
基本方針 ： 市民の健康寿命の延伸 

計画の基本方針と体系 

すべての市民が生涯を通じて、心身ともに健康で質の高い生活を送るために 

「健康寿命の延伸」を実現することが重要。 

計画の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

元気織りなす桐生２１（第２次）は、全ての市民が生き生きと、 

元気に健康づくりに取り組むための計画です。市民、地域、関係機関が 

ともに協力し、桐生市全体で健康づくりの輪を広げましょう。 

 

 

 

 

 

    

 

 

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    桐生市の平均寿命と健康寿命（平成 22年） 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概 要 版 

健康寿命の延伸 

生活習慣の改善 
生活習慣病の発症 

予防と重症化予防 

社会生活を営むため

に必要な機能の維持

向上 

健康を支え守るための 

社会環境の整備 
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平均寿命と健康寿命の差 



目指すべき方向 ： やろう運動、ストップ生活習慣病！ 身体活動・運動 

 

 

 

 

 

 

 

桐生市の食育推進目標 
健全な食生活を実践して、食に感謝し、豊かなこころと健康な身体をつくります。 

計画のポイント 
◎生涯にわたるライフステージに応じた食育を推進します。 

◎朝食を毎日しっかりと食べることを定着させていきます。主食、主菜、副菜のそろったバランスのよい朝食を推進します。 

◎家族と一緒に食卓を囲み、基本的なマナーの習得や食に対する感謝のこころを育て、豊かな人間形成の基礎となるよう「共食」を

推進します。 

◎生活習慣病の予防及び改善につながる食育を推進します。薄味の日本型食生活や野菜を積極的に摂取することを推進します。 
目指すべき方向 

乳幼児期・青少年期     早寝・早起き・朝ごはん 

壮年期・中年期        塩分ちょっぴり、野菜たっぷり 

高齢期           しっかり食べて健康長寿！ 

主な目標指標 対象 現状(24 年度) 目標(34 年度) 主な市の取り組み 

家族と楽しく食卓を囲む 

機会が毎日ある家庭の割 

合の増加 

乳幼児期 ― 85.5％ 
・家族がそろって楽しい食卓を囲んだり、 

地域の食材を使って家族で調理をする 

など「家庭の食卓」の役割を大切にす 

ることを普及啓発します。 

・朝食摂取を核とした、基本的な生活習慣

の形成を目指します。 

・各学校が計画的、体系的に食育に取り組

めるよう食に関する指導の充実及び支

援を行います。 

・桐生市ホームページにおいて食育コーナ

ーを開設し、各課の取り組みや食育情報

を掲載します。 

週４～５日以上家族と 

食事をする割合の増加 

小学生 89.8％ 98.8％ 

中学生 85.4％ 93.9％ 

高校生 64.8％ 71.3％ 

20～39歳男性 65.7％ 72.3％ 

20～39歳女性 83.1％ 91.4％ 

40～64歳男性 69.2％ 76.1％ 

40～64歳女性 82.6％ 90.9％ 

朝食を毎日食べる割合 

の増加 

小学生 93.3％ 100％ 

中学生 90.9％ 100％ 

高校生 85.3％ 93.8％ 

20～39歳男性 67.2％ 73.9％ 

20～39歳女性 75.4％ 82.9％ 

40～64歳男性 84.6％ 93.1％ 

40～64歳女性 83.3％ 91.6％ 

65 歳以上男性 97.9％ 100％ 

65 歳以上女性 96.4％ 100％ 

 

 

 

 

 

運動習慣のある人は約半数で、日数、時間は充分とはいえない現状となっています。このことから、生活習慣病

予防や介護予防につながる運動習慣を身につけるための働きかけが必要です。 

主な目標指標 対象 現状(24 年度) 目標(34 年度) 主な市の取り組み 

継続的に運動している 

人の割合の増加 

20～39歳 40.9％ 45.0％ ・ウォーキングマップを充実し身近な場所 

でのウォーキングコースを紹介します。 

・各種スポーツ教室の実施や元気おりおり

体操を地域に普及します。 

40～64歳 43.1％ 47.4％ 

65 歳以上 64.3％ 70.7％ 

 

 

 

栄養・食生活 

計画で目指すべき方向と指標 

生活習慣の改善 

（桐生市食育推進計画） 



目指すべき方向 ： 一生自分の歯で食べよう 歯・口腔の健康 

 
 

睡眠不足は、こころの健康だけでなく身体の健康にも大きく影響します。十分な睡眠による休養が大切なことを 

周知することが大切です。 

主な目標指標 対象 現状(24 年度) 目標(34 年度) 主な市の取り組み 

睡眠による休養がとれ 

ていない人の割合の減少 
20 歳以上 31.9％ 28.7％ 

・早寝･早起きや休養の大切さ、睡眠不足が心身

に与える影響についての知識を普及します。 

 

 
 

多量飲酒は健康を害し、生活習慣病の要因を高めます。今後は、適正な飲酒量についての知識の普及が大切です。 

主な目標指標 対象 現状(24 年度) 目標(34 年度) 主な市の取り組み 

適正な飲酒量を知る人 

の割合の増加 

男性 42.3％ 46.5％ ・適正飲酒や飲酒がからだに及ぼす影響に 

ついての知識を普及します。 女性 28.8％ 31.7％ 

 

 

 
喫煙は様々な疾病の重症化に影響しています。疾病予防、重症化予防のため、喫煙率を減少させることが大切です。また、 

煙草の煙は吸わない人にも大きな影響を及ぼすため、受動喫煙防止対策のさらなる推進が必要です。 

主な目標指標 対象 現状(24 年度) 目標(34 年度)   主な市の取り組み 

喫煙率の減少 
男性 24.7％ 22.2％ ・健康教育や各種健診等で喫煙がからだに及ぼ 

す影響について情報提供を行います。 女性  8.2％ 7.4％ 

受動喫煙防止対策未実 

施の施設をなくす 

行政機関 0％ 

減少 
・関係機関と連携を図り、禁煙、分煙施設を増 

やします。 
医療機関 4.7％ 

企業 18.4％ 

 

 
 

良くかんで食べることは、全身の健康に良い影響を与え、健康寿命と深い関連性があるといわれており、生涯を通じて健康な 

歯・口腔を維持することが重要です。 

主な目標指標 対象 現状(24 年度) 目標(34 年度) 主な市の取り組み 

歯みがき実施率の向上 

朝食後 63.6％ 

増加 
・歯と口腔の健康に関する知識を普及し 

ます。 
昼食後 32.3％ 

夕食後 30.6％ 

 

 

 

 

 
桐生市のがん検診受診率は横ばいで、もっとも低い胃がん検診では６．５％の受診率です。がんの発症予防と早期

発見のために受診率向上が必要です。 
主な目標指標 項目 現状(24 年度) 目標(34 年度) 主な市の取り組み 

がん検診受診率の向上 

40 歳～69歳 

＊子宮頸がん検診 

20 歳～69歳 

胃がん 6.5％ 

50.0％ 

・がん検診の重要性を理解し、進んで検診 

を受診できるよう知識を普及します。 

・市民が受けたくなる「がん検診」をめざ

して検診体制を整えます。 

肺がん 15.3％ 

大腸がん 13.5％ 

子宮頸がん 40.8％ 

乳がん 30.2％ 

 
 

 
高血圧はあらゆる循環器疾患の危険因子です。血圧を正常値に保つことは元気な高齢期を迎えるために大切です。 

主な目標指標 対象 現状(24 年度) 目標(34 年度) 主な市の取り組み 

高血圧の改善 

（収縮期血圧の平均値の低下） 

男性 130.3mmHg 129mmHg ・高血圧の予防に関する知識、望ましい生 

活習慣について情報を提供します。 女性 131.7mmHg 129mmHg 

飲酒 

喫煙 

がん検診受診率の向上 

高血圧の改善 

生活習慣病の発症予防と重症化予防 

休養（睡眠） 目指すべき方向 ： 睡眠は、元気を養う栄養剤 

目指すべき方向 ： 飲むなら適正飲酒量まで。ビールは 500ml、日本酒なら 1合。 

目指すべき方向 ： 無煙生活で、病気と無縁 

目指すべき方向 ： みんなで受けよう、がん検診！！ 

目指すべき方向 ： 血圧上げずに健康アップ 



目指すべき方向 ： 周りの人の悩みに気づき､見守り､支えあいます 

次世代の健康 

高齢者の健康 

 
 

 
メタボリックシンドロームの該当者は特定健診受診者の６～７人に１人、予備軍も含めると３～４人に１人になります。その状

態を放置すると、動脈硬化を引き起こし、命にかかわる病気を招きます。 
主な目標指標 対象 現状(23 年度) 目標(29 年度) 主な市の取り組み 

メタボリックシンドーム 

該当者の割合の減少 

該当者 16.9％ 12.8％ 
・メタボリックシンドロームにならないた 

めの知識、望ましい生活習慣について情 

報を提供します。 

予備軍 11.7％ 9.2％ 

特定健康診査の実施率 

の向上 
 36.3％ 60.0％ 

 
 
 
 
 
 

 
こころの健康とは、自分の感情に気づいて表現できること、状況に応じて適切に考え、現実的な問題解決ができ、他人や社会と

建設的でよい関係を築けることを意味しています。 
主な目標指標 対象 現状(24 年度) 目標(34 年度) 主な市の取り組み 

ストレスを感じている 

人の減少 

男性 22.9％ 20.6％ ・こころの健康相談を行い、悩みや不安の相談に 

応じ、必要により適切な医療機関につなげます。 女性 27.8％ 25.0％ 

 

 

生涯を通じ健やかで心豊かに生活するためには、妊娠中や子どもの頃からの健康づくりが大切です。 

主な目標指標 対象 現状(24 年度) 目標(34 年度) 主な市の取り組み 

低出生体重児の割合の 

減少 
 7.9％ 減少 

・若年女性や妊婦に対し心身の健康が胎児の成長 

に影響を及ぼすことの周知に努めます。 

週３日以上運動してい 

る子どもの割合の増加 

小学校５年生男子 61.1％ 67.2％ ・健康的な生活習慣を身につけることについて健 

康教育を推進します。 小学校５年生女子 49.9％ 54.9％ 

 

 

桐生市の高齢者人口は年々増え続けています。それに伴い、寝たきりや認知症などで介護を必要とする高齢者も増加しています。 

高齢期をいかに健康にいきいきと過ごすかは、個人にとっても社会にとっても大きな課題です。 
主な目標指標 現状(24 年度) 目標(34 年度) 主な市の取り組み 

要介護認定率の減少 19.1％ 18.0％ 

・介護予防教室で運動実習、栄養のバランスの摂り方及び口腔の手 

 入れの方法などを周知し、要介護状態にならないよう介護予防を 

 推進します。 

 

 

 

 

 

災害などが多発している昨今、地域のつながりが一層求められています。健康づくりを個人から地域へと広げることがこれから 

の健康増進にきわめて重要です。 

主な目標指標 現状(24 年度) 目標(34 年度) 主な市の取り組み 

地域で、健康づくりや仲間

づくりの活動に参加して

いる人の割合の増加 

49.5％ 54.5％ 
・市の行事をとおして多くの市民がコミュニケーションを

図れる機会を提供します。 

 

 

 
 

 

 

メタボリックシンドローム予防 

こころの健康 

社会生活を営むために必要な機能の維持向上 

健康を支え、守るための社会環境の整備 

地域のつながりの強化 

目指すべき方向 ： スッキリお腹で、メタボ０
ゼロ

 

目指すべき方向 ： 食事、運動、生活ﾘｽﾞﾑ  こどもの時から健康習慣 

目指すべき方向 ： 生きがい持って、健康長寿 

目指すべき方向 ： つながりつよめて、健康づくり 


