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はじめに 
 

市民の皆さんが健やかで心豊かに暮らす元気な網走市の実現を目指して「網走市

民健康づくりプラン」を策定してから４年が経過しました。この間、網走市の高齢

者人口（６５歳以上）の割合は、１７．６％から２０．１％（平成１７年６月現在）とな

り、いっそう高齢化が進んでいます。 

 今後ますます健やかで、自立した生活が送れる健康寿命を延ばすための日頃から

の健康づくりが、市民一人ひとりと、網走市の重要なテーマとなってきました。 

 網走市では、これまでもプランをもとに関係団体、地域とともに健康づくりを進

めてきましたが、これまでの評価を踏まえてプランの見直しを行い、さらに健康づ

くりを進めるため「網走市民健康づくりプランⅡ」を策定いたしました。  

 見直しされたプランは、市民一人ひとりが食生活や生活習慣の改善、運動や体力

づくりなど、自分に合った方法で主体的に健康づくりに取り組むことが重視され、

また市民一人ひとりの健康づくりを支える地域ぐるみの健康づくり運動の重要性

が謳われております。 

 このプランが、市民の皆さん一人ひとりと地域や関係団体、そして網走市でとも

に共有され、「みんなの健康元気な網走」を目指す更なるステップとなることを期

待しております。 

 プランの見直しにあたり、ご意見やご提言をいただきました「網走市民健康づく

りプラン検討会議」の委員の皆さまに心からお礼申し上げます。 

 

 平成１７年８月 

 

                          網走市長 大 場  脩 
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１．網走市民健康づくりプランⅡについて 

 

平成１３年に策定した健康づくりプランから３年が経過した平成１６年にプランの見

直しをすることとして、「網走市民健康づくりプラン検討会議」から市民 1,474 人の

アンケート結果と、網走市の健康状態を基にプランの進捗状況の評価と見直しにあた

っての提言をいただき、それを踏まえて「網走市民健康づくりプランⅡ」を策定しま

した。  

高齢化の進行による生活習慣病の増加が心配されていましたが、網走市の国民健康

保険のデータでは、生活習慣病での診療件数が全体に増加しています。特に、高血圧

性疾患は１２年と比較して４０％、糖尿病は５０％増加しています。また、生活習慣病で

の診療件数の割合は、高血圧性疾患、歯科疾患、糖尿病の順に上位を占めています。  

これは、アンケート結果で、自分の生活習慣に問題があると答えた人のうち、その

内容を「運動」と答えた人が４９．８％と最も多く、次いで３５．２％の人が食生活をあげ

ており、平成 12 年と比べて運動面での生活習慣が改善よりむしろ後退している結果

に連動しています。 

このことから、プランⅡでは、高血圧性疾患の予防に重点を置いた生活習慣病の予

防と、「運動」と「食生活」に重点を置いた生活習慣の改善を進めて行きます。 

健康づくりを進めるにあたっては、市民の皆さん一人ひとりの健康づくりの取り組

みと、それを支える地域の皆さんによる健康づくり、そして健康なまちづくりを進め

る網走市の取り組みを大きな柱としています。 
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２．健康なあなたづくり 

健康は、あなたが仕事や、社会や趣味の活動を行ったり、いきいきと生活を楽しむための

1 つの資源です。あなたが、「生涯現役」で「死ぬまで元気」で満足した生涯を送ることがで

きるために、日々の暮らしの中で健康にいいことを意識してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栄養・食生活 

● 朝食を抜かずに、１日３食たべます。

● 塩分はひかえて、１日１０ｇ未満にし

ます。（特に５０代以上の人） 

● 野菜をたくさん食べます。 

（特に２０～４０代の人） 

運動・身体活動 

● 手軽な運動を習慣にします。 

（ウォーキングがおすすめ） 

● 車の使用を控えて歩きます。 

● 1 週間に２回以上は 30 分以上の運動

をします。 

休養・こころの健康 

● 自分にあった睡眠時間を確保しま

す。 

●上手なストレス解消法を見つけます。

● 自分の楽しむ時間をつくり気分転換

をします。 

● 心の疲れがとれない時は周りの人や

専門家に相談します。 

歯の健康 

[幼児期] 

● １日１回以上は、親が仕上げ磨きを

します。 

● 甘いおやつ・ジュースをなるべく控

えます。 

● フッ素塗布を定期的に受けます。 

● 歯ごたえのあるものを食事にとりいれ

ます。 

[学齢期] 

● 夜寝る前に歯を磨きます。 

● よく噛んで食べます。 

● １日のおやつ・ジュースの量を決め

てとります。 

[青年期以降] 
● １日２回以上は歯を磨きます。 

（入れ歯の人も磨きましょう。） 

● 年に１回は、歯科検診を受けます。

たばこ 

● 吸わない人への受動喫煙を防ぎま

す。 

● 喫煙が身体に及ぼす影響について理

解します。 

● 禁煙のきっかけを見つけ、禁煙の努力

をします。 

アルコール 

● 週に２日は休肝日をとります。 

●ストレス解消のための飲酒はしません。

健康チェック 

● 年に 1 度は健康診査を受けて、自分の

健康度をチェックします。 

● 健診の結果を正しく理解し、健康管理

と生活習慣の改善に役立てます。 

みんなで健康づくり 

● 保健センターやコミセンなどが開催

する学習会やイベントに参加します。

● 身近な施設や、公園を利用します。

● 地域活動に積極的に参加します。 
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３．健康な地域づくり 

健康づくりは、一人ひとりが自分の健康を管理し、改善していく意識と実践が大切です。

しかし、個人の努力だけでは達成しずらいものです。 
地域のみんなでウォーキングをしたり、健康教室に参加したりなど、地域ぐるみの健康

づくり活動が、１人ひとりの健康づくりのきっかけとなったり、学習の場となったり、楽

しく、長続きができる健康づくりの大きな力となります。 

 

網走市健康推進員 
・ 町内会や、地区が自主的な地域の健康づくりを進めるための中心的な役割を担いま

す。 

・ そのために、健康推進員の役割について町内会や地区の住民の理解を深めます。 

・ また、健康推進員の町内会や地区での健康づくりの支援者としての位置づけを町内

会や地区でしっかりと確立して、町内会や地区とともに健康づくりの取り組みができ

るように努めます。 

・ 保健センターと地域のパイプ役として健康づくりの推進に努めます。 

・ 手軽に行えて運動効果の高いウォーキングの普及を健康推進員協議会の活動の重点

とし、地域のウォーキングマップの作成や、ウォーキングの会など地域での活動の推

進を図ります。 

 

食生活改善推進員 
・ 栄養と食生活の改善をとおして、市民の健康増進、生活習慣病の予防に寄与します。 

・ 高血圧の予防・肥満の予防・食育など食生活に関わる子どもから高齢者まで多くの

世代を対象に「食」への関心を高めるため食生活改善の知識の普及をします。 

・ 一人ひとりが食生活を意識し、改善できるように、町内会や健康推進員と協力して

地域での食生活改善事業を進めます。 

・ 減塩の推進を活動の重点の 1 つとして、他の団体とも連携しながら全市的な運動の

展開を図ります。 

 

体育指導委員 
・ 市民がスポーツをとおした健康づくりに積極的に取り組む意識と行動の普及・定着

に努めます 

・ 市民の多様なスポーツ・レクレーション活動に対応できる施設の整備、充実、利用

しやすい環境について調査研究し、提言をします。 

・ 体育指導委員の存在と活動をおおいにＰＲして、地域、職場、団体での体育指導委

員の活動の活性化を図ります。 

・ 健康体力づくりの事業を企画し、実施します。また、市が行う健康・体力づくり事

業に積極的に協力、参画します。 

 

町内会・地区 
・ 住民一人ひとりが健康で、障がいがあってもいきいきと生活できる健康な地域づく

りを目指します。 

・ 健康推進員や食生活改善推進員と協力して住民一人ひとりが健康づくりに取り組む

きっかけや、学習の場となる活動を進めます。 

・ 地域の課題を見い出し、地域にあった健康づくりプランを立て、地域でできる活動

を行います。 
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４．健康なまちづくり 

住民一人ひとりが健康だと感じる、いきいきと暮らせる、たとえ病気や、障がいがあって

も、「生きていてよかった」と思える、そんな「元気なあばしり」をめざす健康を核とした

まちづくりのために、網走市の関係部署が連携しながら健康づくりを進めます。 

 

【１】保健・健康づくり活動 -------------------------- 健康管理課・保険年金課 

市民一人ひとりの健康づくりの実践を意識した保健活動を行います。 

●地域の自主的な健康づくり活動の推進 

・ 各町内会に健康推進員の設置を図り、活発な地域の健康づくり運動を推進します。 

・ 食生活改善推進員の養成を行い、地域での食生活改善運動を推進します。 

・ 保健センターを中心に関係部署が連携して地域の健康づくりを推進し、支援します。 

●健康診査の受診者の拡大 

・ 事業所等で生活習慣病検診や、がん検診を受診する機会のない自営業者・退職者（国

保加入者）、家庭の主婦（国民年金第３号被保険者）などを重点的な対象とし、受診者

の拡大を図ります。 

●医療費削減への取り組み 

・ 保健センターが実施する各種健康診査や人間ドック、脳ドックの国保加入者の受診料

を助成して、受診の拡大を図り、疾病の早期発見、予防を促進します。 

・ 高齢者の市民プールの利用を助成して健康づくりを支援します。 

・ １年以上医療給付を受けなかった国民健康保険の加入世帯の方に優良健康世帯の表彰

を行って健康を讃え、健康づくりの啓発を行います。 

 

【２】運動・スポーツの普及 ------------------------------------- スポーツ課 

市民一人ひとりの健康体力づくりとしての観点から生涯各期に応じたスポーツの普及、振

興を図り、市民皆スポーツと生涯スポーツを推進します。 

●運動に関する情報の提供 

・ 市が行う体育事業の内容や、施設の利用方法などの情報を提供します。 

●気軽にスポーツができる機会の拡大、スポーツ人口の増加 

・ ウォーキング、ストレッチ、筋力アップなど日常生活の中で実行しやすい運動の教室、

講座を開催するなどして、運動習慣の普及と定着を図ります。 

●健康体力づくりのための事業の推進 

・ 高齢者を対象としたシルバー健康体力づくり講座を開催します。 

・ 健康体力づくりのための体力測定と、その結果に基づいたトレーニングメニューの提

供を目的とした健康体力診断事業を実施します。 

・ 水中ウォーキングなど体力づくり、健康増進のための事業を進めます。 
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【３】生涯学習、文化活動の推進 --------------------------------- 社会教育課 

健やかな毎日を過ごすために、市民一人ひとりのライフスタイルにあった生涯学習のお手

伝いをします。 

●だれもが、いつでも楽しく学びつづけるための学習環境の整備 

・ 生涯学習推進指導員や社会教育推進指導員などの人材を養成し、一人ひとりが適切な

学習機会を選択して自主的に学習を進められるよう支援します。 

●生涯を豊かにする、いきいきした学習活動の推進 

・ 生涯各期の学習機会の充実を図ります。 

［乳幼児期］・関係機関、医療機関と連携しながら、乳幼児教育の充実を図るため、託児を

充実させながら教室・講座を開設します。 

［少年期］ ・豊かな情操を育み、子どもの個性や自主性をのばす学習内容を開発します。 

・高齢者や青少年ボランティアと子どもたちが触れ合う活動を充実させます。 

［青年期］ ・社会問題の関心を高め、国際的な視野にたった地域づくりへの参加を促進し

ます。 

［成人期］ ・多様な学習要求に応じるため新たな学習方法、学習プログラムの開発を図り

ます。 

・ニューメディアを活用し、遠隔地の大学の講義を受講するシステムやＣＳ放送

を利用した講座など、個人学習や自宅学習などを促進します。 

［高齢期］ ・高齢者の知識、技術を積極的に生かすための人材ネットワークづくりに努め

社会参加を促進します。 

・高齢期の生活課題に対応するため、寿大学でも健康づくりを中心に学習内容

を充実させる一方、豊富な知識や経験を活かせる機会を提供していきます。 

●豊かな心や創造性を育む文化活動の推進  

・ 心身の健康を維持し、豊かな人生を送るため、市民の一人ひとりが生涯にわたってさ

まざまな文化活動を通して個性を伸ばし、創造性を培い、自己の向上を図ろうとする自

発的な営みを支援します。 

 

 

【４】介護予防の推進 ---------------------------------------------- 介護福祉課 

介護保険制度、福祉施策の充実を図るとともに、地域・社会で支え合い、高齢者が住み慣

れた地域で生きがいと尊厳をもって自立した生活を送る「寝たきり老人ゼロ」の社会の実現

を目指します。 

 

●元気高齢者づくり対策の推進 

・地域リハビリテーションの推進 

   通所リハビリテーションや、訪問リハビリテーションを引き続き推進します。 
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・介護予防事業の推進 

   介護予防の観点から実施する介護予防教室や、高齢者筋力アップ事業、地域ふれあい

事業などを推進します。 

・生きがい活動の支援 

  高齢者の引きこもり予防のために、生きがい活動支援通所事業（生きがい対応型デイ

サービス事業）などで生きがい活動を支援します。 

・社会参加の支援 

老人クラブ活動の支援や、シルバー人材センター事業の支援（商工労働課）を行い、高

齢者の地域における社会参加、教養文化活動などの推進を図ります。 

 

●地域生活支援体制の整備 

・高齢社会を踏まえた地域社会づくりの推進 

高齢者が安心して生活できるように、地域住民がお互いに助け合い、支え合う地域づ

くりを進めます。また、居宅介護支援事業者、介護サービス提供事業者、民生委員・児

童委員協議会等の関係機関との連携を図り、高齢者の総合相談業務等の充実を図ります。 

・生活支援サービスの充実 

高齢者に対する生活支援として、給食や外出支援、軽度生活援助、電話による独居老

人等への安否確認などの各種サービスの充実を図ります。 

・ボランティア活動等の推進 

高齢者が住み慣れた地域で、生きがいを持って生活ができ、要支援又は要介護状態に

ならないように、ふれあい事業など地域活動を行なう住民グループ活動の育成・支援を

図ります。 

 

【５】食育の推進 ----------- 健康管理課・児童家庭課・農政課・水産漁港課・教育部 

家庭や社会の生活や、環境の変化とともに、食生活の乱れが問題となっており、その影響

は子どもたちにも及んでいます。食のありかたを、健康と生活の基盤として見直し、栄養だ

けでなく、調理や食の楽しみ、あるいは地域の食文化なども含めて、食を通じて人間性を向

上させるための教育を重要な課題とします。 

・ 子どもから大人まで市民一人ひとりが、自分の「食」について考える習慣を身に付け、

生涯を通じて健全で安全な食生活を実現できるよう食品の安全性、食事と疾病との関係、

生活習慣と食事との関係、食品の栄養特性や、その組み合わせ方、食文化、地域固有の

食材、生産から流通までなどを適切に理解するために必要な情報提供や地域における実

践活動等を行う「食育」を推進します。 

・ これらの「食育」を進めるにあたっては、家庭、保育所、学校、地域等を中心とした

活動と連携し、あるいは支援し、総合的な運動を展開するため、関係部署のネットワー

クを構築します。 
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【６】実践・評価・検討 

・ 「網走市民健康づくりプラン検討会議」は、毎年定期的に参集して情報の交換や、

健康づくり活動の検討・評価を行い効果的な健康づくりに反映させます。 

・ 「網走市民健康づくりプラン庁内検討委員会」は、定期的に参集して情報交換や、

施策・事業の検討を行い、連携を密にして総合的、かつ効果的な健康づくりを推進し

ます。 

・ 関係部署、関係団体が行う事業、イベント等の実施にあたっては、互いに情報を共

有し、協力して一体となった健康づくりを進めます。 

・ 概ね３年ごと、または必要に応じて計画全体の進行と到達状況を確認し、計画全体

の評価を行います。 

・ 評価は市民へのアンケート調査、健康診査の結果、施設の利用状況、事業・イベン

トの参加状況、団体・サークルの活動状況、国保運営状況、介護保険運営状況などに

基づいて行います。 

・ 評価に基づき、目標、課題等の見直し等も含めた総合的な検討を行います。 
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５．現状の評価とプランの指標 

【１】生活習慣の改善 

（１）栄養食生活 

指 標 平成 12 年 平成 16 年 目 標 

食塩の摂取量 

・１日あたりの平均摂取量 

(北網地域) 

14.8ｇ

(北網地域) 

今後調査 

 

10ｇ未満

適正体重を維持する 

・ＢＭＩ判定（肥満度の判定）が[肥満]の人 

 

・ＢＭＩ判定が[やせ]の 20 代の女性 

男性 29.1％

女性 22.0％

17.4％

 

32.6％ 

21.9％ 

25.4％ 

20％以下

18％以下

12％以下

野菜の摂取量 

・緑黄色野菜を毎日摂取する人 

・淡黄色野菜を毎日摂取する人 

56.4％

41.1％

 

52.0％ 

31.4％ 

70％以上

70％以上

カルシウムに富む食品の摂取量 

・乳製品を毎日摂取する人 56.1％

 

51.8％ 80％以上

 

 

女性の肥満の割合に変化はないが、男性の肥満がやや増加している。年代別にみる

と特に 40 代の 46.7％が肥満となっている。男性は女性に比べると「自分の体にあっ

た食事量を知っている」・「栄養成分表示を参考にする」人の割合が低く、食事を食べ

る早さでも「30 分以上かけて食べる」人が男性は少なく、40 代男性では 34.4％と早

食いの傾向もありそのため肥満も多くなっていると考えられる。 

野菜、カルシウムに富む食品を毎日摂る人が減少し、朝食を食べない人が増加して

いる。また栄養成分表示を参考にする人が減少しているなど、食生活が後退している

結果となっている。一方で自分の体に合った食事の内容や量を知っている人が大幅に

増加しているが、肥満の人の増加や栄養・食生活での指標の結果をみると知っている

内容に問題があるのか、知っているけど健康な食生活の実行ができていない状況もあ

ると思われる。自分の食事の内容や量を意識する人が増えていることは間違いないと

いえる。食塩の摂取量については、正確な調査が望ましいが、「塩分を控えている」

などの意識や行動の面からの指標でも有効と思われる。

指 標 平成 12 年 平成 16 年 目 標 

朝食を食べない人 6.6％ 9.4％ 4％以下

量、質ともにきちんとした食事とる 

・１日１回は２人以上で楽しく 30 分以上かけて

食事をとる人 

・朝、昼、晩の３食きちんと食べる人 

・自分の体に合った食事量を知っている人 

38.6％

89.4％

48.0％

 

39.3％ 

 

89.0％ 

72.0％ 

60％以上

95％以上

70％以上

栄養成分表示を参考にする 40.1％ 34.2％ 70％以上

健康や栄養に関する学習の場に参加する 
11 年度

2,000 人

15 年度 

2,473 人 増加
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（２）運動・身体活動 

  

 

仕事・通勤以外で運動をする人の割合

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

20代 30代 40代 50代 60代 70代 80以上

男

女

 

 

意識して体を動かすように心がけている人、運動を習慣にしている人が減少してい

るが、５０代以上の人のウォーキングをしている姿をよく見かけるように５０代以上の

人の運動習慣は、進んでいると思われるものの、２０代から４０代までの運動習慣が進

んでいない。アンケート結果の職業別では特に会社員、パートの運動不足が気になる。 

結果として４０代の男性の 46.7％が肥満であり、肥満が生活習慣病の大きな原因と

なることから今後の課題である。 

普段運動していない人の理由では「なんとなくできない」と「面倒」が 46.8％で

あるが、これらの人の意識が変われば運動を習慣にする人は飛躍的に増えると思われ

る。 

地域活動やサークル活動に参加する人が増えているが、エコーセンター2000、市民

活動センターなどの環境整備と生涯学習の事業の効果や、ボランティア活動の活発化

によるものと思われる。 

 

 

指 標 平成12年度 平成16年度 目 標 

健康の維持・増進のために意識的に身体を動かす 

・運動以外で意識して身体を動かすように心がけてい

る人 

68.2％

 

62.2％ 

 

80％以上

運動を習慣にする 

・週に２回、１回に 30 分以上運動する 31.2％

 

27.8％ 40％以上

積極的に外出する高齢者 81.0％ 増加

地域活動や団体・サークル活動に参加する 38.2% 42.1％ 50％以上
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（３）休養・心の健康づくり 

 
指 標 平成 12 年度 平成 16 年度 目 標 

十分に睡眠をとる 

・今の睡眠時間に満足している人 80.9％

 

80.1％ 90％以上

ストレスを上手に解消して、心の疲れを癒す 

・「自分の生活習慣の問題」が、ストレスだと感

じている人 

・ストレス解消法がある人 

18.4％

 

25.3％ 

 

83.1％ 

10％以下

スポーツや趣味で精神的な疲労回復をはかる 

・計画、定期的に何かを学んだり、文化的な活

動やスポーツをする人 

57.1％ 53.1％ 65％以上

ストレスが、生活習慣の問題だと感じている人が増えている。一方でストレス解消

法がある人は 83.1％いる。ストレス解消法がある人は多いが、解消法では、女性は

趣味・おしゃべりが多く、男性は、趣味・スポーツが多いが食べることや飲酒をスト

レス解消としている人がおり肥満や飲酒による健康への影響が危惧される。特に 40

代の男性は、飲酒がﾞ 14.9%食べることが 12.8％と他の年代の男性より多くなってい

る。 

 

（４）歯の健康 

 
幼児期の虫歯予防 

指 標 平成 12 年度 平成 15 年度 目 標 

①虫歯のない幼児 

・１歳６ヶ月児歯科検診の結果虫歯のない幼児 

・３歳児歯科検診の結果虫歯のない幼児 

93.0％

60.8％

 

93.7％ 

63.8％ 

95％以上

70％以上

②フッ素塗布を受けたことのある幼児の増加 

・３歳までにフッ化物歯面塗布を受けたことのあ

る幼児 

・継続して定期的にフッ化物歯面塗布を受けてい

る幼児 

79.3％

20.5％

 

85.6％ 

 

22.3％ 

 

90％以上

30％以上

 

学齢期の虫歯予防 

指 標 平成 12 年度 平成 14 年度 目 標 

12 歳児における１人平均虫歯数 3.2 本 3.2 本 ２本以下

 

乳幼児のむし歯予防については、歯科保健教育や、フッ素塗布、保育所でのフッ素

洗口などの成果が着実に現れている。 

１２歳児のむし歯が減っていないことを考えると、学齢期からの予防意識が薄れて

いる状況があると思われる。 

 

 

 

 



 11

成人期の歯周病予防 

指 標 平成 12 年度 平成 16 年度 目 標 

デンタルフロス・歯間歯ブラシを使う人 6.7％ 11.9％ 50％以上

定期的に歯石除去を受ける人 15.1％ 19.3％ 30％以上

定期的に歯科検診を受ける人 3.2％ 11.0％ 30％以上

１日に２回以上歯を磨く人 71.2％ 72.6％ 85％以上

 

成人の歯周病予防は進んでいるが、老人クラブなどでの活発な歯科保健指導により

歯周病の理解が進んでいる結果だと思われる。 

 

 

（５）タバコ 

 
指 標 平成 12 年度 平成 16 年度 目 標 

成人の喫煙率（生活習慣病検診結果） 

男性(40 歳以上) 

女性(  〃  ) 

42.7％

15.3％

（15 年度） 

35.0％ 

13.8％ 

減少

減少

タバコが疾患に及ぼす害についての知識 

肺がん 

ぜんそく 

気管支炎 

心臓病 

脳卒中 

胃潰瘍 

妊娠への影響 

歯周病 

73.0％

55.5％

52.9％

39.5％

26.6％

19.4％

41.4％

14.1％

 

76.5％ 

56.2％ 

55.7％ 

43.1％ 

35.8％ 

20.3％ 

49.1％ 

23.1％ 

100％

100％

100％

100％

100％

100％

100％

100％

 

喫煙者の減少傾向は、網走市においても進んでいる。喫煙の健康被害の理解が進ん

でいることや、健康増進法により禁煙場所の拡大などの環境が整ってきたためと思わ

れる。 

 

 

（６）アルコール 

 
指 標 平成 12 年度 平成 15 年度 目 標 

習慣的に多量飲酒する人 

（毎日純アルコールで約 60ｇ以上飲む人）

※ビール中瓶に換算して３本以上 

生活習慣病検診結果

  

男性 12.5％

女性  1.4％

生活習慣病検診結果 

 

男性 10.5％ 

女性  1.2％ 

 

男性 7％以下

女性 0％  

 

多量飲酒する人が男性・女性ともに減っている。生活習慣病予防など健康への影響

に気をつける人が増えたためと思われる。 
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【２】健康チェック 

 
（１）健康診査を受ける人の増加 

指  標 平成 12 年度 平成 15 年度 目 標 

ミニドック検診 

生活習慣病検診 

胃がん検診 

肺がん検診 

大腸がん検診 

子宮がん検診 

30.0％

20.0％

19.9％

19.3％

9.3％

31.2％

21.1％

21.1％

20.5％

14.2％

 

40%以上 

30%以上 

30%以上 

30%以上 

20%以上 

乳がん検診 3.8％ 4.1％ 20%以上 

骨粗鬆症検診 57 人 59 人 120 人以上 

レディス健診 87 人 75 人 150 人以上 

人間ドック 277 人 455 人 400 人以上 

脳ドック 94 人 189 人 200 人以上 

歯周疾患検診 平成 16 年度より開始 100 人以上 

 

生活習慣病検診 年代別受診数 

 平成 12 年度 平成 15 年度

40 代 503 495

50 代 697 739

60 代 792 900

70 代以上 472 621

 

健康診査の受診率、受診数は、着実に増えているが、６０代の受診数の割合や７０代以上の

受診数の増加が多く、高齢者人口の増加によることが一因とも思われる。 

４０代の受診数が増加していないが、早いうちからの生活習慣病の予防という意識が低い状

況がうかがえる。 

 

（２）健康診査結果の活用 

 

指 標 平成 12 年度 平成 15 年度 目標 

健康診査の結果から自分の身体の状態を知る 

・結果説明会への参加などを通して、健康度を確

認する人 

２４２人

 

７７人 ５３０人

生活を見直し、改善の方法を学ぶ 

・保健センターの健康相談を活用する人 １３７人

 

５７人 ２００人

 

健康診査結果の説明会や健康相談を活用する人が減少している。原因として毎年対象を変

えているため、対象自体が少なくなっていることもあるが、過去に参加したことがあるため

に活用しなかったり、参加の必要性を感じていないことによる減少も考えられる。また、家

庭訪問や電話相談という来所以外の方法もとっているが、これらも減少している。検診を受

けるだけでなく、結果の活用の啓発や相談の必要性を伝える工夫が必要と思われる。 
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６．重点として取り組む生活習慣病の予防 

高血圧性疾患 

●血圧とは 

心臓から送り出された血液が血管の中を 

流れるときに、血管の壁を押し広げていく 

圧力のことをいいます。 

血圧には２種類あり、心臓が収縮して体 

に血液を送り出した時の圧力を収縮期血圧  

(最高血圧)といい、心臓が拡張して血液を 

取り込んだ時の圧力を拡張期血圧 (最低血 

圧)と呼びます。 

 

※血圧の正しい測り方 

・測定前５分間は安静にする。 

・測定前に排尿をすませておく。 

・食事、運動、喫煙などの後は３０分時間をおく。 

 

●高血圧とは 

血圧が常に正常値よりも高い状態をいい 

ます。 

高血圧は多くの場合、特別な症状がない 

ままに経過し、やがて血管・心臓、腎臓な 

どの臓器に障害を与え、命に関わるような 

合併症を引き起こすため、サイレントキラ 

ーと呼ばれています。 

高血圧治療の目的は、血圧を下げること 

そのものではなく、将来の心臓 

や血管の病気と、それらの結果 

としての虚血性心疾患や脳卒中 

を防ぐことといっても過言では 

ありません。 

高血圧は生活習慣病の代表的 

な症状です。 

生活環境＝ライフスタイルを 

見直すことで予防が可能です。 
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●高血圧を防ぐには？ 

１）１日に摂取する塩分を 10g 未満にしましょう。 

２）ストレスを減らしましょう。イライラは血圧上昇につながります。 

３）“禁煙”“節煙”を心がけましょう。 

タバコは一時的に血管を収縮させ血圧を高めます。 

４）動物性脂肪１対植物性脂肪２の割合で栄養バランスをとりましょう。 

５）野菜や海藻類をとって便秘を防ぎましょう。 

６）アルコールは控えめにしましょう。 

７）１日１回は運動をしましょう。 

８）太めな人は適正な体重に近づけましょう。 

 

●肥満と高血圧 

体重によって血液の量は異なり、肥満の人の血液量は通常より多くなります。肥満

の人は血液量が多くなければ、体の隅々まで血液がいきわたりません。しかし、心拍

数はさほど違いはありませんから、1回に送り出す量を増やすことになり、血管にか

かる圧力は高くなります。その上、体脂肪が多く、血管を圧迫していますから、通り

道も狭くなりがちです。血圧だけにとどまらず、心臓にも負担がかかっているのです。  

肥満というほどではなくても、毎年少しずつ肥満に近づいている人は、今のうちに

適正体重を守る生活習慣を身につけましょう。 

 

▼ＢＭＩをだしてみましょう 

肥満かどうかの判定の目安としてよく使われる体格指数が、ＢＭＩ（ボディマスインデック

ス）です。 

体  重 身 長 身  長 B M I 

kg
÷ 

ｍ
÷

ｍ
=  

（例）身長１７０㎝、体重６５㎏の人の場合  ６５ ÷ １．７ ÷ １．７ ＝ ２２．５ 

 

ＢＭＩ判定表 

や せ １８．５ 未満 

正常域 １８．５ ～ ２４．９ 

肥 満 ２５ 以上 

ＢＭＩ＝２２前後が、生活習慣病

になりにくい状態だといわれていま

す。 

 

▼あなたの適正体重を計算してみましょう 

身  長 身 長 適正体重 

ｍ
× 

ｍ
×  ２２  ＝ 

kg



 15

７．重点として取り組む生活習慣の改善 

 

健康づくりプランⅡでは、自分の生活習慣の問題としている市民が最も多く、関心

が高い「運動」と「食生活」に焦点をあてた生活習慣の改善に取り組みます。   

 

ウォーキング 

仕事、通勤以外で運動をしている人の割合は、平成１２年の調査時の５２％から平成

１６年の５３．４％と横ばいですが、意識して体を動かすように心がけている人や運動を

習慣にする人が減少しており、運動が習慣化していないことが窺えます。 

このことから運動が習慣化しやすいように、日ごろ手軽に行えて、運動効果の高い

「ウォーキング」の普及を重点として取り組みを進めます。 

 

減塩 

一週間に食べる食品の頻度では、佃煮・漬物・梅干を食べる頻度は、「ほぼ毎日」

の人が３６．２％で最も多く、特に５０代以上でほぼ毎日摂る人が多くなっています。外

食・インスタント・惣菜を食べる頻度は、週に１回以上食べている人が半数いました。 

どちらの食品も「ほぼ毎日」の人は平成１２年の調査時より減ってはいますが、依

然として塩分摂取が多く、これからも高血圧の人が増えると予測されます。このプラ

ンで生活習慣病予防の重点とした高血圧の予防のためにも、食生活の取り組みの重点

を「減塩」とします。 
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ウォーキング 

 

●歩けばこんなに健康的に！ 
十分に呼吸して酸素を取り入れながら、長い時間でも続けてできる運動が有酸素運

動です。その代表がウォーキングです。体に取り込んだ酸素を使って、糖質や脂肪を

燃やします。心肺機能が強化され、スタミナをつけることもできる健康効果ばつぐん

の運動です。無意識に歩くより、意識して歩けば、いっそう効果が上がります。 
 
①ストレス解消：自律神経が落ち着き、からだのリズムが良くなって心がリフレッシュ。 

②老化を防ぐ：足の動きが脳細胞を刺激して、老化防止に効果的。 

③肥満を防ぐ：酸素がたくさん体内に取り入れられ、効率よく体内脂肪を燃やします。 
④動脈硬化を防ぐ：歩数が多いほど、ＨＤＬ（善玉コレステロール）が増えて、動脈硬化

を防止 
⑤高血圧を抑える：からだのすみずみまで血管が発達し、高血圧を抑えます。 

⑥高脂血症を防ぐ：血液中の脂肪が燃えて、高脂血症が改善。 

⑦糖尿病を防ぐ：インスリンの働きが活発になり血糖値を下げます。 

⑧骨粗しょう症を防ぐ：歩くことで骨に刺激が加わり、骨の老化を防ぎます。 

⑨美肌を保つ：新陳代謝が活発になり、肌を若々しく保ちます。 
 

●１日１万歩ってなぜ？ 

 日本人は 1日に約 2,200kcal のカロリーをとっていますが、日常生活で消費するカ

ロリーはこれより 100～300kcal 少なめです。つまり、毎日 100～300 kcal が余って

しまい、ぜい肉→肥満のパターンとなるのです。 

体重 60kg の人の場合、1分間 100 歩のペースで 30 分歩けば約 100kcal を消費する

といわれています。従って、100kcal を消費するのに、大人で 3,000 歩・30 分が目安

です。300kcal だと、9,000 歩・90 分が目安となります。 

 9,000 歩・90 分では覚えにくいので、1 日 1 万歩・100 分という数字が一般化して

いるわけです。距離にすると７キロぐらいです。 

１万歩を歩くには、生活の中でウオーキングの時間を計画的に設けることはもちろ

んですが、建物の階段を昇ったり、買い物などに歩いていくなど、「意識的なウオー

キング」を心がけることも大切です。 

 

●まずは１日１０００歩から 

いきなり 1万歩といっても、大変ですから、まずは今の歩数に 1日 1,000 歩の歩数

を増やすことを目標に無理なく始めましょう。 

１,０００歩＝時間なら約１０分、距離なら 600～700ｍ 
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●ウォーキング前後のストレッチ 

 ウォーミングアップ（歩く前）とクールダウン（歩いた後）でケガの予防と、疲労

回復を。 

  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

体調が悪い日は、歩くのを止めましょう。高血圧や心臓病、糖尿病などの病気のあ

る人は、かかりつけの医師に相談したうえではじめましょう。 

 

●足にあった靴、正しいフォーム 

 

 

 

 

 

 

 

体側を伸ばす

頭の上 で両手

を組んで、左右

に状態を倒す。 

肩と腕を伸ばす 
一方の腕を前に水
平に、もう一方の手
でひじを体に引き寄
せる。 

太ももを伸ばす
上体をゆっくり前に
倒していく。ひざを
伸ばして行えば効
果アップ。 

ストレッチのポイント 

反動をつけずに静かにゆっくりと、呼吸を止めずに、息を吐きながら、伸ばしたら 10～15 秒間

静止して、気持ちの良い程度で無理なく。 

ひじは軽くまげて、

歩くリズムに合わ

せて大きく振る。 

胸をはって背筋を

伸ばす。反り返り過

ぎないように。 

かかとから着地して、

つま先で地面を蹴る。

目線は数十ｍ先。 

うつむかないように。

     ・つま先に１cm ほどの

余裕があるもの 

・靴底にある程度の厚

みがあるもの 

・土踏まずがフィットするもの 

・靴底が適度に曲がるもの 

足首とふくらはぎ

を伸ばす 
足を前後に開き、前
足をまげて後ろ足を
伸ばす。かかとは浮
かないように。 

歩幅は広めに。 

（身長の半分程度）

リズミカルに歩く。
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●自然を浴びて健康づくり 
森の草木には、疲れた心や体を癒し、健康にしてくれる力があります。また、海岸の海

風は神経を安定させてくれます。 

 
呼人探鳥遊歩道 
網走湖に突き出している呼人半島にある全長約７ｋｍの遊歩道。 

大自然の中の散策コース。春には遊歩道周辺にミズバショウが咲き乱れます。 
 

こまば木のひろば 
四季折々の花々や色々な種類の樹木の中を歩く 

ことができます。 
公園内には、展望塔やあずま屋もあります。 
住宅街から最も近い森林公園で、駒場の人がよ 

く歩いています。 
  
 
 
農大オホーツクファイントレール 
 東京農業大学オホーツクキャンパス内に学生、教職員がつくった全長約５ｋｍのトレー

ル（山道）。学生の実習や生態観察や憩いの場として、また一般市民も楽しめるようにつ

くられています。野生動植物の自然の動きを感じながら歩いてみてはいかがでしょう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
網走川河畔の散策路 
中央橋から新橋にかけての１ｋｍ弱の河畔。 

川面を眺めながらのウォーキングのあとは、 

商店街を歩いてお買い物はいかがでしょうか。 

その他にも緑町から三眺にかけての河畔、大 

曲から呼人にかけての河畔、海岸町から二つ岩 

にかけての海岸、ポンモイから鱒浦にかけての 

海岸など水辺のウォーキングにはうってつけです。 
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※表 1

減塩 

（１）なぜ減塩 

塩辛いものを食べると水が飲みたくなりますが、これは体内の塩分濃度を薄めよう

として、体が水分を要求するからです。その結果、体液（血液）の量が増えてしまい

ます。心臓や血管には一定の容量がありますので、その中の血液が増えれば、血圧が

上昇します。 

また食塩の成分であるナトリウムは、血管を収縮させ、それ自体が血圧を上げる要

因になることも指摘されています。   

このように食塩のとりすぎは、血圧に対して悪影響を与えてしまいますので、減塩

が必要になるのです。 

 

（２）食事と塩分量 

●塩分は１日１０ｇ未満を目標に 

私達は一日にどれくらいの塩分を摂っているでしょう。 

朝 食 昼 食 夕 食 

 

 

  

  

 

  

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 
ご飯            （ 0ｇ）
味噌汁          （1.2ｇ）
たらこ 1/2 腹     （2.3ｇ）
納豆             （ 0ｇ）
醤油小さじ 1     （0.9ｇ）
ほうれん草胡麻和え（1.0ｇ）
たくわん漬物２枚  （2.1ｇ）
合計        約 7.5ｇ 

ラーメン     （6.5ｇ）
りんご      （ 0ｇ）
 
 
 
 
 
合計       約 6.5ｇ

五目ご飯      （0.8ｇ）
わかめスープ    （1.4ｇ）
塩鮭焼き魚 60ｇ    （4.9ｇ）
野菜炒め       （1.8ｇ）
 
 
 
合計        約 8.9ｇ

このメニューだと、なんと１日約２２．６ｇの塩分を摂取しています。 

厚生労働省は、「日本人の食事摂取基準（2005 年版）」で、塩分の 1日摂取量の目

標量を、男性で 10g 未満、女性で８g未満としています。 

このメニューの塩分量をより目標値に近づけるため、減塩の工夫をしてみましょう。 

① 味噌汁は薄味にする。     ⑤ 味つきのご飯の回数を減らす。  

② たらこは量を半分にする。   ⑥ 昼食が麺類のときは夕食に汁物は飲まない。   

③ 漬物は浅漬けにする。 ⑦ 塩鮭を生魚の塩ふり焼きにする。 

④ 麺の汁を残す。       

これで上記の料理の塩分量は約半分になります。 
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※表 2

※表 3 

●血圧をうまくコントロールするために 

カリウムは体内の塩分を排泄する効果があります。積極的に食べるようにしましょう！ 

生活習慣病予防の観点から、１日３,５００ｍｇが望ましいとされています。 

カリウムは茹で汁に逃げてしまうので、生か炒め物、さっと茹でるか蒸すのがコツです。 

注：腎臓病などの疾病のある人は医者や管理栄養士の指示に従いましょう。 

カリウムが多く含まれる食品 

昆布 10 ㎝  530 ㎎ じゃが芋 100g（中１個） (蒸し) 330 ㎎

さつまいも 100g（中 1/2） （蒸し) 490 ㎎ 切干大根 10g  320 ㎎

たけのこ 50g (茹で) 470 ㎎ トマト 中１個 （生） 315 ㎎

エリンギ 100g（1/2 パック） （生） 460 ㎎ キウイ 大１個  290 ㎎

小豆 100g (茹で) 460 ㎎ 人参 100g（1/2 本） （生） 270 ㎎

かぼちゃ 100g (茹で) 430 ㎎ 春菊 100g（1/2 束） (茹で) 270 ㎎

長いも 100g （生） 430 ㎎ ほうれん草 50g（1/4 束） (茹で) 245 ㎎

にら 100g(１束） (茹で) 400 ㎎ カリフラワー100g（1/3 個） (茹で) 220 ㎎

水菜 100g（1/2 束） (茹で) 370 ㎎ りんご 中１個  220 ㎎

バナナ 中１本  360 ㎎ きゅうり 中１本  200 ㎎

ぶなしめじ 100g（1 パック） (茹で) 340 ㎎ 落花生       15g（約 20 粒）  116 ㎎

納豆 50g（1 パック）  330 ㎎ 枝豆 20g(１０さや） (茹で) 98 ㎎

果物などに偏ると、中性脂肪が高くなりますので注意しましょう。果物は一日どれか１個

が望ましいとされています。カリウムの他にもカルシウムや鉄分も血圧を下げる効果がある

と言われています。色々なものをバランス良く摂りましょう。 

●おいしく減塩 

おいしく減塩するためにしょうがやしその葉、ねぎやからし、酢など、薬味や香辛料、だ

し汁などを利用すると良いでしょう。 

●味付けで減塩 

料理をするときは、最後に表面に味をつけると、薄味を感じさせずに減塩できます。 

ただ、薄味でも量を摂りすぎると体内に摂取する塩分は多くなりますので注意しましょう。 

●成分表示で塩分量を 

食品の成分表示で「ナトリウム」と表示されているものは、ナトリウム(㎎)×2.54÷1,000

で塩分量が算出できます。 

ナトリウム４００㎎で塩分１ｇと覚えると良いでしょう。 

●主な食品に含まれる塩分量 

食  品  名 常食量（ｇ） 塩分量 約（ｇ） エネルギー量 約(kcal)

食パン ６０（１枚） ０.８  １５８

ロールパン ３０（１個） ０.５  ９５

ぶどうパン ６０（１枚） ０.６  １６１

フランスパン ８０（小１個） １.３  ２２３

ゆでうどん ２５０（１人分） ０.８  ２６２

ゆで冷麦 ２７０（１人分） １.１  ３４３

ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨー(茹で) １８０（１人分） ０.７  ２６８

ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨーﾅﾎﾟﾘﾀﾝ １人分 ５.６  ６５０

焼きそば（ｲﾝｽﾀﾝﾄ） １２５（１人分） ５.０ ４５８

すき焼き １人分(小鉢１) ２.５  ３５２

主食・主菜 

親子丼 １人分 ２.５  ５３０
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※表１～表３は、科学技術庁資源調査会編五訂日本食品標準成分表より

食  品  名 常食量（ｇ） 塩分量 約（ｇ） エネルギー量 約(kcal)

かつ丼 １人分 ３.０  ８４９

天丼 １人分 ３.２  ７４５

オムライス １人分 ３.６  ６４５

チャーハン １人分 ３.２  ６８０

チャーシュー麺 １人分 ７.６  ６８０

カレーライス １人分 ２.０  ６６５

カップヌードル １食分 ４.０  ４７３

カップ麺 １食分 ５.６  ４３４

主食・主菜 

照り焼きバーガー １個 ２.１  ４７０

味噌汁 １５０（１椀） １～２.１ ３０～１００

吸い物 １５０（１椀） １.０  １０～４０

そば・うどんのかけ汁 １５０（１椀） ３.５  １０～４０

コンソメスープ １５０（１椀） ２.０  １０～８０

汁 物 

 

 

  

  ポタージュ １５０（１椀） ２.６  １７０

野菜煮物 １００（１人分） １.８～３.０ ７０～１２０

金平ごぼう ５０（１人分） ０.９  ７０

いわし生干し ５０（１尾） １.０  １２１

まいわし丸干し ３０（小３尾） １.６  ５８

塩たら ５０（小１尾） ２.６  ３３

塩さんま １２０（中１尾） １３.１  ２４０

塩鮭 ６０（１切れ） ４.９  １１９

塩さば ７０（１切れ） １.４  ２０４

たらこ ７０（1 腹） ４.６  ９８

すじこ ３０（約 1/5 腹） ２.９  ８５

数の子 ５０（１切れ） ０.６  ４５

しらす干し ２０（小皿１杯） ２.４  ４１

いか塩辛 ３０（小皿１杯） ２.１  ３５

さつま揚げ（長天） ７０（１枚） １.８  ９７

ちくわ ６０（1/2 本） １.５  ７３

はんぺん ７０（１枚） １.２  ６６

昆布佃煮 ３０ ３.７  ２５

ロースハム ５０（３枚） １.４  ９８

プレスハム ５０（３枚） １.７  ５９

ベーコン ５０（３枚） １.１  ２０３

ウインナーソーセージ ５０（３本） １.２  １６１

主菜・副菜 

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  
プロセスチーズ ２０（１切れ） ０.６  ６８

塩漬けきゅうり ５０（1/2 本） １.４ ８

塩漬けなす ５０（中１個） １.２  １２

塩漬はくさい(キムチ) ５０ ０.９(２.３) ８

野沢菜 ５０ １.２  １２

味噌漬け大根 ３０（２切れ） ３.６  ２３

たくわん ３０（２切れ） ２.１  １９

ふくしん漬け ３０（大さじ１） １.５  ４１

漬 物 

  

  

 

  

  

  

  梅干 １０（１個） ２.１  ３

ポテトチップス １００（１袋） ０.９  ５２７

かっぱえびせん １２０（１袋） ２.１  ４８０

じゃがりこ ６３（１個） ０.７  ３０２

塩せんべい ３０（３枚） ０.６  １１２

菓子類 

ポップコーン ７０（１袋） ２.０  ３３８
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