
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27年 2月 

鈴鹿市健康づくり課 

 

 

 

鈴鹿市健康づくり計画 

中間評価 



 

 

 

目  次 

 

 

第１章 「鈴鹿市健康づくり計画」の概要 

１ 基本方針について --------------------------------------------------------------- 1 

２ 計画の推進について--------------------------------------------------------------- 2 

 

第２章 「鈴鹿市健康づくり計画」中間評価の概要 

１ 中間評価の趣旨  --------------------------------------------------------------- 4 

２ 中間評価の方法  --------------------------------------------------------------- 5 

３ 全般的な評価   --------------------------------------------------------------- 7 

 

第３章 目標達成状況 

  各領域の目標達成状況と今後の取組み方針------------------------------------ 8 

 

第４章 資料編 

１ 市民の健康の状況  --------------------------------------------------------- 12 

２ 鈴鹿市健康づくり事業施策実施状況 ------------------------------------ 16 

 

 



1 

 

 

第１章「鈴鹿市健康づくり計画」の概要 

１ 基本方針について 

本計画は、市民がすこやかにずっと笑顔でかがやいて、より活力のある生活をし

ていくための指針となるものであり、すべての市民が、自らの健康づくりに取り組

めるよう、家庭や地域、学校、職場、そして行政が一体となり、市民の健康づくり

につながる社会環境をめざしています。 

基本理念である「すこやかに ずっと笑顔で かがやいて」を実現するため、次

の４つの基本方針に基づき、具体的な施策の展開を図っています。 

 

（１）生涯を通じた健康づくりの支援 

「健康」は目標ではなく、自己実現を達成するための手段です。これは、健康が生

活の質（ＱＯＬ※）を高めるために、必要不可欠なものであるという考え方に基づい

ています。市民一人ひとりが主役となり、自らの人生をより幸せにするために、健康

づくりに取り組むことにより、自己実現を達成し、生活の質が向上できるよう支援し

ます。 

（２）健康づくりの推進（一次予防※の重視） 

生活習慣病の予防には、市民一人ひとりが健康への目標を持ち、ライフステージ※

に応じた生活習慣を身に付けることが一次予防につながります。また、社会全体で「健

康づくり」を考えるとともに、健康は守るものからつくるものであるということに重

点を置き、健康づくりを推進します。 

 

（３）社会全体で支える健康づくりの推進 

個人の努力だけでは難しい健康増進も、みんなで協力・連携することで進めてい

くことができます。そこで、ヘルスプロモーション※の考え方に基づき、市民一人

ひとりの健康づくりの実践に加え、各ライフステージに関わる家庭や地域をはじ

めとする様々な関係者・関係団体などが、それぞれの特性を活かしつつ、連携を図

りながら社会環境を整備し、個人の健康づくりを総合的に支援します。 

 

 

 

 

  

健康を支援する環

境づくり 

個人 地域 家庭 

行政・ 

関係機関等 

保育園、幼稚園、 

学校、職場等 

医療関係団体、 

健康関連団体等 
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（４）具体的な計画目標の設定と評価 

健康づくりを推進していくためには、個人をはじめとする家庭や地域と健康づ

くりに関わる多くの関係者が共通の認識を持ち、取り組むべき健康課題を明らか

にし、具体的な改善の目標を設定することが必要となります。 

設定された目標に向け、実施してきた活動成果を適切に評価し、継続的に計画

に反映させることにより、より効率的かつ効果的に計画を推進します。 

                                               

※ 生活の質（ＱＯＬ）：自分自身の生活に関する主観的満足感、安定感、幸福感、達成感などのこと。 

人生の達成感、生命の充実感で構成される。 

※ 一次予防：日ごろから健康増進に努め、病気にならないよう予防すること。 

※ ライフステージ：人間の一生を乳幼児期、就学期(小・中・高)、成人期、高齢期などに分けたもの。 

※ ヘルスプロモーション：「健康を自分自身でコントロールできるように、市民一人ひとりの能力を高め

ること「そのために個人にだけゆだねるのではなく、健康を支援する種々の環

境を整備（健康支援型環境づくり）していくこと」を二本柱として展開してい

く公衆衛生戦略。 

 

 

２ 計画の推進について 

（１）計画の進行管理 

 

この計画は、基本理念である「すこやかに ずっと笑顔で かがやいて」の実

現を目指して、市民や地域、行政など社会全体が一体となって健康づくりを進め

ていくものです。 

計画全体の大きな目標指標である「健康寿命」を始めとする各種指標を用いて、

取り組みの状況やその効果を測り、次のステップへとつなげていきます。 

また、この計画を実効性あるものとして推進していくために、引き続き「計画

の策定・PLAN」「計画の実施・DO」「計画の評価・CHECK」「計画の改善・ACTION」

に基づくＰＤＣＡサイクルを基本に、進行管理を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の策定・PLAN 

従来の実績や将来の予測などを

もとにして業務計画を作成する 

計画の実施・DO 

計画に沿って業務を行う 

計画の評価・CHECK 

業務の実施が計画に沿っている

かどうかを確認する 

計画の改善・ACTION 

実施が計画に沿っていない部分

を調べて改善をする 
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（２）連携体制の強化 

 

計画の趣旨や内容について、広報やホームページ等を通じて広く市民に周

知し、健康づくりへの自主的な取り組みの促進と健康意識を高めていきます。 

また、健康づくりを推進していくために、医師・歯科医師・薬剤師・保健

師・看護師・栄養士等の健康づくりに関わるマンパワーを確保するとともに、

保健、医療、福祉等に関わる関係機関・団体等が共通の保健サービスを提供

するために連携を強化していきます。 

 

（３）鈴鹿市健康づくり推進協議会における計画の進捗管理 

 

本計画に基づき健康寿命の延伸を図っていくためには、目標と方法、成果

を検証しながら進めていく必要があります。 

計画の円滑な推進を図るために学識経験者や関係団体等により構成する

健康づくり推進協議会において、各委員の意見を伺い、計画の進捗管理を行

います。 

【鈴鹿市健康づくり推進協議会委員名簿】    （平成 27 年 2 月 1 日現在 敬称略） 

 

 

学識経験者 

鈴鹿医療科学大学 副学長 長村 洋一 

鈴鹿医療科学大学 

保健衛生学部医療栄養学科 准教授 
堀田 千津子 

市議会 市議会議長 原田 勝二 

関係行政機関 
鈴鹿市副市長 大森 秀俊 

三重県鈴鹿保健所長 坂井 温子 

医療関係団体代表 

鈴鹿市医師会長 西城 英郎 

鈴鹿市医師会副会長 濵田 正行 

鈴鹿歯科医師会長 北川 弘二 

鈴鹿亀山薬剤師会長 藤本 修嗣 

三重県歯科衛生士会 鈴鹿亀山支部長 久保田 加寿美 

関係団体代表 

鈴鹿市自治会連合会長 北川 正敏 

鈴鹿市国民健康保険運営協議会長 森川 ヤスエ 

鈴鹿市スポーツ推進委員協議会長 井上 勝治 

鈴鹿市食生活改善推進協議会長 桑原 久代 

鈴鹿市社会福祉協議会長 南条 和治 

鈴鹿市老人クラブ連合会長 清水 浩二 

三重県地域活動栄養士 連絡協議会鈴鹿支部代表 高橋 奈々子 

鈴鹿市民生委員児童委員協議会連合会  

主任児童委員部長 
林 和枝 

市民代表  三谷 睦美 
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第２章 「鈴鹿市健康づくり計画」中間評価

の概要 

 

１ 中間評価の趣旨  

鈴鹿市では、健康増進計画「鈴鹿市健康づくり計画」を平成２３年３月に策定

しました。この計画に基づき鈴鹿市健康づくり計画推進協議会を中心として各関

係機関が、それぞれの立場から市民一人ひとりの健康づくりについて支援を進め

てきました。  

また、この計画では「栄養・食生活」「身体活動・運動」「こころの健康・休

養」「たばこ」「アルコール」「口腔・歯の健康」「健康管理」の７分野を設定

し、それぞれの分野の目標、具体的取り組み、目標値をかかげ改善に向けて取り

組んでまいりました。 

計画策定から４年目を迎え、健康づくりを取り巻く環境も変化し、一部で目標

の位置づけも変わってきました。  

そこで、中間年において期間前半の活動を振り返り、健康づくりの課題を明確

にして目標達成に向けた取組方法の検討を行うことを目的として、中間評価を行

いました。  

この評価結果を基に、最終年度（平成３０年度）の目標達成に向けてさらに健

康づくりを推進し、すべての市民が、自らの健康づくりに取り組める社会環境を

めざします。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 

平成 23年度 

計画推進 

2014 
平成 26年度 
中間評価 
計画見直し 

2018 
平成 30年度 
目標年次 

 
 

健
康
な
市
民 

周囲・社会資源からの支援 

計画の推進 
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２ 中間評価の方法  

市民の生活習慣や健康に関し、無作為に抽出した市民への郵送によるアンケート

調査や健康づくりイベントに参加された方へのアンケート調査を行いました。 

また、市内の主要企業のご協力をいただき、従業員の方や、公立幼稚園及び公立

保育所に通園されている幼児の保護者の方へのアンケート調査を行いました。  

協力いただいた結果を基に、目標達成状況の分析と評価を行い、今後の目標値や

取組方針について、鈴鹿市健康づくり推進協議会において今後の推進に向けて検討

しました。 

 

 

【中間評価の流れ】 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①市民アンケート調査 

②企業アンケート調査 

③市の健康づくりイベント等での調査 

④公立幼稚園，公立保育所での調査 

 

目標達成状況の把握・分析・評価 

目標値及び取組方法等の検討 

中間評価のまとめ 

 

「鈴鹿市健康づくり推進協議会」

における、計画の進捗状況の管理 
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【アンケート調査の内訳】  

① 市民アンケート調査 

 調査対象  19歳以上の市民  

 対象者数  2，000人  

 抽出方法  無作為抽出 

 調査方法  郵送法  

 調査時期  平成 26年 9月 1日から 9月 30日まで   

 有効回答数（率） 864人（43.2％） …① 

 無効調査数（率） 1，136人（56.8％）  

 

② 企業アンケート調査 

 調査対象  市内主要企業（15社）に勤務する 19歳以上の市民 

 対象者数  629人  

 調査方法  各企業へ持参・回収  

 調査時期  平成 26年 9月 1日から 9月 30日まで   

 有効回答数（率） 563人（89.5％）…②  

 無効調査数（率） 66人（10.5％） 

 

③ 市の健康づくりイベント等での調査 

 調査対象  「健康フェア」、「市民健康講座」等に参加の 19歳以上の市民 

 有効回答者数  135人…③ 

有効回答総数 1，562 人 …①＋②＋③ 

 

④ その他：公立幼稚園、公立保育所での調査 

 調査対象 保育所（2歳児クラス以上）や幼稚園（4歳児クラス以上）に通園する 

園児の保護者 

 対象者  1，667人 

 調査方法 公立保育所（10）・公立幼稚園（17）へ持参・回収 

 調査時期 平成 26年 8月 25日～平成 26年 9月 19日 

 有効回答数（率）1，366人（81.9％） 

 無効調査数（率）301人 （18.1％） 
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３ 全般的な評価  

 

今回の中間評価において実施しました、アンケート調査の結果からみますと、

「栄養・食生活」の分野においては、「朝食を欠食する人（20～39歳）」の割合

が増加しており、「3食規則正しく食べている人（20～39歳）」の割合が減少しま

した。関係団体との連携を図り、「食生活の大切さ」、「生活習慣病と食生活の

係わり」などについて、普及・啓発が必要です。 

「身体活動・運動」の分野においては、行政の取り組みの他、関係機関・団体等

で多くの事業展開がなされており、「日ごろ身体を動かすことを心がけている

人」及び、「積極的に外出をする人」の割合は増加しましたが、「運動をしてい

る人」の割合が減少しました。引き続き、運動に関する知識や、使用できる施設

の情報提供など、運動しやすい環境づくりが必要です。 

「こころの健康・休養」の分野においては、ストレスの多い社会環境において、

「充実感を感じている人」、「ストレスの解消がうまく出来ている人」が増加し

ており、個人がこころの健康維持に努めていることの表れと考えられますが、

「睡眠を十分に取れている人」の割合が減少しており、睡眠の重要性や質を高め

るための知識などについて、普及・啓発が必要です。 

「たばこ」「アルコール」の分野においては、単独での事業の取り組みが難しい

ため、栄養や運動事業の実施に併せて啓発を行うなどの工夫をして取り組み、改

善がみられましたが、「妊娠中の喫煙率」、「妊娠中の飲酒率」を減少させるた

め、引き続き、喫煙や飲酒が胎児に与えるリスクの周知が必要です。 

「口腔・歯の健康」の分野においては、「う歯のない幼児」、「定期健診を受け

ている人」、「かかりつけ歯科医がいる人」の割合が増加しており、口腔・歯の

健康状態の改善がみられました。 

「健康管理」の分野においては、「健診を毎年受けていない人」の割合が増加

しており、健康に関する知識を高め、自らが健康づくりに取り組むための啓発や

支援が必要です。 

平成３０年度の計画最終年度に向けて関係機関・団体や庁内関係部署との連携を

強化し、市民の一人ひとりが好ましい生活習慣を身につけ、健康で元気に生活でき

る社会の実現をめざすために、7つの分野において一層、取り組む必要があります。 
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第３章 目標達成状況  各領域の目標達成状況と今後の取り組み方針 

分

野 
番号 指標 

平成 22

年作成

時状況

数値 

当初の 

目標値 

平成 26

年中間

評価結

果数値 

最終 

目標値 

今回のアンケート結果 

今後の施策についての考察 
該当事業名（下線部分は， 

今後，取り組みを進める事業） 
傾向 指標と関連すると考えられる要因 

栄
養
・
食
生
活 

１ 

朝食を一緒に食

べる人がいない

幼児 

7.7％ 減少 6.8％ 減少 

幼児の生活状況調査より 

・一緒に食べる人がいない幼児は４歳児・５歳

児が多くなっています。 

・車の中で朝食を食べる幼児は２歳児・３歳

児・４歳児が多くなっています。 

 

＊自分で食事ができるようになると、一人で食

べる幼児が増えてきます。 

一緒に食べる人がいない幼児と一緒に食べる人

がいる幼児を比べてみると、一緒に食べる人がい

ない幼児では、 

・起床から家を出るまでの時間が１時間 30分未

満の幼児 85％ 

・食生活で気になることがある幼児 92％ 

 

一緒に食べる人がいると答えた幼児で、 

・起床から家を出るまでの時間が１時間 30分未

満の幼児では、「きょうだいのみ」の幼児では 

66.5％、「大人と一緒」の幼児では 56.1％ 

・食生活で気になることがある幼児は、「きょう

だいのみ」の幼児では 83.1％、「大人と一緒」

の幼児では 76.8％ 

 

＊保護者の時間がないため、子どもだけで食べ

る状況が生まれ、そのため食生活で気になる

様子が現れます。 

① 乳幼児期の食生活は、子どもの健や

かな成長と将来の健康づくりにとっ

て重要です。そのことから、妊娠期

からの機会を通じて、食生活の重要

性を啓発し食育に取り組んでいきま

す。 

 

② 幼稚園や保育所における食育への継

続的な取り組みにより、今後も成果

が期待できると思われます。さらに

乳幼児に関わる機関との連携により

今後も食育の取り組みを推進してい

きます。 

① マタニティクッキング教室 

離乳食教室 

親子クッキング教室 

すくすく広場 

幼児健診 

 

② 乳幼児に関わる機関での食育に取り

組む 

２ 

朝食を欠食する

人 

（20～39歳） 

21.4％ 
15％ 

以下 
22.3％ 

15％ 

以下 

朝食を欠食する人は以下で多くなっています。 

 

・39歳以下  

・男性  

・一人暮らし 

・肥満の人 

・「生活リズム」はどうですか？  

「いつも不規則」「時々、不規則」 

39 歳以下   74.9％ 

40～64歳以下 62.1％  

 

・睡眠が十分にとれているか？  

 「全くとれていない」「あまりとれていない」 

39 歳以下 20.0％ 

40～64歳 20.9％ 

 

・寝る２時間以内に食べるか？ 39 歳以下 

「毎日」「時々食べる」 65.0％ 

  

・週に３回～４回外食する   

39 歳以下 45.9％ 

 

・毎日あるいは時々間食する 

39 歳以下 89.4％ 

 

 

 

 

 

 

① 規則正しい食生活が正しい生活習慣

の確立につながることから、３食規

則正しく、バランス良く食べること

の重要性を周知し、行動変容につな

がるための具体的な取り組みが必要

です。 

 

② 健全な食生活を推進するボランテ

ィアの育成を推進していきます。 

 

③ 乳幼児期からの食生活が成人期の

食生活に大きく影響を及ぼすこと

から、「早寝 早起き 朝ご飯」を継

続的に推進し、朝食の重要性をしっ

かりと意識づけていきます。 

① 生活習慣病予防教室 

特定保健指導 

介護予防教室 

栄養教室 

朝食の重要性を啓発する 

がん検診無料クーポン券に啓発チラ

シを同封する 

② 栄養教室 

③ マタニティクッキング教室 

離乳食教室 

親子クッキング教室 

すくすく広場 

幼児健診 

朝食の重要性を啓発する 

 

３ 

３食規則正しく

食べている人 

（20～39歳） 

68.7％ 75％ 66.8％ 75％ 

規則正しい食事がとれていない人は以下で多

くなっています。 

・64歳以下 ・男性 ・一人暮らし 

・健康に対する意識が低い人、特に健康に気を

つけていない人 

・「健康は自分でつくりあげるもの」と思わな

い人 

・毎年健康診断を受けていない人 

・肥満の人 

・睡眠がとれていない人、特に「全くとれてい

ない」と回答した人 

・食生活に満足していない人 

４ 

食生活に満足し

ていない理由と

して、一人で食事

をすることが多

い人 

（65～74歳） 

（75歳以上） 

 

 

 

 

 

35.7％ 

40.0％ 

減少 

 

 

 

 

 

25.0％ 

20.0％ 

減少 

・食事に満足していない理由 
 

65～74歳 

｢栄養バランスが偏る」  41.7％ 

｢食事時間が不規則｣   18.8％ 

「食事内容に制限がある｣ 18.8％ 

75 歳以上 

｢食事内容に制限がある｣ 33.3％ 

｢栄養バランスが偏る｣   26.7％ 
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分

野 
番号 指標 

平成 22

年作成

時状況

数値 

当初の 

目標値 

平成 26

年中間

評価結

果数値 

最終 

目標値 

今回のアンケート結果 

今後の施策についての考察 
該当事業名（下線部分は， 

今後，取り組みを進める事業） 

傾向 指標と関連すると考えられる要因 

身
体
活
動
・
運
動 

５ 

運動している人 

 

48.9％ 

 

52％ 

以上 

 

44.9％ 

 

52％ 

以上 

 

運動していない人は以下で多くなっています。 
 

・39歳以下 

・女性 

・自分が健康でないと思う人 

・メタボリックシンドロームを全く知らない

人 

・毎年健康診断を受けていない人 

・運動しやすい理由として運動場所への送迎

を望む人 

・生活に充実感を感じていない人 

・ふだん健康に気をつけているか？ 

「よく気をつけている」「気をつけているほうだ

と思う」69.6％ 

・健康であるために必要なことは？  

「運動」75.2％ 

・運動をしない理由は？  

「忙しい」52.3％ 「嫌い」18.8％ 

「仲間がいない」15.4％ 

 

・運動するには、どのような環境が必要ですか？ 

「場所、施設」55.2％ 「仲間がいる」51％ 

 

① 働き盛りの忙しい年代でも実践でき

るような運動に関する知識や場所・

施設の情報提供などを行い、運動し

やすい環境づくりを推進していきま

す。 

 

② 子供の頃からの運動習慣づくりのた

めに、子供と大人が一緒に楽しみな

がら体を動かすことの必要性を周知

します。 

 

③ 高齢者に対して、ウォーキングなど

誰でも簡単にできる運動を紹介し、

積極的な外出を促します。 

① 生活習慣病予防教室 

  更年期予防教室 

  骨密度測定会 

  特定保健指導 

  ウォーキング大会 

  ウォーキングコースや施設の紹介 

  市民団体の紹介 

  簡単にできる運動教室の開催 

親子参加型の運動教室の検討 

② 乳幼児健診 

  園庭開放やつどいの広場の利用   

③ 介護予防教室 

  スクエアステップ講習・講演会 

  グランドゴルフ大会 

  ウォーキング大会 

  簡単にできる運動教室の開催 

  

運動している人 

（20～39歳の女

性） 

33.2％ 増加 24.1％ 増加 

６ 

日ごろ身体を動

かすことを心が

けている人 

75.2％ 増加 76.2％ 増加 

日ごろ身体を動かすことを心がけていない人

は以下で多くなっています。 

・39歳以下 

・ストレスがある人、特にいつもストレスを

感じている人 

・食生活に満足していない人 

７ 

積極的に外出を

する人 

（65～74歳） 

61.7％ 
65％ 

以上 
62.2％ 

65％ 

以上 

外出に積極的する人は以下で少なくなってい

ます。 
 

・自分は健康でないと思う人 

・健康に対する意識が低い人 

・メタボリックシンドロームを知らない人 

・ストレスをいつも感じている人 

こ
こ
ろ
の
健
康
・
休
養 

８ 

充実感を感じて

いる人 
62.7％ 増加 65.0％ 増加 

生活に充実感を感じていない人は以下で多く

なっています。 
 

・自分は健康でないと思う人 

・健康に対する知識が低い人 

・ストレスをいつも感じている人 

・充実感を感じない理由は？「生活にゆとりがな

い」36.6％ 

「時間がない」34.1％ 

「やりたいことが見つからない」33.9％ 

・充実感を感じる時は？「人とふれあうとき」

82.4％ 

「趣味の活動をするとき」55.2％ 

・生活リズムは？  

「いつも不規則」「時々不規則」 

  39歳以下 74.9％ 

  40～64 歳 62.1％ 

・「イライラ」「ストレス」の原因 

 39歳以下「仕事のこと」「人との関係」 

 40～64 歳「仕事のこと」「人との関係」 

 65～74 歳「人との関係」「自分の健康・病気」 

 75歳以上「自分の健康・病気」 

        ｢人との関係｣ 

  

① 地域活動や生涯学習などを通じて

生きがいづくりや仲間づくりを支

援します。 

 

② 睡眠の質を高める方法などを情報

提供するとともに、不眠の主な原因

が生活リズムの乱れやストレスで

あることから、生活改善の方法やス

トレス解消法などを周知して、ここ

ろの病気につながらないように啓

発していきます。   

① 介護予防教室 

  スクエアステップ講習・講演会 

  栄養教室 

  生涯学習事業 

  健康相談 

  こころの健康づくり講演会 

② 生活習慣病予防教室 

  更年期予防教室 

  特定保健指導 

  介護予防教室 

  幼児健診 

  乳児家庭全戸訪問事業 

  健康相談 

  市民健康講座での啓発 

  がん検診無料クーポン券に啓発チラ

シを同封する 

  こころの健康づくり講演会 

９ 

睡眠を十分に取

れている人 
25.9％ 増加 24.3％ 増加 

睡眠を十分に取れていない人は以下で多くな

っています。 
 

・64歳以下 

・自分は健康でないと思う人 

・ストレスをいつも感じている人 

・生活に充実感を感じていない人 

１０ 

ストレスの解消

がうまく出来て

いる人 

19.9％ 増加 21.2％ 増加 

ストレス解消がうまく出来ていない人は以下

で多くなっています。 
 

・65～74 歳 

・自分は健康でないと思う人 

・身体を動かすよう心がけていない人 

・生活に充実感を感じていない人 
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分

野 
番号 指標 

平成 22

年作成

時状況

数値 

当初の 

目標値 

平成 26

年中間

評価結

果数値 

最終 

目標値 

今回のアンケート結果 

今後の施策についての考察 
該当事業名（下線部分は， 

今後，取り組みを進める事業） 

傾向 指標と関連すると考えられる要因 

た
ば
こ 

１１ 喫煙率 26.3％ 減少 17.2％ 減少 

喫煙率は以下で高くなっています。 
 

・40～64 歳   

・男性 

・仕事上ストレスを感じている人 

・ストレスを、麻雀、パチンコ、飲酒で解消す

る人 

・規則正しい食事をとれていない人 

・歯がぐらつく人 

・歯の手入れ回数が１日２回以下の人 

・「イライラ」「ストレス」を感じることがありま

すか？  

「いつもある」「時々ある」40～64歳 76.3％ 

・「イライラ」「ストレス」を解消できているか？ 

「できない」「ほとんどできていない」 

40～64歳 17.5％ 

・普段健康に気をつけていない人  

40～69歳 32.4％ 

・たばこを吸い始めた年齢 19歳以下 27.7％ 

・禁煙をしようと思わない人 40～69歳 46.0％ 

 

① 喫煙率を減少させるため、喫煙・受

動喫煙の体へ及ぼす影響について

普及啓発を行います。 

 

② 生活習慣病や歯の健康などとも関

連することから、様々な事業での啓

発を行います。  

 

③ 未成年の喫煙防止教育を継続しま

す。 

 

④ 母子健康手帳交付時に、禁煙予防の

パンレットを配布することが妊婦の

喫煙率の減少につながったと考えら

れます。そのため今後も継続的な啓

発を行う必要があります。 

① 世界禁煙デーに併せた禁煙の啓発 

  妊娠届出時・１カ月健診・乳児健診  

  で受動喫煙についてのチラシ配布 

  プレパパママ教室 

② 歯周病検診の受診券に啓発チラシを

同封する 

③ 学校での教育を継続 

④ 妊娠届出時のチラシ配布 

  プレパパママ教室 

１２ 妊娠中の喫煙率 4.1％ 0% 2.6％ 0％ 

平成 25年度妊婦一般健康診査結果より 
 

・妊娠の経過の中で、１日に 

１～５本喫煙する人のうち 23.1％が禁煙、

６～10本喫煙する人のうち 33.3％が禁煙、

11～20本喫煙する人のうち 16.6％禁煙 

と答えた。 

・妊娠中の喫煙習慣に変化がない方 25.5％、

喫煙本数についてもほとんど変化はない。 

・喫煙習慣のある人で、飲酒習慣のある人は

20.9％である。 

・禁煙の理由 

 「自分が妊娠した」 

39 歳以下 17.3％ 

40～64歳  1.0％ 

・妊娠中の胎児への影響 

 「たばこと関係ない」「わからない」  

39 歳以下（全体） 11.9％ 

40～64歳（全体） 20.1％ 

 妊娠可能な年代の女性では、 

20～39歳      4.5％ 

40 歳代      15.7％ 

ア
ル
コ
ー
ル 

１３ 

何も気を付けず

に飲酒している

人 

42.7％ 減少 42.2％ 減少 

何も気を付けずに飲酒している人は以下で多

くなっています。  
 

・39歳以下 ・正規の職員、従業員 

・健康に対する意識が低い人 

・生活リズムは？39歳以下 

「いつも不規則」「時々不規則」が 74.9％ 

・「イライラ」「ストレス」をよく感じる割合 

39 歳以下 81.7％ 

・ストレス解消ができない  

39 歳以下 14.9％  

・ストレス解消法が「飲酒」39歳以下 25.5％ 

 

① 未成年者の飲酒防止や成人期の適

正な飲酒を推進するため、アルコー

ルに関する啓発に取り組みます。 

 

② 妊娠期・授乳期の飲酒の影響が胎

児・乳児に与える害について知識の

啓発を行います。 

① 生活習慣病予防教室 

  更年期予防教室 

  特定保健指導 

  学校での教育の継続 

  こころの健康づくりをテーマとした 

  講演会 

② 妊婦健診 

  プレパパママ教室 

  妊娠届出時にチラシ配布 

１４ 妊娠中の飲酒率 5.8％ 0％ 4.4％ 0％ 

平成 25年度妊婦一般健康診査結果より 
 

・妊娠の経過の中で、 

時々飲酒する人のうち 28.8%が飲酒をやめ、

毎日飲酒する人のうち 50％が飲酒をやめた

と答えた。 

・妊娠中の飲酒習慣に変化がない方は 33.3％

である。 

・飲酒習慣ある人で喫煙習慣のある人は、

12.5％である。 

・妊娠中の胎児への影響  

「飲酒と関係ない」「わからない」 

39 歳以下（全体） 17.5％ 

40～64歳（全体） 31.1％ 

 妊娠可能な年代の女性では、 

20～39歳     11.1％ 

40 歳代      24.3％ 
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分

野 
番号 指標 

平成 22

年作成

時状況

数値 

当初の 

目標値 

平成 26

年中間

評価結

果数値 

最終 

目標値 

今回のアンケート結果 

今後の施策についての考察 
該当事業名（下線部分は， 

今後，取り組みを進める事業） 
傾向 指標と関連すると考えられる要因 

口
腔
・
歯
の
健
康 

１５ 
う歯のない幼児

（3歳） 
71.9％ 

78％ 

以上 
79.3％ 

★84％ 

以上 

平成 25年度の３歳児健康診査の歯科診察の結

果より 
 

・年々、う歯のない幼児は、増加傾向にあり

ます。 

 

 

 

 

 

平成 25年度 3歳児健康診査の歯科検診の結果よ

り（生活習慣とう歯の関係について） 

 

 おやつの回数を決めている率 

  う歯無の児 64.9％ 
  う歯有の児 48.8％ 
 仕上げ磨きの率 
  う歯無の児 95.7％ 
  う歯有の児 92.3％ 
 就寝時間が遅い児の率 
  う歯無の児 27.7％ 
  う歯有の児 42.2％  

① 乳幼児期に歯の衛生習慣を身につ

ける大切な時期と考え、１歳６か

月児健診時に歯の健康教育を実施

したことも効果の一因と考えられ

ます。そのため、今後も機会を捉

え継続して啓発していきます。 

① むし歯予防教室 

  無料歯科健診・相談 

幼児健診 

集団指導・チラシ配布 

１６ 
定期健診を受け

ている人 
42.7％ 65.7％ 44.8％ 65.7％ 

定期健診を受けていない人は以下で多くなっ

ています。 
 

・39歳以下  ・男性 

・正規の職員 ・従業員 

・健康に対する意識が低い人 

・歯科検診を受けない理由 39歳以下 

「めんどくさい」48.2％ 

「時間がない」47.0％ 

・健康にあまり気をつけていない 

 39歳以下 45.2％ 

・健康でいるために何が必要か  

 「健康診断」32.6％ 「かかりつけ医」18.6％ 

 

① 喫煙や生活習慣病とも関連するこ

とから様々な事業の中で情報提供

を行い、かかりつけ医を持つこと

や、定期健診の必要性について広

く啓発していきます。 

① 歯周病検診 

  介護予防教室 

  むし歯予防教室 

  救急・健康フェア 

  無料歯科健診・相談 

１７ 
かかりつけ歯科

医がいる人 
65.7％ 74.4％ 69.8％ 74.4％ 

かかりつけ歯科医がいない人は以下で多くな

っています。 
 

・39歳以下  

・男性 

健
康
管
理 

１８ 
自分が健康だと

思う人 
48.2％ 増加 44.8％ 増加 

自分が健康だと思わない人は以下で多くなっ

ています。 
 

・65歳以上  

・自分で健康だと思わない割合  

 全体 15.8％ 65～74歳 21.7％ 

        75 歳以上 27.4％ 

・健康は自分で作り上げていくものと思う 

 全体 82.3％ 

・健診を受ける機会がある 

   全体 91.7％ 39歳以下 84.3％  

・過去１年間に健診を受けましたか？ 

  全体 94.9％  

・健康診断を受診しない理由 

 「定期通院中」31.5％  

 「毎年必要ない」20.7％ 

 「費用がかかる」14.7％ 

① 各年代に応じた健康管理に関する知

識の情報提供を行い、自分の体に関

心を持ち、健康意識が高められるよ

う啓発を行います。 

 

② 健康相談や健康教育を更に充実さ

せ、生活改善の方法を自ら選択し、

実践できるよう支援していきます。 

 

③ 普段から気軽に自分の体のことを

相談できる環境づくりを推進する

ため、かかりつけ医を持つことの大

切さを啓発します。 

① がん検診無料クーポン券事業 

  妊婦・乳幼児健診 

  健康相談・訪問事業 

救急・健康フェア 

出前講座 

  介護予防教室 

  生活習慣病予防教室 

  更年期予防教室 

特定保健指導 

② 健康相談・訪問事業 

  介護予防教室  

  生活習慣病予防教室 

  更年期教室 

  特定保健指導 

  出前講座 

③ 健康相談・訪問指導 

  乳幼児家庭全戸訪問事業 

  広報などで啓発  

 ※様々な媒体を活用し啓発をしていく 

１９ 
ふだん健康に気

をつけている人 
66.0％ 増加 69.6％ 増加 

健康に気をつけていない人は以下で多くなっ

ています。 
 

・64歳以下 ・男性 

・時間がないために健康診断を受診しない人       

・肥満の人 

・現在喫煙している人 

２０ 
健診を毎年受け

ていない人 
10.4％ 0％ 11.0％ 0％ 

健診を毎年受けていない人は以下で多くなっ

ています。 
 

・女性 

・健康に対する意識が低い人 

・食生活に満足していない人 

★中間評価で目標値を達成したため、「みえ歯と口腔の健康づくり基本計画」を基準とし、目標値を変更しました。 
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第４章 資料編  
１ 市民の健康の状況  

①人口について  

（１）総人口、年齢３区分別人口 

表 鈴鹿市人口推移 

 世帯数 男 女 計 

平成 18年 77，201 101，266 100，134 201，400 

19年 78，974 102，262 100，945 203，207 

20年 80，735 103，205 101，717 204，922 

21年 81，020 102，741 101，552 204，293 

22年 80，855 101，847 101，250 203，097 

23年 81，278 101，381 101，228 202，609 

24年 81，197 101，191 101，162 202，353 

25年 81，658 100，636 100，814 201，450 

26年 82，349 100，389 100，596 200，985 

                資料：鈴鹿市による統計(各年 9月 30日現在) 

本市の総人口は、平成 18 年から平成 20 年にかけて年々増加してきましたが、

平成 21年からは徐々に減少に転じ、平成 26年 9月には、200，985人となってい

ます。また、本市では、外国人登録者数が非常に多く、総人口に占める外国人登

録者数は平成 26 年 9 月 30 日現在で 3.48％となっています。総人口は減少傾向

にありますが、今後も高齢者人口は増加し、平成 29 年では高齢化率が 22.9％に

なると推計されています。 

下図の年齢 3区分人口比率をみると、年少人口比率は平成 22 年の 15.6％から

平成 25年には 15.0％まで下がっています。一方、高齢者人口比率は 18.8％から

21.2％まで上がっており、高齢化の傾向となっています。 

年齢 3区分人口比率を全国や三重県と比較すると、年少人口の割合は高く、高 

齢者人口の割合は低くなっており、本市は、全国・三重県に比べ、若い市といえ 

ます。 

 図 年齢３区分別人口構成比の比較 

 

 

 

 

 

 

資料：鈴鹿市は住民基本台帳人口及び外国人登録者数（平成 25年 10月 1日現在） 

全国・三重県は住民基本台帳に基づく人口（総務省）（平成 25年 10月 1日現在） 

15.0 

13.3 

12.9 

63.8 

59.9 

62.1 

21.2 

26.1 

25.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

鈴鹿市 

三重県 

全国 

年少人口（14歳以下） 生産年齢人口（15～64歳） 高齢者人口（65歳以上） 
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（２）平均年齢 

平均年齢をみると、本市は、男女ともに全国・三重県と比べ低くなっており、 

全体で 42.5歳、男性で 41.4歳、女性で 43.7歳となっています。 

 

表 平均年齢 

 平均年齢 男性 女性 

全 国 45.0歳 43.4歳 46.4歳 

三重県 45.4歳 43.8歳 46.9歳 

鈴鹿市 42.5歳 41.4歳 43.7歳 

資料：国勢調査（平成 22年 10月１日現在）  

 

（３）出生率等  

出生率※をみると、本市は、全国・三重県よりは上回っていますが、ほぼ 

横ばい傾向にあり、平成 25年では人口千人対で 8.5人となっています。 

また、合計特殊出生率※についても全国・三重県より上回っており、平成 

25年では、1.54人となっています。 

 

表 出生率の推移                       （人口千人対） 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

資料：人口動態統計 

                                               

※ 出生率：一定期間の出生数の、人口に対する割合。一般に、人口 1，000 人当たりの 
1 年間の出生児数の割合をいう。 

※ 合計特殊出生率：その年次の 15～49 歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、１人の
女性が、仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に子どもを生むと仮定したときの子ども数に
相当する。 

 全国 三重県 鈴鹿市 

平成２０年 8.7 8.6 10.2 

２１年 8.5 8.6 9.6 

２２年 8.5 8.4 9.2 

２３年 8.3 8.3 9.3 

２４年 8.2 8.1 8.5 

２５年 8.2 8.1 8.5 
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②疾病等の状況について 

（１）平均寿命※ 

平均寿命をみると、本市は、全国・三重県と同様の傾向にあり、平成 22 年で男性

が 79.8歳、女性が 86.3歳となっています。 

表 平均寿命 

 資料：厚生労働省市区町村別生命表 

                                               

※ 平均寿命：0 歳（出生時）の平均余命（その後生きられる平均の年数）。 

 

（２）死因別死亡の状況 

死因別死亡の状況をみると、本市は、三重県と比べると「心疾患」の割合は低く、

「悪性新生物※」、「脳血管疾患」等は高くなっています。また、全国と比べると、「悪

性新生物」等の割合が低くなっています。 

表 鈴鹿市及び三重県、全国の死因別死亡の状況 

 

鈴鹿市 

平成 24年 

三重県 

平成 24年 

全 国 

平成 24年 

人数（人） 割合（％） 割合（％） 割合（％） 

総数 1，578 － － － 

悪性新生物 426 27.0 26.7 28.7 

心  疾  患 163 10.3 14.4 15.8 

脳血管疾患 166 10.5 10.0 9.7 

肺   炎 199 12.6 9.5 9.9 

不慮の事故 67 4.2 3.9 3.3 

老    衰 87 5.5 7.3 4.8 

腎  不  全 23 1.5 2.1 2.0 

肝  疾  患 20 1.3 1.0 1.3 

自    殺 46 2.9 1.9 2.1 

高血圧性疾患 17 1.1 0.7 
22.4 

そ  の  他 364 23.1 22.5 

 資料：鈴鹿市統計要覧 みえ DataBox 人口動態統計 

                                                

※ 悪性新生物：何らかの原因で細胞が変異して増殖を続け、周囲の正常な組織を破壊する腫瘍。一
般にがんと呼ばれている。  

 

 

男性 女性 

平成 17年 平成 22年 平成 17年 平成 22年 

全 国 78.8歳 79.6歳 85.8歳 86.4歳 

三重県 78.9歳 79.7歳 85.6歳 86.3歳 

鈴鹿市 78.9歳 79.8歳 85.6歳 86.3歳 
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（３）医療費の状況 

 

鈴鹿市国民健康保険の医療費（５月診療分）に占める生活習慣病の割合は約４割と

なっています。三重県と比べると、「糖尿病」・「虚血性心疾患」の割合はやや低く、

他の疾患については、若干高くなっています。 

 

図 疾病別医療費の状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            資料：国民健康保険 疾病分類別統計表 平成 26 年 5 月診療分 

 

  

その他 
61.8% 

糖尿病 
4.4% 

脳血管疾患 
4.6% 

腎不全 
6.0% 

虚血性心疾患 
2.7% 

悪性新生物 
14.1% 

高血圧性疾患 
6.4% 
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注 1）基本健康診査は 20年度より 40歳以上の生活保護受給者を対象とする健康増進法健康診査として実施  

注 2）肺がん検診は 21年度から医療機関での個別検診も開始    

注 3）乳児家庭全戸訪問・歯周病検診は 23年度から実施 
    

注 4）23年度までの自殺対策事業は健康教育（成人）に含まれる。 

注 5）ＨＰV検査は 22年度から医療機関で開始し，25年度から集団検診でも実施。 

注 6）未熟児養育医療の給付は 25年度から県からの権限委譲により開始 

 

 

   

 

2 鈴鹿市健康づくり事業施策実施状況 
     

 平成 20

年度 

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 

健康手帳交付 1，908 2，259 1，599 1，347 1，991 2，435 

母子手帳交付 2，192 1，986 2，182 1，887 1，948 1，800 

健康教育     成人 3，692 4，480 3，799 3，778 3，882 4，980 

母子 2，864 2，452 2，604 2，463 2，172 2，103 

訪問指導     成人 24 26 16 23 114 4 

母子 672 596 952 686 436 358 

健康相談     成人 1，460 990 787 660 410 578 

母子 2，685 2，115 1，916 1，836 2，120 1，933 

乳児家庭全戸訪問 - - - 945 1，674 1，651 

未熟児養育医療の給付 - - - - - 35 

妊婦一般健康診査 11，710 22，235 22，862 22，314 21，661 20，793 

乳児一般健康診査 4，026 3，955 3，709 3，741 3，521 3，354 

1 歳 6 か月児健診 1，984 1，994 2，005 1，858 1，884 1，749 

3 歳児健診 1，883 1，906 1，859 1，962 1，901 1，776 

健康増進法健診 118 115 148 160 169 155 

胃がん検診 2，713 4，417 5，679 6，585 7，039 8，091 

子宮がん検診 2，868 5，028 5，227 5，153 5，322 5，423 

ＨＰＶ検査 - - 223 123 57 1，029 

大腸がん検診 4，527 5，591 6，676 9，193 9，271 10，032 

乳がん検診 2，530 4，331 4，487 4，172 4，405 4，865 

肺がん検診 503 5，621 7，986 9，774 9，838 10，873 

前立腺がん検診 1，583 2，269 3，162 3，824 3，964 4，389 

歯周病検診 - - - 540 631 609 

地域支援事業（一次予防） 3，135 2，942 3，409 3，479 2，999 2，261 

自殺対策事業 - - - - 732 472 

 表 1 保健指導事業実施状況                          単位：人    
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表 2 予防接種実施状況                           延人数 単位：人    
 

 

 
 平成20 

年度 

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 

（3種混合）百日咳・ジ

フテリア・破傷風 

8，373 8，116 7，918 7，857 5，973 1，593 

（2種混合）ジフテリ

ア・破傷風 

1，601 1，692 1，751 1，855 1，647 1，393 

ポリオ（小児マヒ） 4，092 4，074 3，815 4，637 4，343 816 

日本脳炎 7，537 7，442 7，511 9，741 7，856 7，179 

ＢＣＧ 2，145 1，996 1，906 1，782 1，707 1，653 

風しん 3 2 2 1 1 - 

麻しん - - 1 - - - 

インフルエンザ 20，523 19，460 32，590 21，460 21，182 22，325 

新型インフルエンザ - ※22，731 - - - - 

ＭＲ 6，891 7，192 7，027 7，000 7，130 3，305 

子宮頸がん - - ※1，955 ※9，196 ※3，379 817 

ヒブ - - ※2，758 ※9，357 ※7，935 7，310 

小児用肺炎球菌 - - ※2，773 ※10，810 ※7，910 7，130 

高齢者用肺炎球菌 - - - - ※1，992 ※2，535 

水痘 - - - - - ※2，758 

おたふくかぜ - - - - - ※2，203 

（4種混合）百日咳・ジ

フテリア・破傷風 

・不活性化ポリオ 

- - - - 1，543 5，674 

成人風しん - - - - - ※503 

 

※印は任意予防接種のうち費用助成を行った件数 

注 1)22年度から新型インフルエンザワクチンは、インフルエンザワクチンに包含された。 

注 2)子宮頸がん、ヒブ、小児用肺炎球菌は平成 22年度から開始   

注 3)高齢者用肺炎球菌ワクチンは、平成 24年度から開始   
 

注 4)水痘、おたふくかぜワクチンは、平成 25年度から費用助成を開始 

注 5)成人風しんワクチンは、平成 25年度のみ費用助成を行う。 
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