
１　取り組みの時期

【強化期間】

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

健診大作戦 がん征圧月間

歯の衛生週間 健康増進普及月間
食育月間 食生活改善普及運動

健康やまぐちチャレンジ月間

いい歯の日（11月8日）

生活習慣病予防週間
野菜の日（8月31日） （2月1～7日）
　　ピンクリボン月間

食育の日（毎月19日）

家庭の日（毎月第3日曜日）

＊「野菜」「地産」に関する料理教室等については、食材の旬の時期に合わせて定期的に開催。

①毎年健康診断を受診する

②歯の定期検診を受診する

③歯科医師や歯科衛生士による歯磨き指導を受ける

④フッ素入り歯磨き剤を使用する

⑤毎日子どもの仕上げ磨きをする

⑥運動を定期的にする

（食全般に関すること）

⑦一口30回噛んで食べる

⑧甘いものを食べ過ぎない

⑨野菜をたっぷりとる

⑩朝食を毎日食べる

⑪薄味・減塩に心がける

⑫家族と一緒に食卓を囲む(週10回以上）

⑬食材を買う時、地産を重視する

第7章　取り組みの行動計画

　市民一人ひとりと家庭での健康づくり・食育の実践から継続を支援するために、これまで以上に
地域、保育所(園)、幼稚園、学校、職域、関係団体、関係機関等との連携、協力を深めて、取り組み
ます。本計画に関連している既存の事業を基盤に、より効果的な周知や事業内容の充実を図る等新
規事業も検討し、「おいしい　たのしい　元気やない」の実現を目指します。

　計画の周知（キャンペーン事業）から優先的に取り組み、目標に掲げた13項目の保健行動につい
てより効果的に推進できるよう、主に下記の強化期間に普及啓発する等、随時取り組みます。

保　健　行　動

＊「甘い物」に関することについては、気温の上昇とともに清涼飲料水等の
　摂取が増加しやすいため、５～８月頃に特に強化する。

「仕上げ磨き」

「運動」

「食育」

「噛む」

略　語
「健診」

「歯科検診」

「歯磨き指導」

「歯磨剤」

「甘い物」

「共食」

「地産」

「野菜」

「朝食」

「減塩」

「健診」について 

「歯科検診」「歯磨き指導」「歯

磨剤」「仕上げ磨き」「食育」に

ついて 

「健診」「運動」「噛む」「甘い

物」「野菜」「朝食」「減塩」

「地産」について 

「歯科検診」「歯磨き指導」「歯

磨剤」「仕上げ磨き」「噛む」

「甘い物」について 

「健診」について 

「食育」について 

「共食」について 

「健診」について 

「野菜」「地産」について 

「健診」「運動」「噛む」「甘い物」

「野菜」「朝食」「減塩」「地産」に

ついて 

＊以下、略語を使

用している箇所が

あります。 
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【参考；平成 23 年度】 

健診大作戦 

(5月1日～6月30日) 

健康やまぐち 21推進県民会議が、県民の主体的な健康づくりの推進を図

ることを目的として、がん検診や特定健康診査等に係る普及啓発の強化や

保健サービスの向上等を狙いとして実施しているキャンペーンです。 

食育月間 

(6月 1日～30日) 

「食育基本法」(平成 17年)及び「食育推進基本計画」(平成 18年)にお

いて、食育の国民への浸透を図ることを目的に内閣府が定めています。 

歯の衛生週間 

(6月 4日～10日) 

歯の衛生に関する正しい知識を国民に普及啓発するとともに、歯科疾患の

予防に関する適切な習慣の定着を図り、その早期発見、早期治療を徹底し

て歯の寿命を延ばすことを目的とし、厚生労働省が制定しています。 

野菜の日 

(8月 31日) 

昭和 58年に全国青果物商業協同組合連合会など 9団体が、もっと野菜

について認識してもらいたいと「や（8）さ（3）い（1）」の語呂合わ

せをもとに 8月 31日を「野菜の日」に制定しています。 

がん征圧月間 

(9月） 

がんについて、知識の普及とがん検診の受診率の向上を目指した県下全域

における、がん全般に関する集中キャンペーンです。 

健康増進普及月間 

(9月 1日～30日) 

生活習慣病の特性や運動・食事・禁煙など個人の生活習慣の改善の重要性

について、国民一人ひとりの理解を深め、さらにその健康づくりの実践を

促進するため、厚生労働省が制定しています。 

食生活改善普及運動 

(9月 1日～30日） 

国民一人ひとりが食生活の重要性を認識して理解を深め、生活習慣病を予

防して健康寿命の延伸を図るため、全国的に本運動を展開しています。 

健康やまぐちチャレン

ジ月間 

(10月 1日～31日) 

健康づくりについての県民の意識の醸成及び健康を支援する社会環境づ

くりの推進を図るため、及び行政、関係団体等の連携・協力による健康づ

くり関連行事の積極的かつ重点的な展開と、県民の参加を促進するための

キャンペーンです。 

やまぐちピンクリボン

月間(10月) 

特に受診率の低い、女性特有の乳がん・子宮がん検診の受診率の向上を目

的とする県内一斉の集中キャンペーンです。 

いい歯の日 

(11月 8日) 

いつまでも口の中の健康を保ってほしいという願いを込めて「11（いい）

8（歯）」の語呂合わせをもとに、平成 5年に、日本歯科医師会が制定し

ています。 

生活習慣病予防週間 

(2月 1日～7日) 

あらゆる人が日常の生活習慣や食生活の改善を心がけ、病気を予防するこ

とが大切であることを国民に呼びかけるため、脳卒中の多いこの時期を選

んで昭和 34年から厚生省（現厚生労働省）が制定しています。 

食育の日 

(毎月 19日) 

国の食育推進運動を継続的に展開するため、仕事と生活の調和の推進や家

族や地域の大切さ等の観点にも配慮しつつ、毎月 19日を「食育の日」と

し、家族そろって楽しく食卓を囲むことを呼びかけています。 

家庭の日 

(毎月第 3日曜日) 

県では、平成 19年 10月に制定した「子育て文化創造条例」において、

社会全体での取組の一つとして、「家庭の日」を定め、県民や事業者・民

間団体に家庭の果たす役割の重要性を認識し、家族とふれあい、家族の絆

を深めるための取り組みをするよう規定しています。 
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【本計画の用語の説明】 

①「関係団体・関係機関」は、以下一覧より内容に応じて関係する箇所です。 

(順不同)                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※その他にも、必要に応じて関係する団体・機関が含まれることとします。 

 

②「市」には、関係部課、教育委員会、学校給食センター、図書館、公民館等を含めています。 

関係団体・関係機関 略   語 

柳井医師会 「医師会」 

柳井市歯科医師会 「歯科医師会」 

南すおう農業協同組合  「ＪＡ］ 

山口県漁業協同組合柳井支店 「漁協」 

柳井商工会議所 「商工会議所」 

大畠商工会 「商工会」 

山口県歯科衛生士会柳井支部 「歯科衛生士会」 

山口県栄養士会柳井支部 「栄養士会」 

山口県保育協会柳井支部 「保育協会」 

柳井市小中学校教育研究会養護部会 「小中学校教育研究会」 

柳井市老人クラブ連合会  「老人クラブ」 

柳井市連合婦人会 「婦人会」 

柳井市小中学校ＰＴＡ連合会 「ＰＴＡ」 

柳井市生活改善実行グループ連絡協議会 「生改連」 

柳井市母子保健推進協議会 「母推」 

柳井市食生活改善推進協議会 「食推」 

柳井市スポーツ推進委員協議会 「スポーツ推進委員協議会」 

柳井市学校支援ボランティア  「学校支援ボランティア」 

各地区コミュニティ団体や自主サークル等   



（順不同）

具体的な取り組み ●支援内容（伝える内容） ◆いつ　■どういう場で ▼誰に・どこに ▲誰が・どこが

★キャンペーン★

計画を伝えるためのポスター、ダイジェスト版による
周知

●計画について ◆できるだけ早く
■広報■市情報提供コーナー■集会、研修
会等

▼市民　▼集会、研修会参加者
▼関係団体、関係機関

▲市

キャッチフレーズ、キャラクターのPR（市の封筒へ
印刷する等）をして定着させる

●計画について
●キャッチフレーズ、キャラクター

◆できるだけ早く
■広報■市情報提供コーナー■集会、研修
会等

▼市民　▼集会、研修会参加者
▼関係団体、関係機関

▲市

本計画の必要性の説明と協力依頼 ●計画について
●推進内容について

◆随時
■集会、研修会等

▼集会、研修会参加者
▼運動施設　▼関係団体、関係機関

▲市

パンフレット、ポスター等の作成 ●全保健行動に関する知識や方法
（効果的にまとめる）

◆できるだけ早く ▼市民（必要に応じて、ライフステージ別
に）

▲市

ポスターの掲示とパンフレットやレシピの設置 ●全保健行動に関する知識や方法 ◆随時
■医療機関　■歯科医院　■運動施設　■
事業所　■保育所(園)　■幼稚園　■学校
■その他の公共施設等

▼市民 ▲関係団体、関係機関
▲市

パンフレットやレシピの配布 ●全保健行動に関する知識や方法 ◆強化期間等　随時
■各種集会、イベント(地区祭り等）
■事業所
■保健センター（健(検)診時等）

▼各種集会、イベント参加者
▼健(検)診受診者
▼事業所

▲関係団体、関係機関（食推、母推、生改連、
商工会議所、商工会等）
▲県
▲市

市広報掲載 ●全保健行動に関する知識や方法 ◆主に強化期間に合わせて
（各保健行動につき年1回程度）

▼市民 ▲市

●野菜たっぷりレシピ
●給食人気メニューのレシピ

◆随時
■各家庭

 

市ホームページに「おいしい　たのしい　元気やな
い」コーナー

●全保健行動に関する知識や方法
（レシピ含む）

◆常時（随時内容変更） ▼市民（必要に応じて、ライフステージ別
に）

▲市

ケーブルテレビ放送 ●「健診」に関すること ◆随時
■医師会の番組

▼市民(青壮年期～高齢期） ▲医師会

●全保健行動に関する知識や方法
（レシピ含む）

◆強化期間等　随時
■市政だよりの番組

▼市民 ▲関係団体、関係機関
▲市

ケーブルテレビ放送の活用 ●全保健行動に関する知識や方法
(市政だより等の録画を活用）

◆随時
■保健センター

▼市民 ▲市

イベントでPR ●全保健行動に関すること（試食の提供、モ
デル献立の展示等）
●健康づくりの実践者、体験談等

◆随時
■柳井まつり■公民館祭り
■PTA等によるバザー
■ファーマーズマーケット　等

▼市民 ▲関係団体、関係機関（食推、生改連、ＰＴＡ
等）
▲市

（各種おたよりに掲載）

保育園・幼稚園のおたより、給食だより等 ●「歯磨き」「外遊び」「食育」に関するこ
と

◆強化期間等　随時 ▼乳幼児の保護者 ▲保育所（園）　▲幼稚園

学校の保健だより、給食だより等 ●「歯磨き」「運動」「食育」に関すること ◆強化期間等　随時 ▼小中学生　▼高校生
▼小中学生、高校生の保護者

▲小中学校 ▲高校
▲市 （学校給食センター）

ヘルスメイトだより ●「食育」(レシピ含）に関すること ◆年1回（全戸配布）
■各家庭

▼市民 ▲関係団体、関係機関(食推)

その他公民館だより等 ●全保健行動に関する知識や方法 ◆強化期間等　随時
■各家庭

▼市民 ▲市

★給食(昼食)時間の取り組み★

給食に地産食材を取り入れて伝える
給食の献立表に産地記入

●地産に興味を持つ
●食べ物に感謝の心を持つ

◆給食時間
■給食献立表

▼乳幼児　▼小中学生
▼乳幼児、小中学生の保護者

▲保育所（園） ▲小中学校
▲市(学校給食センター)

給食で、薄味料理の提供 ●薄味に慣れる ◆給食時間
■保育所（園）■小中学校

▼乳幼児　▼小中学生 ▲保育所（園）　▲小中学校
▲市(学校給食センター)

給食(昼食)時間の放送や対話 ●「食育」に関すること ◆給食(昼食)時間
■保育所（園）■幼稚園　■小中学校

▼乳幼児　▼小中学生 ▲保育所（園）　▲幼稚園　▲小中学校
▲市(学校給食センター)

昼食後の歯磨き ●歯磨き習慣をつける ◆給食時間
■保育所（園）■幼稚園　■小中学校
■高校

▼幼児
▼小中学生 ▼高校生

▲保育所（園）　▲幼稚園　▲小中学校 ▲高校

保育所(園)で手作りおやつの提供 ●食べることの楽しさを伝える
●甘味を控えたおやつに慣れる

◆随時
■保育所(園)

▼乳幼児 ▲保育所（園）

２　行動計画
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具体的な取り組み ●支援内容（伝える内容） ◆いつ　■どういう場で ▼誰に・どこに ▲誰が・どこが

★教育（知識や技術の伝達）★

集団・個別教育
（試食、調理実習などの実習含む）

　　　　　　　　　　　　　　（乳幼児期）
　　　　　　　　　　　　　＊妊婦含む

●「外遊び」「歯科」「食育」に関する知識
や方法（調理等）について
●離乳食、幼児食の進め方

▼乳幼児
▼妊婦及びその家族
▼乳幼児の保護者
▼各種集会等参加者

▲子育て支援センター　 ▲保育所（園）　▲幼
稚園
▲関係団体、関係機関（母推、食推、生改連
等）
▲県
▲市

●「甘い物」（おやつ）に関すること ＊祖父母も含めて

●「仕上げ磨き」に関する知識や方法につい
て

＊特に「1歳6か月児歯科健診」時やフッ素
塗布時

＊特に、3歳未満の幼児とその保護者 ▲子育て支援センター　▲保育所(園)
▲関係団体、関係機関（母推）
▲市

●育メンになること
(父親も育児参加すること)

＊特に、ママ・パパ教室、妊娠届出時等 ＊特に妊婦の夫、乳幼児の保護者 ▲市

（学童・思春期） ●「歯科」「運動」「食育」に関する知識や
方法について

◆強化期間等　随時
■小中学校、高校（授業、集会、保護者集
会（就学児健診、仮入学、参観日、学校保
健委員会、給食試食会、PTA、子ども会
等））
■関係団体、関係機関(食推、生改連等)によ
る活動場所
■公民館行事等の場所

▼小中学生、高校生
▼小中学生、高校生の保護者
▼各種集会等参加者

▲小中学校　▲高校
▲関係団体、関係機関（食推、生改連、JA女性
部、ＰＴＡ、子ども会等）
▲県　▲市

●歯科医師、歯科衛生士による歯磨き指導 ◆歯科医院受診時等
■歯科医院
■小中学校（歯科検診や参観日等）等

▼受診者
▼小中学生(特に小学校低学年）
※保護者も一緒に

▲歯科医院
▲小中学校
▲市

（青壮年期） ●全ての保健行動に関する知識や方法につい
て

◆働く人が参加しやすい時間帯、曜日等
随時
■各種集会の場所（子育て支援センター、
PTA、婦人会、事業所、健康体操教室等）
■関係団体、関係機関(食推、生改連等)によ
る活動場所
■公民館行事の場所
■保健センター（各種教室（体験型運動教
室）、相談時等）

▼事業所及び従業員
▼各種集会、教室参加者
▼運動施設利用者

▲子育て支援センター
▲事業所
▲関係団体、関係機関（食推、生改連、婦人
会、JA女性部、ＰＴＡ等）
▲県
▲市

●歯科医師、歯科衛生士による歯磨き指導 ◆歯科医院受診時
■歯科医院等

▼受診者 ▲歯科医院

（高齢期） ●全ての保健行動に関する知識や方法につい
て

◆強化期間等随時
■各地区、各種集会場所（老人クラブ、ふ
れあいいきいきサロン等）
■関係団体、関係機関(食推、生改連等)によ
る活動場所
■公民館行事の場所
■保健センター（各種教室、相談時等）

▼各種集会、教室参加者
▼運動施設利用者

▲関係団体、関係機関（老人クラブ、ふれあい
いきいきサロン、食推、生改連、JA女性部等）
▲市
▲県

●歯科医師、歯科衛生士による歯磨き指導 ◆歯科医院受診時等　随時
■歯科医院、各種集会場所等
■介護予防口腔ケア教室
■ふれあいいきいきサロン等

▼受診者
▼集会等参加者

▲歯科医院
▲関係団体、関係機関（ふれあいいきいきサロ
ン等）
▲市

★体験学習★

郷土料理、食品加工体験、農業・漁業体験交流会の推
進

●生産者との交流を持ち地産地消の意識を高
める
●地元食材の美味しさ、安全性を知る
●食べ物への感謝の心を持つ

◆随時
■保育所(園)、幼稚園の行事
■小中学校（体験学習、授業等）
■各種行事場所（PTA、子ども会等）

▼市民（幼児期～青壮年期） ▲保育所（園）　▲幼稚園　▲小中学校
▲関係団体、関係機関（生改連、食推、JA、漁
協、ＰＴＡ、子ども会等）
▲市

野菜づくり ●野菜の栽培について
●家庭菜園のすすめ

▲関係団体、関係機関（学校支援ボランティ
ア、JA等）
▲市

◆強化期間等　随時
■子育て支援センター ■保育所(園)　■幼
稚園
■関係団体、関係機関(母推、食推、生改連
等)による活動場所
■保健センター（母子教室、妊娠届出時）
■保健センターによる相談、訪問家庭
■各種集会の場所等
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具体的な取り組み ●支援内容（伝える内容） ◆いつ　■どういう場で ▼誰に・どこに ▲誰が・どこが

★その他の支援・環境づくり★

（動機づけ支援）

図書館に、絵本、紙芝居コーナー、DVDコーナーを
設置、利用のすすめ

●全保健行動に関する情報を絵本等から得る ◆強化期間
■図書館

▼市民（必要に応じてライフステージ別に） ▲市

絵本、紙芝居等で興味を持たせる ●「仕上げ磨き」「食育」に関すること ◆随時
■子育て支援センター　■保育所(園)　■幼
稚園　■小中学校　■関係団体、関係機関
（母推、食推等）による活動場所

▼乳幼児
▼小中学生

▲子育て支援センター　▲保育所（園）　▲幼
稚園　▲小中学校
▲関係団体、関係機関（食推、母推等）
▲市

味噌汁の塩分測定、適塩濃度の味噌汁の試食提供等 ●汁物の適塩濃度
●家庭での味付けの自己確認

◆随時
■小中学校、高校（授業や行事等）
■各種集会場所（子ども会、PTA等）
■関係団体、関係機関（食推等）による活
動場所　■保健センター

▼市民（学童思春期～高齢期） ▲小中学校　▲高校
▲関係団体、関係機関（食推、ＰＴＡ，子ども
会等）
▲市

減塩テープ配布、測定 ●家庭での味付けの自己確認 ◆随時
■関係団体、関係機関（食推）による活動
場所

▼希望者
▼関係団体、関係機関（食推）による活動対
象者

▲関係団体、関係機関（食推）
▲市

標語や朝食アイデアの募集をして紹介（祭り、ホーム
ページ、ケーブルテレビ等で作品の紹介）

●「早寝・早起き・朝ごはん」「家族との共
食」「野菜」に関すること
●食生活を見直す機会をつくる
●朝食、野菜等に関心を持つ

◆随時
※保育所(園)、幼稚園、小中学校を通じて募
集(夏休みなど）
■広報等

▼市民（幼児期～学童思春期）とその保護者
▼市民（青壮年期～高齢期）

▲市

「エコクッキング」の推進 ●台所からのごみを減らし、食べ物を残さず
食べ、感謝する心を持つ

◆随時
■小中学校、高校（授業や行事等）
■各種集会場所

▼市民（学童思春期～高齢期） ▲小中学校　▲高校
▲関係団体、関係機関（食推等）
▲市

「エコ通勤デー」の推進 ●車を使わず、徒歩や自転車での通勤をすす
め、運動するきっかけをつくる

◆定期的
■各事業所

▼事業所及び従業員 ▲事業所
▲市

(実践するための支援）
歯科の治療勧奨 ●早期治療の必要性 ◆歯科検診後

※就学児健診、仮入学の時に徹底
■小中学校　■高校

▼市民 ▲小中学校　▲高校
▲市

運動ができる場、自主サークルの紹介 ●運動に関する教室やイベント情報
●サークルの紹介

◆希望者が市に依頼した時
■ホームページ　等

▼市民 ▲市

朝市・農産物マップのPR ●「地産」に関すること
●購入場所、商品、特産品について

◆随時
■人が多く集まる場所

▼市民 ▲市
▲関係団体、関係機関（ＪＡ）

朝市や都市農村交流施設（H2５度日積地区建設予
定）等の利用促進

●地産食材の購入場所、商品、特産品が身近
にある

◆随時　■朝市
■都市農村交流施設(Ｈ25年度から)

▼市民 ▲管理者
▲市

３５０ｇの野菜の展示 ●必要な野菜の量を知る ◆随時
■イベント等

▼市民 ▲関係団体、関係機関（食推、生改連等）

「家庭の日」と「ノー残業デー」の推進 ●家族と一緒に食卓を囲み、コミュニケー
ションをとる

◆定期的
■各事業所

▼事業所及び従業員 ▲事業所
▲市

（継続するための支援）
朝ごはんチェックの推進 ●朝ごはんを食べていることを確認する ◆定期的

■保育所(園)　■幼稚園
■小中学校　■高校

▼乳幼児又はその保護者
▼小中学生
▼高校生

▲保育所（園）　▲幼稚園　▲小中学校  ▲高校

健(検)診結果の説明と次回の受診勧奨 ●健(検)診受診の継続 ◆受診時
■健(検)診実施医療機関等

▼健(検)診受診者 ▲健(検)診実施医療機関
▲市

仕上げ磨きの継続を褒める ●仕上げ磨きを応援する ◆歯科医院受診時　■保健センター（1歳6
か月児、3歳児歯科健診）

▼乳幼児の保護者 ▲歯科医院
▲市

「おいしい　たのしい　元気やない」推進施設の認定 ●健康づくり、食育の取り組みの応援 ◆毎年度末 ▼保育所(園)　▼幼稚園　▼小中学校
▼高校 ▼事業所

▲市

【その他、取り組みの検討課題】 ●成人の歯科検診については本人の意思によるので、検診の重要性や受診する場のＰＲをするとともに、成人歯科検診を受診する機会を増やすこと。
　　　　　　　　　　　　　　　　　●子どもの頃からの望ましい生活習慣の確立が、将来の生活習慣病を予防するためには重要であることから、子どもの肥満を改善するための運動療法・食事療法等の体験型教室を実施すること。
　　　　　　　　　　　　　　　　　●運動施設の利用者が増えるよう検討する等、運動を実践するための環境づくりをすること。
　　　　　　　　　　　　　　　　　●運動の継続を支援するための施策を実施すること。
　　　　　　　　　　　　　　　　　●食卓を見直す機会となることや関心を持ってもらうことを目的として、食育に関するポスターの募集をして掲示する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　●「美味しい野菜料理」や「簡単朝食レシピ」、「噛む回数が増えるレシピ」等、市民から募集して広めること。（市民に身近な人たちからのアドバイスとなり、実践されやすく、参考になる）
　　　　　　　　　　　　　　　　　●市民の生活環境で深く関わっている飲食店やスーパー等で、健康づくりに配慮した商品の販売やＰＲをすること。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（例；お弁当のパックに30回噛むことのシールを貼る、お惣菜お弁当に噛みごたえのあるものを入れる等）

＊この行動計画をもとに、検討しながら事業を展開していくこととします。場合によっては、内容が変更される場合もあります。
　その他、計画の進行状況を見ながら、それぞれの保健行動を実践するための動機づけや継続するための支援策を検討します。
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