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Ⅰ．計画策定経過 

 

（１） 健康しおがま２１プラン検討会 

開催日 内    容 備  考 出席者 

H16 年 1 月 28 日 第 1 回健康しおがま 21プラン検討会の開催 
「健康しおがま 21 プラン」
の検討経過の報告及び素案
についての説明 

13 名 

   2 月 18 日 第２回健康しおがま 21プラン検討会の開催 
「健康しおがま 21 プラン」
の素案について検討 13 名 

H17 年 3 月 10 日 第３回健康しおがま 21プラン検討会の開催 
健康しおがま21プラン
の中間報告及び検討 

12 名 

 

（２）健康づくり市民検討会 

開催日 内    容 備  考 出席者 

H14 年 3 月 28 日 

・講演会の開催 
「住民とともに進める健康づくり」 

講師 東北大学歯学部大学院 
助教授岩倉 政城氏 

・計画策定の資料収集 

 
 
 56 名 

H15 年 8 月～10 月 資料収集、課内・部内検討   

10 月 29日 
庁議報告 「（仮称）健康しおがま 21 プラン
の策定経過について」 

 
 

11 月 4 日 
第 1 回健康づくり市民検討会の開催 
・講演「健康なまちづくり」 
・協議「今後の検討会の方向について」 

講演をうけて、目指す健康
なまちづくりについて検討
を行った。 

20 団体 
61 名 

11 月 14日 
第２回健康づくり市民検討会の開催（妊娠期･
乳幼児期、学童思春期、青年成人期、 
高齢期） 

健康なまちづくり及びライ
フステージ毎の課題につい
て、4 分科会で検討を行っ
た。 

35 名 

12 月 16日 第３回健康づくり市民検討会の開催 同上 52 名 

H16 年 1 月 26 日 第４回健康づくり市民検討会の開催 同上 40 名 

   2 月 13日 第５回健康づくり市民検討会の開催 
各分科会の報告及び全体検
討 

40 名 

   3 月 15 日 第６回健康づくり市民検討会の開催 
健康しおがま 21 プランの
各分科会の経過報告及び全
体集約 

35 名 

H17 年 3 月 16 日 第７回健康づくり市民検討会の開催 
健康しおがま21プラン
報告 

48 名 

 



資料編 

Ⅱ．委員名簿

１．健康しおがま２１プラン検討会

平成15年11月現在

№ 氏　　　　名 　　　所　　　　属

1 鈴木　宏俊 宮城県塩釜保健所代表

2 北村　裕子 市民代表

3 小林　眞佐子 市民代表

4 田嶋　清美 市民代表

5 宮崎　五郎 市民代表

6 伊賀　光男 教育委員会次長

7 渡邊　常幸 総務部政策課長

8 菅原　靖彦 総務部財政課長

9 佐々木　和夫 健康福祉部長

10 大浦　満 健康福祉部社会福祉事務所長

11 会澤　ゆりみ 健康福祉部課介護福祉課長

12 伊藤　喜昭 健康福祉部保険年金課長

13 山浦　八代江 健康福祉部健康課長

（敬称略、順不同）

 



資料編 

２．健康づくり市民検討会      　　　　　　　　　

氏　　　　名 所　　　属 氏　　　　名 所　　　属

阿部　和子 食生活改善推進員 中野　八重子 健康推進員

石田　玲子 　　　〃 松本　征夫 　　　〃

伊藤　利子 　　　〃 高橋　キヨ子 　　　〃

菊池　静子 　　　〃 加藤　富子 しののめ会（精神障害者家族会）

桜井　節子 　　　〃 山家　塩子 　　　〃

佐藤　たみ子 　　　〃 只野　和子 　　　〃

白鳥　彰子 　　　〃 阿部　啓子 　　　〃

長尾　　丈 　　　〃 土井　喜代子 はつらつ会（健康教室ＯＢ）

森　　孝子 　　　〃 菅野　泰 　　　〃

穂積　三枝子 　　　〃 山口　和子 　　　〃

高山　美紀子 　　　〃 吉田　征子 　　　〃

伊藤　節子 　　　〃 坂野　偕子 すっきり会（健康教室ＯＢ）

鈴木　愛子 　　　〃 遠藤　よし子 　　　〃

鎌田　絢子 　　　〃 渡辺　なか子 　　　〃

佐々木　侑子 　　　〃 田嶋　清美 ダンダンサークル（ダンベル）

青野　えり子 健康推進員 千田 喜美子 　　　〃

北村　裕子 　　　〃 古川　順子 あけぼの会（健康教室ＯＢ）

佐藤　玲子 　　　〃 今田　須美子 　　　〃

斉藤　豊子 　　　〃 岩崎　智子 よろこびの会

内形　房雄 　　　〃 杉田　英子 　　　〃

越後　惣一郎 　　　〃 藤村　幸子 育児サークル

小泉　佐千子 　　　〃 佐藤　裕子 　　　〃

鈴木　清子 　　　〃 追野　栄子 消費者の会

桜井　清志 　　　〃 奥山　花 　　　〃

仙石　孝子 　　　〃 阿部　眞喜子 杉の入町内会

新出　紀美代 　　　〃 高桑　すま子 　　　〃

野中　敏子 　　　〃 阿部　正雄 青葉会（老人クラブ）

宮崎　五郎 　　　〃 鈴木　千夏 妊娠出産ネットワーク「ＰＯＣＯ」

小林　眞佐子 　　　〃 板橋　敏子 子育て支援センター（健康福祉部）

菅野　和子 　　　〃 小幡　正子 あゆみ保育園

児玉　てる子 　　　〃 坪池　千夜子 主任児童委員

丹治　典子 　　　〃 桜井　孝子 保育指導係（健康福祉部）

田嶋　征夫 　　　〃 安倍　留里 養護教諭代表（教育委員会）

西村　昌男 　　　〃 丹野　洋子 生涯学習課（教育委員会）

小泉　佐千子 　　　〃 木下　美也子 児童館（健康福祉部）

斉藤　義男 　　　〃 半沢　敬 学校教育課（教育委員会）

　（敬称省略、順不同）

平成１５年１１月現在
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Ⅲ．健康しおがまの目指すまちづくり 

（健康づくり市民検討会作成） 

 

妊娠期・乳幼児期 

学童思春期 

     青年成人期 

     高齢期 
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          相談の場を       正しい知識や子育て  子育ての協力体制           仲間をつくる       健康なからだを   安全に育つ環境を    障害があっても
        活用する       情報を得る  を整備する       つくる   整える    健やかに育つ

   
  ・相談窓口を利用する     ・子供の発育、発達が ・家族が協力する  ・サークル活動に参加   ・歯の健康に関心を持つ ・家庭で危険予防の教   ・障害を理解する

   ・相談出来る人（場）を      わかる ・父親が育児に参加    する    ・バランスの良い食事を  育をする   ・家族が協力する
     みつける     ・学習会に参加する  する  ・子供と一緒にでか       する ・市民ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱによる公
  ・日頃から交流をもつ     ・健（検）診を受ける ・夫婦が仲良くする     ける    ・基本的な生活習慣を 園整備を行う

    ・タバコを吸わない ・子育てﾎﾞﾗﾝﾃｨｱを  ・支援ｾﾝﾀｰを活用する      身につける ・市民による防犯活動を
 活用する    ・家族揃って食事をする  広げる
・子育てﾎﾞﾗﾝﾃｨｱに    ・予防接種を受ける ・子供の事故に気をつ
 なる    ・健診（歯科）を受ける  ける

・子供の前でタバコを吸
 わない
・家族が協力する

     ・各種手当ての紹介       ・情報提供する ・他機関との連携に    ・幼児教室の充実     ・食育事業の実施  ・安心して遊べる場の    ・相談窓口のPR

    ・相談窓口の充実       ・学習会を開催 よる支援事業の実施    ・支援ｾﾝﾀｰの充実     ・健診の充実   ＰＲ    ･各種制度の紹介

    ･相談窓口のPR       ・体験学習の実施 ・家庭保育者の養成    ・子育てｻｰｸﾙへの     ・歯科検診の充実  ・医療体制の整備    ・養育体制の拡充

・一時保育の拡充      支援  ・事故防止のPR

・託児ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの育成    ・親子で自由に集ま
・就労妊婦への支援     れる場の提供

    ・乳幼児健診       ・栄養講習会 ・社会福祉事務所との    ・母性講座    ・乳幼児健診・幼児歯科健診 ・休日急患診療    ・幼児発達支援
    ・母性講座       ・子育て講演会 定期的連携    ・育児交流会    ・予防接種事業  ・休日救急歯科診療        事業
    ・母子手帳交付       ・育児交流会    ・食を通したすこやかこども
    ・新生児訪問       ﾈｯﾄﾜｰｸ事業

・子供虐待防止ﾈｯﾄ 　　・参加者数を増 　・ﾈｯﾄﾜｰｸ事業を推進する 　障害児・ｸﾞﾚｰｿﾞｰﾝ児
　ﾜｰｸをつくる 　　　やす 　・健診率を高める 　への支援を強化する
・多様な保育ｻｰﾋﾞｽの 　・予防接種率を高める

　　・1･6健：94.6%、3健89.9% 　充実をはかる 　　　麻疹58.2%　風疹82%　BCG95.4%
　　　　→増加傾向へ 　　　→増加傾向へ
　　・母性講座参加者数を増やす

　　・産後の心のケアを強化する

 妊娠期・乳幼児期
　　理　　　念：ともに支えあう健やかさと安心に満ちたまち・しおがま
　　サブテーマ：家庭地域の愛で見守る子育て

    安心して子供を産み育てられる 子ども達が心身ともに健やかに育つ

  参加者数を増やす

大目標

中目標

行政ができる
こと

 事業名

 市民ができる
こと

2010年までの
目標
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・命の大切さに身近に
ふれ、実感する
・子どもの疑問に本当
のことをきちんと答え
る
・からだや性について
科学的に正しく学ぶ
・大人自身も性は大切
なものという認識を持
つ
・正しい交通ルールを
学び、自分を守る

・相談窓口を利用す
る
・大人は子どもの
悶々とした感情を理
解し受け止める
・子どもの心身の発
達の学習会に参加す
る

・積極的に近所の子ども
に関心を持ち、声がけす
る
・放課後、趣味やｽﾎﾟｰﾂ
活動に積極的に参加する
・地域の大人が子どもの
活動の人材となる
・町内会の行事に積極的
に親子で参加する
・子供会・老人会との合
同行事をもつ
・自分の特技を生かし、
地域のサポーターとして
活躍する

・相手に対して思いや
りの気持ちを
・仲間の中で認め・許
しあうことを安心して
経験できる
・自分らしさを発見
し、大切にする
・世代を超えて誰とで
も交流する
・いじめや暴力はしな
い、させない
・ボランティア活動に
積極的に参加する

・生活習慣病について学び、
望ましい生活習慣を身につけ
る
・望ましい食生活について学
び、実践する
・1日1回は家族揃って食事を
する
・体を動かすことの楽しさ喜
びを知る
・自然の中で仲間とのびのび
と遊ぶ
・歯の健康について学び、自
己管理をする
・子どものいるところでタバ
コは吸わない

・子どもの個性を認
め、素直に子どもと向
き合う
・親の価値観を子ども
に押し付けない
・子どもを信頼し、必
要な時に叱れる
・他人や自分自身と対
話する力を身につける
・障害があっても自分
らしくいきいき生活で
きる

・家族は力を合わせて、
子どもを支え見守る
・夫婦関係を見つめ、絆
を深めていく
・何でも話せる親子関係
を作る
・スキンシップﾟと大切な
子というメッセージを常
に送る
・進んで家事の手伝いを
する
・お父さんも積極的に子
どもに関わる

自分が愛されていることを実感でき、
健全な自己確立ができる

こころとからだの成長発達をみんなが理解し,
健やかに育つ

性別・年代・障害の有無に関わらず、
互いを理解し認め合う

・情報提供をする
・家族がｺﾐｭﾆｹ ｼーｮﾝを取れるような支援
・学習会の開催

・子供の健康づくりの啓発普及
・健康に関心が持てるような体験学習・総合学習の実施
・思春期の心身の特徴を学ぶ機会を設ける
・食育事業の充実  ･各種健診の充実 ・相談窓口の充実

･総合学習･体験学習の充実
･地域活動への支援

・食を通したすこやか子どもﾈｯﾄﾜｰｸの推進
・薬物防止キャンペーン
・生命・性教育講演会

あたたかい家庭の中で
安心して過ごせる

ありのままを認められ、
自分らしく成長できる 健全なからだを作る

生や性を考え、自分を大切に
した自己決定力が身につく

本人も周囲も思春期
の特徴を理解する

いろいろな人がいる事を理
解し,ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力をつけ
る

子どもとその家庭は地
域に理解、支えられる

・他課との連携事業

・家族機能回復の為の各種事業
・ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ講座

・赤ちゃんふれあい体験学習
・性教育の家庭教育本作成配布
・学校との連携事業（むし歯・歯周病予防・生命・性教育）
・生涯学習課との連携事業（出前講座/講演会）
・禁煙教育・薬物防止教育

・コミュニケーション講座
・お年寄り・障害者とのふれあい講座
・障害児・グレーゾーン児への支援を強化する
・町内会・青年会・子供会・PTAなどとの連携事業

 学童思春期
　　理　　　念：ともに支えあう健やかさと安心に満ちたまち・しおがま
　　サブテーマ：一人一人の子どもを家庭・学校・地域で大切に育てよう

大
目
標

中
目
標

市
民
が
で
き
る
こ
と

事業名

2010年ま
での目標

行政がで
きること
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自分に優しい生活をする

自分に合ったよい生活習慣
を身につけ実践する

中
目
標

市
民
が
出
来
る
事

・規則正しい生活しよう
･年に１度は健(検)診を受ける
･安全な食材を選び、バランス良
く食べる
・週に1回は和食を取る
･週に3回以上は運動する
･休肝日をつくる
･たばこは吸わない・吸わせない
　（周りの人にも）
・禁煙に挑戦する

行
政
が
出
来
る
事

･相談窓口の開設と充実
･基本健康診査
･各種ガン検診
･知識の普
･禁煙指導
･運動教室の開催

ストレスを上手にコントロールでき
るゆとりのある生活を送る

･適度に休息を取る
（仕事・家事の合間）
･健（検）診・受診する時間を保
証してもらう
･ストレスから解放される時間を
つくる（趣味等）
･いろいろな人と関わりをもつ
（職場以外にも）
･働き盛りの時期から趣味をもつ
（老後の生活に備える、痴呆予
防））

自然に心で支え合える地域・家族

よりよい家族関係を形成する

･残業しない日をつくり、早めに帰宅す
る努力をする
･週に1度は家族で食卓を囲む
･会話の時間を作り、夫婦関係を良くす
る努力をする。
･家族での会話を意識的にする

近所付き合いをする

･自分から積極的に外へ出る
･自分からあいさつをする
　（勇気をもつ）
･地域行事（町内会）に参加する
･困っている人がいたら、声をかける
　（高齢者、障害を持つ人、子ども
　　連れの親、子どもたちなど）

自分たちで「しおがま」の元
気度をあげる

･自分の得意な事でリーダーに
なろう(みんながリーダー)
･世代の違う人とも交流する
・塩竈の歴史・文化に触れ残す
・将来の担い手をサポートする
・塩竈のお店を利用する

・基本健康診査で、検査値に異常の
ある人へ個別受診奨励
・心の健康に関する理解を広める
・健康に関する講演会等の情報提供

･母性講座
･育児相談会
･育児サークルの支援
･育児支援

・地域組織活動の支援
・交流の場つくりの支援

・生涯学習課との連携
・産業部、商工会議所のＰＲ協力

・基本健康診査事後指導
　　事後指導会（結果の見方と健康相談
　　４回）
・グループ指導（シンデレラ）
　　婦人の健康づくり推進事業
・食生活改善推進員育成
・健康を考える栄養教室
・がん術後回復者の会

・基本健康診査
・結核・肺がん健診
・各種がん検診
・肝炎ウィルス検診
（H14～H18）
・家庭訪問

・ダンベル教室の普及　　　　・うつ状態の自己チェック
・ウォーキング教室　　　　　　（早期治療）
・事業者等への健康支援　　　・カウンセリング講座等
・禁煙したい人支援
　専門外来紹介
　禁煙教室

・精神保健福祉講座
・精神保健福祉手帳申請交付
・通院医療費公費負担制度
・精神障害者居宅生活支援事業
　ホームヘルプ
　ショートステイ
　グループホーム

・出前講座
　（ダンベル体操、操体法）
・地区健康相談
・精神障害者家族会
・母性講座、育児交流会

事
業
名

 青年成人期
     理　　　念：ともに支えあう健やかさと安心に満ちたまち・しおがま
    サブテーマ：ゆとりと思いやりにより楽しく活力のある毎日を

大
目
標

・健康支援ＯＢ会
・中高年健康づくり事業
・認知症（痴呆）予防事業
　（脳いきいき教室）健康手帳交付

2010年ま
での目標
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 高齢期
　　理　　　念：ともに支えあう健やかさと安心に満ちたまち・しおがま
　　サブテーマ：生涯現役・自分らしく心豊に生きる

健康な生活を送る

健康的な生活習慣

適度な運動を生
活に取り入れる

自立した生活を送る 健康を意識する

・１日３色バランスの
　良い食事をとる
・薄味に心がけよう
・たっぷり野菜を取ろう
・カルシウム、タンパク質を
しっかりとって寝たきりにな
らない体づくり
・毎食後歯磨きをする
・適正体重を維持する
・禁煙
・節酒

自分らしい生活を送る

健康を支援す
る人材の育成

・体力テスト
を受け体力を
知る
・定期的に自
分に合った運
動をする

・気軽に相談できる
かかりつけ医（歯科
医）をもつ
・みんなで声がけ・
誘い合い検診を受け
よう

・相談の場を設ける　・ダンベル体操の普及　・人材の育成
・学習機会を設ける　・活動支援

健康づくりに
関心をもつ

・健康教育
・健康相談会

・基本健康診査
・各種がん検診
・事後指導会（ｼﾝﾃﾞﾚﾗｸﾗﾌﾞ）
・がん術後回復者の会活動
・中高年健康づくり事業

・健康推進員
・食生活改善推進員
・健康を考える栄養教室
・ダンベル体操愛好会
・健康教室ＯＢ会
・ボランティア

・基本健診受診者の減塩、野菜の摂取増加、適性体重、適性飲酒者を増やす。
・喫煙者を減らす。

生き生きと生活する 人と交流する 障害・病気が
あっても地域で
過ごせる

・めざせ地域の知恵
袋！（趣味・知恵・経
験を活かし地域のども
と交流する）
・自分にできる役割を
持つ
・おしゃれをして積極
的社会参加をする
・閉じこもらない

・サークル活動
に参加しよう
・参加、声がが
けで孤立防止
・気軽に集える
たまり場をつく
る

・サービスの
上手な活用
・交流の機会
をつくる

知恵袋バンク（仮称）：地域づくり応援団の検討

生涯学習・体育館との連携

痴呆予防の啓発

・相談、支援体制の充実
・サービスの充実

・介護者交流会・集団機能訓練事業（あゆみ会
　のびのび会）・認知症の介護者のつどい
・家庭訪問・寝たきり者等訪問歯科診査
・口腔衛生指導　・訪問指導

・介護　・看護関係者へのダンベル普及

大目標

中目標

市民が
できる
こと

行政がで
きること

事業名

2010年まで
の目標
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年　代 主な取り組み 内　　　　　容

昭和16年度 塩竈市誕生 市制施行により塩竈町から塩竈市へ

人口31,286人

昭和20年度 塩竈市立病院開設

昭和35年度 国民健康保険事業開始 国民健康保険法により皆保険制度となる

結核検診事業開始 市は、重症結核が多く、保健所の指導の下、
結核検診事業等、結核対策開始

昭和35～
昭和37年度

昭和39年度 「母性講座」・地区育児相談会開始

４か月児健診事業開始 県内初の零歳児の10 割給付事業開始に伴
い、４か月児対象に乳児健診を開始。併せて
保健所の先天性股関節脱臼・くる病のレント
ゲン検査も実施。

昭和40年度 胃がん検診事業開始 対がん協会へ委託し、集団検診開始

昭和43年度 成人病検診開始 昭和57年度まで

昭和45年度 7か月児健診事業開始。

昭和46年度 子宮がん検診事業開始

昭和47年度 老人福祉センター開設

昭和50年度 浦戸地区の健康相談事業開始 宮城県保健所と共同で離島対策の一環として
定期健康相談を5 年間実施。

昭和52年度 精神障害者家族の健康相談事業開始 宮城県保健所と共同で長期入院患者家族等の
精神保健相談を開催。(年2回)

昭和53年度 精神障害者小集団指導事業開始

昭和56年度 休日急患診療センター開設
1歳6か月児歯科健診事業開始 会場確保困難なため歯科健診のみ開始

昭和58年度 一般健康診査（基本健診）開始

栄養教室、肥満予防健康教室開始 参加者の主体性を生かした教室内容で開催。
終了後も自主的な健康づくり活動として継
続。

Ⅳ．塩竈市の健康づくりのあゆみ

浦戸地区(離島)での共同保健計画の
取り組み

宮城県塩釜保健所と共同で浦戸地区の総合検
診を実施。浦戸地区に水道設置の契機となっ
た。
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昭和59年度 保健センター開所 保健活動の拠点整備される

1歳6か月児総合健診事業開始

乳房検診事業開始 2年間は集団検診、その後は個別健診に

年　代 主な取り組み 内　　　　　容

昭和60年度 食生活改善推進員発足 栄養教室修了者を対象に委嘱

乳幼児健全発達支援相談開始 1歳6か月児健診の事後指導として実施

地域育児相談会開始（ひよこの会） 会場 新浜集会所

幼児栄養教室事業開始 1歳6か月児健診の事後指導として実施

「宮城よろこびの会」塩釜支部発足 会員30名　　がん検診啓蒙街頭キャンペーン

在宅精神障害者の会発足（青空会）

精神障害者社会復帰訓練指導事業 月見ヶ丘霊園清掃を家族会が受託し、訓練指
導の一環として実施

昭和61年度 第一回塩竈市民健康のつどい実施 食生活改善推進員、健康教室OB会、老人クラ
ブ、婦人会等と実行委員会を組織して、平成
14年まで開催

塩釜市精神障害者家族会発足（東雲
会）

家族相談主体活動から家族会の組織化

昭和62年度 基本健診事後指導会開始

昭和63年度 産後の育児交流会開始 「母性講座」終了生が産後に集い交流

歩行困難者の集団機能訓練事業開始

歩行困難者の介護者交流会開始

平成2年度 健康を考える栄養教室開始

精神障害者箱折作業開始 保健センター内で箱折作業指導開始

平成4年度 休日急患診療センター新築移転

平成5年度 大腸がん検診事業開始

健康管理システム開発 各種健診等の受診率、対象者把握、一括申込
制を行うための健康管理システム

在宅寝たきり者等の訪問指導事業開
始

保健師、看護師等の在宅寝たきり者等の訪問
指導開始

休日救急歯科診療事業開始

平成6年度 高齢者保健福祉計画策定

精神障害者小規模作業所開所 在宅精神障害者の社会復帰、社会参加等の通
所作業所

在宅寝たきり者等訪問歯科診査事業
開始

県内初の取り組み
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三種混合予防接種個別接種へ 予防接種法改正

各種検診一括申込み制開始

ヘルスパイオニアタウン事業開始

平成7年度 健康推進員発足 50名に健康推進員の委嘱

肺がん検診事業開始

年　代 主な取り組み 内　　　　　容

平成8年度 産後ケア事業開始 平成12年度までの5ヵ年事業

母子保健連絡協議会設置

平成9年度 「母子保健計画」策定

3歳児健診等の主要な母子保健事業
が市町村に移管

妊婦健診、新生児訪問指導、乳児(2か月児・
8か月児)、3歳児健診が宮城県より移管

平11年度～
認知症(痴呆)予防事業開始 高齢化に伴い、増加が見込まれる認知症予防

対策として、「脳いきいき教室」を地域で開
設。

平成12年度 塩竈市高齢者保健福祉計画・介護保
険事業計画策定

「藻塩の里」移転 現在地の梅の宮へ

平成13年度 第４次塩竈市長期総合計画策定

塩竈市障害者プラン策定

高齢者インフルエンザ予防接種事業
開始
食を通したすこやか子どもネット
ワーク事業開始

平成17年度までの5か年計画

「しおがま健康推進員の会」発足 健康推進員のネットワーク化（平成14年2月
に設立）

平成14年度 肝炎ウイルス検診事業開始 国の肝炎ウイルス緊急対策として、平成14年
～18年度までの5か年事業として実施

精神障害者居宅生活支援事業開始 精神保健福祉法の改正により市町村事業とし
て位置づけられた。(ホームヘルプ、ショー
トスティ、グループホーム事業)

精神障害者通院医療費公費負担、精
神障害者手帳交付申請等の窓口開設

県より移管

平成15年度 健康しおがま21プラン策定にむけて
の取組開始

健康のつどい参画団体、学校、行政関係で
『健康づくり市民検討会』で検討
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『健康しおがま22プラン検討会』の開催

平成16年度 ダンベル体操普及ボランティア組織
『お助け隊』発足

「のびのび塩竈っ子プラン」策定

平成17年度 『健康しおがま21プラン』策定

前立腺がん検診・乳がんマンモグラ
フィ検診・2歳6か月児歯科健診事業
開始
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□ 歯ぐきからの出血がある。

（歯磨き時、リンゴを食べたときなど）

□ 歯ぐきが腫れたり、痛むことがある。

□ 口臭があり、親しい人から口が臭いと言われたことがある。

□ 歯ぐきからウミがでることがある。

□ 朝起きたときに、口の中が粘りついたり、変な味がする。

□ 歯ぐきがむずがゆいことがある。

□ 冷たい水を飲むと、全体的に歯がしみるようになってきた。

□ 歯が動くような感じがする。

□ 歯の間に食べかすがはさまるようになった。

□ 鏡で自分の歯を診ると、前よりも歯が長くなったように感じる。

です。
　３つ以上当てはまる場合、早急に歯科医院での精密検査が必要

次のようなことに思い当たりませんか？

　以上、１０項目中一つでも該当する項目があれば、歯周病が疑
われます。

Ⅶ．歯周病セルフチェック！
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はい いいえ

① 最近１年間、家族や親しい友人とのし別などの御不幸はありましたか

② 最近１年間、あなた自身が重い病気や交通事故などで入院しましたか

③ 最近１年間、家族の方と不和あるいはもめごとがありましたか

④ 最近１年間、仕事の上で昇進、配置転換、転職あるいは退職等のはっきりした変化がありましたか

⑤ イライラして些細なことに腹を立てるようになりましたか

⑥ とても、これではやっていけそうもないと考え込んでしまうことがありますか

⑦ 食欲がなくて、何を食べてもおいしく感じられない、といった状態が続いていますか

⑧ 就寝時になかなか寝付けなくて、イライラすることがありますか

⑨ 寝入りは良いのですが、眠りが浅くてすぐ目がさめてしまい、ぐっすり眠れない状態ですか

⑩ 前は面白いと思ったことがつまらない、何をしても楽しくない、といった気分が続いていますか

⑪ 会議や緊張した場面で、すぐ口が渇いて話しにくいことがありますか

⑫ 人と会ったり話しをするのが何となく嫌で不安な気持ちになりますか

⑬ 些細なことにこだわって、いつまでも考え続けてしまいますか

⑭ たばこの本数が増えたり、酒量が増えたり、又は間食が増えましたか

⑮ 最近、怒りっぽくなって、少なくとも週１回くらい人と口論するようになりましたか

⑯ 経済的なこと、お金のことについて、特に心配になりますか

⑰ 異性を見ても楽しくない、性的なことに前ほど興味をもてなくなりましたか

⑱ １日に２時間以上、テレビを見ているという状態が続いていますか

⑲ 最近、気分的に何となく落ち着かない、じっと座っていられない状態がありますか

⑳ 仕事や家事などを、思うように運ばない状態と考えていますか

ストレスの解消はまず、自分のストレスの有無と程度を知ることから始まります。

あなたのストレス度をチェックしてみましょう。

”はい”はいくつありましたか　　　　　　　　　　　個

Ⅷ．ストレス自己チェックリスト

　　　　　現在の時点であなたはストレス状態にありません。何も心配しなくてよいでしょう。

　　　　　境界状態。生活のリズムを整え規則正しい食事、睡眠そして運動をすること。３～５

　　　　　軽度のストレス状態。要注意といえます。病気にかかりやすい不健康状態です。十分
　　　　　な休養が必要です。

０～２

　　　　　中等度のストレス状態。自分の現在の生活を点検して、ストレスを軽くする方法を早急に
　　　　　建てること。場合によっては医師に相談すること。

６～１０

　　　　　重度のストレス状態。１日も早く専門医を訪れ相談してみること。うつ病、心身症などか
　　　　　かっている可能性があります。

１１～１５

１６～２０
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