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第２章 ライフステージ別の健康づくりの目標 

健康づくりに取り組むそれぞれの役割 

 
生活習慣は日々の生活の中で習得されるものであり、子どものころからの健康的な生活習慣を身

につけることが大切です。 
健康づくりは、第一に市民一人ひとりの意識と行動が必要です。また、一人でできない健康づく

りも地域みんなで取り組むことで実現できるものもあります。 
この計画は、個人、家庭、地域、学校・職場等が連携、協力しあい、それぞれが主体的に役割を

果たすことで目標を達成しようとするものです。 
世代ごとに生活習慣や健康課題に違いがあり目標や対策も異なるので、「健康づくり市民検討会」

のメンバーがライフステージ別に分かれ、検討したものを基本として目標を掲げております。 
 
 

≪ライフステージ別の目標≫ 
 

妊娠期・乳幼児期   家庭地域の愛で見守る子育て 
                 大目標 ・安心して子どもを産み育てられる 
               ・心身ともに健やかに育つ  
 

学 童 思 春 期   一人ひとりの子どもを家庭・学校・地域で大切に育てよう 
          大目標 ・健全な自己確立ができる 

             ・子どもの心とからだの発育発達をみんなが理解し、 
健やかに育つ 

             ・お互いを理解し、尊重することができる 
 

青 年 成 人 期   ゆとりと思いやりにより楽しく活力ある毎日を 
         大目標 ・自分らしい健康な生活ができる 
              ・自然に支えあえる家庭・地域 
 

高 齢 期   生涯現役 自分らしく心豊かに生きる。 
         大目標 ・明るく健康な生活ができる 

・自分らしい生活ができる  
 

  
 

 
 

 

ライフステージとは、人生の各段階ごとの「年代」を言いますが、各年代
はそれぞれ独立しているわけではありません。ライフステージにあわせた健
康づくりを続けることが次のステージにつながり、生涯を通じた健康づくり
になります。 
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ライフステージ別の目標

○妊娠期・乳幼児期
安心して子どもを産み育てることができる 妊娠出産の学習の場と相談体制の充実

家族の育児参加の促進

健やかな体とよい生活習慣ができる 適切な育児情報の提供と啓発

相談窓口の周知

地域のみんなで子育てができる 妊娠・乳幼児各種（歯科）健診・予防接種の充実

育児交流の場を提供する

安心して遊べる環境がある 子育てボランティア養成講座の開催

地域の子育て支援体制づくり

障害があっても健やかに育つ 育児サークルの育成及び支援

安全に遊べる施設設置・整備及び周知

多様なニーズに合う保育サービスの充実

適切な医療及び指導の場の充実

○学童思春期

心豊に健やかに育つ 親子ふれ合い事業の企画

ライフステージに沿った食の健康教育の充実

健康的な生活習慣ができる 思春期からの意識啓発（触れ合い体験学習・生命（性教育）

健康の大切さを学ぶ学習の場（薬物、タバコ、アルコール）

生や性を考え自分を大切にした自己決定力を身につける ジュニアリーダーの育成・養成

安全に遊べる施設設置・整備及び周知

暖かな家庭で安心して過ごせる 地域の防犯及び安全教育の充実

地域の虐待防止ネットワークづくり

地域みんなで子育てができる 教育委員会との連携

年齢性別・障害の有無にかかわらず色々な人と交流ができる

安心して遊べる環境がある

○青年成人期
自分に合ったよい生活習慣を身につける 健康情報の発信と啓発

健康教育、健康相談の充実

ストレスを上手にコントロールし、ゆとりのある生活ができる 各種健康診査の実施及び事後指導の充実

成人歯科対策の充実

生きがいを持った生活ができる こころの健康づくりの普及及び相談体制の充実

健康を支援する人材の育成及び支援

隣近所声をかけ合い仲良く支えあうことができる 精神保健福祉の相談体制及びサービスの充実

地域活動の提供及び支援

地域の輪を作ることができる（しおがまの元気度をあげる） 障害に関する啓発普及

公共施設の禁煙分煙の推進・禁煙希望者への支援

障害があっても自分らしい生活ができる 健康推進員ボランティアの育成と活動支援

生涯学習、生涯スポーツ、事業所等の連携

○高齢期
自分に合った健康の維持管理ができる 健康情報の発信及び啓発

健康教室、健康相談、健康教育の充実

生きがいをもって、心身ともに豊な生活ができる 各種健康診査の実施と事後指導の充実

健康を支援する人材の育成及び支援

自分なりの役割が果たせる 地域活動の提供及び支援・知恵袋バンクの育成支援

相談窓口・情報提供の周知

趣味、知恵、経験を次世代に伝えることができる 障害者の自助グループの支援

住宅環境整備の支援

隣近所で助け合いができる 生涯学習、生涯スポーツ、事業所の連携

障害・病気があっても地域で明るく暮らせる
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生理的機能が発達し、人格や生活習慣の基礎を確立する時期・妊娠出産を迎える時期 

中目標 具体的方策 市民ができること 地  域 行政・関係機関等 

安心して子供を

産み育てること

ができる 

・こころにゆとりがある              

・安心して子育てできる支援体制がある  

・相談できる人や場がある 

・周囲の協力がある 

・妊娠・出産について学ぶ場がある。 

・相談窓口を利用しよう 

・疲れたとき、こまったとき周囲の人に手伝ってもらう 

・父親も子育てに参加しよう 

・夫婦仲良く育児を楽しもう 

・家族も協力しよう 

・家庭で基本的な躾をしよう 

・かかりつけ医をもとう 

・妊娠、出産の経験を聞かれたら伝え

よう 

・親同士の交流する場をつくろう 

・地域みんなで子育てを手助けしよう 

・妊娠・出産・育児支援体制の充実 

・母性健康管理指導事項連絡カードの普及 

・各種健診、歯科健診の充実、講演、健康相談、相談窓口の充実、情

報の提供、教育関係、関係機関の連携 

・家族の育児参加の促進 

・多様な保育ニーズにあったサービスの充実（一時保育、障害児保育等） 

・適切な医療及び指導の充実 

健やかな体とよ

い生 活 習 慣 が

できる 

・健康管理の正しい知識がある 

・規則正しい生活習慣リズムを整える 

・より良い食習慣の基礎をつくる 

・楽しく体を動かす機会がある 

・歯磨きの習慣がつく 

・育児に関心をもとう(子どもの育つ道筋がわかる) 

・母乳で育てよう 

・生活リズムをつくろう(早寝早起・食後歯磨・おやつは時間と量を

決めて) 

・規則正しくバランスのよい食事をとろう（３食しっかりつくり、薄味

を心がける） 

・家族揃って食事をしよう 

・親子のスキンシップをしよう（テレビは時間を決めて見せよう） 

・子供の前でタバコは吸わない 

・予防接種・健診（歯科）をうけさせよう 

・昔と今の子育てのよさを生かそう 

・テレビは時間を決めて見せよう 

・よりよい生活習慣を身につける情報提供と学習の場の設定 

地域のみんなで

子育てができる 

 

・子育てについて情報交換ができる 

・地域でのふれあいがある 

 

・自分から元気に挨拶しよう 

・近所のつき合いを心掛けよう 

・親子、家族で地域の交流する場に参加しよう 

・近所の子どもたちと遊ぼう 

・子供たちの行動を見守り、声がけしよう 

・地域のふれあいをもとう 

（親子でサークル活動に参加しよう） 

・自分の子どもと同様に接しよう 

・社会のマナーを教えよう 

・子育ての経験をいかして、地域の手

助けをしよう 

・子育てボランティア養成講座の開催と支援 

・子育て支援センター・児童館・保健センター等の活用 

・虐待防止ネットワークづくり 

・生涯学習の連携 

 

     

安心して遊べる

環境（人・物・場

所）がある 

・体を使って遊べる安全な場がある 

・遊び方を教えてくれる人がいる 

 

 

・外で楽しく遊ぼう 

・親子一緒に遊ぼう 

・育児サークル活動に積極的に参加しよう 

・親も事故防止に関心をもち、子どもに危険なことについて教えよう 

・乳児期のうつぶせ寝をさせないよう心がけよう 

・家族も協力しよう 

・子供たちの行動を見守り、声かけて

あげよう 

・公園、遊び場の整備 

・市民による防犯活動の充実 

・市民ボランティアによる公園清掃 

 

・安心して遊べる環境の整備 

・公園や遊び場の環境整備 

・道路や歩道のバリアフリー化 

・事故防止の情報提供 

・防犯・安全教育など 

・関係機関の連携 

障害があっても

健やかに育つ 

・障害を理解する 

・障害に関係なくいろいろな人と交流の

機会がある 

 

・障害を理解し、子どもの個性として尊重しよう 

・家族も協力しよう 

・困ったときは、気軽に手助けを求めよう 

・保健福祉サービスを気軽に利用しよう 

・身近な人と交流する機会をつくろう 

 

・相談窓口の周知及び諸制度の情報提供の充実 

・障害の予防・早期発見・適切な医療および相談体制の充実 

・早期療育体制の充実 

・障害を理解する啓発 

・関係機関、施設等の連携 
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学童期は学校と家庭が連携して生活習慣を確立する時期・思春期は心身ともに成長が著しく、子どもから大人へ移行する時期 

中目標 具体的方策 市民ができること 地 域 行政関係機関等 

心豊か に健や

かに育つ 

・自分の気持ちを率直に表現できる 

・自分の悩みを相談できる場(人)がある 

・子供の人格や個性を認める 

・自分の気持ちを率直に伝えよう 

・相手に対して思いやりの気持ちをもとう 

・良い事を褒め、悪いことはきちんと叱り、大人も自分の気持ちを

上手に伝え、・家族で何でも話せるよう心がけよう 

・子供の個性を認めるとともに子供の心身の発達に関心をもとう 

・近所の子どもに関心をもち、声がけを 

・地域みんなで子供の個性を認めよう 

・子供会・育成会等を充実させよう 

・子ども会・老人会との交流の機会を 

もとう（世代間交流） 

・親子ふれ合いの学習の場の設定 

・心の相談の充実 

・思春期に関する学習の場の設定と思春期相談窓口の周知と充実 

・学校保健・生涯学習、体育館との連携 

健康的な生活

習慣ができる 

・健康管理の正しい知識がある 

・楽しく体を動かす機会がある 

・よりよい食習慣の基礎をつくる 

・歯磨きの習慣がつく 

・規則正しい生活リズムを整える 

・生活リズムを整えよう（早寝早起・１日３食、特に朝食はしっかり食

べよう・おやつは時間と量を決めて・食べたら歯磨き） 

・体を使って思いきり遊び（よく遊びよく学ぶ）テレビやＴＶゲーム（内

容は親が必ず確認）は時間を決めて・ 

・薄味を心がけ、１日１回は家族で食事をしよう・ 

・子供の前でタバコは吸わない、吸わせない、未成年者にお酒は飲

ませない 

・学校や地域で飲酒や喫煙について学

ぶ機会をつくろう 

・未成年に飲酒、喫煙させない 

・テレビやＴＶゲームは時間を決めて 

みせよう 

・より良い生活習慣の確立ができる情報提供と食生活についての学

習の場の設定 

・思春期に関する学習の場の設定(体験学習、総合学習) 

・健康の大切さを学ぶ場の設定(薬物、タバコ、アルコール)と啓発 

・食育事業の充実 

・学校保健との連携 

生や性を考え 

自分を大切にし

た自 己 決 定 力

を身につける 

・思春期の心と体の正しい知識がある 

・親や周囲の大人も生(性)についての正し

い知識と大切なものという認識がある 

・命の大切さを身近に触れ実感することが

できる 

・何でも話せる親子関係・家族関係をつくろう 

・命(性)の大切さを親が伝えよう 

・思春期の心と体の発達について正しい理解をもとう(親・子) 

・子どもの心身の発達の学習会に参加しよう 

・思春期の子どもへの関わり方について、親も学び、受け止めよう 

・思春期の特徴を子どもの周りのみん

なで理解しよう 

・思春期相談窓口を利用しよう 

・命(性)の大切さを学ぶ場や思春期に関する学習の場の設定 

(体験学習、総合学習 赤ちゃん触れ合い体験学習等) 

・心の相談・思春期相談窓口の周知と充実 

・性教育の家庭本作成配布 

・学校保健との連携 

暖 か な家 庭 で

安心して過ごせ

る 

・家族とふれあう時間がある 

・家族内の話題がある 

・家族関係が良い 

・進んで家事の手伝いをしよう 

・家族団欒の時間を持ち、会話しよう 

・あいさつとありがとうが言える家族・困った時、悩みを相談できる

親子になろう 

・父親も積極的に子育てに関わり、夫婦仲良く子育てをしよう 

・子供の個性を認め、必要な時には叱れる親になろう 

・町内会行事等、地域の行事に親子で

参加する 

・特技を生かし地域サポーターとして協

力し合う 

・親子参加の各種行事などの情報提供 

・生涯学習、生涯スポーツ、学校保健等の連携 

・家族機能向上のための事業企画、カウンセリング講座等の開催 

地域みんなで子

育 て が で き る

（子どもの成長・

発達を見守る） 

・子育てについて情報交換ができる 

・地域でのふれあいがある 

・子供の人格や個性を認める 

 

・自分から元気にあいさつしよう（親子） 

・相手に対して思いやりの気持ちをもとう 

・放課後、趣味やスポーツ活動に参加しよう 

・近所付合を心がけ、親子、家族で積極的に地域の行事に参加 

・子どもたちの行動を見守り、意識して声をかけてあげよう 

・自分の子どもと同じように接し、いじめ

や暴力はしない、させない地域づくり 

・子ども会、育成会等の充実 

・地域の大人が特技を生かして子ど

もの活動の手助けをしよう 

・心の相談、虐待防止ネットワークづくり 

・総合学習の充実 

・学校保健との連携 

・生涯学習、生涯スポーツとの連携 

・子ども会、育成会、町内会等の連携 

年 齢 ・性 別・障 害

の有無に関わらず

いろいろな人と交

流できる 

・いろいろな人がいることを理解し、コミュ

ニケーション能力をつける 

・相手を理解し思いやりの気持ちをもつ 

・自分らしく生き生きと生活しよう 

・困ったときは、お互いに声をかけ、助け合おう 

・交流の場に積極的に参加しよう 

 

・世代間交流する機会をつくろう 

（子ども会、老人会の合同行事） 

・ボランティア活動に参加しよう 

 

・交流の場の提供 

・情報提供及び相談窓口の充実 

・ジュニアリーダー育成・養成 

・関係機関との連携 

安心 して遊べ る

環境がある 

・思いっきり体を使い遊べる安全な場があ

る 

・遊びやスポーツを教えてくれる人がいる 

・家庭で事故防止について教えよう 

・親子で事故防止について学ぼう 

・正しい交通ルールを学び、自分を守ろう 

・事故防止（遊具の安全点検など）対策 

・地域でスポーツ交流機会をつくろう 

・安全パトロールの充実 

・安心して遊べる環境の整備（公園、遊び場、道路の整備など） 

・防犯安全教育の充実 （救急蘇生法の学習等） 

・学校保健、関係機関との連携 
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青年期は社会に参加して自立する時期・成人期は労働や子育てなどで社会的責任が大きい時期 

中目標 具体的方策 市民のできること 地域 行政や関係機関等 

自分に合った良

い生 活 習 慣 を

身につける 

・自分の健康状態を振り返る機会がある 

・健康情報を集める 

・規則的な生活を心がけよう 

・薄味・バランス食・カロリーの摂り過ぎなどに気をつけよう 

・１日３回きちんと食事する 

・自分にあった適度な運動をしよう(週３回程度) 

・週に１回は家族揃って食卓を囲もう 

・ノー残業デーを心がけ、家族団欒をしよう 

・検（健）診をしっかり受けよう(年に１回は健康診断を受けよう) 

・正しい歯磨き法を身につけよう 

・週に１回は休肝日を設けよう、節酒、禁煙を心がけよう 

・健康づくりのためのグループ活動をし

よう 

・検(健)診を受けようと声かけあおう 

・地域の行事に参加しよう 

・健康情報の提供と啓発 

・健康教育、健康相談の充実 

・各種健康診査及び事後指導の充実 

・8020 運動の推進(歯周病対策) 

・禁煙希望者への支援体制の充実 

・公共施設の禁煙、分煙化 

・生涯学習、生涯スポーツとの連携 

・産業保健との連携 

ストレスを上手

にコントロール

し、ゆとりのある

生活ができる 

・十分な休養がとれる 

・上手に気分転換ができる 

・家庭が円満である 

・身近な人との良い関係作りができる 

・ストレスは溜めないようにしよう 

・休息・休憩は適度にとろう 

・家族の会話を大切にしよう 

・楽しみや趣味を持ち、色々な人と交流する機会をつくろう 

・睡眠や休養を上手にとろう 

・気軽に挨拶をし合おう 

・趣味、行事など交流の機会に積極的

に参加しよう 

・心の健康づくりの推進（健康相談、講演会の開催） 

・快適な職場環境の整備 

・産業保健との連携 

生きがいを持っ

た生活ができる 

・若いうちから趣味などをもつ ・若いうちから趣味を持つなど色々な楽しみに接する機会を持とう 

・自分から積極的に外に出よう 

・気の合う人と仲間づくりをしよう 

・お互いの個性を認め合い、尊重しよう 

・自分の得意なことで地域の役に立と 

 う 

・多様なボランティア活動の登録と紹介 

・健康を支援する人材の育成及び支援 

・生涯学習や生涯スポーツとの連携 

 

隣 近 所 声 をか

け合い仲良く支

え合うことがで

きる 

・地域のつながりを見直す ・勇気をもって自分から挨拶をしよう 

・困っている人がいたら気軽に声をかけよう 

・助け合いはお互いさまと割りきろう 

・隣近所気軽に挨拶を心がけよう 

・地域の行事に参加しよう 

・地域活動の場の提供及び支援 

・認知症（痴呆）予防事業等の充実 

地域の輪を作る

ことができる 

（しおがまの 元

気度を上げる） 

・地域活動の活性化 

・地域の良さを見直し伝える 

・地域の文化や知恵を伝える 

・地域のイベントに進んで参加しよう 

・塩釜の歴史・文化に触れよう 

・高齢者から知恵を教わろう 

・世代の違う色々な人と交流しよう 

・塩釜のお店を利用しよう 

・行事などに声をかけ誘い合おう 

・みんなの得意なところを見つけ、引き

出し合おう 

・世代間交流の場をもとう 

・将来の地域の担い手を支援しよう 

・ボランティア活動に参加しよう 

・生涯学習の充実 

・産業、商工会議所等の連携 

障害があっても

自分らしい生活

ができる 

・障害を理解する 

（偏見をなくす） 

・誰もが地域で普通の暮らしができる 

（バリアフリー） 

・障害があっても地域で普通に自分らしく生きよう 

・困っていたら気軽に支援をもとめよう 

・困っている人がいたら、気軽に声がけしよう 

・気軽に福祉サービス（身体、知的、精神）を利用しよう 

・障害について、関心を持ち知識を深めよう 

・障害の有無に関わらず、みんなで交

流できる場をつくろう 

・障害者に対する理解を深め合おう 

・地域で困っている人がいたら協力し

よう 

・環境のバリアフリー化 

・相談体制の充実 

・障害者の雇用拡大、生活支援、介護予防事業の充実 

・障害者福祉サービスの充実（身体、知的、精神） 

・交流機会の充実 



第２章 ライフステージ別の健康づくりの目標 

 

いきいきと健康で生活する時期 この時期は、多くの人が子育てを終え定年を迎えますが、健康で社会的な活動が期待される時期 

 中目標 具体的方策 市民ができること 地域 行政・関係機関等 

自分に合った健

康の維持、管理

ができる 

・自分の健康状態を知る（関心をもつ） 

より良い食生活を維持する 

・生活の中に自分に合った適度な運動を

取り入れる 

・寝たきりや ボケないために、多くの人と

接する 

・必要な医療が受けられる 

 

・規則正しく、薄味を心がけ１日３食バランスの良い食事をしよう 

・たっぷり野菜をとろう 

・自分の歯や自分にあった義歯でよく噛んで楽しく食べよう 

・食後歯磨きをしよう 

・自分に合った運動を生活に取り入れよう 

・禁煙、節酒を心掛けよう 

・気軽に相談できる かかりつけ医(歯科医)をもとう 

・健康に良いことは声かけあおう 

・皆で体力テストを受けて自分の体力

を知ろう 

・みんなで声かけあって健診を誘い合

おう 

・気軽に集まれる場所や機会をつくろう 

 

・健康情報の提供及び啓発 

・相談窓口の充実と周知 

・各種健(検)診の実施及び事後指導の充実 

・講演会、健康教室、健康相談会等の開催  

・高齢者に適した運動の場及び実践 

・転倒防止の運動や指導の充実 

・医療体制の充実 

生きがいをもっ

て、心身ともに

豊かな生 活が

できる 

(生き生きとした

生活ができる) 

・生きがいを感じるものがある 

・興味のあるものを続けられる 

・おしゃれを楽しめる 

・人と交流できる場がある 

・理解し合える人がいる 

・趣味を楽しもう 

・興味のある行事に参加しよう 

・おしゃれを心がけ、楽しもう 

・相手を理解し、尊重しよう 

・家の中に閉じこもらないようにしよう 

・地域に気軽に集まれる交流の場をつ

くろう 

・様々な趣味の会をつくろう 

・老人クラブ、町内会・サークル活動な

どに参加しよう 

・花と緑の地域づくり 

・こころの健康づくりの推進 

・身近に集まれる場所の整備 

・健康ボランティアの育成及び支援 

・生涯学習活動の充実 

・活動支援 

・高齢者の働く場の充実 

・生涯スポーツ課・町内会等の連携 

自分なりの役割

が果たせる 

・自分にできることは自分でする 

(役割をもつ) 

・自分の仕事や特技を生かして社会の役にたとう 

・身の回りのことや家事等、自分でできる事は続けよう 

・自分でできる事は自分でしよう 

・自分のできること、得意なことを紹介

し合おう(仮称知恵袋・人材バンク) 

・地域の人材育成 

・自主グループの育成支援 

・イベントの開催 

趣味・知恵・経

験 を次 世 代 に

伝えることがで

きる 

・高齢者の持つ知恵を伝える ・昔ながらの知恵、経験を身内に伝えよう 

・交流行事に参加し、地域に残る文化を次世代に伝えよう 

・地域作り応援をしよう 

・誰かの役にたとう 

・保育所、幼稚園、育成会、町内会の連携 

隣 近 所で助 け

合いができる 

・挨拶をする 

・交流しあう 

・困ったときは助け合う 

・気軽に挨拶をしよう 

・困った時は相談しあう 

・自分のできるボランティアをしよう 

・できるだけみんなと交流しよう 

・相手を尊重しよう 

・障害のある人や高齢者世帯を見守 

ろう 

・思いやりをもって接しよう 

・健康推進ボランティアの育成とネットワークづくり 

 

障害・病気があ

っても地域で暮

らせる 

・自分らしい生活ができる 

・困ったときは助けを求められる 

・外出しやすい環境整備 

・災害・病気・障害になっても困らない体

制づくり 

・日頃から挨拶しよう 

・障害があっても普通に自分らしく生活しよう 

・困った時は遠慮しないで助けを求めよう 

・保健福祉サービスを気軽に利用しよう 

（知的、身体、精神） 

・困ったことがある時は地域ぐるみで協

力しよう 

・交流の機会をつくる 

・集会所等のバリアフリー化 

・地域の災害防災体制を整備しよう 

・相談窓口の周知及び充実 

・精神保健福祉サービスの充実 

・外出しやすい環境整備 

・公共施設や集会所、道路等のバリアフリー化 

・緊急・災害時の救助や支援体制の整備 

 


