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第３章｜中間評価 

第６節 秋田市の健康づくり事業（一覧） 

 後期において、重点分野別目標および個別目標達成のため推進していく主な取り組みです。 

Ｎｏ． 事業名 事業概要 重点分野 

１ 健康あきた市21推 
進事業 

市民に健康づくりに関心を持ってもらい、主体的に健康づくり
に取り組んでもらえるよう、本計画の普及啓発を進めるととも
に健康に関する情報の提供を行います。 

 

２ 地域保健推進員活
動支援事業 

地域保健推進員による自主的な地域の健康づくり活動を支援
します。 

 

３ 乳幼児健康診査 お子さん（４か月・７か月・10か月・１歳６か月児・３歳児）
の健診をし、発育、発達にあわせたアドバイスを行います。 

栄養・食生活 
こころの健康づくり

４ 地域健康教育・健
康相談（母子） 

育児に関する情報提供や相談を行い、地域に出向いて育児を支
援します。 

栄養・食生活 

５ 病態別食生活相談 糖尿病、高血圧、脂質異常症（高脂血症）等の病気を抱えてい
る人の食生活に関する相談に応じます。 

栄養・食生活 

６ 健康判定 20歳以上の方を対象に、個人にあった健康づくりのための食生
活、運動などのアドバイスを行います。 

栄養・食生活 
身体活動 

７ 生活習慣改善指導 
（健康アドバイス講
座） 

基本健康診査の結果、生活習慣の改善が必要と判定された人
に、医師・保健師・栄養士・健康運動指導士が個別にアドバイ
スし、個々の問題点を気づいてもらうことで、よりよい生活習
慣を身につけるよう支援します。 

栄養・食生活 
身体活動 
生活習慣病 

８ ビューティスリム 
クラス 

生活習慣病予防のため、栄養・運動・休養についての講話や実
技指導を行います。 

栄養・食生活 
身体活動 
こころの健康づくり

９ 健康教育 地域・職域の健康に関するニーズや特色、問題点に基づいて、
各地域において医師・保健師・栄養士・歯科衛生士が講話を行
い、健康に関する知識を広めます。 

栄養・食生活 
身体活動 
たばこ 
アルコール 
生活習慣病 

１０ 健康相談 健康に関して不安や悩みを抱えている人に対し、個別に相談に
応じ、アドバイスを行います。 

栄養・食生活 
生活習慣病 

１１ 基本健康診査 脳卒中、心臓病などの循環器系疾患を早期発見するため、40歳
以上の方を対象に健康診査を行います。基本健康診査は、平成
20年４月から医療保険者が実施する特定健康診査に移行しま
す。 

栄養・食生活 
生活習慣病 

１２ 離乳食教室 離乳食の進め方、歯の衛生などについて具体的な情報を提供し
ます。 

栄養・食生活 
歯の健康 

１３ 幼児食教室 幼児食の進め方、歯の衛生などについて具体的な情報を提供し
ます。 

栄養・食生活 
歯の健康 

１４ マタニティ食生活
講座 

妊娠５か月から９か月までの妊婦さんを対象に、妊娠中の食事
や歯の衛生などについての情報提供・相談を行います。 

栄養・食生活 
歯の健康 

１５ 栄養改善学級 地域の健康に関するニーズや問題点に対して、食生活に関する
学習会を行います。 

栄養・食生活 

１６ 健康と栄養講話会 65歳以上の方に、望ましい食生活が実践できるように食事に関
する講話や調理実習を行います。（男性のための食生活講座・
女性のための食生活講座） 

栄養・食生活 

※生活習慣病：糖尿病・循環器病・がん 
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第３章｜中間評価 

Ｎｏ． 事業名 事業概要 重点分野 

１７ 市民栄養調査 健康づくりに必要な食生活の対策を考えるために、市民の食品
摂取量・栄養素等摂取量などの調査を行います。 

栄養・食生活 

１８ 骨粗鬆症検診 運動不足は骨量減少に影響し、骨粗鬆症の原因となることか
ら、早期に骨量減少者を発見し、運動・食事などの適切な指導
を行います。 

栄養・食生活 
身体活動 

１９ 食の環境づくり推 
進事業 

市民が外食料理や市販食品に関する情報を得ることにより、正
しい食生活が送れるよう環境づくりを支援します。 

栄養・食生活 

２０ 地域連携型健康づ
くり推進事業 

気軽にできる運動をとおして、運動習慣を身につけることを支
援します。 

身体活動 

２１ 運動情報提供事業 生活習慣改善のため、運動の大切さや正しい運動方法について
情報提供を行います。 

身体活動 

２２ 体力づくり教室 高齢者に対し、生活機能低下予防に効果的な体力づくりを行
い、柔軟性、筋力向上、バランス能力の改善がはかられるよう
支援します。 

身体活動 

２３ ふれあい元気教室 高齢者に対し、閉じこもらないように交流をはかりながら生活
機能低下を予防し、介護が必要にならないように支援します。 

身体活動 

２４ 自殺予防市民講話
会 

市民一人ひとりが心の健康づくりをより身近な事として捉え、
自殺予防に主体的に取り組めるよう精神科医や臨床心理士等
を講師とした市民向けの講話会を開催します。 

こころの健康づくり

２５ 自殺予防週間啓発
強化事業 

自殺予防に関する普及啓発活動を、強化期間を設けて集中的に
実施することで、市民意識の向上をはかります。 

こころの健康づくり

２６ 職場におけるハー
トリフレッシュ事業 

事業主や勤務する人を対象に、職場における心の健康づくりに
ついての講話会を開催します。 

こころの健康づくり

２７ こころの健康アッ
プ講座 

心の健康づくりに関する知識の普及のため、精神科医や臨床心
理士等による講話会を行います。 

こころの健康づくり

２８ こころの健康づく
り地区活動 

各地域において、話し合いや講話会の開催など、市民が主体と
なって、心の健康づくりに関する事業に取り組むことを支援し
ます。 

こころの健康づくり

２９ 心のケア相談員養
成セミナー 

自殺の危険性が高い人の早期発見・早期対応をはかるため、訪
問サービスの専門職や民生委員、地域保健推進員など地域のリ
ーダーを対象としたセミナーを行い、心に悩みを抱える人の身
近な相談相手を育成します。 

こころの健康づくり

３０ 臨床心理士相談の
設置 

保健所に､臨床心理士を配置し、市民からの心の相談に対して、
心理職として対応を行い、相談機能の充実をはかります。 

こころの健康づくり

３１ 関係機関とのネッ
トワーク会議 

医療機関や、民間団体等との連携をはかり、総合的な自殺対策
を推進します。 

こころの健康づくり

３２ 仲間づくり支援事
業 

地域住民が、話し合いや、健康講座の開催など、心の健康づく
り活動に主体的に取り組めるよう支援します。 

こころの健康づくり

３３ 精神保健福祉相談 精神科医による心の健康相談日の開催や、保健師等の電話、面
接、訪問等により市民の相談を受け、心の健康に関するアドバ
イスを行います。 

こころの健康づくり

３４ 思春期講座 思春期の子どもの家族等を対象に、思春期における心の問題を
正しく理解し、適切に対応できるよう講座を開催します。 

こころの健康づくり

３５ 小・中学校における心 
の健康に関する授業 

小中学校において、ストレスやストレスとの付き合い方などに
ついて学習します。 

こころの健康づくり

３６ スクールカウンセラー
等による相談活動 

中学校をスクールカウンセラーが巡回し、生徒・保護者・教員
からの相談を受けます。 

こころの健康づくり
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第３章｜中間評価 

Ｎｏ． 事業名 事業概要 重点分野 

３７ 学校保健における
生活習慣について
の授業 

小中学校において、睡眠・運動・栄養のバランスが生活におい
て大切であることや、心の健康への影響があることを学習しま
す。 

こころの健康づくり

３８ たばこの害知識普 
及事業 

たばこの害や依存性について、正しい知識を広めます。 たばこ 

３９ 禁煙支援事業 禁煙希望者の多くが、個人の意志だけでは禁煙が困難な状況に
あるため、禁煙が実行できるよう支援します。 

たばこ 

４０ 受動喫煙防止事業 受動喫煙（たばこを吸っている人の周囲の人も喫煙している人
と同じく害を受けること）を防止するための環境づくりを支援
します。 

たばこ 

４１ アルコールの知識
普及事業 

アルコールの体への影響について、正しい知識を広めます。 アルコール 

４２ 両親学級 妊娠５か月から９か月までの妊婦さんとその夫を対象に、妊
娠、育児に関する情報提供・相談を行います。 

歯の健康 

４３ 幼児歯科健康診査 
事業 

１歳６か月児・２歳児・３歳児のお子さんの歯の健診とアドバ
イスを行います。１歳６か月児健診では、歯科衛生士の健康教
育を行います。 

歯の健康 

４４ 親子よい歯のコン
クール 

むし歯のないお子さん（３歳児）と保護者を、みんなのお手本と
して表彰し、歯の健康づくりについて広く市民に啓発します。 

歯の健康 

４５ 歯科健康教育・健
康相談 

各年代に応じた、むし歯予防・歯周疾患予防等の健康教育・健
康相談を行います。 

歯の健康 

４６ 定期歯科健診 幼稚園児から中学生までの定期歯科健診を行い、むし歯予防と
早期治療をすすめます。 

歯の健康 

４７ 妊婦歯科健康診査 医療機関における歯科健康診査の実施、口腔衛生指導を行いま
す。 

歯の健康 

４８ むし歯予防教室 お子さんとその保護者を対象に、幼児のむし歯を予防するた
め、おやつの与え方や歯磨きの実技などの指導を行います。 

歯の健康 

４９ 歯の健康手帳配布 定期歯科健診での口腔内の状況を記録し、維持改善の目安とし
ます。 

歯の健康 

５０ 歯周疾患検診 40歳、50歳、60歳、70歳の方の口腔内診査・歯科保健指導を行
い、むし歯や歯周疾患の早期発見・早期治療により今後の歯の
喪失を防ぎます。 

歯の健康 

５１ 成人歯科相談 歯や口腔についての悩みを抱えている人の相談に応じ、アドバ
イスを行います。 

歯の健康 

５２ 高齢者歯科保健事業 高齢者に対する口腔ケア等の健康教育・実技指導を行います。 歯の健康 

５３ 生活習慣病予防知 
識普及事業 

若い世代の健康意識の高揚をはかるため、生活習慣病予防に関
する情報提供を行います。 

生活習慣病 

５４ セカンドライフの
健康セミナー 

職場を退職し、職場での健康管理から地域保健での健康管理と
なる人に、心身ともに健康な状態でいられるよう生活習慣病予
防の情報提供を行うとともに、健康に関する相談に応じます。 

生活習慣病 

５５ メタボリックシン
ドローム教室 

メタボリックシンドローム該当者に対して、内臓脂肪型肥満解
消に向けた保健指導を行い、メタボリックシンドロームの改善
をはかります。 

生活習慣病 

５６ がん検診 胃がん検診、大腸がん検診、子宮がん検診、乳がん検診、肺が
ん検診、前立腺がん検診を行い、がんの早期発見・早期治療を
めざします。 

生活習慣病 

※生活習慣病：糖尿病・循環器病・がん 


