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日　時 会議・事業等 主な内容

Ｈ18年
    1月23日 地域保健関係職員等

研修会
（美馬保健所主催）

　

対象：部長・課長

　　　　関係職員等　４１人

講演会
　医療制度構造改革を学ぶ
                              ～生活習慣病予防と健康なまちづくり～

　　高知県中央東福祉保健所　　田上豊資所長

Ｈ19年
4月2日

 ～4月27日

「健康みま２１」策定及
び健康診査に関する調査

　・40～64歳の市民
　・20～39歳の市民
　・市職員

5月25日
  ～6月 5日

市職員全体への研修
　対象：市職員　406人
　回数：4支所で10回

研修会テーマ
　・「美馬市の医療費と健康状態について」
　・「健康みま２１」策定及び健康診査に関する調査票
　　　　　職員分集計結果について

6月18日 文教厚生委員会 「美馬市の医療費と健康状態について」

6月27日 自治会役員会 「美馬市の医療費と健康状態について」

　 ７月 ６日 職員作業部会研修会 研修会テーマ
　・健康増進計画（ヘルスプロモーション）について
　　　　美馬保健所　大木元　繁所長
　・「美馬市の生涯を通じての健康状態について」
　・市民アンケートの結果について
　・作業部会の
      今後の予定
      について

7月9日
 ～7月13日

美馬市地域審議会
　回数：４回

「美馬市の医療費と健康状態について」

参加者の感想
★ 健康が市全体に与え

る影響が深いことに改め

て感心した 。

★生活を見直すきっかけ

になった。

★健康面、財政面で大変

参考になった。

職員の方々にお願いしたいこと
・生活習慣病を予防するためには職員一人ひとりが健診
を受けて、周囲の人にも健診の必要性を伝えてくださ
い。
・健康みま２１作業部会へ各課の代表として参加をお願
いすることになります。職員のみなさんのご意見をいた
だけるよう協力よろしくお願いします。

参加者の感想
★市役所サイドからの発信

だけでなく、市民サイドから

の情報がキャッチできる体

制づくりが必要。

★色々な課の人たちが集ま

るので色々な意見が集まり

良い計画ができるのではな

いかと思う。

★職員の健診の啓発におい

ても有意義だった。

参加者の感想

★横のつながりの重要性を再確認できた。

★健康問題を行政全般の課題にしないとダメ

とよくわかった。

★答えは現場にあり。

健康みま２１

１．計画策定の経過

③健康を支援

する環境づくり

①個人のエンパワー

健康

（障害）

豊かな人生

めざすものはＱＯＬの向上

②住民組織のエンパワー

（島内 1987，吉田・藤内 1995を改編）

ヘルスプロモーションとエンパワメント

ヘルスプロモーションとは，人々が自らの健康をコン

トロールし，改善することができるようにするプロセスできるようにするプロセス
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健康みま２１

日　時 会議・事業等 主な内容

7月31日 第１回職員作業部会 グループワーク
　・リーダー及び副リーダーの選出
　・「子どもの健康」「青年期の健康」
　　「壮年期の健康」「老年期の健康」に分かれて
　　各課の業務内容、めざす姿、地域・行政ができること
　　を話し合い。

      ８月 広報にて
市民ワークショップ
メンバー募集

市民ワークショップ準備
　・一般公募募集
　・各種関係団体から代表者の選出

8月27日 みまっこ食育推進会議 「美馬市の健康状態について」

9月26日 自治会役員会 健康みま２１策定について

  10月  5日 第2回職員作業部会 グループワーク
　・前回意見の確認
　・目標、課題の抽出
　・各グループによる発表

10月22日 第１回
市民ワークショップ

　・健康増進計画（ヘルスプロモーションについて）
　・「美馬市の生涯を通じての健康状態について」
　・グループごとに自己紹介

10月24日 木屋平小学校
　　　参観日において

「美馬市の健康状態について」

   11月 1日 重清東小学校
　　　参観日において

「美馬市の健康状態について」

11月26日 第２回
市民ワークショップ

「美馬市の小中学生の健康状態について」
グループワーク
　・目標、課題の抽出
　・課題に対する解決案の提案
　・各グループによる発表
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日　時 会議・事業等 主な内容

11月29日 脇町地区
　学校保健連合会研修会

「美馬市の健康状態について」

12月13日 第１回策定委員会 ・委員長副委員長の選出
・健康増進計画「健康みま２１」について
・美馬市の生涯を通じての健康状態について
・計画策定の進捗状況について

12月18日 美馬ロータリークラブ 「美馬市の医療費と健康状態について」

 １２月中旬
「みまっこ」の食育に関
するアンケート

小学５年生の児童及び中学２年生の生徒

Ｈ20年
    1月16日

第3回職員作業部会 グループワーク
　・スローガン案の検討
　

　

　

　・各世代のテーマと優先順位の検討
　・各世代ごとに各々ができることを確認

1月18日
 ～1月30日

市民ワークショップメン
バーによるスローガン
（案）への投票

市民ワークショップメンバー３９名の方に作業部会で頂いた
案への投票をしていただきました。

1月31日 第２回策定委員会 「健康みま２１」素案について

2月4日 芝坂小学校
　　　参観日において

2月15日 猪尻婦人会健康教室

2月25日 美馬市中学校養護教育研究会 「みまっこ」の食育に関するアンケート結果について

2月 7日
 ～3月7日

パブリックコメント募集

3月7日 美馬市小学校養護部会 「みまっこ」の食育に関するアンケート結果について

3月13日 策定委員会より市長へ報告 「健康みま２１」の策定に関する意見の報告

「美馬市の健康状態について」

◆糖尿病予防みま２１～見直そう生活習慣～

◆広がれ！糖尿病予防の輪

◆ちょっとそこまでは歩きで

◆めざせ！糖尿病死亡ワーストからの脱却

◆糖尿病を予防してみんなの笑顔いつまでも

◆食事と運動　みんなで取り組む糖尿病予防

◆糖尿病予防に取り組む　地域の輪

◆防ごう糖尿病　美馬市の未来は健康にあり

◆市民で広げる　健康の輪

１位　　　市民で広げる　健康の輪　　　　　　　　　　　　９票

１位　　　防ごう糖尿病　美馬市の未来は健康にあり　９票

３位　　　糖尿病予防みま２１～見直そう生活習慣～　５票

意見
糖尿病等に重点的に、スローガンを挙げて取り組むことが市民運動

につながりやすいのではないか。

こんな意見がでました

結果

生涯を通じて市
民の健康状態を
見てみましょ
う！！

健康みま２１
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老　　人
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円

２．美馬市の財政状況から見た健康状態

被保険者 一人当たり療養諸費費用額 順　位

全　国 212,244

千葉県 179,984 全国ベスト第１位

徳島県 277,280 全国ワースト第１位

美馬市 312,734 県内ワースト第５位

全　国 388,321

長野県 344,360 全国ベスト第１位

徳島県 431,352 全国ワースト第５位

美馬市 451,905 県内ワースト第５位

全　国 826,843

長野県 678,531 全国ベスト第１位

徳島県 821,442 全国ワースト第１８位

美馬市 872,773 県内ワースト第４位

一　般

退　職

老　人

（１）美馬市国保加入者の一人当たり療養諸費費用額（Ｈ１７年）

（２）美馬市の医療費総額

医療費はＨ17年で総額64.6億円かかっており、Ｈ16年と比較すると一年間で総額3.2億円増えている。

・H17年9月分のレセプトをみると医療費の78.3％（約3.4億）が生活習慣病によるものである。
・Ｈ18年12月～Ｈ19年2月まででひと月80万円以上使われた人を見てみると
　　　　　心臓バイパス術　1ヶ月413万
　　　　　脳血管疾患　　　1ヶ月86～90万円
　　　　　閉塞性動脈硬化　1ヶ月100万円　　　　　　と循環器疾患によるものが高い。

・人工透析は年間ひとり約500万円必要であり、H19年３月現在で美馬市国保加入の透析療養者は
　72人で急激に増えている。

国保医療諸費費用額の推移

18.6 19.5

6.8 8.2

36.0 36.9

0

20

40

60

80

H１６ H１７

億円 一般 退職 老人

医療費総額64.6億円

健康みま２１

そのほかの社会保障費（Ｈ17年）

・介護給付費が２９億円
・生活保護費（扶助費）が９億円
・重度医療費が1.3億円
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一般・・・０～74 歳までの国保加入者 

退職・・・会社等を退職後、国保に加入 

   された方及び被扶養者 

老人・・・75 歳以上の方  

 
＜一人当たり療養諸費費用額＞



健康みま２１

３．策定に関するアンケート調査結果

「健康みま２１」を策定するにあたり、市民の健康状態や生活習慣の現状を知るた

めにアンケート調査を実施しました。 

 

１）概要 

＊ 調査期間：平成 19 年４月２日～４月２７日 

＊ 対象者 ：①40・45・50・55・60・6４歳 

             及び 40～64 歳の国民健康保険加入者 

＊ 配布数 ：4313 名 

＊ 回収数 ：1318 名（回収率 30．6％）  

 

 ２）調査結果   

性　別
男性534名 女性744名

40歳代
275名

50歳代
563名

60～64歳
440名

脇町

567名

(26.6％)

美馬

346名

(30％)

穴吹

311名

(34.4％)

木屋平

59名

(48.8％)

不明

年齢別

地区別

問１　BMI（体格指数）＝体重(kg)/身長(m)             ※単位：％

＜男　性＞ ＜女　性＞2.4

60.4 33.3

★美馬市は、肥満者の割合が、男性で３人に1人（33.3％）、女性が４人に1人（25.1％）であり
　全国と 比較するとどの年代も多い

肥満(ＢＭＩ25以上)

　◆男女別ＢＭＩのグラフ

                ＜ ＢＭＩが２５以上の人の特徴＞

◆生活習慣病（特に高血圧・糖尿病）治療中の人に多い
◆自分でバランス良く食品を選んだり、準備できないと
　答えた人に多い
◆外食や食品購入時に栄養成分表示を参考にしないと
　答えた人に多い
◆２０歳以降に１０ｋｇ以上太った人に多い

★ＢＭＩ＝
　　　体重（ｋｇ）÷身長（ｍ）
　　　　
　普通体重（18.5以上25未満）
　肥満（25以上）

２

（（

5.3

66.4 25.1

低体重（やせ）【18.5未満】 普通体重【18.5以上25未満】

肥満【25以上】 無回答

））

肥満(ＢＭＩ25以上)
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健康みま２１

問２　体重を毎日測っていますか。 問３　あなたの体重は20歳のときから10㎏以上
　　　増加していますか。

32.3 65.0

測っている 測っていない 無回答

40.5 57.3

している していない 無回答

問４　妊娠中の尿糖（±）以上が出た経験がありますか。

問５－１　ふだん、朝食を食べますか。 問５－２　梅干しや漬け物、塩辛い物はどのくらいの
　　　　　割合で食べますか。

問５－３　かけしょうゆ、かけソースはどのくらいの
　　　　　割合で使いますか。

問５－４　煮物や和え物・酢の物はどのくらいの割合で
　　　　　食べますか。

問５－５　色の濃い野菜はどのくらいの割合
        　　 で食べますか。

12.0 18.230.3 37.7

ほとんど毎日2回以上 ほとんど毎日1回 週2～6回

ほとんど食べない 無回答

8.0 7.036.8 47.0

ほとんど毎日2回以上 ほとんど毎日1回
週2～6回 ほとんど食べない
無回答

7.2 35.1 48.6 7.5

ほとんど毎日2回以上 ほとんど毎日1回 週2～6回

ほとんど食べない 無回答

問５－6　揚げ物（天ぷら・フライ・唐揚げなど）は
　　　　  どのくらいの割合で食べますか。

3.9 21.3 61.5 11.8

ほとんど毎日1回 週3～5回 週1～2回

ほとんど食べない 無回答

87.6 4.1 6.2

ほとんど毎日食べる 週2～3回食べない 週4～5回食べない

ほとんど食べない 無回答

10.2 17.934.0 36.4

ほとんど毎日2回以上 ほとんど毎日1回 週2～6回

ほとんど食べない 無回答

問５　食生活についてお聞きします。

16.7 83.3

ある ない
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問５－７　一年を通して果物はどのくらい食べますか。
　　　　　（１回量：片手の平にのるぐらい約150ｇ）

問５－８　菓子類はどのくらいの
　　　　　割合で食べますか。

5.2 28.9 48.0 16.2

ほとんど毎日2回以上 ほとんど毎日1回

週2～6回 ほとんど食べない
無回答

9.2 39.3 31.0 19.3

ほとんど毎日2回以上 ほとんど毎日1回

週2～6回 ほとんど食べない

無回答

問５－9　ジュース・栄養ドリンク・缶コーヒー・炭酸飲料
　　　　　などの甘い飲み物はどのくらいの
　　　　　割合で飲みますか。

問５－10　来客時、お菓子やジュースなどの間食を
　　　　　  相手が食べるまですすめることがありま
　　　　　  か。

8.0 21.9 24.4 44.3

ほとんど毎日2回以上 ほとんど毎日1回
週2～6回 ほとんど飲まない
無回答

7.3 33.5 33.6 24.0

よくある 時々ある ほとんどない

ない 無回答

問５－11　夕食後に間食（果物・お菓子・ジュースなど）
　　　　　 を食べることがありますか。

問５－12　お酒（日本酒、焼酎、ビール、洋酒など）
　　　　　  をどのくらい飲みますか。

問５－13　お酒を1日平均
　　　　　  どのくらい飲みますか。

問５－14　あなたは自分でバランス良く食品を選ん
　　　　　 だり、食事を準備することができますか。

41.3 1.031.1 15.9 6.7

1合未満 1～2合未満 2～3合未満 3～4合未満

4～5合未満 5合以上 無回答

40.0 56.4 3.6

はい いいえ 無回答

16.1 17.5 27.8 37.4

ほとんど毎日1回 週3～5回 週1～2回

ほとんど食べない 無回答

17.6 59.7 2.0
4.7

4.6
9.4

毎日飲む 週5～6日飲む

週3～4日飲む 週1～2日飲む
止めた（1年以上止めている） ほとんど飲まない

無回答

健康みま２１
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問５－15　外食や食品を購入するときに栄養成分表
　　　　　（エネルギー・塩分など）を参考にして
　　　　　  選びますか。

問５－16　「栄養バランスガイド」を知っていますか。

8.9 32.4 40.7 15.8

いつもしている 時々している
ほとんどしていない 見たことがない
無回答

14.4 30.3 52.7 2.6

内容を知っている
見たことはあるが内容は知らない
知らない
無回答

「栄養バランスガイド」

問６　運動についてお聞きします。

問６－２　運動をしようとするとき、一緒に運動する
　　　　　仲間がいますか。

問６－３　運動をしようと思うとき、安全に歩ける歩道や
　　　　身近に使える運動施設が整っていると思いますか。

問６－１　運動をどのくらい行っていますか。
　　　　　（ここで運動とは1回30分以上の軽く汗を
　　　　　　かく程度の運動とします。）

問７　たばこについてお聞きします。

問７－１　たばこを吸いますか。 1日平均何本吸いますか。

25.4 2.018.1 10.8 9.5 34.3

週3回以上 週1～2回 月2～3回

月1回以下 まったくしない 無回答

33.8 62.6 3.6

はい いいえ 無回答

32.7 64.0 3.3

はい いいえ 無回答

56.2 19.7 18.7 5.5

以前から吸わない 以前は吸っていたが今は吸わない

現在、喫煙している 無回答

5.3 2.027.2 35.0 15.0 15.4

10本未満 10～20本未満 20～30本未満

30～40本未満 40本以上 無回答

健康みま２１
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43.9 47.2 8.9

はい いいえ 無回答

17.6

29.6

15.7

5.6

75.0

問８　休養・こころの健康づくりについてお聞きします。

問７－２　喫煙している方にお聞きします。
　　　　　禁煙しようと思ったときに、助けになるものは
　　　　　ありますか。

助けになると思うものは何ですか。

健康みま２１

問８－１　あなたは、この1ヶ月間に、不満・悩み・苦労
　　　　　ストレスなどがありましたか。

問８－２　あなたは、この1ヶ月間の不満・悩み・苦労
　　　　　ストレスなどを解消できていると思いますか。

問８－３　あなたは、ストレスや悩みを相談したいとき、
　　　　　相談できる人がいますか。

問８－４　ここ1ヶ月間、あなたの平均睡眠時間はどの
　　　　　くらいでしたか。

問８－５　あなたは、いつもとっている睡眠で休養が十分
　　　　　とれていると思いますか。

問８－６　あなたの最近の体調はいかがですか。

22.1 46.9 25.3 4.5

大いにある 多少ある あまりない

まったくない 無回答

8.7 49.5 23.2 7.7 8.3

十分できている なんとか処理できている
あまりできていない まったくできていない
わからない 無回答

65.9 31.7 2.4

はい いいえ 無回答

4.4 8.628.7 32.3 22.8

5時間未満 5～6時間未満 6～7時間未満

7～8時間未満 8～9時間未満 9時間以上
無回答

20.8 57.8 16.8

十分とれている まあとれている
あまりとれていない まったくとれていない
わからない 無回答

3.4 1.418.4 54.9 19.2

とてもよい よい ふつう

あまりよくない よくない 無回答

　　　　　　　　　　　　家　族

　　　　　　一緒に禁煙する仲間

　　　　　　　　　医師・保健師

　職場での対策（禁煙・分煙など）

　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　その他
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問９　働いている方にお聞きします。
　　　1日の労働時間はどのくらいですか。

問10　あなたの健康づくりに助けになるものはありますか。

21.4 9.212.0 22.2 20.2 15.1

6時間未満 6～7時間未満 7～8時間未満

8～9時間未満 9時間以上 無回答

64.0

15.0

28.9

1.9

5.7

12.6

健康みま２１

19.2

8.8

6.7

0.8

2.0

4.1

14.4

49.4

9.8

15.8 50.1 25.9 6.1

感じている まあまあ感じている

あまり感じていない 感じていない

無回答

4.5 63.6 23.7 6.8

非常に満足 まあまあ満足 やや不満

非常に不満 無回答

問12　今の生活に「生きがい」を感じていますか。 問13　あなたは、今の生活全般にどの程度満足して
　　　  いますか。

問11　現在、次のような病気のために飲んでいる薬は
　　　 ありますか。

　　　　　　　　　家　族

一緒に健康づくりする仲間

　　
　　医師・保健師・栄養士

　
　職場での健康づくり対策

　　　　　　　　　
　　　　　　　　　その他

　　　　　　　　　
　　　　　　　　　無回答

　　　　　　　　　　　　　　高血圧

高脂血症（ｺﾚｽﾃﾛｰﾙや中性脂肪が高い）

　　
　　　　　　　　　　　　　　糖尿病

　　　　　　　　　　　　　　脳卒中

　　　　　　　　　高尿酸血症（痛風）

　　　　　心臓病（狭心症や心筋梗塞）

　　　　　　　　　　　　　　その他

　　　　　　　　　　　　飲んでない

　　　　　　　　　　　　　　無回答
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◆美馬市の４０～６４歳までの生活習慣などの特徴

○男性は
　　塩分・ジュース・アルコールの摂取が女性に比べて多い。

○女性は
　　煮物（砂糖類）・果物・お菓子の摂取が男性に比べて多い。

○栄養成分表をあまり参考にしていない。
　（県と比較すると参考にしている人は半数である）

○運動習慣のある人の割合は、どの年代も全国より多い。
　（特に６０歳代の割合がかなり多い）

○喫煙者の割合は全国・県より少なく
　禁煙した人の割合が多い。

○ストレスのある人の割合が県より多い。
　（特に４０・５０歳代に多く、ストレスの解消も不十分）

○睡眠による休養が、県と比較すると十分とれていない。
　睡眠による休養がとれていない人、ストレスの多い人は
　日頃の体調が悪いと答えた人が多い。

○６０歳代と比較すると、４０・５０歳代の生きがい、生活
　の満足度が低い。

４０～６４歳の結果まとめ

◆地区別に食品の摂取量をみてみると

 　　 食品

地区

脇 町 少ない 多い

美 馬 多い

穴 吹 多い

木屋平 多い 多い 少ない 少ない 多い

果　物 お酒塩　分 砂　糖 野　菜 揚げ物

２０～３９歳の結果まとめ 対象者：20～39歳の
　　　　　　　保護者など83名（男13名　女70名）

○平均ＢＭＩ２２．１である。
（総数が少ないが、女性に比べて男性の肥満者の割合が多い。飲酒習慣のある人に肥満が多い）

○朝食欠食者が多い。（全体の１０％、男性８%・女性１０％が欠食）

○ジュース等の飲み物を摂る人が多い。
（半数以上が毎日摂る習慣があり、４０～５０歳代の倍近くの割合を占める）

○運動習慣のある人が少ない。
（まったくしない人が全体の６０%を占め、４０歳以降の年代より多い）

○喫煙率が高い。（全体の２５%、男性５４%・女性２０%）

○生きがい・満足度の高い人が４０歳以降の年代より多い。

○脇町は、果物を１日２回以上摂取する人の割合が
　一番多い。

○美馬は、１週間で揚げ物の回数が多い人の割合が
　一番多い。

○穴吹は、漬け物やかけしょうゆなど塩分を多く含
　む食品を回数多く摂取する人が一番多い。

○木屋平は、回答者が他の地区と比較するとかなり
　少ないため、一概には言えないが、
　煮物など砂糖を使う料理を１日２回以上摂取する
　人の割合が一番多い。
　また、毎日お酒を飲む習慣のある人の割合が一番
　多い。

策定に関するアンケート調査結果のまとめ
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