
社会生活を営むための心身機能の維持・向上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■中間評価時点の目標数値について
現状値の到達状況を評価し以下のように改訂目標値（平成３５年度）を定めました。

（ 一 部 抜 粋 ）

１ 生活習慣の改善・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・

２

３

４

生活習慣病の発症予防と重症化予防・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

健康を支え守るための地域の絆による社会づくり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

数値目標項目 現状値（Ｈ２７）   改定目標値（Ｈ３５） 
栄養・食生活 野菜摂取量の増加（１人当たり平均） ２０歳以上 ２７０．２ｇ ３５０ｇ 

共食の増加 
（家族と一緒に食べる日がない子どもの減少） 朝食１２～１４歳 １６．３％ 策定時より減少 

（策定時 
１２～１４歳１０．７％、 
１５～１９歳２５．６％） 朝食１５～１９歳 ３１．６％ 

夕食１２～１４歳 ２．３％ 中間評価 
（現状値）より減少 夕食１５～１９歳 １．８％ 

身体活動・ 
運動 重点施策３）運動習慣者の増加 

（３０分・週２回以上の運動を1年以上継続してい

る人の増加） 
２０～６９歳男性 ２３．０％ ２６．７％ 
２０～６９歳女性 １５．８％ ２３．８％ 
７０歳以上男性 ４８．０％ ６７．６％ 
７０歳以上女性 ２９．１％ ４４．４％ 

休養 十分に睡眠をとれていない人の減少 ２０歳以上 ２６．２％ ２０％ 
飲酒 生活習慣病リスクを高める量を飲酒し

ている人の減少 
（１日当たりの純アルコール摂取量が男性４０ｇ
以上、女性２０ｇ以上の人の減少） 男性 ９．７％ 中間評価より減少 

女性 １０．６％ ６．４％ 
喫煙 成人喫煙率の減少 

（喫煙をやめたい人がやめる） 男性 ２８．６％ ２６．１％ 
女性 ７．５％ ４．４％ 

歯・口腔 
の健康 定期的に歯科健診を受ける人の増加 ３０歳代 １５．５％ ２０％ 

０歳代 ２８．８％ ４０％ 
数値目標項目 現状値（Ｈ２８）   改定目標値（Ｈ３５） 

がん がん検診受診率の向上（胃がん） ４０歳以上 ３．７７％ 
５０％ がん検診受診率の向上（肺がん） ４０歳以上 ２０．９８％ 

がん検診受診率の向上（大腸がん） ４０歳以上 ２０．２５％ 
がん検診受診率の向上（子宮頸がん） ２０歳以上女性 ２６．２９％ 
がん検診受診率の向上（乳がん） ４０歳以上女性 １９．０９％ 

循環器疾患・ 
糖尿病 

特定健康診査・特定保健指導実施率の
向上（特定健康診査実施率の向上） 国保特定健診受診者 ３７．９％ 

６０％ 
特定健康診査・特定保健指導実施率の
向上（特定保健指導実施率の向上） 国保特定健診受診者 １６．７％ 
重点施策１)糖尿病有病者の増加抑制 国保特定健診受診者 １１．６％ 増加抑制 
糖尿病治療継続者の増加 国保特定健診受診者 ５４．８％ ６１％  

数値目標項目 現状値（Ｈ２８）   改定目標値（Ｈ３５） 
心身の健康 自殺者の減少 全体 １２人 １３人以下 
次世代の健康 重点施策２)朝食を食べない子どもの

率の減少 

小学５年生 ３．９％ ０％ 
中学２年生 ６．２％ ０％ 

高齢者の健康 足腰に痛みのある高齢者の減少 ３９．６％

（Ｈ２６） ３３％  
数値目標項目 現状値（Ｈ２８）   改定目標値（Ｈ３５） 

健康づくりに取り

組む人とチームを

増やす 重点施策４）健康推進員数の増加 １８０人 ２０５人 
重点施策５）食品中の食塩や脂肪低減に取り組む飲食店の

増加（外食栄養成分表示店の増加）  
３店舗 増加  

項目ごとの数値目標
概

要

版

健康くさつ２１（第２次）
平成３０年度～平成３５年度

誰もが健康で長生きできるまち草津
～健康寿命の延伸と健康格差の縮小～

基本的な方向１ 生活習慣の改善

施策分野（１）栄養・食生活

施策分野（２）身体活動・運動

施策分野（３）休養

施策分野（１）がん

施策分野（２）循環器疾患・糖尿病

施策分野（１）こころの健康

施策分野（２）次世代の健康

施策分野（３）高齢者の健康

施策分野（１）健康づくりに取り組む人とチームを増やす

草津市では、健康くさつ２１（第２次）について、平成２９年度に、情勢の変化や国、県の動

向を踏まえ、中間評価を実施し、基本理念や方向を維持した上で、重点施策を３つから５つに見直

すなど、計画の見直しを行いました。平成３０年度から平成３５年度は本計画に基づいて取組を

進めます。

健康寿命の延伸
（０歳からの平均自立期間の延伸）

基本的な方向２ 生活習慣病の発症予防と重症化予防

基本的な方向３ 社会生活を営むための心身機能の維持・向上

基本的な方向４ 健康を支え守るための地域の絆による社会づくり

平成３０（２０１８）年 ３月

草津市

施策分野（４）飲酒

施策分野（５）喫煙

施策分野（６）歯・口腔の健康

平成２５年度～平成３５年度【計画期間】

【基本理念】

【基本目標】
【改定目標値】
（平成３５年度）

男８３．４９年

女８４．７２年

基 本 的 な 方 向



重点施策２ 子どもの頃からの健全な生活習慣の確立

重点施策１ 糖尿病の発症予防と重症化予防の推進

重点施策３ 働く世代の健康づくり

糖尿病有病者

の増加抑制

３０年度から取り組むべき事項として、５つの重点施策を設定し、基本理念の実現を目指し、取組
を推進していきます。

<重点的な目標>

重症化予防に向けての取り組みを計画的に進めるため、糖尿病対策ガイドラインを策定
し推進します。

現状値
（平成２８年度）

改定目標値
（平成３５年度）

１１．６％ 増加抑制

朝食を食べない子ども

の率の減少

これまでの取り組みを引き続き推進していくとともに、妊娠期から子育て期までの切れ目の
ない相談支援により、安心・安全に子育てができる施策の推進や、子ども自身が健康づく
りについて学び、実践できるよう環境づくりを進めていきます。

現状値
（平成２８年度）

改定目標値
（平成３５年度）

小学５年生 ３．９％ ０％
中学２年生 ６．２％ ０％

運動習慣者の増加

働く世代が所属する企業や団体、協会けんぽ等の被用者保険組合と連携した健康増
進対策へのアプローチとして、健幸都市宣言の賛同を企業へ働きかけます。また、働く世
代がよく利用する施設での、健康への関心を高める取り組みを進めます。

現状値
（平成２７年度）

改定目標値
（平成３５年度）

２０～６９歳
男性

２３．０％ ２６．７％

２０～６９歳
女性

１５．８％ ２３．８％（３０分・週２回以上の運動を
１年以上継続している人の増加）

重 点 施 策

◆ 取組例 ： 特定健康診査の実施、特定保健指導の実施、特定健康診査の受診
勧奨、特定保健指導の参加勧奨 など

◆ 取組例 ： 食育料理教室、野菜の栽培・収穫を通しての食育の推進、赤ちゃんの
駅栄養相談、草津市児童生徒歯と口の健康づくり推進事業 など

◆ 取組例 ： くさつ健幸ポイント制度、禁煙推進事業、食と運動のヘルス
チェックデー など

◇ 今後の新たな取組 ： 生活の中で少しずつ塩分を減らしていくことができるような取り組み

子ども自身が食事準備ができるようなアプローチや取り組み など

◇ 今後の新たな取組 ： 自然と禁煙に向いていくような気運や雰囲気づくり
子どもから健康づくりを家族に伝えてもらえるような働きかけ など

<重点的な目標>

<重点的な目標> 重点施策５ 企業、団体、大学等との多種多様な協働による健康づくり

重点施策４ 地域で取り組む健康づくり

健康推進員数の増加

食品中の食塩や

脂肪低減に取り組む

飲食店の増加

地域ごとの健康状態についての様々なデータを分析し、地域の特性にあわせた健康づ
くりの活動がしやすい環境づくりなどが行えるよう、地域等の主体的な健康づくりの取り組
みを支援します。また、協働のまちづくりをすすめます。

多種多様な主体の協働による健康づくりの取り組みをすすめるため、様々な視点
で健康を捉えて連携する仕組みづくりや、市民に向けた、他機関、団体等と連携に
よる情報発信を推進します。

現状値
（平成２８年度）

改定目標値
（平成３５年度）

３店舗 増加

現状値
（平成２８年度）

改定目標値
（平成３５年度）

１８０人 ２０５人

重 点 施 策

◆ 取組例 ： 健康推進員養成講座・現任研修、健康のまち草津モデル事業、
食品表示学習会、認知症サポーター養成講座 など

◇ 今後の新たな取組 ： 様々な健康づくり等の情報が簡単に得られるような情報提供の工夫
若い世代へ働きかけられるような健康づくりの取り組みの実施 など

◆ 取組例 ： 食育推進デー、禁煙推進事業、草津版ヘルスツーリズムの構築に
向けた調査・検討、シルバー人材センターへの補助金事業 など

◇ 今後の新たな取組 ： 減塩などヘルシーメニューの提供をコンビニや事業所に働きかける
取り組み、健康都市宣言や健康増進に取組企業のＰＲ など

<重点的な目標>

<重点的な目標>


