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◆地場産物を活用した学校給食を通じて、地元の新鮮で安全な農産物を児童生徒に提供します。
◆市内産農畜産物を活かした献立や郷土料理、行事食等の普及を図り、伝統的な食文化を伝承し
ます。
◆様々なイベントや農産物直売所などにおける地場野菜や加工品などの直売を支援し、生産者の顔
が見える地場産物の販売を促進します。

◆子どもたちが米や野菜など、栽培から収穫までを体験できる機会を提供することで、食や農業へ
の関心を高めます。

地 域における食文化・食習慣の継承

■主な評価指標と目標値

郷土料理や行事食を知っている人
の割合 90.3％18歳以上 95％以上

目標項目 現　状 2029年度目標値

◆食育の活動を浸透させていくため、行政や関係団体はもとより、地域や生活に密着したボランティ
ア等の役割が重要であり、これらのボランティア団体の育成や活動に対する支援を推進します。
◆広く食育推進運動を推進するためには、市、学校、保育所、ボランティア、農林漁業者、医療・
保健関係者、食品関連事業者等が相互に連携し取り組むことが必要です。そのために関係者のネッ
トワークを構築し、情報や意見交換が促進されるよう連携を強化して、食育に関する普及啓発に
取り組みます。

食 育活動の促進を図るネットワークの充実

■主な評価指標と目標値

18歳以上食育に関心を持っている人の割合 54.5％ 70％以上

目標項目 現　状 2029年度目標値

◆市民一人ひとりが、食品の安全性や栄養成分に関する基礎知識を持ち、自ら判断できるよう情報
提供を行います。

◆食品ロス問題に対し、学校や地域における環境学習、イベントなどを通じて、市民一人ひとりが
食品ロス削減に取り組むことができるよう、食品ロスの現状やその削減の必要性について、情報
提供及び普及啓発に努めます。

◆地震や台風等の大規模災害等、いかなる場合においても可能な限り健全な食生活が実践できる
よう、個々人の状況に応じた食料・飲料水等の備蓄をはじめ、限られた食品や資源をもとに栄養
に配慮した食事を作るなど、非常時にも対応できる力を身につけておくための情報の提供に努め
ます。

食 の選択力の向上及び安全性の確保

■主な評価指標と目標値

市販の加工食品を購入する際に栄
養成分表示を見る人の割合 40.7％18歳以上 50％以上

目標項目 現　状 2029年度目標値
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　三好市では、2009年度に「三好市健康増進計画・三好市食育推進計画（第1次計画）」を策定し、
行政をはじめ、学校教育機関、医療機関、関係団体など様々な関係機関が連携しながら健康づくりを
推進するための環境整備に努めてきました。
　このたび、第1次計画での到達状況を踏まえ、さらに市民の健康づくり・食育活動を推進するため、「第
2次三好市健康増進計画 ・第2次三好市食育推進計画」を策定しました。
　本計画の期間は、2020年度を初年度とし、2029年度を目標年度とする10年間とします。なお、
計画の中間年度である2024年度に計画の見直しを行います。

　市民一人ひとりが自らの健康課題をみつけ、健康づくりに主体的に取り組むとともに、家族や地域
など社会全体で一体となって、市民の健康づくりを推進していくための計画です。

 ❶健康寿命の延伸
　市民一人ひとりの価値観や健康状態に応じた生きがいを持って、生涯にわたり生活の質
を維持・向上できるよう、健康で自立して暮らすことのできる期間を延ばします。
 ❷生活習慣病の発症予防及び重症化予防の徹底
　主要な死亡原因であるがんや循環器疾患に加え、重篤な合併症を引き起こす糖尿病、
死亡原因として今後急速に増加が予想されるＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）などの生活習慣
病について、健康的な生活習慣の確立による発症予防及び重症化予防の徹底を図ります。

計画の概要について 第２次三好市健康増進計画

計 画策定の趣旨

◆市民一人ひとりが、自分の食生活・食習慣、栄養や食品の安全性に関心を持ち、自分に合った
食事量を理解して、食卓に主食・主菜・副菜を揃えた栄養バランスのとれた食事を継続できるよ
う支援します。
◆子どもの頃から規則正しい食習慣を身につけることができるように、引き続き、乳幼児健康診査
や育児相談、教室等における栄養・食生活指導の充実を図ります。
◆成人期では、これまでの食習慣を見直し、生活習慣病を予防するための健康的な食事のとり方が
身につけられる機会を設けます。

◆高齢期では、低栄養やフレイル（老化に伴って筋力や心身の活力が低下した状態）を予防する食
事のとり方について啓発します。

栄 養・食生活

三 好市健康増進計画とは？

1 生活習慣及び社会環境の改善

2020年度
初年度

2024年度
中間評価・見直し

2029年度
目標年度

基
本
方
針

　市民一人ひとりが「食育」の正しい知識を理解し、家庭や地域など社会全体で一体となって、望まし
い食習慣を実践していくための計画です。

 ❶食を通じた心身の健康づくり
　市民一人ひとりが望ましい食生活に必要な知識や判断力を習得し、実践するとともに、
子どもの頃から食を通じて豊かなこころを育むことができるよう取り組みます。
 ❷地域ぐるみの協働と連携
　食育活動は、家庭を中心に地域の様々な活動主体、行政が相互に支え合い、協働しな
がら、継続的に行っていくことが重要です。そのため、それぞれが協働・連携する体制や
人材育成、情報提供などの環境整備を進めます。

三 好市食育推進計画とは？

基
本
方
針

■主な評価指標と目標値

肥満（BMI25以上）、
やせ（BMI18.5未満）の減少

40～50歳代
男性（肥満）

18～20歳代
女性（やせ）

18歳以上

小中学生

34.1％

21.9％

84.5％

86.9％

減少

減少

90％以上

90％以上
毎日朝食を食べる人の割合

目標項目 現　状 2029年度目標値

◆市民一人ひとりが生活の中での運動量を自覚し、ライフステージに応じた運動や身体活動が維持・
増進できるよう取り組みます。

◆運動や体を動かす楽しさを啓発し、無理なく運動を続けていけるようにします。
◆運動を支援する人材の育成や環境整備を行い、運動しやすい環境を整えていきます。
◆介護予防の取り組みを通じて、高齢者の運動機能の向上を図ります。

身 体活動・運動

■主な評価指標と目標値

運動習慣者の割合
（1日30分以上の運動を週2日以上） 44.8％18歳以上 60％

目標項目 現　状 2029年度目標値
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◆市民一人ひとりが、規則正しい生活習慣や十分な睡眠や休息、ストレスに対応できる方法を身に
つけられるよう支援します。
◆休養や睡眠、ストレスへの対応が健康づくりに大切なことを、引き続き啓発していきます。
◆事業所等の職域と連携してメンタルヘルス対策を推進し、働き盛り世代のうつ・自殺を予防します。
◆趣味や生きがいづくりの場・機会を提供するため、公民館活動や各種自主サークル活動を支援し
ます。

休 養・こころの健康づくり

■主な評価指標と目標値

睡眠による休養を十分にとれてい
ない人の割合 25.6％18歳以上 減少

25.97％人口10万人
あたり自殺者数 12.3％以下

目標項目 現　状 2029年度目標値

◆市民一人ひとりが、歯と口腔の健康に関心を持ち、むし歯や歯周病の予防に努め、8020（80歳
で20本以上の自分の歯をもつ）を目指します。
◆乳幼児から、学童期にかけての歯みがき等の指導、成人期、高齢期ともに歯科健診の受診率の
向上やかかりつけ歯科医を持つことの推進など歯科保健についての啓発に取り組みます。
◆むし歯予防、歯周病予防、口腔機能の維持・向上の重要性や正しい知識を啓発します。
◆歯科健診を通して、自分の歯と口腔の状態を把握し、歯の喪失防止・かみ合せの保持など、歯
及び口腔の健康を末永く維持できる人を増やします。

◆介護予防の取り組みを通じて、高齢者の歯周疾患や口腔疾患の予防の重要性について，知識の
普及啓発を図ります。
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歯・口腔の健康

■主な評価指標と目標値
目標項目 現　状 2029年度目標値

◆市民一人ひとりが、飲酒の健康への影響や節度ある適度な量の飲酒などについて理解し、生活
習慣病のリスクを高めることのないよう普及啓発を図ります。
◆広報紙やパンフレットなどの様々な媒体を活用して、多量飲酒が健康に及ぼす影響や適正飲酒な
どに関する情報提供を行います。
◆母子健康手帳交付時やこんにちは赤ちゃん訪問時などに、母親の飲酒状況を把握し、必要に応じ
て禁酒指導を行います。
◆小・中学校において、未成年に対する飲酒防止の教育を行います。

飲 酒

■主な評価指標と目標値
目標項目 現　状 2029年度目標値

20歳以上男性

20歳以上女性

14.7％

9.6％

減少

減少
生活習慣病のリスクを高める量
を飲酒している人の割合

◆市民一人ひとりが、喫煙による健康への影響に関する知識をもち、禁煙、受動喫煙の防止に努めます。
◆広報紙やパンフレットなどの様々な媒体の活用や、地域での健康教室等の機会に、喫煙や受動喫
煙の影響について正しい知識の普及啓発を図ります。
◆母子健康手帳交付時やこんにちは赤ちゃん訪問時などに、母親の喫煙状況を把握し、必要に応じ
て禁煙指導を行います。
◆小・中学校において、未成年に対する喫煙防止の教育を行います。
◆喫煙者が禁煙できるように、喫煙による健康被害についての知識の普及啓発を図るとともに、禁
煙外来の紹介などの支援をします。

喫 煙

■主な評価指標と目標値
目標項目 現　状 2029年度目標値

20歳以上男性

20歳以上女性

28.6％

5.4％

減少

減少
喫煙者の割合

18歳以上毎食後に歯を磨く人の割合

歯周疾患検診受診率

3歳児健診でむし歯のない子どもの割合

29.0％

9.5％

50％

30％

◆妊娠・出産・育児期において、切れ目のない支援ができる体制を目指します。
◆子どもの発達段階に応じた情報の提供と相談体制の充実を図ります。
◆将来を担う次世代の健康づくりとして、特に妊婦や乳幼児期から学齢期の子どもに焦点をあてて、
子どもの頃から健全な生活習慣を身に付けるための取り組みを進めます。

◆地域で子育てを支援するための人材育成や環境づくりを推進し、楽しく育児に取り組む人を増や
し、養育者の孤立化や虐待を予防します。

妊 娠出産・子ども（～18歳）

■主な評価指標と目標値
目標項目 現　状 2029年度目標値

1人あたり妊婦健康診査受診回数

3歳児の肥満児率

7.5回

7.7％

8.5回

5％

◆特定健康診査、ヤング健診の受診勧奨を様々な手法・場で行い、受診者数の増加を図ります。
◆なぜがん検診が必要なのか、どのような種類があるのか、対象年齢や受診方法など、がん検診
の受診勧奨を様々な手法・場で行い、がん検診受診者数の増加を図ります。
◆適切な食事、適度な運動、禁煙などの生活習慣の改善を促進し、生活習慣病の発症予防に努め
ます。

青・壮年期（19～39歳・40～64歳）

■主な評価指標と目標値
目標項目 現　状 2029年度目標値

メタボリックシンドロームの該当者およ
び予備群の割合

46.9％

14.6％

男性

女性

35％

10％

76.25％

46.2％12歳児でむし歯のない子どもの割合

80％

60％

2 ライフステージに応じた健康づくり

※生活習慣病のリスクを高める飲酒量（1日平均の純アルコール量が男性40g・女性20g以上）妊婦や未成年者の飲酒は禁忌 ※参考（健康日本21（第2次））
〈主な酒類の飲酒量1日のめやす（純アルコール20g相当）〉
ビール中びん1本（500㎖）、日本酒1合（180㎖）、焼酎25度1合（180㎖）、ワイングラス2杯（240㎖）、ウイスキーダブル1杯（60㎖）

メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）：
内臓脂肪の蓄積（肥満）に加え、脂質異常・高血糖・高血圧を2つ以上該当した状態



◆市民一人ひとりが、規則正しい生活習慣や十分な睡眠や休息、ストレスに対応できる方法を身に
つけられるよう支援します。
◆休養や睡眠、ストレスへの対応が健康づくりに大切なことを、引き続き啓発していきます。
◆事業所等の職域と連携してメンタルヘルス対策を推進し、働き盛り世代のうつ・自殺を予防します。
◆趣味や生きがいづくりの場・機会を提供するため、公民館活動や各種自主サークル活動を支援し
ます。

休 養・こころの健康づくり

■主な評価指標と目標値

睡眠による休養を十分にとれてい
ない人の割合 25.6％18歳以上 減少

25.97％人口10万人
あたり自殺者数 12.3％以下

目標項目 現　状 2029年度目標値

◆市民一人ひとりが、歯と口腔の健康に関心を持ち、むし歯や歯周病の予防に努め、8020（80歳
で20本以上の自分の歯をもつ）を目指します。
◆乳幼児から、学童期にかけての歯みがき等の指導、成人期、高齢期ともに歯科健診の受診率の
向上やかかりつけ歯科医を持つことの推進など歯科保健についての啓発に取り組みます。
◆むし歯予防、歯周病予防、口腔機能の維持・向上の重要性や正しい知識を啓発します。
◆歯科健診を通して、自分の歯と口腔の状態を把握し、歯の喪失防止・かみ合せの保持など、歯
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歯・口腔の健康

■主な評価指標と目標値
目標項目 現　状 2029年度目標値
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■主な評価指標と目標値
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※生活習慣病のリスクを高める飲酒量（1日平均の純アルコール量が男性40g・女性20g以上）妊婦や未成年者の飲酒は禁忌 ※参考（健康日本21（第2次））
〈主な酒類の飲酒量1日のめやす（純アルコール20g相当）〉
ビール中びん1本（500㎖）、日本酒1合（180㎖）、焼酎25度1合（180㎖）、ワイングラス2杯（240㎖）、ウイスキーダブル1杯（60㎖）

メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）：
内臓脂肪の蓄積（肥満）に加え、脂質異常・高血糖・高血圧を2つ以上該当した状態
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◆体力や体調に応じた健康づくりを実践・継続して生活習慣病や認知症を予防するとともに、加齢
に伴う機能低下を遅らせ、健康寿命を延ばします。
◆地域とのつながりを積極的にもつことで仲間づくりや生きがいづくりにつなげ、閉じこもりや孤立
化を防ぎます。
◆地区住民福祉協議会や老人クラブなどが主体的に取り組む活動を推進していきます。

高 齢期（65歳以上）

■主な評価指標と目標値
目標項目 現　状 2029年度目標値

フレイルサポーター養成者数

認知症サポーター養成講座受講者数

28人

2,485人

100人

4,000人

いきいき百歳体操参加者率 8.9％ 15％

◆各種保健事業や学校教育など様々な場において、がんやがん予防、またがん検診の必要性に関
する正しい知識・情報の普及啓発を図ります。
◆なぜがん検診が必要なのか、どのような種類があるのか、対象年齢や受診方法など、がん検診
の受診勧奨を様々な手法・場で行い、がん検診受診者数の増加を図ります。
◆がん検診の要精密検査の未受診者に対して、訪問などにより、引き続き受診勧奨を行います。
◆喫煙対策、バランスのとれた食事、適度な運動などについて、適切な情報提供・指導を行います。

が ん予防

■主な評価指標と目標値
目標項目 現　状 2029年度目標値

8.2％

9.1％

30％

30％

3 主要な生活習慣病

8.8％

12.0％

30％

40％

9.0％

胃がん

肺がん

大腸がんがん検診受診率

乳がん

子宮がん 40％

◆各種保健事業や学校教育など様々な場において、糖尿病を予防し、合併症の発症を減らすことが、
生活の質の向上に重要であることについて、普及啓発を図ります。

◆特定健康診査、ヤング健診の受診勧奨を様々な手法・場で行い、受診者数の増加を図ります。
◆適切な食事、適度な運動、禁煙などの生活習慣の改善を促進し、糖尿病の発症予防に努めます。

糖 尿病の予防

■主な評価指標と目標値
目標項目 現　状 2029年度目標値

35.9％特定健診受診率 65％

◆各種保健事業や学校教育など様々な場において、循環器疾患の発症を予防していくことが、生活
の質の向上に重要であることについて、普及啓発を図ります。
◆特定健康診査、ヤング健診の受診勧奨を様々な手法・場で行い、受診者数の増加を図ります。
◆家庭訪問、健康相談、健康教育など、多様な機会により、きめ細やかな保健指導を実施します。
◆喫煙対策、バランスのとれた食事、適度な運動などについて、適切な情報提供・指導を行います。

循 環器疾患の予防

■主な評価指標と目標値
目標項目 現　状 2029年度目標値

160.2

181.1

100以下

100以下

200.3

306.6

100以下

100以下

男性

女性

男性

脳血管疾患の死亡率
（人口10万人対）

虚血性心疾患の死亡率
（人口10万人対） 女性

血糖検査受診者のうち、HbA1cが6.5％以上の人で
未治療者の割合 47.0％ 減少

第２次三好市食育推進計画

◆就学前の子どもが、発育・発達段階に応じて基本的な食習慣を身に付けるとともに豊かな食体験
を積み重ねていけるよう、保育所、幼稚園及び認定こども園等において家庭や地域と連携し、食
育の推進を図ります。

◆学校給食等を通じて、学校において魅力ある食育を推進し、子どもの健全な食生活の実現と豊か
な人間形成を図るよう家庭や地域との連携に努めます。
◆成人期では、これまでの食習慣を見直し、生活習慣病を予防するための健康的な食事のとり方が
身につけられる機会を設けます。

◆高齢期では、低栄養やフレイル（老化に伴って筋力や心身の活力が低下した状態）を予防する食
事のとり方について啓発します。

◆様々な媒体、機会を通じて、「共食」の考え方や大切さ、楽しさなどについての情報提供、普及啓
発に努め、家庭や地域における「共食」の推進を図ります。

健 康寿命の延伸を目指した食育の推進

■主な評価指標と目標値

1日1回以上主食・主菜・副菜を組み
合わせた食事をしている市民の割合 19.5％18歳以上 30％以上

1日1回でも家族と一緒に食事をす
る「共食」の割合 62.1％小中学生 70％以上

目標項目 現　状 2029年度目標値

年に1回は健診を受け、血液検査などの数値を確認しておきましょう！

定期のがん健診を受けましょう！

生活習慣を見直し、発症予防・重症化予防に努めましょう！

主食：米、もち、パン、うどん、そば、スパゲティーなど、炭水化物を主成分とするエネルギー源となるもの
主菜：魚、肉、大豆製品、卵など、主にタンパク質や脂質の供給源で、筋肉や血液など体を作る材料になるもの
副菜：野菜、きのこ、海藻類などを使った料理で、体の調子を整えるビタミン、ミネラル、食物繊維の供給源となるもの
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◆体力や体調に応じた健康づくりを実践・継続して生活習慣病や認知症を予防するとともに、加齢
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100人
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定期のがん健診を受けましょう！

生活習慣を見直し、発症予防・重症化予防に努めましょう！

主食：米、もち、パン、うどん、そば、スパゲティーなど、炭水化物を主成分とするエネルギー源となるもの
主菜：魚、肉、大豆製品、卵など、主にタンパク質や脂質の供給源で、筋肉や血液など体を作る材料になるもの
副菜：野菜、きのこ、海藻類などを使った料理で、体の調子を整えるビタミン、ミネラル、食物繊維の供給源となるもの
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◆地場産物を活用した学校給食を通じて、地元の新鮮で安全な農産物を児童生徒に提供します。
◆市内産農畜産物を活かした献立や郷土料理、行事食等の普及を図り、伝統的な食文化を伝承し
ます。
◆様々なイベントや農産物直売所などにおける地場野菜や加工品などの直売を支援し、生産者の顔
が見える地場産物の販売を促進します。
◆子どもたちが米や野菜など、栽培から収穫までを体験できる機会を提供することで、食や農業へ
の関心を高めます。

地 域における食文化・食習慣の継承

■主な評価指標と目標値

郷土料理や行事食を知っている人
の割合 90.3％18歳以上 95％以上

目標項目 現　状 2029年度目標値

◆食育の活動を浸透させていくため、行政や関係団体はもとより、地域や生活に密着したボランティ
ア等の役割が重要であり、これらのボランティア団体の育成や活動に対する支援を推進します。
◆広く食育推進運動を推進するためには、市、学校、保育所、ボランティア、農林漁業者、医療・
保健関係者、食品関連事業者等が相互に連携し取り組むことが必要です。そのために関係者のネッ
トワークを構築し、情報や意見交換が促進されるよう連携を強化して、食育に関する普及啓発に
取り組みます。

食 育活動の促進を図るネットワークの充実

■主な評価指標と目標値

18歳以上食育に関心を持っている人の割合 54.5％ 70％以上

目標項目 現　状 2029年度目標値

◆市民一人ひとりが、食品の安全性や栄養成分に関する基礎知識を持ち、自ら判断できるよう情報
提供を行います。
◆食品ロス問題に対し、学校や地域における環境学習、イベントなどを通じて、市民一人ひとりが
食品ロス削減に取り組むことができるよう、食品ロスの現状やその削減の必要性について、情報
提供及び普及啓発に努めます。
◆地震や台風等の大規模災害等、いかなる場合においても可能な限り健全な食生活が実践できる
よう、個々人の状況に応じた食料・飲料水等の備蓄をはじめ、限られた食品や資源をもとに栄養
に配慮した食事を作るなど、非常時にも対応できる力を身につけておくための情報の提供に努め
ます。

食 の選択力の向上及び安全性の確保

■主な評価指標と目標値

市販の加工食品を購入する際に栄
養成分表示を見る人の割合 40.7％18歳以上 50％以上

目標項目 現　状 2029年度目標値

第2次三好市健康増進計画・第2次三好市食育推進計画
発行：三好市環境福祉部健康づくり課 （2020年3月発行）

　〒778-0004 三好市池田町シンマチ1476番地1  電話：0883-72-6767 ／ FAX：0883-72-6664
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