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川西町健康増進計画・食育推進計画
2013～2022

「健康でいきいきと長生き」を実現するため、
主体的に健康づくりに取り組みましょう

まちぐるみで住民のみなさんの健康づくりを応援します

乳幼児・
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青年期青年期
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高齢期高齢期

川　西　町

健康は毎日の食生活から

●塩分は控えめにしましょう
【１日の食塩摂取量の目標】
男性　9.0グラム未満
女性　7.5グラム未満

●野菜をたっぷり食べましょう
【１日の目安（350ｇ（５皿分））】

野菜サラダ ほうれん草の
お浸し

きゅうりとわかめ
の酢の物

ひじきの煮物 かぼちゃの煮物

ストレス解消、ぐっすり快眠で元気な毎日を
～睡眠は時間の長さより、質が大切です～

●自分にあったストレス解消法をみつけましょう
●疲れたと感じたら、休養する習慣をつけましょう

お酒と上手く付きあおう

※どれか１つが適量です
※ アルコールに弱い人や体調の悪いときなどはもっと少ない
量が適量です

●お酒は適量、週２回は休肝日をもうけましょう
【１日の適量】

ビールなら
中ビン１本

日本酒なら
１合

焼酎（25度）なら
100ml

ウィスキー（40度）なら
60ｍｌ

普段から意識して体を動かそう
～日常の生活を意識するだけでエネルギー消費量はアップします～

いつまでも自分の歯でおいしく食べよう

●１本１本ていねいに歯磨きしましょう
●定期的に歯の検診を受けましょう

禁煙に「遅すぎる」はありません。
「たばこは体に悪いとわかっている、
できるならやめたいけれどやめられない・・・」
そんな人は「ニコチン依存症」という病気かも。
ニコチン依存症は自分の意志だけで治すことは
難しく、治療が必要となります。
一度「禁煙外来」に相談してみては
いかがでしょうか？

（禁煙外来に関する情報は保健センター
までお気軽にお問い合わせください。
TEL0745-43-1900）

食を楽しもう
～家族みんなで楽しく食事を～

● 「食べる楽しさ」「つくる楽しさ」「味わう楽しさ」
を大人から子どもへ伝えてあげましょう

● 食事のマナーやあいさつなど、大人は子どもの
見本です

目標
①40歳で喪失歯なし
②60歳で24本以上
③80歳で20本以上

※ ①②は健康かわにし２１（第２次）の目標
　③は国の「8020運動」の目標

検診を利用して健康づくりを

特定健診を利用して健康づくりを
あなたは自分の標準体重を知っていますか？

※22はＢＭＩ（体格指数）で病気になりにくいといわれている数値です

㎏＝身長 （ｍ）×身長 （ｍ）×22

健康は毎日の食生活から 普段から意識して体を動かそう

お味噌汁１杯で約1.2ｇ、
食パン１枚で約0.8ｇの塩
分が含まれています。
普段からうす味を心がけ
ましょう。

病気が
みつかったら
怖いし…

明日は
スポーツでも
しようかな…

友だちと
買い物も
いいなぁ

できることからはじめてみませんか

知らないまま病気を放ってお
くほうがもっと怖いですよ。
早期発見・治療で治る
確率もずっと高くなります。

１日にまずは1,000歩、
増やしてみよう

一般的な歩行の速度
（時速４㎞）で歩くと 10分間で約1,000歩
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乳幼児・学童期
（0～12歳）

若者世代
（13～19歳）

青年期
（20～39歳）

壮年期
（40～64歳）

高齢期
（65歳以上）

いろいろな経験を通し
心豊かに穏やかに育つ

生活習慣の基本をつくり
夢や希望をもって生活する

よい生活習慣を定着させ
心身ともに安定した生活を送る

健康への知識、関心を深め
こころとからだのバランスを保つ

いくつになってもいきいきと
健康で明るい生活を送る

栄養・食生活

●「早寝・早起き・朝ごはん」を
　心がけよう
●おやつの時間を決め、
　３食バランスよく食べよう

●朝食をきちんと食べ、
　規則正しい食生活をしよう
●脂肪分や糖分の多いおやつは
　控えよう

●３食きちんと食べ、
　間食や夜食を控えよう
●塩分に気をつけ、
　腹八分目を意識しよう

●薄味を心がけ、
　３食バランスよく食べよう
●自分の身体や生活にあった
　食事量にしよう

●薄味を心がけ、
　３食バランスよく食べよう
●自分の身体や生活にあった
　食事量にしよう

運動・身体活動

●成長や発達に応じた遊びを
　たくさんしよう
●事故防止に努めよう
●学校や地域のクラブ活動などに
　積極的に参加しよう

●積極的に体を動かそう ●ウォーキングなど、自分にあった運動を定期的に行おう
●仲間とスポーツを楽しもう

●自分にあった運動をしよう
●転倒などに気をつけよう
●地域活動等を利用し、
　できるだけ外出しよう

休養やこころの
健康づくり

●親子のスキンシップを
　大切にしよう
●家族みんなで協力して
　子育てしよう

●夜更かしせずに、
　早寝・早起きを心がけよう
●家族や友だちとのコミュニケー
ションを大切にしよう

●生活にメリハリをつけ、休養もしっかりとろう
●自分にあったストレス解消法を身につけよう

●楽しみや生きがいをもとう

歯の健康

●歯磨き習慣をつけよう
●仕上げ歯磨きを
し、子どもの歯
を確認しよう

●フッ化物を上手
に利用しよう

●しっかりと歯磨きしよう ●正しいブラッシング習慣を身につけよう
●歯の状態にあわせて、
　歯間ブラシなどを上手に使おう
●定期的に健診やクリーニングを受けよう

たばこ・
アルコール

●妊娠中は飲酒・喫煙はやめよう ●飲酒・喫煙の害について正しく
　知り、飲酒・喫煙は絶対にしない

●飲酒の適量を知り、多量飲酒をせず、休肝日を週２回以上つくろう
●積極的に禁煙していこう
●喫煙マナーを守ろう

検診（予防）
●妊婦健診・乳幼児健診・学校の
　健診を受けよう

●学校の健診を受け、
　自分の健康に関心をもとう

●職場や地域の健診を定期的に受け、
　生活習慣病予防に取り組もう

●特定健診、がん検診を定期的に
　受けよう
●職場や町の教室等を積極的に利用
し、生活習慣病予防に取り組もう

●特定健診、がん検診などを
　定期的に受けよう
●介護予防教室等に積極的に
　参加しよう

食育（食の教育） ●家族揃って食事をする機会を増やそう　　　　　　●子どもたちに食事の楽しさやマナーを教えていこう　　　　　　　　　　　●食を大切にし、感謝の気持ちをもとう
●地域の食材や郷土料理を取り入れていこう　　　　●地域のイベントや教室に参加して、「つくる」「味わう」を楽しもう

健
康
で
生
き
が
い
が
持
て
る
ま
ち

定期的な運動の頻度（成人）
月1～3日
5.2％

無回答
3.1％

週2日以上 週1日 していない
31.5％ 10.5％ 49.7％成 人

歯磨きの回数（小学生・幼稚園児）
時々磨く
2.6％

磨かない
0.7％
無回答
0.0％小学生・

幼稚園児

3回以上 2回 1回

26.3％ 51.9％ 18.5％

定期的な運動をしていない人
は半数近くいるんだね！
運動は生活習慣病予防だけで
なく、こころの健康にも効果
的ですよ。

小さいときからの習
慣と保護者のケアが
大切なんだね。

めざす
姿

めざす
姿

めざす
姿

めざす
姿

めざす
姿

乳幼児・学童期

若者世代

青年期

壮年期

高齢期

91.9％

81.4％

64.1％

81.1％

86.5％

3食の摂取状況

たいへんだ！
青年期の人は３食きちんと
食べていない人が多いよ～！

ライフステージ
ごとの取り組み
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