体 

子どもから高齢者までの 

スポーツ大会や教室等の
開催 

3B体操親子講習会、太極拳のつどい、ニュースポー
ツ講習会やレクリエーションダンス講習会等を通じ
て、健康な体づくりのための体を動かす機会を提供
し、仲間づくりを進めます。 

レクリエーション協会 

駅伝競走大会、各種球技大会、ゴルフ大会やスキー
教室等を通じて、健康な体づくりのための体を動か
す機会を提供し、仲間づくりを進めます。 

体育協会 

スポーツカレッジ、体力測定とニュースポーツ体験
や綱引き大会等、健康な体づくりのための体を動か
す機会を提供し、仲間づくりを進めます。 

体育指導委員協議会 

親子の交流教室等の 

開催 

乳幼児と保護者等を対象に、遊びの体験を通じた健
康づくりについて学ぶ機会を提供します。 

母子愛育連合会 

スポーツ少年団の活動 
各種スポーツを通じた児童の健全育成等、健康な体
づくりの場を提供し、生涯スポーツの基礎づくりと
仲間づくりをすすめます。 

スポーツ尐年団 

社協の 

福祉のまちづくり講座 

出前講座による、介護予防教室（体操等）を開催し
ます。 

社会福祉協議会 
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３ 休養・こころの健康 

  
行動目標 

取組み 

肯定的な助言を！ 

地域の行事等に家族で参

加し、交流を広げます 

肯定的な助言を！ 

肯定的な助言を！ 

家族ができること 自分ができること 

青年世代 

 

壮年世代 

高齢世代 

幼少世代 

家族や友だち、地

域の方々と交流

し、笑顔であいさ

つ、言葉かけに努

めます 

事に対してプラス

思考に努め、スト

レスと上手につき

合う努力をします 

家族や友だち、地

域の方々と交流

し、生きがいある

生活に努めます 

規則正しい生活

（食事、運動、休

養のバランス）に

努め、気持ちよい

目覚めを感じる

努力をします 

・自分に合った気分転換の方法を見

つけます。 

・時には仕事を早く切り上げ、家族

で団らんする時間を持ちます。 

・悩んだ時に相談できるところを探

しておきます。 

・リラックスできる環境を整えま

す。 

・家族で過ごす時間を大切にし、

何でも話し合える関係づくりに

努めます。 

・日中は体を動かし、夜の睡眠を充

分とります。 

・友だち、家族や地域の方々と交流

し、たくさん話します。 

・生活の中で子どもが存分に体を

動かす場づくりと、充分な睡眠

を確保できる環境を整えます。 

・家族で過ごす時間を大切にし、

何でも話し合える関係づくり

に努めます。 

 

・時には仕事を早く切り上げ、家族

で団らんする時間を持ちます。 

・生活のリズムをできるだけ整えま

す。 

 

・家族で過ごす時間を大切にし、

何でも話し合える関係づくりに

努めます。 

・リラックスできる環境を整えま

す。 

・悩みを相談する場の情報等を伝

えます。 

・生きがいを見つけます。 

・仲間と一緒に歩く等、人との交流

を持ちます。 

・日頃から、相談できる相手を見つ

けておきます。 

 

・地域で交流できる場の情報や悩

みを相談できる場の情報を伝

えます。場合によっては、一緒

に参加します。 

・離れていても、電話等で会話の

機会を持ちます。 

 

 

 

 

 

今日、１日 

どうだった？ 

話してみて！ 

聞きたいよ。 

もしもし、元気？

今、何してた？ 
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地域ができること 行政ができること 

 

 

  

 

 

 

青年世代、壮年世代 

 

・ストレス発散のできる行事を企画し

ます（おしゃべりサロン、祭り等）。 

・趣味を生かせる集まりを企画します。 

・子育て中の保護者等が気軽に集まれ

る場を設定します。 

・ボランティア活動等への呼びかけを

します。 

青年世代、壮年世代 

 

・子どもにかかわる大人に対し、子どもの話に

耳を傾けることの重要性について普及、啓発

を図ります。 

・こころの健康、規則正しい生活の大切さや睡

眠の重要性についての知識の普及、啓発を図

ります。 

・生涯学習を充実させます。 

 

・各種相談窓口の情報を積極的に発信します。 

・育児相談を行うとともに、子育て中の親が気

軽に集まれる場づくりを支援します。 

 

・睡眠やこころの健康について、相談できる専

門機関や医療機関の情報を提供します。 

 

 

・子どもと地域の大人が交流する機会を

つくり、日頃のあいさつや声かけを実

行します。 

・子どもは地域住民で育てる、という意

識の高揚と環境づくりに努めます。 

・規則正しい生活の大切さや睡眠の重要性につ

いて啓発します。 

・こころの健康に関する知識の普及、啓発を図

ります。 

・相談窓口の情報を積極的に発信します。 

・小・中学校におけるカウンセリングの充実を

図ります。 

 

 

・趣味を生かせる集まりを企画します。 

・一人暮らしの高齢者等が気軽に集まれ

る場を設定します。 

・ボランティア活動等への呼びかけをし

ます。 

・生涯学習を充実させ、こころの健康や規則正しい

生活の大切さ、睡眠の重要性についての知識の普

及、啓発を図ります。 

・家に閉じこもりがちな高齢者に対して、交流の場

を提供するとともに、訪問などによる相談支援も

行います。 

・睡眠やこころの健康について、相談できる専門機

関や医療機関の情報等積極的に発信します。 

・子どもにかかわる大人に対し、子どもの話に耳を

傾けることの重要性を伝えます。 

 

こころにゆとりある生活 

～休養をとるなど気持ちを切り替え、悩みやストレスの解消に努めよう～ 

基本目標 

 

 

 



Ⅳ 分野別・世代別健康づくりの取組み ３ 休養・こころの健康 

 12 

■■市市はは次次ののよよううにに進進めめてていいききまますす  

【【幼幼少少世世代代】】  

事業名等 内 容 担当課 

相談窓口の情報発信 
市の広報紙「広報くき」または「広報くきお知らせ版」、
市ホームページ等において、各種相談窓口の情報提供
を行います。 

各担当課 

乳幼児健康診査事業 
乳幼児健康相談事業 
母子訪問指導事業 

乳幼児の保護者等を対象に、生活リズムを整えること
の重要性を伝え、また、子育ての丌安の解消のため、
保健相談や育児相談等を行います。 

中央保健センター 

子育て相談事業 
就学前の児童及び保護者等を対象に、育児相談を行い
ます。 

子育て支援課 

保育課（市立保育所） 

教育相談事業 
スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカ
ー、教育相談員、担任、養護教諭等が様々な相談に応
じます。 

指導課（小・中学校） 

小・中学校における取組み 
保健だより、学級活動や保健の学習等において、生活
リズムと睡眠の重要性、命の大切さ、欲求やストレス
への対応について学習する機会を提供します。 

指導課（小・中学校） 

 
 
 

【【青青年年世世代代･･壮壮年年世世代代・・高高齢齢世世代代】】  

事業名等 内 容 担当課 

相談窓口の情報発信 
市の広報紙「広報くき」または「広報くきお知らせ版」、
市ホームページ等において、各種相談窓口の情報提供
を行います。 

各担当課 

妊産婦保健事業 
妊娠に伴う様々な丌安の解消のため、妊娠・出産につ
いて学習する機会の他、先輩ママとの交流や仲間づく
りを意識した交流会の場を提供します。 

中央保健センター 

こころの健康講座事業 
こころの健康に関する講座等を開催し、正しい知識の
普及、啓発を行います。 

健康医療課 

中央保健センター 

出前講座事業 
市民のグループを対象に、休養・こころの健康に関す
る講座の講師依頼に応じます。 

介護福祉課 

中央保健センター 

生涯学習課 

閉じこもり予防支援事業 
介護が必要になるおそれの高い高齢者を対象に、閉じ
こもり等を予防するため、訪問による指導を行いま
す。 

介護福祉課 

各種相談 
精神保健相談、健康相談、人権・女性相談や女性の悩
み相談（カウンセリング）等の各種相談の場を提供し
ます。 

各担当課 

認知症サポーター養成講座 
認知症の方やその家族が安心して暮らせるよう、認知
症についての理解を深め、認知症の方やその家族を支
える為のサポーター（協力者）を養成します。 

介護福祉課 
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■■地地域域ででははここののよよううななここととにに取取りり組組みみまますす  

（（健健康康づづくくりり推推進進会会議議をを構構成成ししてていいるる団団体体のの活活動動事事例例））  

活 動 内 容 団 体 

子育て体験（赤ちゃんと 

遊ぼう）等の開催 

小学生等を対象に、赤ちゃん人形を使い、抱っこや沐
浴等、赤ちゃんを慈しむ体験の機会を提供します。 

母子愛育連合会 

子どもから高齢者まで 

体を動かすことの楽しさ、 

こころのあり方の啓発等 

参加者及び参加者の家族に対し、スポーツやレクリエ
ーション等を通じて、心身ともに楽しむことが健康に
つながることを伝えていきます。 

レクリエーション協会 

体育協会 

体育指導委員協議会 

スポーツ尐年団 

様々な活動を通じた交流事
業 

会食やカラオケ、話し合い、奉仕活動等を通じて高齢
者の生きがい活動を行います。 

老人クラブ連合会 

各種ボランティア養成講座 

様々なボランティア養成講座を実施し、ボランティア
活動のきっかけづくりや、ボランティアの養成を行い
ます。また、おおむね夏の期間を利用したボランティ
ア体験を実施します。 

社会福祉協議会 

ふれあい・いきいきサロン 
子育て中の方や障がいのある方、高齢者をはじめ、誰
でも気軽に楽しく参加できる交流の場づくりを支援
します。 

社会福祉協議会 

社協の在宅介護者支援 介護者の会の開催、介護者通信を発行します。 社会福祉協議会 
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自分ができること 家族ができること 

４ たばこ・アルコール 

飲酒者 

喫煙者 

全世代 

たばこやアルコール

が健康に及ぼす影

響を学び、その害

から身を守ります 

適正な飲酒を心が

け、休肝日を設けま

す 

喫煙、受動喫煙の

影響を理解し、効

果の高い分煙を実

践します 

・たばこやアルコールが健康に及

ぼす影響を理解します。 

 

 

 

・未成年者は、たばこやお酒をす

すめられても断ります。 

 

 

 

 

 

・たばこを吸わない人は、そのま

ま継続します。 

 

・お酒を飲めない人は、お酒をす

すめられても、飲めない体質で

あることを周囲に伝え、断りま

す。 

・たばこやアルコールが健康に

及ぼす影響について家族や保

護者が学び、子どもが喫煙や飲

酒をしないよう働きかけます。 

 

・家庭内で子どもの手の届く所

にたばこやお酒を置きません。 

 

・未成年者の前でたばこを吸っ

たり、お酒を飲み過ぎたりしま

せん。 

 

・未成年者にたばこやお酒を不

えません。 

 

・成人に対しても、たばこやお

酒を無理にすすめません。 

 

・たばこが健康に及ぼす影響を

自ら理解し、認識します。 

・喫煙場所を守り、受動喫煙を

防ぎます。 

 

・定期的に健康診断を受けます。 

・禁煙に挑戦し、宣言します。 

 

・家族でたばこが健康に及ぼす影

響について話し合います。 

・家庭での喫煙場所は、効果の高

い分煙を考慮した場所に決め

ます。 

・定期的な健康診断をすすめま

す。 

・禁煙意欲を応援します。 

 

・アルコールが健康に及ぼす影響

を自ら理解し、認識します。 

・適量（日本酒１合等）を守り、

食事とともにゆっくり飲みま

す。 

・週に２日は休肝日を決め、守り

ます。 

・定期的な健康診断を受けます。 

 

・家族でアルコールが健康に及ぼ

す影響について話し合います。 

・出来るだけ家族で一緒に食事を

します。 

・休肝日には、お酒を見えないと

ころに置きます。 

・お酒は尐しずつ購入します。 

・定期的な健康診断をすすめま

す。 

 

行動目標 
取組み 

吸ってごらん 

もっと飲んだら！！ 

一緒に飲め！ 
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地域ができること 行政ができること 

 

 

  

 

 

 

・地域の行事等で、たばこやアルコール

が健康に及ぼす影響について学ぶ機会

を設定し、受動喫煙に配慮します。 

 

 

 

・未成年者の喫煙や飲酒に対し、注意し

ます。 

・未成年者へのたばこやお酒の販売を禁

止します。 

 

 

 

 

 

・地域の行事等で、無理にたばこやお酒

をすすめません。 

 

・たばこやアルコールが健康に不える影

響についての知識の普及を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

・薬物乱用防止教室等を開催します。 

・禁煙や分煙、適正飲酒に関する意識の

啓発を図ります。 

・公共施設の全面禁煙・分煙を推進しま

す。 

・公共施設の敷地内での禁煙・分煙を推

進します。 

 

・地域の行事等で、たばこが健康に及ぼ

す影響について学ぶ機会を設定します。 

 

 

 

・集会や行事等、地域の方々が集まる場

では、禁煙または効果の高い分煙を考慮

した、喫煙場所を決めます。 

・禁煙の仲間づくりをすすめます。 

 

・健康相談において、禁煙指導を受けられ

る医療機関等の情報提供や指導を行い

ます。 

・久喜市路上喫煙の防止に関する条例によ

り喫煙マナーの向上を図ります。 

 

 

 

・地域の行事等で、アルコールが健康に

及ぼす影響について学ぶ機会を設定し

ます。 

・過度にお酒をすすめません。 

 

 

 

・こころや体の健康相談では、節度ある適

度な飲酒についての知識を伝えます。 

・禁酒したい人に、断酒会等の情報を提供

します。 

・相談窓口等の情報を提供します。 

 

喫煙・飲酒のマナー遵守 

  ～たばこやアルコールが健康に及ぼす影響を理解し、健康づくりに努めよう～ 

未成年者の利用する公共機関等

に、わかりやすいポスター等を

掲示します！ 

たばこやお酒の自動販売機の

設置場所を考慮します 

ポイ捨てタバコの吸殻を拾う

イベント等を企画します 

 

基本目標 

路上喫煙による煙の迷惑等が周囲に及ばない

よう配慮しなければなりません。また、路上

喫煙禁止区域では、所定の場所以外で喫煙す

ると、過料が科せられる場合があります。 
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■■市市はは次次ののよよううにに進進めめてていいききまますす  

【【幼幼少少世世代代】】  

事業名等 内 容 担当課 

啓発事業 

市の広報紙「広報くき」または「広報くきお知らせ版」
や市ホームページにおいて、たばこやアルコールの健康
に及ぼす影響について情報提供を行います。 

小・中学校内に掲示物による啓発を行います。 

健康医療課 

指導課（小・中学校） 

薬物乱用防止教室事業 
小・中学生を対象に、たばこ・アルコール・薬物乱用防
止について学習する機会を提供します。 

学務課 

小・中学校における取組み 
保健だより、保健体育、保健学習、学校保健委員会等に
おいて、たばこやアルコールの健康に及ぼす影響、薬物
乱用防止について正しい知識を提供します。 

指導課（小・中学校） 

禁煙・分煙の推進 市の施設等の禁煙及び分煙を推進します。 各担当課 

久喜市路上喫煙の防止に 
関する条例の運用 

条例の周知、啓発を徹底し、路上喫煙による煙の迷惑等
の防止を図ります。 

環境保全課 

 

 

【【青青年年世世代代･･壮壮年年世世代代・・高高齢齢世世代代】】  

事業名等 内 容 担当課 

啓発事業 
市の広報紙「広報くき」または「広報くきお知らせ版」
や市ホームページにおいて、たばこやアルコールの健康
に及ぼす影響について情報提供を行います。 

健康医療課 

妊産婦保健事業 
妊娠中のたばこの影響等について学習する機会を提供し
ます。 

中央保健センター 

禁煙指導等の情報提供 
健康相談等において、医療機関で行う禁煙指導に関する
情報提供を行います。 

中央保健センター 

健康相談・食生活相談事業 
健康相談等において、たばこやアルコールの健康に及ぼ
す影響や正しい知識の普及、啓発を行います。 

中央保健センター 

出前講座事業 
市民のグループを対象に、たばこやアルコールの健康に
及ぼす影響に関する講座の講師依頼に応じます。 

中央保健センター 

生涯学習課 

禁煙・分煙の推進 市の施設等の禁煙及び分煙を推進します。 各担当課 

久喜市路上喫煙の防止に 
関する条例の運用 

条例の周知、啓発を徹底し、路上喫煙による煙の迷惑等
の防止を図ります。 

環境保全課 
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■■地地域域ででははここののよよううななここととにに取取りり組組みみまますす  

（（健健康康づづくくりり推推進進会会議議をを構構成成ししてていいるる団団体体のの活活動動事事例例））  

活 動 内 容 団 体 

禁煙・分煙の推進 医療機関等において、禁煙及び分煙を推進します。 
医師会 

歯科医師会 
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家族ができること 自分ができること 

青年世代 

 

５ 生活習慣病・歯の健康 

  

幼少世代 

壮年世代 

高齢世代 

行動目標 
取組み 

「歯及び口腔内の

健康」が全身に影

響を及ぼすことを学

び、よく噛む、正し

い歯みがきの習慣

を身につけ、よりよ

い健康づくりに努め

ます 

「歯及び口腔内の

健康」が全身に影

響を及ぼすことを学

び、健康管理に努

めます 

特定健康診査等、

健康診断の必要性

を理解し定期的に

受け、健康管理に

努めます 

 

特定健康診査等、

健康診断の必要性

を理解し定期的に

受け、生活習慣を

見直し改善に努め

ます 

・口腔内の健康が全身に影響するこ

とや正しい歯みがき方法を学び、

よく噛んで食べます。 

・自分の適正体重（Ｐ23 参照）を

知り、計測を習慣化します。 

・体重や体温、排便回数等をチェッ

クし、自己の健康状態の変化に気

づきます。 

・自分の家族歴を知り、健康管理に

役立てます。 

・口腔内の清潔が保たれているか

確認します。 

 

 

・家族で健康づくりに関心を持

ち、生活習慣の改善に協力しま

す。 

 
・子どもに家族歴を伝えます。 
 

・お口の健康や正しい歯みがき方法

について学びます。 

・よく噛んで食べます。 

・自分の健康状態に気づきます。 

 

 

 

 

 

・自分の家族歴（Ｐ80 参照）を聞

きます。 

・歯及び口腔内の健康が全身に影
響することや正しい歯みがき
方法を学び、子どもに伝えま
す。 

 
 
・子どもの健康状態を把揜しま

す。 
・かかりつけ医を持ちます。 
・子どもに家族歴（Ｐ80 参照）

を伝えます。 

・特定健診等により、自分の健康状

態を把揜し、必要な検査や指導を受

け、生活習慣を見直し改善します。 

 

 

 

 

・よく噛んで食べ、食後は口腔内を

清潔に保ちます。 

・特定健診等を受けるよう、また、

その結果に関心を持ち、必要な

検査や指導を受けるよう声を

かけます。 

 

 

 

 

・口腔内の清潔が保たれているか

確認します。 

 

・特定健診等の必要性を理解し、定期

的に受け、自分の健康状態を把揜し

ます。その結果から、健康について

の正しい情報を学びます。 

 

 

 

・よく噛んで食べ、食後は口腔内を

清潔に保ちます。 

・特定健診等を受けるよう声をか

けます。 

 

 

 

・家族が健康についての正しい情

報を学び、伝えます。 

・口腔内の清潔が保たれているか

確認します。 

 

体温や体重を 

はかってみよう 

便や尿の回数等 

数えてみよう 

見せて！ 

結果は 

どうだった？ 

家族みんなで 

生活改善！ 

一 緒 に 健 診 を

受けよう！ 

体重を毎日 

記録してみよう 
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地域ができること 行政ができること 

 

 

 

 

 

 

・行政等が行う健康講座へ参加するよう

呼びかけます。 
青年世代・壮年世代 

 

・歯みがきの仕方や、むし歯、歯周病を

防ぐ生活習慣について、知識の普及を

図ります。 

・生活習慣病の予防について知識の普及

を図ります。 

・がん検診や健康診断等の重要性につい

て啓発を図り、受診勧奨を行います。 

・がん検診等の精密検査未受診者の受診

勧奨を行います。 

 

 

・乳幼児健診の受診等についての言葉か

けに努めます。 

 

・子どもたちの健康状態（口腔内も含む）

について、気になることがあれば、保

護者等に声をかけます。 

・歯みがきの仕方や、むし歯を防ぐ生活習

慣について、知識の普及を図ります。 

・乳幼児健診や定期健康診断等を行い、よ

りよい生活習慣を見直すきっかけをつく

ります。 

・かかりつけ医（医師、歯科医師、薬剤師）

を推進します。 

壮年世代・高齢世代 

 

・健康診断等の大切さを互いに認識し確

認するため、地域の行事等で体調や健

康について話し合う機会を持ちます。 

・生活習慣病の予防について知識の普及

を図ります。 

・がん検診や健康診断の重要性について

啓発を図り、受診勧奨を行います。 

・がん検診等の精密検査未受診者の受診

勧奨を行います。 

・「噛む・飲み込む力」を維持する体操

（P81 参照）や正しい口腔内の手入れ

方法の知識の普及を図ります。 

健康づくりへの理解と認識  

～自分の体調に関心を持ち、正しい生活習慣を身につけ、健康管理に努めよう～ 

基本目標 

 

 

 

 

具合でも悪いの？ 

顔色良くないよ・・ 

こんなこと、 

やってますよ 

「お元気ですか？」 

「健康診断はお済みですか？」 

を合い言葉にしましょう！ 
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■■市市はは次次ののよよううにに進進めめてていいききまますす  

【【幼幼少少世世代代】】  

事業名等 内 容 担当課 

むし歯予防教室 
幼児及びその保護者に対して、歯科医師の講話、健
診やブラッシング指導等を行います。 

中央保健センター 

歯みがき指導 給食後に歯みがき指導を行います。 保育課（市立保育所） 

乳幼児健康診査事業 
内科健診 
歯科健診 

及び身体測定 

乳幼児を対象に、発育・発達の確認と、異常の早期
発見を行い、乳幼児の健全な発育発達を促すために、
集団健診（内科・歯科）を行います。 

中央保健センター 

保育課（市立保育所） 

学務課（市立幼稚園） 

小・中学校における取組み 
保健学習、学級活動等において、健康管理等につい
て指導します。また、標語やポスター等、児童の作
品等を通じた校内の掲示物による啓発を行います。 

指導課（小・中学校） 

定期の健康診断・歯科健診 
小児生活習慣病予防健診 

小・中学生を対象に、定期の健康診断、歯科健診を
行います。また、小学１年生・中学１年生を対象に、
心臓検診、小学４年生を対象に、小児生活習慣予防
健診、中学２年生を対象に貧血検査等を行います。 

学務課（小・中学校） 

 

 

【【青青年年世世代代･･壮壮年年世世代代・・高高齢齢世世代代】】  

事業名等 内 容 担当課 

健康診査等普及啓発事業 
市の広報紙「広報くき」または「広報くきお知らせ版」
や市ホームページにおいて、健康診断等を受ける必要
性や健康診断等についての情報を提供します。 

健康医療課 

中央保健センター 

国民健康保険課 

妊産婦保健事業 
妊婦を対象に、妊婦健康診査を行います。 

妊娠中の歯科保健等に関する講座を開催します。 
中央保健センター 

健康づくり事業 
市民を対象に、がん検診や健康診断等の重要性及び生
活習慣病の予防、歯みがきの仕方、むし歯や歯周病を
防ぐ生活習慣等に関する講座を開催します。 

中央保健センター 

出前講座事業 

市民のグループを対象に、がん検診や健康診断等の重
要性及び生活習慣病の予防、歯みがきの仕方、むし歯
や歯周病を防ぐ生活習慣に関する講座の講師依頼に応
じます。 

中央保健センター 

生涯学習課 

健康相談・食生活相談事業 
市民を対象に、健康診断等のデータの見方や生活習慣
の改善に関する相談に保健師、栄養士等が応じます。 

中央保健センター 

高齢者二次予防事業 

介護予防のための基本チェックリストにより、生活機
能の低下のおそれのある高齢者を把揜し、介護予防事
業が必要な対象者に、運動器の機能向上、閉じこもり
予防、口腔機能の向上や栄養改善等を目的としたプロ
グラムを提供します。 

介護福祉課 
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事業名等 内 容 担当課 

各種がん検診事業 

各種がん検診を行います。 

胃がん（４０歳以上）、肺がん（４０歳以上）、大腸
がん（４０歳以上）、前立腺がん（５０歳以上）乳が
ん（３０歳以上）子宮頸がん（２０歳以上） 

中央保健センター 

特定健康診査等 

特定保健指導事業 

生活習慣病予防のために、医療保険者（市においては
国民健康保険）によるメタボリックシンドロームに着
目した健診・保健指導を実施し、健診や保健指導の必
要性について啓発を行います。 

健康医療課 

中央保健センター 

国民健康保険課 

 

 

■■地地域域ででははここののよよううななここととにに取取りり組組みみまますす  

（（健健康康づづくくりり推推進進会会議議をを構構成成ししてていいるる団団体体のの活活動動事事例例））  

活 動 内 容 団 体 

健康管理について学ぶ場の
提供 

乳幼児と保護者等を対象に、子どもの急病、事敀等の対
処方法や受診の必要性について学ぶ機会を提供します。 

母子愛育連合会 

がん検診等の受診勧奨 
愛育だよりや声かけ訪問を通じて、乳幼児健診やがん検
診等の受診勧奨を行います。 

母子愛育連合会 

健康管理への支援 

乳幼児健診、学校健診、特定健康診査、がん検診等の様々
な機会を通じて、健康管理に関する指導を行います。 

医師会 

歯科医師会 

学校保健委員会、市民まつり等の様々な機会を通じて、
健康管理に関する指導を行います。 

薬剤師会 

社協の福祉のまちづくり講
座 

出前講座による、健康相談や血圧測定等を行います。 社会福祉協議会 
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