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歳
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計画の全体像

「金沢健康プラン ８」では、市民の健康に関する現状と課題を踏まえ、「健康寿命を延伸する健康都市・

金沢」の基本理念を守りつつ、新たに「地域まるごと健康都市・金沢」というスローガンを掲げて健康づくり

を進めていきます。

地域ぐるみで市民相互のつながりや支え合いによる健康づくりを広げ、健康都市を目指していきます。

行政は、学校、企業等の地域の幅広い主体との連携を進め、住民との協働による健康なまちづくりを推

進します。また、住民参画型の健康づくり活動が積極的に展開されるよう支援します。

■計画期間： 年度（平成 年度）～ 年度

金沢市の平均寿命と健康寿命（平成 年）

資料 健康寿命における将来予測と生活習慣病対策の費用対効果に関する研究班が作成した「健康寿命の算定方法の指針」により算出

健康寿命とは、健康上の問題で日常生活が制限されることな

く生活できる期間です。

金沢市の平成 年の健康寿命は、男性 歳、女性

歳となり、平均寿命との差は男性 歳、女性

歳となっています。

金沢健康プラン ８具現化施策

基本的な方向

〈重点的に取り組む事項〉

〈健康づくりの基本的な事項〉

生涯を通じて健康であるための基礎となる生活習慣づくり

○栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙、歯と口の健康

（１）社会生活を営むために必要な心身の機能の維持・向上

○次世代の健康づくり、高齢者の健康づくり、こころの健康づくり

（２）生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底

○がん、循環器疾患、糖尿病などの予防

（３）健康を支え、守るための社会環境の整備

○社会全体で支える健康づくり

地域まるごと 健康都市・金沢

金沢健康プラン２０１８スローガン

成 果

生活の質の向上 社会環境の質の向上

計画の体系

基本的な方向 取り組みの項目 取り組み方針

社会生活を営むた

めに必要な心身の

機能の維持・向上

次世代の健康づくり

妊娠前、妊娠期の健康づくりの推進

子どもの頃からの健康的な生活習慣の確立

高齢者の健康づくり

フレイル予防の推進（重点）

認知症予防の推進

こころの健康づくり

こころの健康を保つ知識の普及

ひきこもりの長期化防止

生活習慣病の発症

予防と重症化予防

の徹底

がん、循環器疾患、

糖尿病などの予防

特定健康診査受診率の向上

がん検診受診率の向上

メタボリックシンドローム改善の推進

糖尿病性腎症予防の推進（重点）

健康を支え、守るた

めの社会環境の整

備

社会全体で支える

健康づくり

職域における健康づくりの推進（重点）

栄養バランスのとれた食事普及のための環境整備

がん患者支援の推進

生涯を通じて健康

であるための基礎

となる生活習慣づ

くり

栄養・食生活 健康な食習慣の確立（重点）

身体活動・運動 身体活動・運動に取り組む習慣づくり

休養 十分な休養、良質な睡眠の確保

飲酒

適正飲酒の普及

妊婦の飲酒防止の推進

喫煙

受動喫煙対策の推進

妊婦の喫煙防止の推進

歯と口の健康

歯周病予防等、歯と口の健康づくりの推進（重点）

歯科健診受診率の向上
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１

次世代の健康づくり

■目標値

目標項目
現状値 目標値

目標値の根拠 現状値の把握方法
（ 年 （ 年）

適正体重の子どもの増加

全出生数中の極低出生体重児（ 未満）割合の減少 減少 市独自
人口動態統計

全出生数中の低出生体重児（ 未満）割合の減少 減少 健康日本

肥満傾向児の割合の減少
小 男子

（ 年）
健康日本

女子は目標値 達

成済み

金沢市学校保健統計（軽度、中等度、高度肥満傾向児

「肥満度 以上」） 小 女子
（ 年）

減少

健康な生活習慣を有する子どもの割合の増加

朝食を毎日食べている子どもの割合の増加
小

増加 市独自
全国学力・学習状況調

査報告書中

運動やスポーツを習慣的にしている子どもの

割合の増加（週 回以上）

小 男子
増加 健康日本

児童生徒の体力・運動

能力調査報告小 女子

早寝早起きをする子どもの割合の増加

朝 時より前に起きる幼児の割合の増

加

歳 か月児
増加

市独自
１歳６か月児、３歳児

健診問診票集計

歳児

夜 時より前に寝る幼児の割合の増加
歳 か月児

増加
歳児

高齢者の健康づくり

■目標値

目標項目
現状値 目標値

目標値の根拠 現状値の把握方法
（ 年（ 年）

なんらかの地域活動をしている高齢者の割合の増加

（ 歳以上）
増加 市独自

県民健康・栄養調査

（金沢市分）

ロコモティブシンドローム（運動器症候群）を認知している

人の割合の増加
健康日本

県民健康・栄養調査

（金沢市分）

低栄養傾向（ 以下）の高齢者の割合の減少 減少
健康日本 目標値

達成済み

特定健診結果

（ 歳～ 歳）

要介護認定率の低下 歳以上の要支援・要介護認定率） 減少 市独自 介護保険事業状況報告

もの忘れ健診受診率の向上 増加 市独自 すこやか検診結果

社会生活を営むために必要な心身の機能の維持・向上

目標に向けての取り組み

○妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援

○妊婦への保健指導の充実

○子どもが健やかに生まれ育つための知識の普及

○安心して育児ができる支援体制の確保

○将来の生活習慣病を予防するための知識や実践方法の普及

○児童・生徒への健康づくりに関する教育と健康管理の推進

目標に向けての取り組み

○高齢者が自ら積極的に社会参加するための支援

○低栄養予防や口腔機能の維持などフレイル予防に関する知識の普及と

介護予防事業の充実

○認知症の正しい理解と早期発見

こころの健康づくり

■目標値

目標項目
現状値 目標値

目標値の根拠 現状値の把握方法
（ 年 （ 年）

ひきこもりに関する支援者数の増加 延べ
増加 市独自

地域保健・健康増進

事業報告（ひきこもりに関する相談利用者数） 人

自殺者数の減少（ 万人あたり）
（ 年 国の自殺総合対策大

綱（ 年と比べて

以上減少）

人口動態統計

がん、循環器疾患、糖尿病などの予防

目標に向けての取り組み

○乳幼児期から高齢期まで各ライフステージに応じたこころの健康づくり

の推進

○こころの病気に対する正しい知識の普及

○ひきこもり等の相談窓口の周知・体制の充実

○家庭・地域・職域へのうつ病・自殺予防の知識を深めるための取り組み

○自殺の危険性の高い人の早期発見及び支援の強化

２ 生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底

目標に向けての取り組み

○若い頃から継続して健康診査を受診するための取り組みと受診後の保健

指導の充実

○がん検診の受診率向上の推進

○質の高い健康診査・がん検診の実施

○ウイルス感染が誘因となるがんの発症予防のための取り組み

○循環器疾患や糖尿病の発症予防と医療機関と連携した重症化予防のため

の取り組み

○糖尿病の重症化予防のための保健指導の充実

フレイル予防とは？

フレイルとは、年齢とともに心身の活力（筋力や認知機能など）が

低下して要介護状態に近づくことをいいます。

フレイルの最大の特徴は、適切な介入によって生活機能の回復が見込

まれることにあります。早期にフレイル状態であるかどうかをチェック

し、運動や栄養、口の機能などの改善を図り、また社会参加（就労、余

暇活動、ボランティアなど）をすることが大切です。
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の取り組み

○糖尿病の重症化予防のための保健指導の充実

フレイル予防とは？

フレイルとは、年齢とともに心身の活力（筋力や認知機能など）が

低下して要介護状態に近づくことをいいます。

フレイルの最大の特徴は、適切な介入によって生活機能の回復が見込

まれることにあります。早期にフレイル状態であるかどうかをチェック

し、運動や栄養、口の機能などの改善を図り、また社会参加（就労、余

暇活動、ボランティアなど）をすることが大切です。



■目標値

目標項目
現状値 目標値

目標値の根拠 現状値の把握方法
（ 年 （ 年）

脳血管疾患の年齢調整死亡率の減少

（ 万人あたり）

男性 減少 健康日本 目標値男
性 女性 を
達成済み

人口動態統計から算出
女性 減少

虚血性心疾患の年齢調整死亡率の減少

（ 万人あたり）

男性 減少 健康日本 目標値男
性 女性 を
達成済み女性 減少

高血圧の改善 男性 減少
市独自 特定健診結果

（ 以上の人の割合の減少） 女性 減少

脂質異常症の人の割合の減少

総コレステロール 以上の人

の割合の減少

男性 減少
健康日本 目標値

を達成済み

特定健診結果女性

健康日本コレステロール 以上の

人の割合の減少

男性

女性

メタボリックシンドロームの該当者・予備群の割合の減少

該当者の割合の減少 健康日本 （ 年

と比べて 減少）
特定健診結果

予備群の割合の減少

特定健康診査の受診率の向上 第 期金沢市特定健

康診査等実施計画

特定健診・保健指導実

施状況（市町村国保）特定保健指導の実施率の向上

歳未満で要介護状態となる人の割合の減少 減少 市独自 介護保険事業状況報告

歳未満のがんの年齢調整死亡率の減少（ 万人あたり） 減少
いしかわ健康
フロンティア戦略

人口動態統計から算出

がん検診の

受診率の向上

胃がん検診
健康日本

肺がん検診は健康日

本 目標値 を達

成済み

県民健康・栄養調査
金沢市分）

肺がん検診 増加

大腸がん検診

子宮頸がん検診

乳がん検診

糖尿病が疑われる人の増加の抑制

（ （ 値） ％以上の人の割合の減少）
減少 市独自

特定健診結果
糖尿病治療が必要な人が治療を受けている割合の増加

（ （ 値） ％以上のうち治療中の人の割合の増加）
増加 市独自

血糖コントロール不良の人の割合の減少
（ （ 値） ％以上の人の割合の減少）

減少
健康日本 目標値

を達成済み

糖尿病性腎症による年間新規透析導入患者数の減少 人 減少 市独自
自立支援医療費（更正）
支給認定申請

腎機能低下者の割合の減少
（尿たんぱく 以上または尿たんぱく・尿潜血ともに

以上または 未満（ ～ 歳は 未満）の人）
減少 市独自 特定健診結果

社会全体で支える健康づくり

■目標値

目標項目
現状値 目標値

目標値の根拠 現状値の把握方法
（ 年 （ 年）

健康づくりに関する活動に取り組み、自発的に情報発信を行
う企業・民間団体数の増加

年

社
増加 市独自

金沢健康づくり応援団
認定数

健康づくりのボランティアの人数の増加 人 増加 市独自 県健康推進の主要指標
栄養成分の表示やヘルシーメニューの提供など健康づくりに
取り組む店舗などの増加 店舗 増加 市独自

健康づくりサポート店
登録数

利用者に応じた食事の計画、調理及び栄養の評価、改善を
実施している特定給食施設の割合の増加 増加

健康日本 目標値
を達成済み 衛生行政報告例

がん患者の就労維持に理解を示す企業の増加
年

社
増加 市独自

金沢健康づくり応援団
認定数

健康を支え、守るための社会環境の整備

目標に向けての取り組み
○学校、企業、ＮＰＯ等と連携した健康づくり活動の推進

○健康づくりを担うボランティア等人材の育成

○気軽に健康づくりを始めることができる環境づくり

○健康づくりに取り組む店舗・企業等の支援による外食環境の整備

○がん患者が自分らしく暮らせるための支援

栄養・食生活

■目標値

目標項目
現状値 目標値

目標値の根拠 現状値の把握方法
（ 年 （ 年）

適正な体重を維持している人の増加（肥満、やせの減少）

肥満の人の割合の減少 男性 ～ 歳代 減少

市独自

若年者健診結果

男性 ～ 歳代 減少
特定健診結果

女性 ～ 歳代 減少

やせの人の割合の減少 女性 歳代 健康日本 若年者健診結果

適切な量と質の食事をとる人の増加
栄養バランスのとれた食事をとっている人の割合の増加
（主食、主菜、副菜を組み合わせた食事 日 回以上
ほぼ毎日の人の割合）

年 第 次食育推進基

本計画

県民健康・栄養調査

金沢市分）以上

野菜を毎日食べている人の割合の増加 増加 市独自
県民健康・栄養調査

金沢市分）

野菜摂取量の増加（成人１日あたり）
男性

健康日本
県民健康・栄養調査

金沢市分）女性

食塩摂取量の減少（成人１日あたり）
男性 未満 食事摂取基準 県民健康・栄養調査

金沢市分）女性 未満

身体活動・運動

■目標値

目標項目
現状値 目標値

目標値の根拠 現状値の把握方法
（ 年 （ 年）

運動習慣者の増加

日常できるだけ体を動かすように意識している人の割合

の増加
増加 市独自

県民健康・栄養調査

金沢市分）

運動習慣者の割合の増加 男性 ～ 歳

健康日本
県民健康・栄養調査

金沢市分）

（ 日 分以上の運動を週 回以上

１年以上継続実施している人の割合）

女性 ～ 歳

男性 歳以上

 女性 歳以上

日の平均歩行数の増加 男性 ～ 歳 歩 歩

健康日本
県民・健康栄養調査

金沢市分）

   女性 ～ 歳 歩 歩

   男性 歳以上 歩 歩

   女性 歳以上 歩 歩

休養

■目標値

目標項目
現状値 目標値

目標値の根拠 現状値の把握方法
（ 年 （ 年）

睡眠による休養を十分とれていない人の割合の減少

（休養があまりとれていない、全くとれていない人の割合）
健康日本

県民健康・栄養調査

金沢市分）

生涯を通じて健康であるための基礎となる生活習慣づくり

目標に向けての取り組み
○子どもの発達に応じた食事摂取の理解の促進

○地域等と連携した健康な家庭食の普及

○野菜を１日 摂取するなど、健康を維持するための食生活の実践の推進

目標に向けての取り組み
○身体を動かす意識づけと運動の習慣化の普及

○日常生活における運動の取り入れ方の普及

○市民が運動しやすい環境の整備と多様な運動機会の提供

目標に向けての取り組み
○良質な睡眠を確保するための知識の普及

○休養を大切にする意識の啓発



■目標値

目標項目
現状値 目標値

目標値の根拠 現状値の把握方法
（ 年 （ 年）

脳血管疾患の年齢調整死亡率の減少

（ 万人あたり）

男性 減少 健康日本 目標値男
性 女性 を
達成済み

人口動態統計から算出
女性 減少

虚血性心疾患の年齢調整死亡率の減少

（ 万人あたり）

男性 減少 健康日本 目標値男
性 女性 を
達成済み女性 減少

高血圧の改善 男性 減少
市独自 特定健診結果

（ 以上の人の割合の減少） 女性 減少

脂質異常症の人の割合の減少

総コレステロール 以上の人

の割合の減少

男性 減少
健康日本 目標値

を達成済み

特定健診結果女性

健康日本コレステロール 以上の

人の割合の減少

男性

女性

メタボリックシンドロームの該当者・予備群の割合の減少

該当者の割合の減少 健康日本 （ 年

と比べて 減少）
特定健診結果

予備群の割合の減少

特定健康診査の受診率の向上 第 期金沢市特定健

康診査等実施計画

特定健診・保健指導実

施状況（市町村国保）特定保健指導の実施率の向上

歳未満で要介護状態となる人の割合の減少 減少 市独自 介護保険事業状況報告

歳未満のがんの年齢調整死亡率の減少（ 万人あたり） 減少
いしかわ健康
フロンティア戦略

人口動態統計から算出

がん検診の

受診率の向上

胃がん検診
健康日本

肺がん検診は健康日

本 目標値 を達

成済み

県民健康・栄養調査
金沢市分）

肺がん検診 増加

大腸がん検診

子宮頸がん検診

乳がん検診

糖尿病が疑われる人の増加の抑制

（ （ 値） ％以上の人の割合の減少）
減少 市独自

特定健診結果
糖尿病治療が必要な人が治療を受けている割合の増加

（ （ 値） ％以上のうち治療中の人の割合の増加）
増加 市独自

血糖コントロール不良の人の割合の減少
（ （ 値） ％以上の人の割合の減少）

減少
健康日本 目標値

を達成済み

糖尿病性腎症による年間新規透析導入患者数の減少 人 減少 市独自
自立支援医療費（更正）
支給認定申請

腎機能低下者の割合の減少
（尿たんぱく 以上または尿たんぱく・尿潜血ともに

以上または 未満（ ～ 歳は 未満）の人）
減少 市独自 特定健診結果

社会全体で支える健康づくり

■目標値

目標項目
現状値 目標値

目標値の根拠 現状値の把握方法
（ 年 （ 年）

健康づくりに関する活動に取り組み、自発的に情報発信を行
う企業・民間団体数の増加

年

社
増加 市独自

金沢健康づくり応援団
認定数

健康づくりのボランティアの人数の増加 人 増加 市独自 県健康推進の主要指標
栄養成分の表示やヘルシーメニューの提供など健康づくりに
取り組む店舗などの増加 店舗 増加 市独自

健康づくりサポート店
登録数

利用者に応じた食事の計画、調理及び栄養の評価、改善を
実施している特定給食施設の割合の増加 増加

健康日本 目標値
を達成済み 衛生行政報告例

がん患者の就労維持に理解を示す企業の増加
年

社
増加 市独自

金沢健康づくり応援団
認定数

健康を支え、守るための社会環境の整備

目標に向けての取り組み
○学校、企業、ＮＰＯ等と連携した健康づくり活動の推進

○健康づくりを担うボランティア等人材の育成

○気軽に健康づくりを始めることができる環境づくり

○健康づくりに取り組む店舗・企業等の支援による外食環境の整備

○がん患者が自分らしく暮らせるための支援

栄養・食生活

■目標値

目標項目
現状値 目標値

目標値の根拠 現状値の把握方法
（ 年 （ 年）

適正な体重を維持している人の増加（肥満、やせの減少）

肥満の人の割合の減少 男性 ～ 歳代 減少

市独自

若年者健診結果

男性 ～ 歳代 減少
特定健診結果

女性 ～ 歳代 減少

やせの人の割合の減少 女性 歳代 健康日本 若年者健診結果

適切な量と質の食事をとる人の増加
栄養バランスのとれた食事をとっている人の割合の増加
（主食、主菜、副菜を組み合わせた食事 日 回以上
ほぼ毎日の人の割合）

年 第 次食育推進基

本計画

県民健康・栄養調査

金沢市分）以上

野菜を毎日食べている人の割合の増加 増加 市独自
県民健康・栄養調査

金沢市分）

野菜摂取量の増加（成人１日あたり）
男性

健康日本
県民健康・栄養調査

金沢市分）女性

食塩摂取量の減少（成人１日あたり）
男性 未満 食事摂取基準 県民健康・栄養調査

金沢市分）女性 未満

身体活動・運動

■目標値

目標項目
現状値 目標値

目標値の根拠 現状値の把握方法
（ 年 （ 年）

運動習慣者の増加

日常できるだけ体を動かすように意識している人の割合

の増加
増加 市独自

県民健康・栄養調査

金沢市分）

運動習慣者の割合の増加 男性 ～ 歳

健康日本
県民健康・栄養調査

金沢市分）

（ 日 分以上の運動を週 回以上

１年以上継続実施している人の割合）

女性 ～ 歳

男性 歳以上

 女性 歳以上

日の平均歩行数の増加 男性 ～ 歳 歩 歩

健康日本
県民・健康栄養調査

金沢市分）

   女性 ～ 歳 歩 歩

   男性 歳以上 歩 歩

   女性 歳以上 歩 歩

休養

■目標値

目標項目
現状値 目標値

目標値の根拠 現状値の把握方法
（ 年 （ 年）

睡眠による休養を十分とれていない人の割合の減少

（休養があまりとれていない、全くとれていない人の割合）
健康日本

県民健康・栄養調査

金沢市分）

生涯を通じて健康であるための基礎となる生活習慣づくり

目標に向けての取り組み
○子どもの発達に応じた食事摂取の理解の促進

○地域等と連携した健康な家庭食の普及

○野菜を１日 摂取するなど、健康を維持するための食生活の実践の推進

目標に向けての取り組み
○身体を動かす意識づけと運動の習慣化の普及

○日常生活における運動の取り入れ方の普及

○市民が運動しやすい環境の整備と多様な運動機会の提供

目標に向けての取り組み
○良質な睡眠を確保するための知識の普及

○休養を大切にする意識の啓発



飲酒

■目標値

目標項目
現状値 目標値

目標値の根拠 現状値の把握方法
（ 年 （ 年）

生活習慣病のリスクを高める量の飲酒をしている人
の割合の減少（ 日平均純アルコール摂取量：男性
以上、女性 以上）

男性
健康日本 特定健診結果

女性

未成年者の飲酒をなくす

（未成年者の飲酒率の減少）
※ 健康日本

県民健康・栄養調査 金沢市分）

※未成年者の飲酒率は回答者数が少ない

ため解釈には注意が必要

妊娠中の飲酒をなくす（妊婦の飲酒率の減少） 健康日本 石川県母子保健の主要指標

喫煙

■目標値

目標項目
現状値 目標値

目標値の根拠 現状値の把握方法
（ 年 （ 年）

成人の喫煙率の減少

（喫煙をやめたい人がやめる）

男性
健康日本
女性は健康日本

目標値 を
達成済み

県民健康・栄養調査 金沢市分）
女性 減少

新成人の喫煙率の減少
男性

（ 年
減少

市独自
法人禁煙ねット石川

新成人の喫煙アンケート調査
女性

（ 年
減少

妊娠中の喫煙をなくす（妊婦の喫煙率の減少） 健康日本 石川県母子保健の主要指標

日常生活で受動喫煙の機会を有する人の割合の低下

（公共施設における完全分煙実施率の増加）

（ 年
健康日本 石川県健康推進課調べ

歯と口の健康

■目標値

目標項目
現状値 目標値

目標値の根拠 現状値の把握方法
（ 年 （ 年）

むし歯のない幼児の割合の増加
増加 市独自 歳児歯科健診結果

（むし歯のない 歳児の割合の増加）

歯周病を有する人の割合の減少

（ 歳代における進行した歯周炎を有する人の割合の減少）
健康日本 すこやか歯科健診結果

歯科健診の受診率の向上
健康日本 県民健康・栄養調査 金沢市分）

（過去 年間に歯科健診を受診した成人の割合）

歯の喪失防止

歳で 歯以上の自分の歯を有する人の割合の増加 健康日本 県民健康・栄養調査 金沢市分）

歳で 歯以上の自分の歯を有する人の割合の増加 健康日本 県民健康・栄養調査 金沢市分）

目標に向けての取り組み
○過度な飲酒が健康に及ぼす影響の周知

○母子健康手帳交付時等の妊婦指導の推進

○児童・生徒への飲酒に関する教育の推進

目標に向けての取り組み
○喫煙・受動喫煙が健康に及ぼす影響に関する知識の普及

○児童・生徒への喫煙防止・受動喫煙防止教育の推進

○母子健康手帳交付時等の妊婦及びパートナーへの指導の推進

○たばこをやめたい人への禁煙支援

○飲食店等における禁煙及び分煙の促進

○慢性閉塞性肺疾患 についての正しい知識の普及

目標に向けての取り組み
○フッ化物の応用などに関する知識や実践方法の保育所等での普及

○すこやか歯科健診の受診率向上のための取り組み

○高齢による口腔機能低下を予防するための取り組み

○ 運動の推進


