
第3期けせんぬま健康プラン21の推進

令和3年度事業の主な実施状況と令和4年度事業の方向性について

＜第3期けせんぬま健康プラン２１＞
計画期間：平成29年度～令和５（平成35）年度

（中間評価 令和元年度）

資料２令和3年度第2回気仙沼市健康づくり推進協議会



【第３期けせんぬま健康プラン２１】(改訂版）

○健康寿命の延伸と健康意識の向上
○生活習慣の改善，生活習慣病の発症予防・重症化予防
○健康づくりを支える地域づくり（地域連携・地域活動の活性化）
○復興・創生期を支える健康づくりの推進
○誰も自死に追い込まれることのない社会の実現

市民一人ひとりが，心身ともに健康で，生きがいをもち，
いつまでも自分らしく生活できる社会の実現

２無職者（失業者）・
生活困窮者への支援

１ 若い世代・働き盛り
世代への支援

３高齢者への支援

１
栄養・
食生活

基本理念

基本方針

２

身体活動・
運動

４
こころの
健康

３
喫煙

５
飲酒

６
歯と口腔の

健康

７
生活
習慣病

自死対策の重点施策健康増進の重点項目
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＜令和３年度の主な取組＞

■乳幼児期からの望ましい食生活の習慣化

・乳幼児期は，食習慣の基礎や味覚を形成する重要な時期であることから，離乳食教室(年５回)，かみかみ
(幼児食)教室(年６回)，各種乳幼児健診において，家族との食事を楽しみながら，望ましい食習慣を身に
つけることができるよう指導を行った。

■生活習慣病予防に関する知識等の普及啓発

（バランスの良い食事，野菜の適正な摂取量，減塩についての啓発）

・健康づくりポイント事業（食事と運動でカラダづくり教室），健診受診後の保健指導及び健康づくり教室
の一環として，各世代に応じた栄養講話を行い，参加者自身の食習慣を振り返り，見直す機会を設け，生
活習慣の改善につなげた。

■食生活改善推進員の人材育成

・各地区協議会で定例研修会を実施。(内容：気仙沼リアス調理専門学校の先生から学ぶ（和食・洋食）)

・会員数の増加を図るため「養成講座」を実施。一般市民10名が参加し，そのうち９名が入会を検討中。

・各地区で推進活動を行う際，非会員の方へ参加の声がけと入会の周知を図った。

健康増進の重点項目

１栄養・食生活 ～野菜は毎食たべよう！～



【現状・課題】

○幼児健診において３食とも主食・主
菜・副菜が揃った食事をしている家庭
は約2割。妊娠期や乳幼児期からの望
ましい食習慣の確立を目指す

○生活習慣病予防のためには，毎食野菜
のおかずを組み合わせ，バランスのと
れた食事をすることや減塩に取り組む
ことが必要だが，実践できていない

○地域で食を通じた健康づくりに取り組
むボランティア団体である，食生活改
善推進員が年々減少していることから，
会員数の増加を図ることが必要

【令和４年度の方向性・主な取組】

○新規事業として，子育てパパ・ママ
応援講座(パパママCooking)を実施し
たり，離乳食教室を拡充し毎月開催
することにより，早期から望ましい
食習慣の基礎づくりをすることの大
切さについて指導する

○各種健康づくり事業において，バラ
ンスのとれた食事や野菜の適正な摂
取量等について学ぶ機会を設ける

○食生活改善推進員の増加を図るため，
研修内容等を工夫し，人材育成並び
に会員数の増加を図る
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＜令和３年度の主な取組＞

■身体活動・運動の効果を学び，生活習慣病のリスクを軽減

・特定健康診査の結果BMI25以上の方を対象に，運動指導士や柔道整復師に講師を依頼し

健康教室を実施

・対象者への案内通知には，肥満解消を目指した運動等に関するチラシを同封

■介護予防の重要性の啓発と主体的に介護予防に取り組む機会づくり

・介護予防普及啓発事業：介護予防に関する実技や講話を実施

健康増進の重点項目

２身体活動・運動～あと10分、からだを動かそう！～

教室名 回数 実人数 延人数

男性対象の健康教室（男性） 6 9 34

スリムアップ教室（女性） 8 9 61

教室名 会場 回数 実人数 延人数

介護予防講座 小原木公民館 ５回 10 40

介護予防体操普及事業
（今すぐできる介護予防～毎日ちょいトレ～）

市民健康管理センター
「すこやか」 １回 11 11

※介護予防講座は令和４年２月末時点の数値



【現状・課題】

○運動を定期的に行ってい
る人の割合が低いので，
習慣化するきっかけづく
りが必要

○男性の参加者が少ないた
め，参加しやすい環境を
整える

○外出自粛に伴い，自宅で
過ごす時間の増加による
運動機能の低下等が懸念
される

【令和４年度の方向性・主な取組】

○肥満解消教室は，引き続き男性
と女性に分けて実施する

○介護予防普及啓発事業は，自宅
で継続して取り組めることがで
きる運動等に関する情報提供を
行う

○「 食事と運動でカラダづくり教
室」において，ライフステージ
に応じた効果的な運動や食生活
を実践するきっかけづくりを行
う ※8その他の取組を参照
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＜令和３年度の主な取組＞
■関係機関と連携しながら普及啓発

・健康づくり啓発事業（健康づくりフェスタ）において， 喫煙等に関する市の現状（たばこを吸って

いる人の割合・慢性閉塞性肺疾患（※COPD）を知っている人の割合等）に関するパネル展示

■乳幼児健康診査等における個別指導
・妊娠届出時にたばこのパンフレットを配付

・新生児訪問等での，たばこと健康に関する情報提供及び個別指導
・各種乳幼児健康診査時に喫煙状況を聞き取り個別指導

■健康に及ぼす影響についての普及啓発
・世界禁煙デー及び禁煙週間(5月)におけるポスター掲示

・たばこと健康に関するチラシを一般健康診査受診結果に同封

■受動喫煙防止対策の推進
・公共の場における建物内禁煙の推進

・受動喫煙対策に係るポスターの掲示

健康増進の重点項目

３喫煙 ～すすめよう，禁煙・分煙！～

※COPD 慢性閉塞性肺疾患をいう。従来，慢性気管支炎や肺気腫と呼ばれてきた
病気の総称で，タバコ煙を主としうる有害物質を長期に吸入することで
生じた肺の炎症性疾患をいう



【現状・課題】

○喫煙者へ対する正しい
知識の普及啓発が必要

○受動喫煙に関する健康影
響などの周知の徹底が必要

○望まない受動喫煙を防ぐ
ための環境整備の推進

【令和４年度の方向性・主な取組】

○乳幼児健診や健康教育等のあら
ゆる場面において保健指導を実施
する

○法改正に伴う受動喫煙防止に向
けた周知啓発を実施する

○公共の場における受動喫煙防止
対策を推進する
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＜令和３年度の主な取組＞
■身近な地域での理解・見守り体制の強化

・支援スタッフ研修会：「ひきこもりサポーター養成事業～ひきこもりの理解と地域での見守り方～」

民生委員・児童委員 1回実施 31名参加

・傾聴講座：ゲートキーパー養成講座「聴き上手になって，身近な人の心を支えよう」

社協職員(地域支え合い推進員）１回・唐桑地区 1回 実施 計19名参加

（唐桑地区においては，３月に１地区開催予定）

■こころの健康に関する，正しい知識の普及啓発

・こころの健康づくり講演会実施 ３回実施 68名

「心穏やかに過ごすためのヒント～コミュニケーションとストレスケア～」

（11月 唐桑保健福祉センター燦さん館・3月市民健康管理センター すこやか ）

「～あなたと身近な人の命を守るために～早く気づいてストレスとこころの病気」

（12月 本吉保健福祉センターいこい）

・自殺予防週間(9月10日～16日），自殺対策強化月間(3月）における自死予防・相談窓口等の普及啓発

■社会的孤立状態にある住民に対する支援
・男活：６回実施 延べ18名参加

健康増進の重点項目

４こころの健康～上手に休養，こころの息抜き！～



【現状・課題】

○身近な地域での見守り体制
の構築が必要

○重症化する前に早期に相談
できる体制と専門機関へ
つなぐ

○地域住民が，心の健康に関
する正しい知識を持つ

【令和４年度の方向性・主な取組】

○支援者を対象とした研修会の
開催

○傾聴講座（地域・事業所等
対象）の開催

○心の相談に関する窓口の周知

○こころの健康づくり講演会，
こころの健康づくり普及啓発

○男活の継続実施
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＜令和３年度の主な取組＞

■ 飲酒の適正量やアルコールによる健康への影響について普及啓発

・健康診査において，問診時１回の飲酒量が２合以上の方に対し，適正飲酒に関する

パンフレット配布

・自殺予防週間や自殺対策強化月間において，適正飲酒に関するパンフレットの設置

■ アルコール関連の課題のある方（ハイリスク）者への支援

・訪問や面談等による個別支援の実施，県事業（アルコール関連専門相談や家族教室）の活用

・市の広報やリーフレットによる，アルコールに関する市の相談窓口の周知

・自助グループへの支援（本吉地域での断酒会への支援）

健康増進の重点項目

５飲酒～休肝日をつくり，飲むなら適量まで！～



【現状・課題】

○多量飲酒者の割合が，国・
県と比較し，高い状況に
ある

○悪化する前の予防的支援

○ハイリスク者への支援

【令和４年度の方向性・主な取組】

○健康フェスタや健康づくり事業，
健康診査等において，適正飲酒
について普及啓発

○相談窓口等の周知

○ハイリスク者への個別支援

○断酒会等自助グループへの後方
支援

ハイリスク者：病気を発症するリスクの
高い人や重症化するリスクの高い人

＊

＊
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＜令和３年度の主な取組＞

■歯と口腔に関する正しい知識の普及
・各事業において，歯科保健に関する健康講話の実施

乳幼児：むし歯予防について

成人・高齢者：歯周病予防・オーラルフレイルについて

■ライフステージに合わせた口腔ケアの普及

・妊婦歯科健診(令和3年度より，医療機関における個別健診へ）の実施

令和3年12月末時点 受診者数59名（受診率31.7％）

・幼児歯科健診・4か月児健診・子育て相談・離乳食及び幼児食教室において，歯科講話

および保健指導を実施

・歯周病検診(対象：40歳・50歳・60歳・70歳）の実施 受診数367名（受診率11.0％）

・保育所及び児童館でのむし歯予防教室の実施 7施設

健康増進の重点項目

６歯と口腔の健康～健口はお口から，年に1度は歯科健診！～
（けんこう）



【現状・課題】

○令和3年度より個別健診を開始
している妊婦歯科健康診査受
診者において，むし歯保有者
が多い。健診をきっかけにむ
し歯予防等について正しい知
識を持ち生まれてくるお子さ
んのむし歯予防につなげる。

○家族がお菓子・ジュースを
時間を決めず）に与える

○3歳児の平均むし歯数は国・県
より多いことから対策が必要
である。また，３歳児以降の
むし歯保有者が増加している

【令和４年度の方向性・主な取組】

○医療機関において個別での妊婦歯
科健康診査を継続し，生まれてく
るお子さん及び妊婦の歯と口の健
康につなげる。

○乳幼児健診時等において家族向け
のむし歯予防に関するパンフレッ
トを配付。保育所の祖父母参観時
において歯科講話を継続し実施

○乳幼児健診及び相談・教室・保育
所等で歯科保健指導の継続
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＜令和３年度の主な取組＞

■高血圧や糖尿病等の重症化予防
・一般健康診査（20～39歳）受診者への訪問等による保健指導
血圧・脂質・血糖・肝機能のいずれかで要医療判定の者（対象者94名）

・特定健康診査（40～74歳）受診者の未治療者（血糖・血圧）への保健指導
血糖（対象者71名，実施者数71名） 血圧（対象者204名，実施者数204名）

■糖尿病性腎症重症化予防事業
・受診勧奨（医療機関受診中断者）（対象者35名，実施者数35名）

・受診勧奨（対象者129名，実施者数129名）

・保健指導（対象者123名，実施者数 7名）

■がん検診等対象者及び精密検査対象者への受診勧奨を強化
・保健推進員による受診勧奨

・文書，電話による受診勧奨

■30代の女性に対する乳がん検診の実施
・対象者2,291人 受診者218人 受診率9.5％

健康増進の重点項目

７生活習慣病～年に1度健診（検診）を受け，生活習慣を見直そう！～



【現状・課題】
○一般健康診査受診者で要医療判定者のうち，
医療機関未受診者の方が多いため，重症化
予防の働きかけが必要

○特定健康診査保健指導により，高血糖治療
者の割合が約7割。引き続き未治療者対策
が必要

○生活習慣病にかかる一件あたりの医療費で
は，人工透析にかかる医療費が最も多い状
況。医療費の増加を抑えるため，新規人工
透析者を増やさない対策として，主治医と
連携し，糖尿病性腎症の重症化を予防する
ことが必要

○がん検診受診率及び精密検査受診率が目標
に達していない。受診率向上対策が必要

○生活習慣病健診受診率向上対策として健診
受診者に健康ポイントの付与を行っていた
が，受診率の向上に繋がっていないため，
新たな取組みが必要

【令和４年度の方向性・主な取組】

○一般健康診査受診者への保健指導を継続

○受診率向上を目的に，35～39歳の国保
加入者へ一般健康診査受診票を送付

○特定健康診査受診者のうち未治療者
（血糖・血圧）への保健指導を継続

○糖尿病性腎症重症化予防事業を継続

○保健推進員による受診勧奨を継続

○がん検診等対象者及び精密検査対象者へ
の受診勧奨を継続

○受診勧奨が必要な特定健診対象者へＡＩ
（人工知能)を活用し，対象者の健康意識に
合わせた受診勧奨を実施

※「８その他の取組」を参照
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８その他の取組

■令和３年度 健康ポイント事業

健康寿命の延伸を目指し，市民一人ひとりが健康意識を高め，健康診査の定期受診や年齢に応じた
適切な食生活や運動等の習慣化の取組みを推進するため，気仙沼クルーカードと連携した健康ポイント
事業を実施しました。

＜事業内容＞

（1）「受けようよ健診ポイント」

➀実施期間：総合健診
令和３年５月26日 ～ ７月21日

令和３年10月15日 ～ 10月18日
個別健康診査
令和３年４月１日 ～ 令和４年３月31日

②対象地域：全地域

③付与ポイント数：一人500ポイント

※１ 対象者数について
・一般健診は当該年４月１日現在の人口
・特定健診は当該年３月31日現在の対象者数
・生活保護受給者健診は当該年２月末生活保護受給者数
・後期高齢者健診は宮城県後期高齢者医療広域連合が算出した対象者数

※２ Ｒ３健診受診率については，令和３年１月末現在の数値である。

ポイント付与の状況及び健診受診率

健診種類
対象者数（人） 受診者数（人）

健診受診率
（％）

ポイント
付与者集（人）

R２ R３ R２ R３ R２ R３ R２ R３

一般健康診査（20～39歳） 9,377 9,100 355 407 3.8 4.5 172 201

特定健康診査（40～74歳） 11,862 11,483 4,262 4,110 35.9 35.8 1,461 1,896

後期高齢者健康診査（75歳以上） 12,203 11,817 2,300 2,483 18.8 21.0 474 673

生活保護受診者健康診査 355 344 16 36 4.8 10.5 2 6

国民健康保険一日人間ドック 553 516 64 84 11.6 16.3 9 20

小 計 - - 6,997 7,120 ‐ ‐ 2,118 2,796

社会保険扶養者 - - ‐ ‐ ‐ ‐ 302 302

合 計 - - 6,997 7,120 ‐ ‐ 2,420 3,098



（2）「健康づくりポイント」

①健康づくりイベント事業
令和３年度は新型コロナウイルス感染症の影響により，各種イベント事業が中止となった。

中止に伴い，イベント事業も未実施である。

②食事と運動でカラダづくり教室

・実施期間：令和３年10月13日から令和４年２月19日まで

・実施内容：３つのライフステージ（ヤング18～39歳，ミドル40～59歳，シニア60歳以上）
ごとに各コース５回ずつ開催

・参加者数：延べ220名 ポイント付与者53名 （付与ポイント数：一人最大600ポイント）

申込者 参加者 延べ参加者 ポイント付与 内容

ヤング 13人 13人 41人 13人
正しい生活習慣の習得をテーマに，スポーツトレーナーによる
運動指導と健康増進課職員による健康講話を実施

ミドル 15人 15人 61人 15人
生活習慣病予防をテーマに，健康運動指導士による運動指導と
健康増進課職員による健康講話を実施

シニア 30人 27人 118人 25人
フレイル予防をテーマに柔道整復師による運動指導と健康増進課
職員による健康講話を実施。
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■令和４年度健康ポイント事業

＜事業内容＞

健康寿命の延伸を目指し，市民一人ひとりが健康意識を高め，年齢に応じた適切な食生活や運動等の習
慣化の取組を推進するため，気仙沼クルーカードと連携した健康ポイント事業を行います。

「食事と運動でカラダづくり教室」

３つのライフステージ（ヤング18～39歳・ミドル40～59歳・シニア60歳以上）毎に開催する。

各コース６回実施し，ライフステージに応じた効果的な運動や食生活を学び，健康行動の開始・継続を後押しし，

教室の参加や実践結果に応じてクルーカードへポイントを付与する。

※令和３年度まで実施していた，生活習慣病健診を受診した際に持参したクルーカードへポイントを付与する「受け

ようよ健診ポイント」は，受診率向上に繋がらなかったことから見直しを行い，令和４年度からは，新たな受診率

向上対策事業として，「AI(人工知能）を活用した受診率向上促進事業」を行います。

健康診査データ及びレセプト情報データ等を基に，人工知能(ＡＩ)を活用した健康意識の分析を行い，対象者の特性に応じた受診勧奨を行

うことで，受診率の向上に取組み，疾病の早期発見・早期治療・生活習慣の改善に繋げます。
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＜令和３年度の主な取組＞
重点項目４ こころの健康づくり対策と連動し，市・関係機関，地域と一体となって，自死対策に

関する事業を実施してきました。

自死対策の推進
自死対策の重点施策

・こころの健康づくり講演会，こころの健康づくりの普及啓発
・心の相談窓口の周知
・関係機関等自殺対策連絡会の開催 等

自死対策の重点施策 主な取組

１若い世代・働き世代への支援

・※自殺予防週間(9月10日～16日）における心の健康づくり・相談窓口等の
普及啓発
（ラジオ放送，・ワンテン庁舎や各保健センターにおける展示）

・※自殺対策強化月間(3月）における自死予防・相談窓口等の普及啓発
（ラジオ放送，ホームページ，

ワンテン庁舎や各保健センターにおける展示）
・中高生ライフデザインセミナー（中高生に対するいのちの講話等）
・職域における健康教育

２高齢者への支援

・上記※の実施
・地域における傾聴講座（ゲートキーパー養成講座）の開催
・こころの健康づくり講演会，支援者スタッフ研修会

３無職者(失業者)
・生活困窮者への支援

・上記※の実施
・支援者スタッフ研修会
・関係機関等自殺対策連絡会の開催
・関係課，関係機関と連携した個別支援



■気仙沼保健福祉事務所（気仙沼保健所）

・専門的な相談が必要な方へ、下記の保健所事業を紹介・継続支援

こころの相談（精神保健福祉相談）･･･奇数月が保健所会場

アルコール関連専門相談，アルコール関連家族教室･･･毎月開催

思春期ひきこもり専門相談･･･隔月開催

・市の精神保健事業等への技術的支援・協力

支援者スタッフ研修会，個別支援

■みやぎ心のケア気仙沼地域センター

・市の被災地支援・精神保健事業への技術的支援・共催

普及啓発事業（自殺予防週間・自死対策強化月間），研修会・講演会等

男活事業，断酒会，個別支援

■医療機関・障害者生活支援センター・

ひありんく（生活困窮者自立相談支援機関）・警察・消防署等

・個別支援を中心とした連携支援

(参考）こころの健康・自死対策の推進：関係機関との連携・活用
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目標：妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援を図り，子どもと家族が安心して子育てができるよう支援していく

＜令和３年度の主な取組＞

１思 春 期

・中高生ライフデザインセミナー（中高校生に対するいのちの講話と育児体験）→４校実施

２妊娠・出産期
・特定不妊治療費助成事業
・ 子育て世代包括支援センター運営事業
(妊娠期から子育て期までの切れ目のない総合支援の提供）

・産後サポート事業（令和２年度～）
（産婦健診・１か月児健診・新生児聴覚検査・

産後ケア事業を一体的に実施）
※令和４年１月から，２週間頃の健診を追加して実施

・ 妊婦歯科健診（令和３年度～個別医療機関で実施）

事業名 対 象
実施人数

（R3.12月まで受診分）

産婦健康診査 産後１か月前後の産婦 163人

１か月児健康診査 生後１か月前後の乳児 171人

新生児聴覚検査 生後28日前後の新生児 173人

産後ケア
産後，心身の不調があり，

専門的なサポートが
必要な方(産後１年以内）

実4/延べ8人

妊婦歯科健診 市内在住の妊婦 65人
３子育て期

・市総合健診，子宮がん検診時の託児サービス 7日間実施 29名利用
・1stバースデイプレゼント事業(1歳のお誕生日絵本プレゼント）164名に配布（令和３年1月末現在）

・医療機関はじめ関係機関と連携し，これまでの事業を継続しながら，切れ目のない支援を行う。
・新たに，子育てパパ・ママ応援講座（年６回程度）を開催し，子育てに関する様々な情報を伝え，参加者
同士の交流を通して，孤立を防ぎ，前向きな子育てができるように支援する。

<令和４年度の方向性・主な取組>

母子保健事業について
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●対象となる方： 

健診日に気仙沼市に住所がある赤ちゃんとそのお母さん 

※２週間頃の産婦健康診査は，令和４年１月１日以降に出産した方が対象です。 

 

 

 

②  ④産後ケア事業 

✿対 象：気仙沼市に住所がある方で、産後に心身の不調がある・周囲からのサポートが
受けられない・育児に不安があるなどの理由で、専門的なサポートが必要な方 

 
✿内 容：助産師等が自宅に訪問し、お母さんの体と心のケア、おっぱいのケアや育児に

ついての相談・アドバイスを行います。      
 
✿利用料：無料   
 
✿利用期間：出産後１年未満で 1人あたり 7 回まで   
 

 

 

 

気仙沼市からのお知らせ 

産後サポート事業で子育てを応援します！ 
市では、出産後間もない時期から、安心して子育てができるよう、 

下記の 4つの事業を一体的に行う産後サポート事業を行っています。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 受診票の上限額を超えた額は自己負担となります。 

※ 市の受診票が利用できない医療機関で受診した場合には、 

償還払い（払い戻し）となりますので、健康増進課までご連絡ください。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先：気仙沼市保健福祉部健康増進課 ℡２１－１２１２ 
〒988-0066 気仙沼市東新城二丁目 2-1（市民健康管理センターすこやか） 

 

 

② １か月児健康診査事業 

✿出生後１か月前後に医療機関で受ける 

健康診査料を助成します。 

✿助成上限額：3,300円 

※産後ケア事業の利用希望がある方は、事前に健康増進課にご相談ください。 

保健師が、お母さんの心配事をお聞きしながら事業の利用について調整します。 


