
平成 29年度第 3回上越市健康づくり推進協議会次第 
 

 

 

と き 平成 29年 10月 25日（水）午後 7時～8時 30分 

ところ 上越市役所木田第 1庁舎 401会議室 
 

 

１ 開  会 

 

 

２ あいさつ 

 

 

３ 議  題 

 

 

（１）上越市健康増進計画の見直し（案）の構成について 

 

 

（２）上越市健康増進計画の健康課題に対する今後の方向性と目標について 

     

 

 

（３）その他 

     

 

 

 

 

 

４ 閉  会 

  

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

平成 29年度 第 3回 
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と き 平成 29年 10月 25日(水) 

ところ 上越市役所木田第 1庁舎 401会議室 

差し替え 



 
上越市健康増進計画 

見直し(案) 
 

 現在の計画 見直し(案) 

第 1章 

計画の策定に当たって 

１ 計画の趣旨 

２ 計画の性格 

３ 計画の期間 

４ ライフステージごとの健康目標の設定 

計画の見直しに当たって 

１ 計画の趣旨 

２ 計画の性格 

３ 計画の期間 

 

第２章 

上越市の概況と特徴 

１ 上越市の概況 

２ 人口構成 

３ 産業・経済 

４ 健康に関する概況 

上越市の概況と特徴 

１ 上越市の概況 

２ 人口構成 

３ 産業・経済 

４ 健康に関する概況 

第３章 

課題別の実態と対策 

１ がん 

２ 循環器疾患 

３ 糖尿病 

４ 歯の健康 

５ 栄養、食生活 

６ 飲酒 

７ 身体活動、運動 

８ 休養、こころの健康 

９ 喫煙 

課題別の実態と対策 

１ 生活習慣病の発症予防と重症化予防 

（１）循環器疾患・糖尿病 

（２）がん 

 

２ 生活習慣及び社会環境の改善 

（１）栄養、食生活 

（２）身体活動、運動 

（３）飲酒 

（４）喫煙 

（５）歯の健康 

（６）休養、こころの健康 

第４章 

生涯にわたる健康づくりの推進について 生涯にわたる健康づくりの推進 

１ ライフステージごとの健康づくりの推進 

２ 妊娠期からの切れ目のない健康づくりの

推進 

第５章 評価 評価 

 

資料 １ 



１－(１) 循環器疾患・糖尿病 

目標：脳血管疾患・虚血性心疾患による重症化予防及び死亡者の減少、糖尿病性腎症による新規透析導入患者の減少 

今までの取組 現状と課題 今後の方策(案) 平成 34 年度の目標項目(案) 

(1)早期からの生活習慣病の発症予防への取組 

＜成人期＞ 

○乳幼児健診等に来所する保護者へ、将来の特定健診

受診率向上を目指し、市民健診の受診勧奨を実施 

○乳幼児健診、保育園、幼稚園、小中学校の子及び保

護者に対して生活習慣病予防のための健康教育を実

施 

○市民健診受診者への個別保健指導 

 

 

＜成人期＞ 

【現状】 

・市民健診受診率が増加 

 平成 23年度 5.4％ → 平成 28年度 6.3％ 

・市民健診結果で BMI、肝機能、脂質、血糖の有所見割合が増加傾向 

・妊婦健診で生活習慣病リスクのある人がいる。 

【課題】 

・若い世代に生活習慣病の重症化につながるリスクを持つ人がいる。 

 

(1)早期からの生活習慣病の発症予防への取組 

＜成人期＞ 

継続 

○乳幼児健診等に来所する保護者へ、将来の特定健診

受診率向上を目指し、市民健診の受診勧奨を実施 

○乳幼児健診、保育園、幼稚園、小中学校の子及び保

護者に対して生活習慣病予防のための健康教育の実

施 

○市民健診受診者への個別保健指導 

 

①特定健診受診率・特定保健指

導実施率の向上 

・特定健診受診率 

・特定保健指導実施率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②メタボリックシンドロームの

該当者及び予備群の減少 

 ・メタボリックシンドローム

の該当者及び予備群の割合 

 

 

 

(2)健診受診率の向上に向けた取組 

＜成人期＞ 

○健診未受診者訪問 

・40歳、50歳、60歳の人に対し、特定健診無料クー

ポン券を訪問して配布 

  ・過去の健診結果において血圧や血糖値等が高く、

その後健診を受けていない人に対し、優先的に順

位を決め、地区ごとに訪問を実施 

○未受診者対策 

  ・乳幼児健診、保育園、幼稚園及び学校の保護者へ

の受診勧奨を実施 

  ・上越勤労者福祉サービスセンター及び商工会議所、

13 区商工会などの各種団体に対して健診受診勧奨

を実施 

  ・医療機関と連携し、医療機関治療中で健診未受診

者への健診受診勧奨を実施 

 

 

(3)特定保健指導実施率の向上及び重症化予防策 

＜成人期＞ 

○健診時個別保健指導 

 ○健診結果説明会  

  ・地区ごとに地区特性に合わせた説明会を開催し、

健診結果の見方やその背景について説明 

  ・食生活改善推進員が 1 日の食事の基準量を展示 

  ・運動普及推進員が全身の筋力の指標となる握力測

定を実施 

 

 

＜成人期＞ 

【現状】 

・特定健診受診率が増加 改善 

平成 22年度 44.9％ →平成 28年度 51.4％（H29.8.31速報値） 

・40代と 50代の特定健診受診率が低い。 

 表 1年代別特定健診受診率 

 

 

 

出典：新潟県福祉年報 

・特定保健指導実施率は増加し、国の目標値 60％を達成 改善 

 平成 22年度 52.1％ →平成 28年度 63.8％（H29.8.31速報値） 

【課題】                     

・健診を受診しないことで自らの生活習慣病のリスク保有状況が分からない。 

 

 

 

 

＜成人期＞ 

【現状】 

①メタボリックシンドローム 

・計画策定当初は特定保健指導該当者は減少したが、生活習慣病の治療中

を含むメタボリックシンドローム該当者及び予備軍の割合は近年横ば

い。 

平成 23年度 22.8％→平成 25年度 21.6％→平成 27年度 21.8％ 

 

 

(2)健診受診率の向上に向けた取組 

＜成人期＞ 

継続 

○健診未受診者訪問 

・40歳、50歳、60歳の人に対し、無料クーポン券を

訪問して配布 

  ・過去の健診結果において血圧や血糖値等が高く、

その後健診を受けていない人に対し、優先的に順

位を決め、地区ごとに訪問を実施 

○未受診者対策 

  ・乳幼児健診、保育園、学校及び幼稚園の保護者へ

の受診勧奨を実施 

  ・上越勤労者福祉サービスセンター及び商工会議所、

13 区商工会などの各種団体に対して健診受診勧奨

を実施 

  ・医療機関と連携し、医療機関治療中で健診未受診

者への健診受診勧奨を実施 

 

(3)特定保健指導実施率の向上及び重症化予防策 

＜成人期＞ 

継続 

○健診時個別保健指導 

 ○健診結果説明会  

  ・地区ごとに地区特性に合わせた説明会を開催し、

健診結果の見方やその背景について説明 

  ・食生活改善推進員が 1 日の食事の基準量を展示 

  ・運動普及推進員が全身の筋力の指標となる握力測

定を実施 

領域別の現状と課題、今後の方策について 
資料２－１ 

年度 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65～69歳 70～74歳 全体

平成22年度 24.8% 25.6% 30.4% 35.5% 48.8% 49.6% 50.3% 44.9%

平成27年度 25.8% 26.6% 30.9% 35.6% 49.6% 55.5% 58.4% 50.2%



今までの取組 現状と課題 今後の方策(案) 平成 34 年度の目標項目(案) 

○重症化予防策 

 ・医療機関受診勧奨、健診結果に合った食習慣、運

動習慣についての支援 

・対象者を明確にし、個別訪問等で特定保健指導及

び脳血管疾患等の発症リスクに基づいた保健指導

を実施 

  ・Ⅱ度高血圧（160/100 ㎜ Hg）以上の人及び糖尿病

が強く疑われる人、あるいは糖尿病の可能性が否

定できない人に対し、各種ガイドラインに沿って

優先的に保健指導を実施 

・腎機能低下の予防のための市民公開講座を開催 

・協会けんぽとの連携「人工透析予防サポート事業」 

 

○生活習慣病予防講座（糖負荷試験、頸動脈エコー検

査、お母さんのための生活習慣病予防セミナー） 

・健診結果が糖尿病境界領域であった人や糖尿病家

族歴がある人、動脈硬化の危険因子（肥満や高血

圧、糖尿病、高脂血症で未治療）がある人、生活

習慣病の重症化が懸念される人等を対象に、糖負

荷検査や頸動脈エコー、尿中アルブミンなどの二

次健診を含めた生活習慣病予防講座を実施し、健

診結果から自分の血管を傷めるリスクの振り返り

を行い、生活習慣改善への動機づけとして実施 

【成果】生活習慣病予防講座参加者の変化 

平成 27年度の生活習慣病予防講座（糖負荷試

験、頸動脈エコー検査）に参加し、平成 28年度

に市民健診または特定健診を受診した人につい

て評価 

・講座を受けた人は健診の継続受診率が高い。 

・動脈硬化の危険因子数についても、維持・改

善している。 

・講座終了後、データが維持・改善した人から

は、講座をきっかけに「毎年健診を受診して

自分の数値を見ていく必要性が分かった」「血

管を傷める因子が分かり、将来脳卒中や慢性

腎臓病にならないように食生活を見直した」

などの声が聞かれている。 

 

 

 

 

②高血圧 

・健診結果で高血圧症の割合及びⅡ度高血圧以上の人の割合が減少 改善 

・男性は、女性に比べて有所見割合が高い。 

 図 1 Ⅱ度高血圧（160/100㎜ Hg）以上の割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

出典:上越市健康診査結果 

③糖尿病 

・糖尿病有病者（HbA1c6.5％以上の人）は、計画策定当初と比べると減少

しているが、近年少しずつ増加傾向（図 2） 

・糖尿病有病者（HbA1c6.5%以上の人）の治療率は、増加傾向（図 3）改善 

・国の評価指標である HbA1c8.4％以上の人の割合は、平成 23 年度から減

少し、近年は横ばいで推移（図 4） 

 図 2 糖尿病有病者（HbA1c6.5％以上の人）の割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

出典:上越市健康診査結果 

図 3 糖尿病有病者(HbA1c6.5%以上の人)の治療率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典:上越市健康診査結果 

 

 

 

 

○重症化予防策 

 ・医療機関受診勧奨、健診結果に合った食習慣、運

動習慣についての支援 

・対象者を明確にし、個別訪問等で特定保健指導及

び脳血管疾患等の発症リスクに基づいた保健指導

を実施 

・Ⅱ度高血圧（160/100 ㎜ Hg）以上の人及び糖尿病

が強く疑われる人、あるいは糖尿病の可能性が否

定できない人に対し、各種ガイドラインに沿って

優先的に保健指導を実施 

  ・腎機能低下の予防のために、協会けんぽとの連携

「人工透析予防サポート事業」 

 

 

○生活習慣病予防講座（糖負荷試験、頸動脈エコー検

査、お母さんのための生活習慣病予防セミナー） 

・健診結果が糖尿病境界領域であった人や糖尿病家

族歴がある人、動脈硬化の危険因子（肥満や高血

圧、糖尿病、高脂血症で未治療）がある人、生活

習慣病の重症化が懸念される人等を対象に、糖負

荷検査や頸動脈エコー、尿中アルブミンなどの二

次健診を含めた生活習慣病予防講座を実施し、健

診結果から自分の血管を傷めるリスクの振り返り

を行い、生活習慣改善への動機づけとして実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③血圧の改善 

（変更前） 

・Ⅰ度高血圧（140/90㎜ Hg）

以上の人の割合 

（変更後） 

・Ⅱ度高血圧（160/100㎜ Hg）

以上の人の割合 

 ※脳血管疾患と虚血性心疾患

を発症するリスクとして、

優先的に取り組むべき対象

を設定 

 

④糖尿病有病者の増加の抑制 

 ・HbA1c6.5％以上の人の割合 

 

⑤治療継続者の割合の増加 

 ・糖尿病を強く疑われる人

（HbA1c6.5％以上）の治療率 
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今までの取組 現状と課題 今後の方策(案) 平成 34 年度の目標項目(案) 

 

○「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」の策定と実 

 践 

・糖尿病患者数や透析患者数の増加等を受けて、平成

28 年 3 月に日本医師会、日本糖尿病対策推進会議及

び厚生労働省において、糖尿病性腎症重症化予防に

係る連携協定を締結し、「糖尿病性腎症重症化予防プ

ログラム」を策定。これを受けて市でも平成 29年 3

月に同プログラムを策定。プログラムには、糖尿病

の未治療者や治療中断者に対する治療継続のための

受診勧奨、高血糖・高血圧などのハイリスク者への

保健指導、糖尿病連携手帳（日本糖尿病協会編）の

活用、かかりつけ医や専門医と連携した保健指導に

ついて、具体的なアクションプランを盛り込み、取

組を実施。 

 

【成果】健診継続受診者の健診結果の変化 

    健診受診者が結果説明会の参加や保健師・栄養

士等の保健指導等により、自分の結果を理解する

ことで、医療機関の受診や結果に合わせた生活習

慣の選択と実施につながり、データの変化がみら

れた。 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

【成果】生活習慣病の治療率の増加 

高血圧、糖尿病、脂質異常症の 3 疾患治療率が増

加 

・平成 23年度 43.1％ → 平成 28年度 48.9％ 

 

 

 

図 4 血糖コントロール指標におけるコントロール不良者（HbA1c 7.0%以

上、8.4％以上）の割合 

 

 

 

 

 

 

 

出典:上越市健康診査結果 

④脂質異常症 

・脂質異常症の人の割合は横ばい傾向だが、ここ 2年間は男性が増加傾向 

図 5 LDLコレステロール 160mg/dl以上の人の割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

出典:上越市健康診査結果 

 

⑤腎機能低下 

・透析導入の原疾患は糖尿病性腎症 32%、腎硬化症が 18%を占める。  

・透析導入年齢が 30～60歳代の働き盛り世代が 45％  

・血糖コントロール不良者（HbA1c7.0%以上者）が近年増加傾向   

 ・腎機能低下につながる尿蛋白（2＋）以上の人の割合が増加 

表 2 尿たんぱく(2＋)以上の人の割合 

 

 

 

出典:上越市特定健診結果 

⑥第 2号要介護認定者の状況 

 ・第 2号要介護認定者が減少 改善  

平成 26年度 284人→平成 28年度 261人 

・新規介護認定者の原因疾患のうち脳血管疾患が 51.4％を占める。基礎疾

患に高血圧が７割。約７割が健診未受診。 

⑦脳血管疾患標準化死亡比（ＳＭＲ 国を 100とする） 

 男性：135、女性 127 全体：129 

⑧虚血性心疾患標準化死亡比（ＳＭＲ 国を 100とする） 

 男性：102、女性：95、全体：97 

 充実 

○「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」の実践 

・HbA1c6.5％以上の人に対し、治療状況（未治療・

治療中断）を把握し、適切な治療の開始・継続を

支援。 

・高血糖、高血圧などのハイリスク者への保健指導

（糖尿病治療ガイドに沿った食事指導、運動指導） 

・糖尿病連携手帳（日本糖尿病協会編）の活用 

・かかりつけ医や専門医と連携した保健指導 

・プログラムの進捗管理 

 充実 

○身体活動・運動についての保健指導 

・各ガイドラインに沿った生活習慣病の重症化予防

のための身体活動・運動のための資料作成 

・他課、企業、民間団体と連携し、身体活動・運動

の機会について周知 

充実 

○保険者努力支援制度のインセンティブ指標達成への

確実な取組 

  ・受診率の向上の取組 

  ・特定保健指導実施率の向上の取組 

  ・糖尿病重症化予防の取組 

  ・ヘルスケアポイント制度による健康づくり活動 

の意識の向上 

  参考「保険者努力支援制度のインセンティブ」 

国では、医療費適正化と健康寿命の延伸を

目指し、保険者が実施する健診と保健指導の

実施による生活習慣病の重症化予防に対し、

保険者努力支援制度を創設（平成 30年度）し、

データ分析に基づく適切な対策や取組を実践

している自治体へ財政支援を実施している

（平成 28 年度から前倒し実施で上越市は

2600万円が配分された）。 

重症化予防の取組を確実に実施することが、

生活習慣病からの介護や入院を減らし、健康

な人が増えることにつながり、将来的に市民

の保険料の負担の軽減にもつながる。 

 

 

 

 

⑥血糖コントロール指標にお

けるコントロール不良者の

割合の減少 

 （変更前） 

 ・HbA1c8.4％以上の人の割合 

 （変更後） 

・HbA1c7.0％以上の人の割合 

 ※糖尿病のコントロール目

標のうち、合併症予防の目 

標値を設定 

⑦脂質異常症の減少 

・LDLコレステロール 160㎎ 

/dl以上の人の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧合併症（糖尿病性腎症による

年間新規人工透析導入患者

数）の減少 

 ・糖尿病性腎症による年間新

規人工透析導入患者数 

 

 

 

 

 

 

⑨脳血管疾患による死亡者の減

少 

・脳血管疾患標準化死亡比

（SMR）※国を 100とする。 

⑩虚血性心疾患による死亡者の

減少 

・虚血性心疾患標準化死亡比 

（SMR）※国を 100とする。 

継続受診者（12,789人）のうちの下記①～③に該当した保健指導対象者（3,936人）について集計

保健指導実施状況
保健指導：結果説明会、訪問等

H28年度健診結果が
改善した人の割合

実施　　　　754人（85.8％） 402人（53.3％）

未実施　　　125人（14.2％） 56人（44.8％）

実施　　　　499人（76.3％） 145人（29.1％）

未実施　　　155人（23.7％） 36人（23.2％）

実施　　　2,086人（73.0％） 903人（43.3％）

未実施　　　773人（27.0％） 327人（42.3％）

H27年度①～③に該当した保健指導対象者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※重複あり

①高血圧Ⅱ度（160/100mmHg）以上

　　879人

②ＨｂA1c6.5%以上
　　654人

③ＬＤＬｺﾚｽﾃﾛｰﾙ140㎎/dl以上
　　2,859人

7.1%
6.6% 6.8%

6.1% 6.3% 6.6%

5.7%
5.4% 5.4%

4.8%
5.3%

5.7%

8.2%
7.6%

8.0%

7.2% 7.1% 7.4%

2%

4%

6%

8%

10%

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

全体

男性

女性

2.7%

2.8%

1.7%

2.0%
1.9%

2.2%

0.59% 0.52%
0.34% 0.38% 0.32% 0.34%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

7.0以上者

8.4以上者

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

人数 142 168 193 181

割合 1.0% 1.1% 1.3% 1.2%



今までの取組 現状と課題 今後の方策(案) 平成 34 年度の目標項目(案) 

＜働き盛り世代＞ 

○市民健診受診者や働き盛り世代に対して、健診受診

と生活改善の重要性を周知 

・母子保健事業や保育園、学校で生涯を通じた健康

づくりの視点を伝え、健診受診と生活改善の重要

性を周知 

・地域での会議や研修会などで国民健康保険加入者

以外の方にも健診受診と生活改善の重要性を周知 

・協会けんぽとの連携会議 

・人工透析予防サポート事業 

・被用者保険被扶養者への結果説明会の参加勧奨 

・産業分野の看護職と連携し、健診結果分析や保健

指導等の技術支援、地域と職域の健康課題解決に

向けた研修会などを開催（健診・保健指導検討会） 

・中小企業や事業所を対象に市の実態についての情

報提供を行い、健診受診と生活改善の周知、健診

結果説明会や健康講座を開催 

 

 

＜高齢期＞ 

○生活習慣病の重症化のリスクのある高齢者に対し、

継続的な訪問支援を実施（健康支援訪問） 

○地域包括支援センターと連携した後期高齢者の重症

化予防訪問 

・心房細動所見のある人に対する医療機関受診、

治療状況の把握  

・服薬の必要性について保健指導を実施  

 ○介護支援専門員と保健師・栄養士が連携したケアプ

ラン作成 

  ・脳血管疾患の既往者に対して、再発予防のために

生活習慣病重症化予防の視点でのケアプランを作

成 

【成果】高齢者健康支援訪問対象者の要介護状態への

移行率の抑制 

生活習慣病に起因する疾病などのため、重い

介護状態になるリスクの高い高齢者を対象に、

保健師・栄養士等が重症化予防を目的に訪問。

定期的な訪問での服薬管理や受診継続に対する

指導等により、要介護状態への移行率に差がみ

られた。（右資料） 

 

＜働き盛り世代＞ 

【現状】 

・市民の 6 割以上が勤務先の健康保険に加入している。退職後に国民健康

保険に加入する人が多い。 

・国保に加入して 2、3年後に脳血管疾患や心筋梗塞で倒れる人が多い傾向 

・会社に勤めている人の健診受診率は高いが、保健指導実施率は低く、治

療が必要な人が医療につながらない。 

・新入社員の生活の乱れが目立つ、20 歳代で痛風発作を起こしている。 

 

＜成人期、働き盛り世代＞ 

【課題】 

・特定健診受診者の有所見割合が増加傾向であり、脳血管疾患や虚血性心

疾患の発症リスクが高い人がいる。 

・糖尿病等の生活習慣病の重症化により、腎機能低下をおこしている人が

増え、透析のリスクが高い人がいる。 

・心房細動は医療を中断すると心原性脳塞栓症発症のリスクが上がる。 

 ・生活習慣病の重症化により脳血管疾患を発症する人がいる。 

 

 

＜高齢期＞ 

【現状】 

・心房細動有所見者の割合 平成 23年度 3.9％ → 平成 28年度 5.9％  

   有所見者のうち 87％が服薬治療中 

 ・第１号被保険者の中重度の要介護認定率が減少 改善 

  平成 22年度 9.0％→平成 28年度 7.9％（国 6.2％、県 7.5％） 

 ・要介護認定の原因は、血管疾患（高血圧・糖尿病・心疾患など）が 55.7％ 

 ・認知症や骨折によって介護度が重くなっている 

【課題】   

・心房細動は医療を中断すると心原性脳塞栓症発症のリスクが上がる。 

 ・生活習慣病の重症化により脳血管疾患を発症し中重度の要介護状態にな

る人がいる。 

 

資料：高齢者健康支援訪問対象者の要介護状態への移行率 

   （平成 22～27年度） 

＜働き盛り世代＞ 

継続 

○市民健診受診者や働き盛り世代に対して、健診受診

と生活改善の重要性を周知 

・母子保健事業や保育園、学校で生涯を通じた健康

づくりの視点を伝え、健診受診と生活改善の重要

性を周知 

・地域での会議や研修会などで国民健康保険加入者

以外の方にも健診受診と生活改善の重要性を周知 

・協会けんぽとの連携会議 

・人工透析予防サポート事業 

・被用者保険被扶養者への結果説明会の参加勧奨 

・産業分野の看護職と連携し、健診結果分析や保健

指導等の技術支援、地域と職域の健康課題解決に

向けた研修会などを開催（健診・保健指導検討会） 

・中小企業や事業所を対象に市の実態についての情

報提供を行い、健診受診と生活改善の周知、健診

結果説明会や健康講座を開催 

 

＜高齢期＞ 

継続 

○生活習慣病の重症化のリスクのある高齢者に対し、

継続的な訪問支援を実施（健康支援訪問） 

○地域包括支援センターと連携した後期高齢者の重症

化予防訪問 

・心房細動所見のある人に対する医療機関受診、

治療状況の把握  

・服薬の必要性について保健指導を実施  

○介護支援専門員と保健師・栄養士が連携したケアプ

ラン作成 

  ・脳血管疾患の既往者に対して、再発予防のために

生活習慣病重症化予防の視点でのケアプランを作

成 

 

資料：高齢者支援課作成

2.8%

5.8%

2.2%

0%

2%

4%

6%

全市の70～74歳

で要介護状態に

移行した人

訪問できなかった

人で要介護状態に

移行した人

2年間全て訪問した

人で要介護状態に

移行した人

訪問できなかった人と

2年間訪問できた人の

比較では・・・

要介護状態に移行しなかった人の声

○血圧や体重を毎日自分で測るようになった。

○薬を忘れずに飲むようになった。



１－(２) がん 

目標：がんによる死亡率の減少、がん検診受診率の向上 

今までの取組 現状と課題 今後の方策(案) 平成 34 年度の目標項目(案) 

(1)がん検診受診率向上の取組 

＜成人期・高齢期＞ 

○がん検診の受診勧奨 

 ・一定の年齢に達した人に検診手帳及びがん検診無

料クーポン券を配付 

 ・国民健康保険の特定健診対象者等に対して、受診

勧奨のチラシを配付 

 ・乳幼児健診等で保護者へチラシを配布 

 ・広報上越や FMJを利用した啓発 

 ・過去に受診歴がある人等への個別通知 

 ・職域への受診勧奨 

 

 

 

 

 

(2)がん検診精密検査受診率向上の取組 

＜成人期・高齢期＞ 

○がん検診精密検査の受診勧奨 

  ・がんの重症化予防のため、精密検査未受診者に対

し文書や電話などで受診勧奨を実施 

 

 

(3)がんの発症予防 

＜成人期・高齢期＞ 

○生活習慣病の発症予防 

   ・がんの発症リスクとして、食事(高脂肪食、塩分)、

飲酒、喫煙等の生活習慣や細菌やウイルス感染が

ある。がんの発症リスクを高める生活習慣は、循

環器疾患や糖尿病などの危険因子と同様であるた

め、循環器疾患や糖尿病の発症予防、重症化予防

の取組を実施 

 

＜成人期・高齢期＞ 

【現状】 

・がん検診の受診率が減少傾向 

 表 1がん検診受診率の推移 

 平成 23年度 平成 28年度 比較 

胃がん 21.2% 19.3% △1.9% 

大腸がん 29.5% 29.6% 0.1% 

肺がん 35.3% 32.7% △2.6% 

乳がん 27.5% 23.1% △4.4% 

子宮頸がん 32.5% 24.3% △8.2% 

                    出典：上越市がん検診結果 

・職場や医療機関でのがん検診受診状況の把握が困難 

・精密検査受診率は、県平均より受診率が低い。(乳がん検診を除く) 

・市のがん検診でがんと診断された人が、毎年約 100人いる。(平成 28年

度受診者合計(延)56,922人) 

・胃がんの標準化死亡比(SMR)が悪化。 

・死亡原因の第 1位はがんであり、5大がん(胃がん・大腸がん・肺がん・

子宮頸がん・乳がん)の標準化死亡比(SMR)※をみると、特に胃がん死亡

率が高い。平成 27年度は死亡者数 2,504人に対してがんの死亡率は 665

人であり、全死亡の 26.6％を占めている。 

 ※人口構成の違いを除去して死亡率を比較するための指標。国平均を 100 とし、100 以上は国平均より死亡率が高いとされる。 

図 1がんの標準化死亡比(SMR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        出典：上越保健所 

【課題】 

・がん検診未受診や精密検査未受診により、がんの発見が遅れ、治療が困

難になる。 

(1)がん検診受診率向上の取組 

＜成人期・高齢期＞ 

充実 

・新規受診者を増加させるため、受診勧奨対象者や周

知方法を検討、拡充する。 

 継続 

・一定の年齢に達した人に検診手帳及びがん検診無料

クーポン券を配付 

・国民健康保険の特定健診対象者等に対して、受診勧

奨のチラシを配付 

・乳幼児健診等で保護者へチラシを配布 

・広報上越や FMJを利用した啓発 

・過去に受診歴がある人等への個別通知 

・職域への受診勧奨 

 

 

(2)がん検診精密検査受診率向上の取組 

＜成人期・高齢期＞ 

継続 

・がんの重症化予防のため、精密検査未受診者に対し

文書や電話などで受診勧奨を実施 

 

 

(3)がんの発症予防 

＜成人期・高齢期＞ 

継続 

・がんの発症リスクとして、食事(高脂肪食、塩分)、

飲酒、喫煙等の生活習慣や細菌やウイルス感染があ

る。がんの発症リスクを高める生活習慣は、循環器

疾患や糖尿病などの危険因子と同様であるため、循

環器疾患や糖尿病の発症予防、重症化予防の取組を

実施 

①がん検診受診率の増加 

 ・がん検診受診率 

 

②がんによる死亡者の減少 

 ・がん標準化死亡比（SMR） 

（SMR）※国を 100とする。 

 

領域別の現状と課題、今後の方策について 
資料２－２ 



２－(１) 栄養・食生活 

目標：適正体重を維持している人の増加（肥満及びやせの減少） 

今までの取組 現状と課題 今後の方策(案) 平成 34年度の目標項目（案） 

(1)生活習慣病の発症予防のための取組の推進 

＜妊娠期＞ 

○母子健康手帳交付時の個別指導 

・妊娠前の BMIを把握し、妊娠中の適正体重の増加に向け

た個別指導 

○すくすく赤ちゃんセミナーにおける栄養指導 

・妊娠中の体の変化に加え、こどもの発育・発達、夫を含

む家族の健康づくりを踏まえた栄養指導 

・初産婦の参加率は毎年 6～7割 

・参加後アンケートでは「今までは意識しなかった食生活

の乱れに気づき、妊娠期の食の大切さがわかった」「何

のためにどんな栄養・食生活が必要なのかを理解できた

ので、今後は意識して野菜を食べようと思う」等が聞か

れる。 

 

 

 

 

＜乳幼児期＞ 

○乳幼児健診、離乳食相談会、保育園等での保護者を含めた

健康教育・個別栄養相談 

・発育・発達に合わせた健康教育、個別栄養相談 

個別相談内容（一部抜粋） 

＊離乳食相談会：量や形態、進め方がわからない 

＊1歳 6か月児健診：野菜を食べない、噛めない、卒乳 

＊3歳児健診：間食、太り気味、野菜や米飯が苦手 

＊上記の各種取組により、「間食を控えるようになった 

ら食事量が増加」「適切に食べさせる工夫につながっ

た」等が聞かれる。 

・食生活改善推進員が乳幼児期の１日の食品基準量（発達

に合った食品の大きさ・硬さ）、嗜好品に含まれる砂糖

量を展示 

 ・保育園での食生活や生活リズム等の健康教育 

・保育園での身体計測により肥満傾向の児の保護者と面談

等及び個別指導 

・平成 29 年度から、公立保育園で成長曲線の活用を試行

実施 

 

 

＜妊娠期＞ 

【現状】 

・20歳代女性のやせの割合は減少傾向 

表 1 20歳代女性のやせの割合 

平成 23年度 平成 27年度 平成 28年度 

24.0％ 21.3％ 18.2％ 

出典：新潟県母子保健の現況 

・低出生体重児の割合が国や県よりも高い。 

表 2 低出生体重児の割合 

 平成 22年 平成 26年 平成 27年 

市 9.9％ 10.3％ 10.1％ 

県 8.8％ 9.5％ 9.5％ 

国 9.6％ 9.5％ 9.5％ 

出典：健康福祉環境の現況（上越地域振興局健康福祉環境部） 

【課題】 

・夫も含め、若い世代の食生活・生活リズムの乱れがみられる。 

 

＜乳幼児期＞ 

【現状】 

・幼児期の肥満児の割合が増加傾向 

表 3 3歳児の肥満児の割合 

 平成 23年度 平成 27年度 平成 28年度 

市 3.9％ 4.7％ 4.3％ 

県 3.6％ 3.9％ － 

出典：新潟県母子保健の現況 

表 4 公立保育園(3.4.5歳児)における肥満児の割合 

 平成 23年度 平成 27年度 平成 28年度 

男児 3.57％ 4.72％ 3.37％ 

女児 3.77％ 5.84％ 5.51％ 

       出典：新潟県小児肥満等体格調査（新潟県栄養士会） 

【課題】 

・乳幼児期からの肥満が学童期の肥満につながる。 

・離乳食・幼児食の進め方が分からない親がいる。 

 

 

 

(1)生活習慣病の発症予防のための取組の推進 

＜妊娠期＞ 

継続  

○母子健康手帳交付時の個別指導 

・妊娠前の BMIを把握し、妊娠中の適正体重の増加に向けた 

個別指導 

○すくすく赤ちゃんセミナーにおける栄養指導 

・妊娠中の体の変化に加え、こどもの発育・発達、夫を含む

家族の健康づくりを踏まえた栄養指導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜乳幼児期＞ 

充実  

○公私立保育園、幼稚園と連携した実態の共有、適切な食習慣、

生活リズム確立のための取組 

 充実  

○成長曲線を活用した肥満予防 

（肥満は小学校時点からでなく、幼児期の早期からの対策が

必要であり、成長段階の対策を強化） 

継続 

○乳幼児健診や離乳食相談会、保育園等での保護者を含めた健

康教育、個別栄養相談 

・発育・発達に合わせた健康教育、個別栄養相談 

・食生活改善推進員が乳幼児期の１日の食品基準量（発達に

合った食品の大きさ・硬さ）、嗜好品に含まれる砂糖量を展

示し、保護者が子どもの発育・発達に合った食べ方を実践

できるように支援 

 

 

 

 

①20 歳代女性のやせの割

合の減少 

 

②低出生体重児の割合の

減少 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追加指標） 

③3 歳児健診での肥満児の

割合の減少 

（追加指標） 

④公立保育園（3.4.5歳児）

における肥満児の割合 

の減少 

 

※小学校５年生の肥満の

割合が増加した現状か

ら、早期の対策として、

3 歳児健診、公立保育園

における肥満児の割合

の評価項目を追加（③

④） 
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今までの取組 現状と課題 今後の方策(案) 平成34年度の目標項目（案） 

＜学童・思春期＞ 

○小中学校血液検査事業等での保健指導・栄養指導 

・血液検査事業、集団事前指導・事後指導、個別指導 

○平成 28 年度から、小中学校で児童・生徒全員に成長曲線

を活用 

  

 

○高等学校等における健康教育 

・思春期保健事業の一環で、生活習慣病予防講座を開催 

高校の健康教育後の感想として「これから一人暮らしを

するようになるので自分で気を付けていきたい。」「20歳

までに自分の体をしっかり作り上げ、おばあさんになる

まで保てるようにしたい。」「親に任せきりにせず、食べ

るものを自分で考える。」が聞かれる。 

 

 

＜成人期・高齢期＞ 

○健診結果に基づいた栄養指導 

・家庭訪問や健康相談、健診結果説明会、健康教育等で、

体の状態と食生活状況の維持改善に向けての栄養指導 

・市民・特定・後期高齢者健診時及び、健診結果説明会時

に、地区食生活改善推進員と共に１日の食品の基準量を

展示し、栄養指導を充実化 

・基準量を展示する食生活改善推進員から、「1年、2年と

説明を受けて、ご飯の量を基準量に近づけることができ

た」「健診結果を反省し、食生活に気をつけようしてい

る人が多勢いた」等の地区住民の声の報告がある。 

・食生活改善推進員の養成講座、育成研修会を実施 

 

＜高齢期＞ 

○介護予防教室における介護予防の教育 

・介護予防教室では、「脳トレ」「筋力アップ、運動機能低

下予防」「生活習慣病予防」「フレイル予防」の取組を実

施 

 

 

(2)生活習慣病の重症化予防の徹底のための取組の推進 

○健診結果に基づいた栄養指導 

・医療による薬物療法と同様に、食事療法が重要とされる

生活習慣病の重症化予防（糖尿病・慢性腎臓病など）に

向けた栄養指導 

＜学童・思春期＞ 

【現状】 

・学童期の肥満の割合が増加 

表 5 10歳（小学校 5年生）の肥満傾向児の割合 

 平成 23年度 平成 27年度 平成 28年度 

男児 11.41%  9.78%  11.10%  

女児 7.40%  7.64%  6.86%  

出典：上越市教育委員会 肥満傾向児童生徒調査 

【課題】 

・学童期の肥満の割合が減らず、より早期からの対応が必要 

・高校生・大学生の健康実態が不明 

 

 

 

 

 

＜成人期・高齢期＞ 

【現状】 

・成人期の肥満者の割合は国の目標値より低いが、男女共に増加傾

向（特に男性） 

表6 男性(20～60歳代)女性(40～60歳代)肥満者(BMI25以上)割合 

 平成 23年度 平成 27年度 平成 28年度 

男性 23.4％ 25.1％ 27.1％ 

女性 16.4％ 17.6％ 17.4％ 

出典：上越市特定健診結果 

・高齢期は、低栄養傾向の割合・肥満者の割合が共に増加 

表 7 65歳以上の BMI20以下の割合 

 平成 23年度 平成 27年度 平成 28年度 

低栄養傾向 19.3％ 20.5％ 20.2％ 

肥満者 18.8％ 19.8％ 20.7％ 

出典：上越市特定健診結果 

【課題】 

・肥満者の増加が生活習慣病の発症・重症化につながる。 

・高齢期においては肥満者への対応に加えて、フレイルと密接に関

連する低栄養への対応が必要 

    

＜学童・思春期＞ 

充実  

○小中学校血液検査事業の取組を強化 

・血液検査事業、集団事前指導・事後指導、個別指導 

○小中学校・高校の養護教諭や栄養教諭と連携した実態の共有、

適切な食習慣・生活リズム確立のための取組 

継続  

○小中学校における成長曲線を活用した肥満予防 

 

継続  

○高等学校等における生活習慣病予防の健康教育 

・高校生・大学生においては、新潟県と大学が実施した市内

２大学の生活実態調査を活用し、今後の対策を検討予定 

 

 

 

＜成人期・高齢期＞ 

継続  

○健診結果に基づいた栄養指導 

・家庭訪問や健康相談、健診結果説明会、健康教育等で、体

の状態と食生活状況の維持改善に向けての栄養指導 

・市民・特定・後期高齢者健診時及び、健診結果説明会時に、

地区食生活改善推進員と共に１日の食品の基準量を展示

し、栄養指導を充実化 

・食生活改善推進員の養成講座、育成研修会を実施 

 

＜高齢期＞ 

継続  

○介護予防教室における介護予防の教育 

・介護予防教室では、「脳トレ」「筋力アップ、運動機能低下

予防」「生活習慣病予防」「フレイル予防」の取組を実施 

 

 

(2)生活習慣病の重症化予防のための取組の推進 

充実  

○健診結果に基づいた栄養指導 

・医療による薬物療法と同様に、食事療法が重要とされる生

活習慣病の重症化予防（糖尿病・慢性腎臓病など）に向け

た栄養指導 

・かかりつけ医と連携した栄養指導 

（変更前） 

⑤ 肥満傾向にある子供

（小学校 5 年生の中

等度・高度肥満傾向

児）の割合の減少 

（変更後） 

⑤ 10歳（小学校 5年生）

の肥満傾向児の割合の

減少 

※国の健康日本 21（第二

次）において、学童期か

らの肥満が重要な問題

であることから、現在の

中等度・高度肥満傾向児

の割合は参考値として

扱い、上記変更後の指標

を正式な指標としたた

め、これに準ずる指標に

変更 

 

 

⑥ 20～60 歳代男性の肥

満者の割合の減少 

 

⑦ 40～60 歳代女性の肥

満者の割合の減少 

 

⑧ 低栄養傾向（BMI20 以

下）の高齢者の割合の

減少 

 



ｂ２－(２) 身体活動・運動 

目標：身体活動及び運動習慣者の増加  〇健康づくり推進課等 ☆体育課 ◎体育課との共同作業 

今までの取組 現状と課題 今後の方策(案) 平成 34 年度の目標項目（案） 

(1)運動習慣の定着化のための取組 

＜乳幼児期＞ 

〇乳幼児健診における保護者への集団・個別指導

の実施 

・10歳の運動神経の完成に向けて、体を動かす

神経や筋肉の発達について説明し、運動能力

と運動習慣の向上を推進 

☆子どもの体力つくり指導者養成講習会の実施 

 ・運動に関する指導者を対象に幼児の運動習慣

定着に向け養成講習会を実施 

 

 

 

 ＜幼児期・学童期＞ 

☆親子運動教室の実施 

 ・親子（子の対象年齢：5 歳～小学校 3年生）

を対象に、体を使った運動遊びを実施 

☆巡回教室の実施 

・市内全保育園・幼稚園・小学校に周知。 

・生涯スポーツ指導員が園児・小学生に体を動

かす遊びを実施 

〇体力づくりを目的とした運動遊びやエクササ

イズの実施 

・公立保育園では、「体力づくりプログラム」

を作成し、楽しく体を動かす「運動あそび」

や、子供の脳や神経系の発達を促進する「エ

クササイズ」を実施 

〇小学生を対象とした公民館活動の実施 

・身体活動に関する講座の開催 

 

＜乳幼児期＞ 

【現状】 

・身体活動・運動に関する指標やデータがないため、未把握 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

＜学童期＞ 

【現状】 

・運動習慣のある子どもの割合が学年が上がるにつれて減少 

図 1運動習慣のある子どもの割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典:H24ライフスタイル調査報告書 

 

【課題】 

・若い世代の身体活動の減少により、体力低下や肥満の原因となる。 

・将来的に生活習慣病を引き起こすリスクのひとつとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

(1)運動習慣の定着化のための取組 

＜乳幼児期＞ 

充実 

〇乳幼児健診における集団・個別指導内容の充実  

・10歳の運動神経の完成に向けて、体を動かす神経や筋肉

の発達についてより具体的に説明し、運動能力と運動習

慣の向上を推進 

継続 

◎子どもの体力つくり指導者養成講習会の実施 

 ・運動に関する指導者を対象に幼児の運動習慣定着に向け

養成講習会を実施 

 

＜幼児期・学童期＞ 

継続 

☆親子運動教室の実施 

 ・親子（子の対象年齢：5 歳～小学校 3 年生）を対象に、

体を使った運動遊びを実施 

☆巡回教室の実施 

・市内全保育園・幼稚園・小学校に周知。 

・生涯スポーツ指導員が園児・小学生に体を動かす遊びを

実施 

〇体力づくりを目的とした運動遊びの実施 

・公立保育園では、「体力づくりプログラム」を作成し、

楽しく体を動かす「運動あそび」を実施 

 

 

 

〇小学生を対象とした公民館活動の実施 

・公民館講座の中で身体活動・運動の働きかけを実施 

 

 

（追加指標） 

① 運動に積極的に取組む児

童の増加 

※運動習慣定着化は幼少

期からの取組が重要であ

ると考え、指標を追加す

ることとする。 

※ライフスタイル調査の

項目で評価。 
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今までの取組 現状と課題 今後の方策(案) 平成 34 年度の目標項目（案） 

 (2)身体活動及び運動習慣の意識向上・習慣定着化 

への取組 

＜成人期・高齢期＞ 

〇健診後の個別保健指導の実施 

・身体活動・運動について主治医の指示等を確

認し、個人の健診結果に合わせ、運動の習慣

化について支援する。 

〇運動普及推進員による、健診会場・結果説明会

会場や地区の健康講座における握力測定・体力

測定の実施 

・全身の筋力の程度を知る指標である握力測定

を行い、身体活動の増加や運動習慣の定着の

呼びかけを実施。 

〇運動普及推進員による自主活動の中で、ウォー

キング、軽体操など広く効果的な運動推進の働

きかけを実施 

〇介護予防教室における介護予防の教育 

・介護予防教室では、「脳トレ」「筋力アップ、

運動機能低下予防」「生活習慣病予防」「フ

レイル予防」の取組を実施 

 

 

＜成人期・高齢期＞ 

【現状】 

・週 3回以上運動習慣がある人の割合は、若い世代ほど少ない 

図 2運動頻度が「ほとんど毎日」又は「週 3回程度」と答えた人の割合 

 

 

 

 

 

 

 

出典：健診時質問票 

・握力測定結果の年代別平均値比較では、若い人ほど握力の高い人が少ない。 

表 1握力が年代別平均値よりも「高い」又は「やや高い」であった人の割合 

（H28年度） 

区分 20～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70～79歳 80 歳以上 

男性 67.0% 61.9% 83.3% 78.1% 80.8% 79.5% 

女性 40.5% 50.8% 67.9% 82.2% 86.0% 78.8% 

出典：上越市握力測定結果 

 

・介護予防教室 

  平成 28 年度 実施回数：28 会場 1,131 回  

受講者数：延べ 14,481 人 

表 2 介護予防教室参加者の状況 

要支援 1・2、チェックリスト該当者のうち要介護 1 以上になった方の割合 

      全市平均     介護予防教室参加者 

       17.7%         9.1% 

                         出典：高齢者支援課 

【課題】 

・運動の定着が若い世代ほど少ない。 

・身体活動の不足が生活習慣病の発症・重症化につながる可能性がある。 

 

 

 (2)身体活動及び運動習慣の意識向上・習慣定着化への取組 

＜成人期・高齢期＞ 

充実 

○健診後の個別保健指導の実施 

・住民自身が必要な身体活動を理解し取り組めるよう、個

人の健診結果に合わせた身体活動や有酸素運動を提案し

ていく。 

・各ガイドラインに沿った生活習慣病の重症化予防のため

の身体活動・運動のための資料を作成。 

◎運動習慣の少ない若年層や働き盛り世代を含む多くの市民

の運動機会の拡充を図るため、スポーツ団体等との連携を

図り、情報を共有する。 

〇県が整備を進める健康ウォーキングロードを活用し、安全

性、快適性を備えた運動しやすい環境の啓発を行う。 

 

継続 

〇運動普及推進員による、結果説明会会場や地区の健康講座

における握力測定・体力測定の実施 

・全身の筋力の程度を知る指標である握力測定を行い、身

体活動の増加や運動習慣の定着の呼びかけを実施。 

〇運動普及推進員による自主活動の中で、ウォーキング、軽

体操など広く効果的な運動推進の働きかけを実施 

〇介護予防教室における介護予防の教育 

・介護予防教室では、「脳トレ」・「筋力アップ、運動機

能低下予防」「生活習慣病予防」「フレイル予防」の取

組を実施 

 

 

② 身体活動及び運動習慣者

の増加  

(変更前) 

・身体活動及び運動習慣 

者(運動を「している」 

又は「するようにして 

いる」と答えた人の割 

合） 

(変更後) 

・「1 日 30 分以上の汗をか

く運動を週 2 日以上、1

年以上実施している人」 

「日常生活において歩行

又は同等の身体活動を 1

日 1 時間以上実施してい

る人」と答えた人の割合 

※健康に関する生活習慣

アンケートの終了に伴

い、健(検)診ガイドライ

ンに示されている標準的

な質問票に従い評価指標

を設定。 

 

③ 膝痛・骨折など筋骨格系

の疾患が原因で要介護状

態になった人の割合 

 

 

46.9 46.6 47.2 46.2 

37.5 

28.9 

31.5 
29.3 

20 

30 

40 

50 

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

65歳以上

64歳以下

(%) 



２－（３） 飲酒  

目標：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の減少  

今までの取組 現状と課題 今後の方策(案) 平成 34 年度の目標項目(案) 

（１） 飲酒のリスクに関する教育・啓発の推進 

＜妊娠期＞ 

○母子健康手帳交付、すくすく赤ちゃんセミナー 

・アルコールによる胎児・乳児への影響について、適

切な知識と理解が得られるよう健康教育や啓発を

実施。妊産婦に加え、夫への健康教育も併せて実施 

・すくすく赤ちゃんセミナー参加者の声「妊娠中・産

後のアルコールがなぜいけないか(胎盤や母乳を通

じて赤ちゃんの未熟な臓器に負担が大きい)が分か

った。」「父になる今、改めて自分の健康も大事だと

感じた。妻と共に日頃の生活を振り返り、酒量も多

いと感じた。自分の飲酒量から純アルコール量を計

算してみたい。」等 

 

（２） 飲酒による生活習慣病予防の推進 

＜成人期・高齢期＞ 

○健診結果に基づいた適度な飲酒への個別指導、健康教 

 育（町内会、企業等） 

・対象者が代謝等の身体のメカニズムと酒を含めた食

習慣との関係を理解し、食習慣の改善を自らが選択

し、行動変容につなげられるよう支援 

 

（３） 飲酒量に関する実態把握 

＜成人期・高齢期＞ 

○健診時質問票による集計 

・計画策定時、飲酒量に関する実態は未把握 

平成 26 年度から健診時の質問票により生活習慣病

のリスクを高める量を飲酒している人（1 日当たり

の純アルコールの摂取量が男性 40g 以上、女性 20g

以上の人）の実態を把握 

表 1 主な酒類の純アルコール 20gに相当する目安量 

 ビール 清酒 
ウイスキー 

ブランデー 

焼酎 

(25度) 
ワイン 

アルコール度数 5％ 15％ 43％ 25％ 12％ 
純アルコール 20g

に相当する目安量 

中瓶 1本 

500ml 

1合 

180ml 

ダブル 

60ml 

コップ半分 

100ml 

2杯 

200ml 

出典：上越市 上越市健康管理ファイル 

 

＜妊娠期＞ 

【現状】 

・妊娠期の飲酒率は未把握 

表 2（参考）妊娠中の妊婦の飲酒率（国の飲酒率） 

 目標 平成 12年度 平成 17年度 平成 21年度 平成 25年度 

妊娠中の飲酒率 なくす 18.1％ 16.1％ 7.7％ 4.3％ 

出典:厚生労働省「健やか親子 21」最終評価報告書 

 

 

 

 

 

 

＜成人期・高齢期＞ 

【現状】 

・γ-GTの有所見率について、男性では横ばい、女性では増加傾向 

・生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している人は、男女共に横ばい 

（うち 40歳代が男女共に最も割合が高い） 

表 3 γ-GTが保健指導判定値者の割合（51IU/1以上） 

 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

男性 28.2％ 27.4％ 26.2％ 26.4％ 26.9％ 26.9％ 

女性 5.1％ 5.3％ 5.7％ 5.8％ 6.0％ 5.8％ 

表 4 γ-GTが受診勧奨判定値者の割合（再掲 101IU/1以上） 

 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

男性 9.7％ 9.5％ 8.8％ 9.0％ 9.4％ 9.0％ 

女性 1.2％ 1.2％ 1.2％ 1.2％ 1.2％ 1.2％ 

出典：上越市 特定健診結果（年度末年齢 20 歳以上） 

表 5 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している人 

 平成 26年度 平成 28年度 

男性 12.4％ 12.7％ 

女性 7.5％ 8.0％ 

出典：上越市 市民健診・特定健診・後期高齢者健診結果 

【課題】 

・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が男女共に減ら

ないことが、脳血管疾患等の発症リスクにつながる。 

（１）飲酒のリスクに関する教育・啓発の推進 

＜妊娠期＞ 

継続 

○母子健康手帳交付、すくすく赤ちゃんセミナー 

・アルコールによる胎児・乳児への影響について、適切

な知識と理解が得られるよう健康教育や啓発を実施。

妊産婦に加え、夫への健康教育も併せて実施 

 

 

 

 

 

（２）飲酒による生活習慣病予防の推進 

＜成人期・高齢期＞ 

継続 

○健診結果に基づいた適度な飲酒への個別指導、健康教育

（町内会、企業等） 

・対象者が代謝等の身体のメカニズムと酒を含めた食習

慣との関係を理解し、食習慣の改善を自らが選択し、

行動変容につなげられるよう支援 

 

（３）飲酒量に関する実態把握 

＜成人期・高齢期＞ 

継続 

○健診時質問票による集計 

・健診時に質問票を用いて生活習慣病のリスクを高める

量を飲酒している人（1日当たりの純アルコールの摂

取量が男性 40g以上、女性 20g以上の人）の実態を把

握 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① γ-GT51 以上の人の割合の

減少 

 

② γ-GT101 以上の人の割合

の減少 

 

（追加指標） 

③生活習慣病のリスクを高め

る量を飲酒している人（1

日当たりの純アルコールの

摂取量が男性 40g 以上、女

性 20g 以上の人）の割合の

減少 

 

※男性では 1 日当たりの純ア

ルコール摂取量 44g、女性

では 22ｇ程度以上の飲酒

で、生活習慣病に関する全

死亡、脳梗塞及び虚血性心

疾患のリスクが高くなるこ

とが示されており、健康日

本 21 では生活習慣病のリ

スクを高める 1 日の純アル

コール摂取量について、男

性 40g 以上、女性 20g 以上

と定義している。 

 

領域別の現状と課題、今後の方策について 

資料２－５ 



２－(４) 喫煙  

目標：成人の喫煙率の減少（喫煙をやめたい人がやめる） 

今までの取組 現状と課題 今後の方策(案) 平成 34年度の目標項目（案） 

(1)各種保健事業における喫煙のリスクに関する教育・啓

発の推進 

＜妊娠期＞ 

○母子健康手帳交付時の教育、啓発 

・喫煙によるリスクについて説明、「たばこの害」に

ついての資料を配布 

○すくすく赤ちゃんセミナーでの啓発 

・参加者のうち喫煙している、または周囲に喫煙し

ている人がいる等の参加者に呼気中一酸化炭素濃

度測定を実施 

 

＜乳幼児＞ 

○乳幼児健診での啓発 

・3か月児健診時に保護者に対して受動喫煙から子ど

もを守るための啓発資料を配布 

 

 

 

＜学童期＞ 

○小中学校（小 6・中 3）の児童に向けた喫煙防止啓発

リーフレットを配布 

・からだ作りの重要な時期に、子どもたち自身が正

しい知識を持つための取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜妊娠期＞ 

【現状】 

・妊婦の喫煙率は減少傾向 

表 1 妊婦喫煙率の推移 

年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

割合 4.3％ 2.1％ 1.7％ 2.0％ 

出典：上越市妊娠届出状況 

【課題】 

・妊婦の喫煙習慣については、早産や低出生体重児のリスクにつながる。 

 

 

 

 

 

 

 

＜学童期＞ 

【現状】 

・市の実態は未把握 

(参考)表 2 10歳代の喫煙率   

指標 目標 平成 8年度 平成 16 年度 平成 20 年度 平成 22 年度 

中学 1年生男子 

女子 
なくす 

7.5％ 

3.8％ 

3.2％ 

2.4％ 

1.5％ 

1.1％ 

1.6％ 

0.9％ 

高校 3年生男子 

女子 
なくす 

36.9％ 

15.6％ 

21.7％ 

9.7％ 

12.8％ 

5.3％ 

8.6％ 

3.8％ 

出典:厚生労働省「健やか親子 21」最終報告書  

(1)各種保健事業における喫煙のリスクに関する教育・啓

発の推進 

＜妊娠期＞ 

継続 

○母子健康手帳交付時の教育、啓発 

・喫煙によるリスクについて説明、「たばこの害」に

ついての資料を配布 

○すくすく赤ちゃんセミナーでの啓発 

・参加者のうち喫煙している、または周囲に喫煙し

ている人がいる等の参加者に呼気中一酸化炭素濃

度測定を実施 

＜乳幼児＞ 

継続 

○乳幼児健診での啓発 

・3か月児健診時に保護者に対して受動喫煙から子ど

もを守るための啓発資料を配布 

・児の周囲での喫煙状況等を確認しながら各家庭の

実態に合った個別支援を実施 

＜学童期＞ 

継続 

○小中学校（小 6・中 3）の児童に向けた喫煙防止啓発

リーフレットを配布 

・からだ作りの重要な時期に、子どもたち自身が正

しい知識を持つための取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①成人の喫煙率の減少 

 ・喫煙率 

 

 

 

 

 

(2)禁煙支援の推進 

＜成人期・高齢期＞ 

○健診受診者への資料配布 

・市の健診受診者のうち、喫煙者に COPD（慢性閉塞

性肺疾患）や禁煙治療に関する資料を配布 

 

 

＜成人期・高齢期＞ 

【現状】 

・特定健診受診者の喫煙率は、国と比較すると低く、男女とも横ばい状態 

 男性 平成 23年度 21.6％ → 平成 28年度 20.6％ 

 女性 平成 23年度  3.7％  → 平成 28年度  3.8％ 

 

(2)禁煙支援の推進 

＜成人期・高齢期＞ 

継続 

○健診受診者への資料配布 

・市の健診受診者のうち、喫煙者に COPD（慢性閉塞

性肺疾患）や禁煙治療に関する資料を配布 

・新しいタイプのたばこ製品による健康被害につい

て、正しい知識の普及啓発 

領域別の現状と課題、今後の方策について 

資料２－６ 



今までの取組 現状と課題 今後の方策(案) 平成 34年度の目標項目（案） 

○広報での周知 

・毎年 5月 31日の世界禁煙デー、5月 31日～6月 6

日の禁煙週間に併せ、たばこと健康被害及び禁煙

治療に関する情報を広報で周知 

 

 

 

 

 

 

・男性は 30～50歳代、女性は 20歳代と 40歳代の喫煙率が高い。 

表 3 上越市の年代別・男女別喫煙率（平成 28年度） 

 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳代 

男性 26.4％ 34.5％ 38.7％ 37.0％ 28.2％ 14.9％ 7.4％ 

女性 13.6％ 11.6％ 16.0％ 9.0％ 4.0％ 1.0％ 0.3％ 

出典：上越市健診結果 

・近年、電子たばこや加熱式たばこ等の新しいタイプのたばこ商品が開発されて

いる。 

 

【課題】 

・働き盛り世代に喫煙率が高く、喫煙による健康被害リスクの保有者がいる。 

・電子たばこや加熱式たばこ等の新しいタイプのたばこに変えることにより、「自

分は禁煙している」との思い込みや「煙が出ないので受動喫煙に影響しない」

等の誤った認識につながることや、間違った情報により安易に若者が入手しや

すい状況につながることが懸念される。 

 

 

継続 

○広報での周知 

・毎年 5月 31日の世界禁煙デー、5月 31日～6月 6

日の禁煙週間に併せ、たばこと健康被害及び禁煙

治療に関する情報を広報で周知 

 

 

 

 

 (3)受動喫煙対策の推進 

・市所管施設に対して、禁煙・分煙の調査と取組の推 

 進 

・不特定多数の市民が利用する市所管施設以外の施設

においても禁煙・分煙対策の推進 

 

【現状】 

・市所管施設の禁煙・分煙登録施設の状況 

平成 28年度 92.6％（361件／390件中） 

(3)受動喫煙対策の推進 

継続 

・市所管施設に対して、禁煙・分煙の調査と取組の推 

 進 

・不特定多数の市民が利用する市所管施設以外の施設

においても禁煙・分煙対策の推進 

 

 

 



２－(５) 歯の健康 

目標：むし歯・歯周病有病者の減少及び口腔機能の維持・低下予防 

今までの取組 現状と課題 今後の方策(案) 平成 34年度の目標項目(案) 

 

(1)早産・低出生体重児予防及び歯周病予防 

＜妊娠期＞ 

○歯科健診の実施 

○すくすく赤ちゃんセミナーにおける唾液潜血検査

（※）の実施 

※唾液又は洗口吐出液中におけるヘモグロビン(血

色素)の検出検査で、歯肉炎有無の指標の一つ。 

 

(2)むし歯・歯周病予防 

＜幼児期・学童・思春期＞ 

○歯科健診の実施 

○幼児歯科健診におけるフッ化物歯面塗布の実施 

○保育園、幼稚園、小学校、中学校でのフッ化物洗口

の実施 

○むし歯や歯周病予防に関する健康教育、健康相談の

実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)むし歯、歯周病、口腔機能の維持・低下予防 

＜成人期・高齢期＞ 

○歯科健診の実施 

○むし歯や歯周病、喪失歯予防に関する健康教育、健

康相談、訪問事業の実施 

○健診結果説明会、地域の健康講座等における唾液潜

血検査の実施 

 

 

 

＜妊娠期＞ 

【現状】 

・すくすく赤ちゃんセミナーにおける唾液潜血検査の陽性率（平成 28年度） 

妊婦：36.9％、夫：45.6％ 

【課題】 

・歯周病があると早産のリスクにつながる。 

 

 

＜幼児期・学童・思春期＞ 

【現状】 

・新潟県のむし歯数が全国最小だが、当市はその状況を上回る大きな効果を

上げている。改善 

・中学 1年生の 1人平均むし歯数 平成 28年度 0.29本 (県 0.44本) 

・小学生、中学生で歯肉に炎症所見がある割合が増加している。 

 表 1 歯肉に炎症所見を有する人の割合 

区分 平成 23年度 平成 28年度 比較 

小学生 10.4% 12.5% 2.1%増 

中学生 17.9% 19.8% 1.9%増 

                   出典：歯科疾患実態調査 

【課題】 

・歯や口腔の健康を守るための食事や間食の選択、咀嚼の重要性について子

どもの理解と実行につながっていない。 

・歯間部清掃を含むブラッシングが実践できていない。 

 

 

＜成人期・高齢期＞ 

【現状】 

・未処置歯のある人が増加している。 

・各ライフステージにおいて歯肉に炎症所見を有する人が増加し、20代では

2倍以上増加している。 

【課題】 

・かかりつけ歯科医で定期的に歯と口腔の状態を確認し、メンテナンスを受

ける意識が定着していない。 

・歯間部清掃を含むブラッシングが実践できていない。 

※詳細は上越市歯科保健計画の中で計画 

(1)早産・低出生体重児予防及び歯周病予防 

＜妊娠期＞ 

継続 

○歯科健診の実施 

○すくすく赤ちゃんセミナーにおける唾液潜血検査

の実施 

 

 

(2)むし歯・歯周病予防 

＜幼児期・学童・思春期＞ 

新規 

○幼児歯科健診時、フッ化物歯面塗布未実施者の理由

の把握 

○高校生の口腔状態や口腔ケアの実態の把握 

継続 

○歯科健診の実施 

○幼児歯科健診におけるフッ化物歯面塗布の実施 

○保育園、幼稚園、小学校、中学校でのフッ化物洗口

の実施 

○むし歯や歯周病予防に関する健康教育、健康相談の

実施 

 

 

 

 

(3)むし歯、歯周病、口腔機能の維持・低下予防 

＜成人期・高齢期＞ 

新規 

○「生活歯援プログラム」を活用した生活習慣改善へ

の保健指導、受診勧奨の動機づけの実施 

継続 

○歯科健診の実施 

○むし歯や歯周病、喪失歯予防に関する健康教育、健

康相談、訪問事業の実施 

○健診結果説明会、地域の健康講座等における唾液潜

血検査の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①3 歳児のむし歯有病率の減少 

 

②中学生の歯周病判定率の減少 

 

③12歳のむし歯有病率の減少 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④定期的に歯科健診を受診してい

る人の割合の増加 

 

⑤45～49歳で喪失歯がない人の増

加 
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２－(６) 休養・こころの健康 

目標：自殺者数の減少 

今までの取組 現状と課題 今後の方策(案) 平成 34 年度の目標項目(案) 

 

(1)妊産婦の産後うつ病発症予防の支援 

＜妊娠期＞ 

・母子健康手帳の交付時や新生児訪問での面談 

により産後うつ病の高リスク者を把握し支援 

・医療機関との連絡会での情報共有を図る 

 

 

(2)小児期、青年期の心の問題への対応  

＜学童期＞ 

・スクールソーシャルワーカー、子どもホットラ

イン等の個別相談、命を大切にする心を育む教

育、若者ホットライン等の相談対応 

 

 

(3) 関係機関の連携による自殺予防への取組 

＜成人期・高齢期＞ 

・上越市自殺予防対策関係機関連携会議の実施 

（※関係機関や行政が連携し、自殺予防に取組

むため各機関の役割の確認、当市の課題と

対応策を協議。年 2回実施） 

 

(4)自殺予防の普及啓発 

＜成人期・高齢期＞ 

 ・自殺予防研修会 

（平成 26年度から 19地区で実施） 

  （平成 28年度はケアマネジャー等を対象に 

1回実施） 

・「気づき・傾聴・つなぐ・見守る」体制づくり

活動 

（平成 26年度から平成 28年度までに、13地区で

体制づくりを実施） 

・メンタルヘルスの専門的な治療を必要とする状

態とその対処方法を市民に広く周知 

・自死遺族へ相談機関があることを関係機関と連

携して周知 

・各種相談機関を市民に分かりやすく情報提供 

 ・支援者を対象とした研修会の実施 

 

【現状】 

＜妊娠期＞ 

・産後うつ病のリスクが高いと思われる人は 21.2%。このうち育児不安を持つ人は

49.5%。 

 

 

 

 

＜学童期＞ 

・スクールソーシャルワーカーよる面談・相談、電話で助言(H28:184件) 

・子どもホットライン (H28:65件)、若者ホットライン(H29:3件) 

 

 

 

 

＜全ライフステージ＞ 

・自殺死亡者は減少傾向。H27年 52人→ H28年 44人 

・男性の自殺者割合が高い。 

・壮年期の男性および高齢期の自殺死亡率が高い。 

 

 表 1 性別及び年代別自殺死亡率(H21～27年の合計) 

  全年代 20 歳未満 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80 歳以上 

男性 40.2 0.8 34.3 33.7 45.3 60.9 55.0 49.2 80.1 

女性 18.6 0.8 12.6 10.9 9.6 10.8 17.5 34.0 58.5 

出典：自殺総合対策推進センター 

 

【課題】 

＜全ライフステージ＞ 

・うつ病などの精神疾患の早期受診・治療が行われにくい。 

・自殺は個人が選択する死に方の一つという認識を持っている住民はまだ多 

く、地域や世代間の考え方に影響しやすい。 

・自殺未遂者は再企図が起こりやすく、自殺ハイリスク者となる 

・自死遺族は家族の自死の影響を受け、希死念慮をもちやすい。 

・複合世帯の方が単身世帯に比べ自殺者が多い。複合世帯では問題が潜在化し 

やすく複雑化しやすい。 

※詳細は上越市自殺予防対策推進計画に記載 

(1)妊産婦の産後うつ病発症予防の支援 

＜妊娠期＞ 

継続 

・母子健康手帳の交付時や新生児訪問での面談 

により、産後うつ病の高リスク者を把握し支援 

・医療機関との連絡会での情報共有を図る 

 

(2)小児期、青年期の心の問題への対応 

＜学童期＞ 

継続 

・スクールソーシャルワーカー、子どもホットライン等の

個別相談、命を大切にする心を育む教育、若者ホットラ

イン等の相談対応 

 

(3) 関係機関の連携による自殺予防への取組 

＜成人期・高齢期＞ 

・上越市自殺予防対策関係機関連携会議の実施 

 

 

 

 

(4)自殺予防の普及啓発 

＜成人期・高齢期＞ 

継続 

 ・自殺予防研修会 

・「気づき・傾聴・つなぐ・見守る」体制づくり活動 

  により自殺予防の必要性を周知 

・メンタルヘルスの専門的な治療を必要とする状態とそ

の対処方法を市民に広く周知 

・自死遺族へ相談機関があることを関係機関と連携して

周知 

・各種相談機関を市民に分かりやすく情報提供 

 ・支援者を対象とした研修会の実施 

 

 

 

 

※上越市自殺予防対策連携

会議で検討中 
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今までの取組 現状と課題 今後の方策(案) 平成 34 年度の目標項目(案) 

(5)自殺予防の支援者への支援 

・既遂・未遂事例検討会 

  （未遂および既遂事例について、関係者による

事例検討を実施し対応について振り返る。） 

・うつ病などの精神疾患の早期発見及び治療に向

けた支援を行う。 

 

(6)自死遺族支援 

 ・自死遺族の会開催を支援（年 6回） 

・警察、医療機関を通じて自死遺族対する相談機

関に関する情報提供を行う。 

 

 

(7)こころの健康サポートセンター、電話および来

所等による相談対応 

 ・相談対応 

(5)自殺ハイリスク者への対応 

継続 

・既遂及び未遂事例検討会 

・うつ病などの精神疾患の早期発見及び治療に向けた支

援を行う。 

 

 

(6)自死遺族支援 

継続 

 ・自死遺族の会開催を支援（年 6回） 

 ・警察、医療機関を通じて自死遺族対する相談機関に関

する情報提供を行う。 

 

(7)こころの健康サポートセンター、電話及び来所などによ

る相談対応 

継続 

 ・相談対応 

 

 



妊娠期からの切れ目のない健康づくりの推進 

目標： 妊娠期からの健康づくりのための生活習慣の確立 

 

今までの取組 現状と課題 今後の方策(案) 平成 34 年度の目標項目(案) 

(1)低出生体重児減少に向けた取組 

＜妊娠期＞ 

○母子健康手帳交付時の個別指導 

・妊婦一般健康診査の意義について説明 

・妊娠前の BMIを把握し、妊娠中の適正な体

重増加に向けた個別指導の実施 

○すくすく赤ちゃんセミナーにおける健康教育 

  ・一般的な妊娠経過について指導を実施し、

自らの生活を振返ることができるよう支援 

・妊婦一般健康診査結果から、妊娠経過の中

で発生しうるリスクとその原因についての

指導を実施 

・妊娠中の体の変化に加え、こどもの発育・

発達、夫を含む家族の健康づくりを踏まえ

た指導を実施（栄養士・保健師・助産師に

よる） 

・妊娠中の飲酒や受動喫煙のリスクについて

啓発 

○妊婦訪問 

・妊婦一般健康診査結果から、妊娠経過の中

で発生しうるリスクとその原因についての

指導を実施 

・妊娠中の体の変化についての確認を行い、

妊娠中から出産後の疾病の予防を図るとと

もに、将来的な生活習慣病予防についての

指導、育児支援状況の確認を実施 

○未熟児等連絡会 

  ・疾病を抱える妊婦や、社会的に困難な状況

にある妊婦・家族について関係機関との情

報共有 

  ・個別の状況に応じて、妊婦訪問の実施や、

すくすく赤ちゃんセミナーへの参加勧奨な

どの適切な支援を実施 

○子育て世代包括支援センターにおける、妊娠

期からの切れ目ない支援の実施 

・すこやかなくらし包括支援センターや関係

機関との連携 

  

 

＜妊娠期＞ 

【現状】 

・20 歳代の妊婦の低体重（やせ）の割合は減少傾向にあり、適正体重の妊婦が増

加している。 

 表 1 妊娠前の体重が低体重（やせ）の人の推移（20歳代の妊婦） 

平成 23年度 平成 27年度 平成 28年度 

24.0％ 21.3％ 18.2％ 

出典：新潟県母子保健の現況 

・妊婦一般健康診査の結果では、貧血の割合が県と比べて高い。 

表 2 妊婦一般健康診査の結果（延べ人数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：新潟県母子保健の現況 

・低出生体重児の割合が国や県より高い。 

表 3 低出生体重児の推移 

 平成 22年 平成 26年 平成 27年 

市 9.9％ 10.3％ 10.1％ 

県 8.8％ 9.5％ 9.5％ 

国 9.6％ 9.5％ 9.5％ 

出典：健康福祉環境の現況（上越地域振興局健康福祉環境部） 

【課題】夫も含め、若い世代の食生活・生活リズムの乱れがみられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)低出生体重児減少に向けた取組 

＜妊娠期＞ 

充実 

○妊婦一般健康診査結果による保健指導を強化（ハイリ  

スク者への個別対応） 

 

継続 

○母子健康手帳交付時の個別指導 

・妊婦一般健康診査の意義について説明 

・妊娠前の BMIを把握し、妊娠中の適正体重の増加に向

けた個別指導の実施 

○すくすく赤ちゃんセミナーにおける健康教育 

  ・妊婦一般健康診査結果を踏まえて生活の振り返りを行

い、妊娠期から出産後の健康づくり、こどもの発育・

発達、夫を含む家族の健康づくりについて考えること

ができるよう支援を実施 

・妊娠中の体の変化に加え、こどもの発育・発達、夫を

含む家族の健康づくりについて、妊娠各期に合わせた

１日の食品の目安量を実物展示して栄養指導を実施 

・妊娠中の飲酒や受動喫煙のリスクについて啓発 

○妊婦訪問 

  ・妊婦一般健康診査結果から、妊娠経過の中で発生しう

るリスクとその原因についての指導を実施 

  ・妊娠中の体の変化についての確認を行い、妊娠中から

出産後の疾病の予防を図るとともに、将来的な生活習

慣病予防についての指導、育児支援状況の確認を実施 

○未熟児連絡会 

  ・疾病を抱える妊婦や、社会的に困難な状況にある妊婦・ 

家族について関係機関との情報共有 

  ・個別の状況に応じて、妊婦訪問の実施や、すくすく赤

ちゃんセミナーへの参加勧奨などの適切な支援を実施 

○子育て世代包括支援センターにおける、妊娠期からの切

れ目ない支援の実施 

・すこやかなくらし包括支援センターや関係機関との連   

 携 

 

 

 

 

① 20 歳代女性のやせの割

合の減少 

 

② 低出生体重児の割合の減

少 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人数（延） 割合 人数（延） 割合 人数（延） 割合
上越市 58 0.3% 55 0.3% 1,033 5.8%
新潟県 3,279 1.6% 1,551 0.8% 7,547 3.8%
上越市 103 0.6% 54 0.3% 1,164 6.6%
新潟県 2,031 1.0% 1,511 0.8% 7,374 3.7%
上越市 137 0.8% 82 0.5% 1,111 6.4%
新潟県 1,905 1.0% 1,310 0.7% 6,432 3.3%
上越市 60 0.3% 63 0.4% 925 5.3%
新潟県 1,761 0.9% 1,226 0.6% 5,677 3.0%
上越市 55 0.3% 75 0.5% 984 6.0%
新潟県 － － － － － －

平成27年度

平成28年度

妊娠高血圧症候群 糖尿病 貧血

平成24年度

平成25年度

平成26年度

領域別の現状と課題、今後の方策について 
資料２－９ 



今までの取組 現状と課題 今後の方策(案) 平成 34 年度の目標(案) 

（2）適切な食習慣・生活リズム確立のための取組 

 ＜成人期・乳児期＞ 

○産婦・新生児訪問 

  ・新生児の発育・発達を確認し、こどものす

こやかな育ちを支えるとともに将来的な生

活習慣病予防のための指導を実施 

  ・産婦の体の回復を確認し、妊婦一般健康診

査の振返りから生活習慣病予防の視点につ

いての指導を実施 

＜乳幼児期＞ 

○乳幼児健康診査、乳幼児相談会 

・こどもの発育・発達の合わせた集団健康教

育及び個別相談（栄養士、保健師、家庭相

談員、臨床心理士、保育士等による） 

・食生活改善推進員が乳幼児期に必要な１日

の食品の基準量や嗜好品に含まれる砂糖量

の展示、発達に合った食品の大きさ・硬さ

の展示 

・乳幼児健診不参加者への受診勧奨の実施 

○訪問指導 

  ・乳幼児健診・乳幼児相談会で発育・発達で

経過確認が必要な児に対して、体重確認や

食生活、生活リズムに関する指導の実施 

○公立保育園での健康づくり事業 

・保護者や祖父母を対象に、食生活や生活リ

ズムに関する健康教育 

・毎月の身体計測の結果、肥満傾向の児の保

護者と面談等、保健指導・栄養指導 

・平成 29年度からは、成長曲線の活用をブロ

ック園（市内６ブロックで１園ずつ）で試

行実施 

 

 

＜成人期・乳児期＞ 

【現状】 

・産婦・新生児訪問数は平成 28 年度においては、産婦 1,574 件、新生児 1,429 件

となっている。 

 

 

 

＜乳幼児期＞ 

【現状】 

・乳幼児健康診査の受診率は高い。 

 表 4 乳幼児健康診査受診率の推移 

  

 出典：上越市の保健衛生 

・1 歳 6 か月児健診での肥満児の割合は県と比べて低いが、3 歳児健診での肥満児

の割合は県と同等もしくは高い。 

図 1 3歳児健診の肥満児の割合 

 

 

 

 

 

 

 

出典：上越市母子保健事業報告 

・公立保育園（3,4,5 歳児）における肥満児の割合は、男女児とも微増傾向にあっ

たが、平成 28年度においては男女ともわずかに減少している。 

図 2 公立保育園(3.4.5歳児)における肥満児の割合 

 

 

 

 

 

 

出典：新潟県小児肥満等体格調査（新潟県栄養士会） 

【課題】乳幼児期からの肥満が学童期の肥満につながる。 

離乳食の進め方が分からない親がいる。 

(2)適切な食習慣・生活リズム確立のための取組 

＜成人期・乳児期＞ 

 継続 

○産婦・新生児訪問 

  ・新生児の発育・発達を確認し、こどものすこやかな育

ちを支えるとともに将来的な生活習慣病予防のための

指導を実施 

  ・産婦の体の回復を確認し、妊婦一般健康診査の振返り

から生活習慣病予防の視点について指導を実施 

＜乳幼児期＞ 

充実 

○公私立保育園・幼稚園と連携した実態の共有、適切な食

習慣・生活リズム確立のための取組 

○成長曲線を活用した肥満予防 

（肥満は小学校時点からでなく、幼児期の早期からの対策

が必要であり、成長段階の対策を強化） 

継続 

○乳幼児健康診査、乳幼児相談会 

・こどもの発育・発達の合わせた集団健康教育及び個別

相談（栄養士、保健師、家庭相談員、臨床心理士、保

育士等による） 

・食生活改善推進員が乳幼児期に必要な１日の食品の基

準量や嗜好品に含まれる砂糖量の展示、発達に合った

食品の大きさ・硬さの展示 

・乳幼児健診不参加者への受診勧奨の実施 

○訪問指導 

 ・乳幼児健診・乳幼児相談会で発育・発達で経過確認が必

要な児に対して、体重確認や食生活、生活リズムに関す

る指導の実施 

○公立保育園での健康づくり事業 

・保護者や祖父母を対象に、食生活や生活リズムに関する

健康教育 

・毎月の身体計測の結果、肥満傾向の児の保護者と面談

等、保健指導・栄養指導 

・平成 29年度からは、成長曲線の活用をブロック園（市

内６ブロックで１園ずつ）で試行実施 

 

 

 

再掲 

（追加指標） 

③ 3 歳児健診での肥満児の

割合の減少 

再掲 

（追加指標） 

④ 公立保育園（3.4.5歳児）

における肥満児の割合 

の減少 

 

※小学校５年生の肥満の 

割合が増加した現状か 

ら、早期の対策として、3 

歳児健診、公立保育園に 

おける肥満児の割合の評 

価項目を追加（③④） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3か月児 1歳6か月児 3歳児
平成24年度 99.2% 96.8% 98.2%
平成25年度 98.9% 98.6% 98.6%
平成26年度 98.4% 98.4% 99.2%
平成27年度 98.3% 97.7% 97.9%
平成28年度 98.6% 96.4% 98.2%



 

今までの取組 現状と課題 今後の方策(案) 平成 34年度の目標(案) 

(3)すこやかな子どもの育ちのための取組 

＜成人期＞ 

○基本的な親子コミュニケーション支援 

・すくすく赤ちゃんセミナー、乳幼児健康診査

において、保護者が子どもの発育・発達の見

通しを持ち、年齢に応じた適切な関わりがで

きるよう支援の実施 

・公立保育園および私立保育園（一部）におい

て、保護者が子どもとのコミュニケーション

の取り方について振り返り、子どもの行動に

対する年齢に応じた具体的な対応ができるよ

う支援の実施 

○子育て世代包括支援センターにおける、妊娠

期からの切れ目ない支援の実施 

・すこやかなくらし包括支援センターや関係機

関との連携 

 

 (4)学童期における生活習慣病予防の取組 

＜学童期＞ 

○小中学校における血液検査事業 

・平成 17 年度から小学校 5 年生、中学校 2

年生を対象に血中脂質検査を実施 

・血液検査の希望調査実施前に、検査の必要

性について説明 

・血液検査結果を踏まえ、血液と生活の関係

や生活習慣の改善について、保健指導を実

施 

・平成 25年度からはモデル地区（3中学校区

9校）を設定した。脂質検査に加え、糖代

謝検査（HbA1c）を実施し、学校における血

液検査実施者の拡大と学童期からの生活習

慣病予防教育の充実を図ってきた。 

○平成 28年度から児童・生徒全員を対象に、成

長曲線を活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜学童期＞ 

【現状】 

・事業の継続により、有所見者率が改善 改善 

・モデル校の改善率がより高い。 改善 

表 5 学校血液検査事業 有所見者率（要精密検査・要生活指導者率） 

  

 

 

 

 

表 6 平成 25年度小学 5年生が 3年後中学 2年生になった時点との比較 

 

 

出典：学校教育課資料 

・学童期における肥満児の割合は、年度により変動があるものの横ばい傾向 

図 3 小学校 5年生の肥満の割合 

(男児)                   (女子) 

 

 

 

 

 

 出典：上越市教育委員会 肥満傾向児童生徒調査 

【課題】 

・学童期から生活習慣病のリスクがある子どもがいる。 

・学童期からの肥満の割合が減らず、より早期からの対応が必要 

 

 

 

 (3)すこやかな子どもの育ちのための取組 

＜成人期＞ 

継続 

○基本的な親子コミュニケーション支援 

・すくすく赤ちゃんセミナー、乳幼児健診において、保

護者が子どもの発育・発達の見通しを持ち、年齢に応

じた適切な関わりができるよう支援の実施 

・公立保育園および私立保育園（一部）において、保護

者が子どもとのコミュニケーションの取り方について

振り返り、子どもの行動に対する年齢に応じた具体的

な対応ができるよう支援の実施 

○子育て世代包括支援センターにおける、妊娠期からの切

れ目ない支援の実施 

・すこやかなくらし包括支援センターや関係機関との連               

 携 

 

 

 (4)学童期における生活習慣病予防の取組 

＜学童期＞ 

充実 

○小中学校における血液検査事業 

・小学校 5年生、中学校 2年生を対象に血液検査を実施 

・血液検査の希望調査実施前に、検査の必要性について

説明 

・血液検査結果を踏まえ、血液と生活の関係や生活習慣

の改善について、保健指導を実施 

○小中学校・高校の養護教諭や栄養教諭と連携した実態・

課題の共有と栄養指導 

 

継続  

○小中学校における成長曲線を活用した肥満予防 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再掲 

（変更前） 

⑤ 肥満傾向にある子供（小

学校 5年生の中等度・高

度肥満傾向児）の割合の

減少 

（変更後） 

10歳（小学校 5年生）の

肥満傾向児の割合の減少 

※国の健康日本 21（第二次）

において、学童期からの肥満

が重要な問題であることか

ら、現在の中等度・高度肥満

傾向児の割合は参考値とし

て扱い、上記変更後の指標を

正式な指標としたため、これ

に準ずる指標に変更 

 

⑥小中学校における血液検

査事業の実施率の向上 

 

⑦小中学校における血液検

査事業の有所見率の減少 

 

 

 

 

平成25年度 平成28年度
モデル校(5、6年生) 28.8% 20.9%
モデル校以外(5年生) 29.7% 22.5%
モデル校(1、2、3年生) 26.6% 15.8%
モデル校以外(2年生) 24.8% 17.5%

中学生

小学生

区分

平成25年度(小5) 平成28年度(中2) 差

モデル(地区) 34.3% 15.4% 18.9ポイント減少

モデル(地区)以外 29.7% 17.5% 12.2ポイント減少



 

 

今までの取組 現状と課題 今後の方策(案) 平成 34年度の目標(案) 

(5)高校生、大学生に対する生活習慣病予防のため

の取組 

＜思春期＞ 

○高等学校における健康教育 

・思春期保健事業の一環で、生活習慣病予防

講座を開催 

   健康教育後の感想として、「これから一人暮

らしをするので自分で気を付けていきた

い。」「20歳までに自分の体をしっかり作り

上げ、おばあさんになるまでに保てるよう

にしたい。」「親に任せきりにせず、食べる

ものを自分で考える。」が聞かれる。 

 

 

(6)子育て世代に対する生活習慣病予防の取組 

＜成人期＞ 

○すくすく赤ちゃんセミナーにおける健康教育 

・妊婦一般健康診査からみえる生活習慣病のリ

スクや食生活、生活習慣の改善について、保

健師・栄養士による健康教育を実施 

 

○乳幼児健康診査における母親の基本健健康診

査・がん検診の受診勧奨 

 ・母親の産後の体調の回復時期に合わせ 1 歳児

健康診査、1 歳 6 か月児健康診査において、

健(検)診の受診勧奨 

 

 

 

＜思春期＞ 

【現状】 

・H26～28年度健康教育実施状況 

延 11校、1,961人参加 

 

【課題】 

・高校生、大学生の健康実態が不明であり、実態把握ができていない。 

 

 

 

 

 

 

＜成人期＞ 

【現状】 

・すくすく赤ちゃんセミナー-妊娠応用編-の参加率は初産婦で 60.7%となっている。 

・すくすく赤ちゃんセミナーにおける全参加者のうち、パートナーと共に参加した

妊婦の割合は 72.3%となっている。 

【課題】 

・夫も含め、若い世代の食生活・生活リズムの乱れがみられ、生活習慣病のリスク

がある。 

(5)高校生、大学生に対する生活習慣病予防のための取組 

＜思春期＞ 

充実 

○他機関の実施した調査等から健康実態の把握 

・県で実施、把握している大学の生活実態調査を共有 

継続 

○高等学校における健康教育 

・思春期保健事業の一環で、生活習慣病予防講座を開催 

 

 

 

 

 

 

 

＜成人期＞ 

充実 

○乳幼児健康診査において、こどもに加え、保護者の健康

支援のための教育の検討、実施 

○乳幼児健康診査会場において、母親だけでなく、家族に

向けた健(検)診の受診勧奨の実施 

継続 

○すくすく赤ちゃんセミナーにおける健康教育 

・妊婦一般健康診査からみえる生活習慣病のリスクや食生

活、生活習慣の改善について、保健師・栄養士による健

康教育を実施 

○乳幼児健康診査における母親の基本健康診査、がん検診

の受診勧奨 

・母親の産後の回復時期に合わせ 1歳児健康診査、1歳 6か

月児健康診査において、健(検)診の受診勧奨 

 

 



等　　

健康障害

予防可能な疾患による早世、障害予防
～自分のことが自分でできる、自立した生活を目指して～

目標：健康寿命の延伸・健康格差の縮小

生活習慣病の重症化予防生活習慣病の発症予防生 活

健
診
受
診

自覚症状なく重症化

健
診
未
受
診

受診率

H22

44.9%

↓

H28

51.4%
(速報値)

要介護

健診結果有所見率の増加

メタボリックシンドローム、高血圧、脂質

異常症、糖尿病の有所見率は、いずれも計画

策定時より改善傾向であるが、H27・28年度

は有所見率が増加傾向である。

特定

特定

改善傾向 悪化傾向

➊➋

栄養・食生活

身体活動・運動

こころの健康・休養

歯・口腔の健康

喫煙

飲酒

若い世代の食生活・生活

リズムに乱れがある。

生活習慣病のリスクを

高める量を飲酒している

人が増加

若い世代ほど運動習慣

がある人が少ない。

働き盛り世代の喫煙率が

高い。

虫歯は減少しているが、

歯肉炎が増加している。

高齢者の自殺死亡率が

高い。

次世代の健康

子どもの肥満
3歳児の肥満

H23 3.9% → H28 4.3%

公立保育園(3・4・5歳児)

男 H23 3.57%→H28 3.37%

女 H23 3.77%→H28 5.51%

小学校5年生

男 H23 4.68%→H28 4.88%

女 H23 2.71%→H28 3.18%

低出生体重児
H27 10.1% (国・県 9.5%)

学童の生活習慣病のリスク
血液検査有所見者割合

モデル校

小5 34.3% →中2 15.4%

モデル校以外

小5 29.7%  →中2 17.5%

高校生、大学生の健康実態
食生活や生活リズムが乱れやす

い年代であるが、健康実態が

不明

高血圧症（140/90mmHg以上）

の人の割合

H23 34.1％ →H28 29.2％

Ⅱ度高血圧（160/100㎜Hg）

以上の人の割合

H23 8.4% →H28 6.2%

高血圧

LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ160㎎/dl以上の

人の割合

H23 7.1% →H28 6.6%

脂質異常症

HbA1c6.5%以上の人の割合

H23 6.0% →H28 5.1%

糖尿病

メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム

血液検査実施率（H28）

モデル校

小5 98.6% 中2 95.9%

モデル校以外

小5 58.8%  中2 42.8%

検診受診率の減少 （H23） （H28）

胃がん検診 21.2% → 19.3%

肺がん検診 35.3% → 32.7%

大腸がん検診 29.5% → 29.6%

乳がん検診 27.5% → 23.1%

子宮頸がん検診 32.5% → 24.3%

がん

①脳血管疾患の人数が減少
（※80万円以上レセプトの分析）

H24 76人 → H28 58人

②基礎疾患に高血圧を持つ人の割合は約7割

③40～64歳で発症した人のうち、約7割は

健診を受けていなかった。

脳血管疾患

①虚血性心疾患の人数が横ばい。

（※80万円以上レセプトの分析）

H24 55人 →H28  55人

②基礎疾患に高血圧を持つ人の割合は約8割

③心房細動の所見がある人が増加

H23 3.9% →H28 5.9%

有所見者のうち、87%が服薬治療中

虚血性心疾患

①新規透析導入患者数が横ばい。

H23 30人 →H27 30人

②糖尿病性腎症、腎硬化症が全体の約5割

③透析導入年齢は、30～60歳代が45%

④尿たんぱく（2+）の人の割合

H23 1.1％ →H28 1.2％

新規人工透析

②65歳以上の

中重度要介護

認定者の割合

が減少

H22 9.0%

↓

H28 7.9%

県7.5%、

国6.2%と比べ

て高い。

該当者及び

予備群の割合

H23

22.8%

↓

H27

21.8%

資料 ３

①40～64歳の要

介護認定者の割

合は減少

H22 0.50%

↓

H28 0.41%

新規要介護認

定者で脳血管

疾患が原因の

人の割合

H28 51.4%


