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「和をもって健やかとなす！」第３次健康太子２１ 策定にあたって 

私たちを取り巻く社会環境は、少子高齢化や家族形態の変

化、人々の価値観の多様化やライフスタイルの変化、更には

食生活の変化による肥満や糖尿病などの生活習慣病の増加、

ストレスによるこころの病を抱える人の増加など大きく変

化し、様々な問題が生じております。 

このような状況の中で、本町では「みんなが健康で笑顔の

まちに！」をキャッチフレーズに平成 26 年度から全住民を

対象とした健康マイレージ事業『たいしくんスマイル』に取

り組んでいます。 

またこの度、みんなが支えあい、健康で生
い

き活
い

きと暮らす、笑顔いっぱいの町を目指

し「和をもって健やかとなす！」第３次 健康太子２１ 笑顔いっぱいプロジェクト を

策定しました。この計画は、これまで対象としてきた健康増進計画に食育推進計画を加

えて一体的な計画とし、健康づくりと食育推進の基本的な方向性を示しております。さ

らに、住民発意による実効性の高い取り組みである「笑顔いっぱいプロジェクト」を実

施するなど、住民と行政の協働に重点を置いた計画と致しております。 

中長期的な計画の下、健康への意識を、小さい頃から持っていただき、住民の皆様の

健康寿命の延伸と健康格差の縮小、更には生活習慣病の発症予防と重症化予防に取り組

んで参ります。 

結びに、本計画の策定にあたり、アンケート調査にご協力をいただきました住民の皆

様をはじめ、太子町健康づくり推進会議委員の皆様及び太子町健康づくり推進計画検討

部会の皆様、そして関係機関、各種団体の方々に心から感謝申し上げます。 

平成２８年 ３月 

 

「和を以って貴しと為す」といわれた聖徳太子の心をモッ

トーに施策が行われている太子町にふさわしい健康計画で

す。行政と住民の方が協働して作り上げたものです。健康づ

くりは個人と行政とが両輪となって実施され、初めてＱＯＬ

（生活の質の向上）が保障されるものです。個人と行政の努

力のどちらが欠けても車は動きません。健康寿命の延伸を目

指して、笑顔いっぱいの健康づくりを心がけましょう。 

平成２８年 ３月 

 

太子町長 浅野 克己 

太子町健康づくり推進会議 委員長 

畿央大学健康栄養学科教授 

浅野 恭代 
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基本方針 

第１章 計画策定の基本的な考え方 

大目標 

みんなが支えあい、健康で生
い

き活
い

きと暮らす、 

笑顔いっぱいの町にしよう！ 

スローガン 

『和をもって 

健やかとなす！』 

 

糖尿病予防から、 

みんなの生活習慣

病を予防しよう 

 

未来のために、 

子どもと子育て 

世代の健康意識 

を育もう 

 

コミュニケーション

を楽しみながら、 

健康づくりに 

取り組もう 

 

いつまでも生
い

き活
い

きと、

生きがいを 

持って暮らそう 

 

「食」を大切に思う 

こころを、地域と 

一緒に育て、健康づく

りの基礎をつくろう 

第２章 太子町の健康づくり・食に関わる現況と課題 
第２章では、７つの視点で太子町を取り巻く健康づくりと食の現状と課題を顧みます。 

生活習慣 健康診査・管理 
 

口腔保健 たばことお酒 

 
住民の主体的な取り組み  

「和をもって健やかとなす！」 第３次 健康太子２１ の概要 
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健康づくりと食育は両輪で進めていくべき、密接な関

係にあるものとし、第３章ではこれらを合わせて行動

計画とし記載しています。 
 

食育に関する行動計画 
食に関する行動計画は下記の３つの取り組みス

テージ別に記載しています。 

健康づくりの行動計画 
健康づくりの行動計画は下記の重点８分野ごと

に記載しています。 

栄養・食生活 身体活動・運動  

健康診査・管理  たばこ対策 

お酒対策 人との交流 

生 活 

教育・保育 生 産 

第３章 
健康づくり及び食育に関する行動計画 

第４章 
ライフステージに応じた 

健康づくり・食育の展開 

第４章では、健康づくり及

び食育に関する行動計画の

うち主要な取り組みについ

て、５つのライフステージ

ごとに整理しています。 

乳幼児期 

青年・成人期 

児童・思春期 

中高年期 

高齢期 

第５章 計画の推進方策 

太子町で特に力を入れて取り組んでいくこと 
太子町では分野を問わず下記の４つに注力していきます。 

主体別の取り組み展開 
下記４つの主体に分け役

割を記載しています。 

個人 

みんな 

関係機関 

太子町 

糖尿病対策を軸とした 

多様な健康支援 

 

妊娠期から見守る・支援す

る親子の健康づくり 

住民の活動と連携したたい

しくんｽﾏｲﾙの新たな展開 

数値目標 

栄養・食生活 身体活動・運動  健康診査・管理  

たばこ対策 お酒対策 人との交流 

進捗の評価 

評価の方法 評価の指標 評価と見直しのスケジュール 

笑
顔
い
っ
ぱ
い 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

ウォーキングコース発見プロジェクト  

太子町町歌で TVに出るぞプロジェクト  

味噌を食べて元気になるプロジェクト 

太子の大地と子どもを育てるプロジェクト 

健康と笑顔の WAプロジェクト 

ク ト 
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第１章 計画策定の基本的な考え方 

１．計画策定の趣旨 

（１）「健康太子２１」の経緯と策定の目的 

：太子町では、「自分の健康は自分でつくる」という観点から、住

民一人ひとりが主体的に健康づくりに取り組み、健康で生きが

いのある人生を目指して、町全体で個人の健康づくり運動を支

援するという趣旨のもと、平成 18 年度に「健康太子２１」を

策定しました。 

：健康太子２１（第 1次）の計画期間は５年間となっており、平

成 22 年度にはそれまでの成果を振り返りつつ、法的根拠の変

遷やメタボリックシンドロームの増加等の社会的潮流を踏まえ、

計画の見直しを行い「新・健康太子２１」を策定しました。 

「新・健康太子２１」では、～『和』をもって、すこやかとな

す 健康で、生きがいに満ちた、みんなが助けあうまちづくり

～を計画のゴールとして、「安心して子育てができ、子どもがす

こやかに育つまちづくり」「壮・中年期死亡の減少」「健康寿命

の延伸及び生活の質の向上」を中心にさらなる健康増進に取り

組んできました。 

：上記のような経緯で策定した「新・健康太子２１」も平成 27

年度で、その計画年度を迎えます。これを契機に太子町では、

国、府等の指針、健康に関する環境変化を踏まえ、本町の新た

な健康づくりの指針として、「『和をもって健やかとなす！』第

３次健康太子 21 笑顔いっぱいプロジェクト」（以下、本計画

という）を策定することとしました。 

計画の目的 

本計画の策定においては、これまで対象としてきた健康増進計画に食育推進計画

を加えた一体的な計画づくり、及び、住民が主体となって健康増進・食育推進の活

動を進めることを図った実効性のある計画づくりを重要な視点としています。 

また、本計画は、これまでに進めてきた健康づくり応援団を中心とした活動をベ

ースとし住民が実践すること、それらに対し太子町が支援することを明確にまとめ

ることで、太子町全体の健康づくりと食育推進の基本的な方向を示すことを目的と

します。 

健康・食育が一

体となった実

効性の高い計

画づくりへ 

（第３次計画） 

５年間の振り

返りと見直し 

(第２次計画) 

健康太子２１

の策定 

(第 1 次計画) 
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（２）計画の位置づけ 

本計画は、健康増進法に規定されている「市町村健康増進計画」及び食育基本法

に規定される「市町村食育推進計画」として位置付けられています。 

また、これらの法に規定されている国の「基本方針」（＝健康日本21（第二次））

「食育基本計画」及び大阪府の「第二次大阪府健康増進計画」「第二次大阪府食育

推進計画」の方向性を踏まえ、町の上位計画である「太子町第５次総合計画」をは

じめ、「太子町子ども・子育て支援事業計画」、「太子町高齢者保健福祉計画・第6

期介護保険事業計画」、「太子町データーヘルス計画」「太子町第2期特定健診等実施

計画」などの関連計画との整合性を図ったものとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．全体の構成 

太子町では、「健康増進」と「食育推進」を両

輪で進めていくべき親密な分野であると考え、

本計画では、「健康増進の取り組み」と「食育推

進の取り組み」を合わせ「『和をもって健やかと

なす！』第３次健康太子21 笑顔いっぱいプ

ロジェクト」としています。 

 

 

 

 

 

 

 

３．計画の期間 

本計画は、平成28年度から平成32年度までの5年計画とします。 

健康増進法 

健康日本２１ 

 

大阪府健康増進計画 

食育推進法 

食育基本計画 

 

大阪府食育推進計画 

第
３
次
健
康
太
子 

関連計画 

  

… 

規定 

整合 

上位計画 

上位計画 

第５次総合計画 

21 

第３次健康太子 21 

「和をもって健やかとなす！」 

食育推進 

の取り組み 

健康増進 

の取り組み 
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４．計画の方向性 

（１）大目標 

以下のフレーズを本計画の大目標とします。 

みんなが支えあい、健康で生
い

き活
い

きと暮らす、 

笑顔いっぱいの町にしよう！ 

（２）基本方針 

以下の５つの基本方針を基に、大目標の達成を目指します。 

① 糖尿病予防から、みんなの生活習慣病を予防しよう 

多くの合併症の原因になる糖尿病ですが、糖尿病の予防を行うことをきっかけ

に、生活習慣の多面的な改善につなげます。 

太子町では、健診結果において糖尿病検査で要指導・要医療で 6 割を占めてい

ます。また、医療費や死亡比をみても大阪府内では、上位に位置し高くなってい

ます。よって、糖尿病を健康課題と捉え「みんなで減らそう糖尿病」というスロ

ーガンをかかげ、生活習慣の改善を図るための対策として『笑顔いっぱいハッピ

ープロジェクト』を展開しています。あらゆる機会に糖尿病をテーマに啓発する

とともに、健康診査後の結果を大切にし、個人に対しての支援にも力を入れます。

すなわちポピュレーションアプローチとハイリスクアプローチをともに進めて

います。まずは、糖尿病に関心をもち、次に自分や家族の生活習慣を見つめ、意

識改善を行い、生活習慣病の改善につなげていく、この行動変容を糖尿病から循

環器疾患や COPD、がん予防にも広めていくことを目標としています。 

行動計画重点分野 ⇒  

 

② 未来のために、子どもと子育て世代の健康意識を育もう 

生涯を通じ、健康的な生活を送るためには、子どものころから健康的な生活習

慣を身につけることが重要です。 

太子町では、妊娠期からの健康づくりを意識して、母子手帳の交付及びこんにち

は赤ちゃん訪問などを保健センターで実施し、孤立しない育児や親子の健康づくり

を支援してきました。今回の調査では、朝食の欠食や睡眠時間が十分でないなど小・

中学生における食・生活リズムの課題が見えてきました。本計画では、保育園や幼

稚園・小中学校と連携しながら、子ども自身の意識向上と子育てを通じた大人への

意識改善の波及効果を図り家族・家庭の健康づくりを支援していきます。 

行動計画重点分野 ⇒ 

栄養・食生活 身体活動・運動 健康診断・管理 

たばこ対策 お酒対策 

栄養・食生活 身体活動・運動  

 人との交流 
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③ コミュニケーションを楽しみながら、健康づくりに取り組もう 

仲間との交流を楽しむことは心のバランスを取ることにつながります。また、

普段の生活において近親者や専門家との会話は自身の健康状態の変化に気付く

きっかけにもなります。太子町では住民のみなさまとのコミュニケーションを大

切にするために、地区担当制を取り入れた保健事業を実施しています。今回の調

査では、地域のつきあいが必要だと思っている人が多い反面、地域活動への参加

が少なくなっていました。本計画では、みんなが楽しみながら健康づくりができ

る『たいしくんスマイル事業※』を、町会・自治会を中心に展開しながら、地域

での絆を深められるように地区担当制による利点を生かし、地域をつなぐ健康づ

くりを展開していきます。※『たいしくんスマイル事業』についてはｐ５3 参照 

行動計画重点分野 ⇒ 

④ いつまでも生
い

き活
い

きと、生きがいを持って暮らそう 

人生の各ライフステージにおいて、目標や生きがいを持つことは、心のうるお

いにつながるだけでなく、健康への意識向上にもつながります。 

太子町では、２０２５年には６５歳以上人口が２８．４％と見込まれ、うち介

護が必要となる高齢者の割合が２３％（８５５人）との推計が出ています。『活

動的な８５歳』をめざし、高齢者の社会での役割づくりや趣味を通した活動と、

地域の行事や祭りなどに参加する小中学生が５割以上と多い太子町ならではの、

世代間をつなぐ交流や活動ができるように支援していきます。 

行動計画重点分野 ⇒  

 

⑤ 「食」を大切に思うこころを、地域と一緒に育て、健康づくりの基礎をつくろう 

「食」は地域の文化や豊かな人間性を育むとともに、健康づくりの基礎となり

ます。 

太子町は、町域の３０％を田畑が占めている、緑豊かな自然環境に恵まれた町

ですが、近年では農家の減少とともに、耕作放棄地の増加が課題となっています。 

この恵まれた環境、地域を生かして、関係機関や住民のみなさまとともに、大

地や作物を大切に育てるように、「食」を大切にするこころを育てていきます。 

行動計画重点分野 ⇒  

 

（３）スローガン 

上記の基本方針を一つにまとめ、以下を本計画のスローガンとしました。 

 

 人との交流 健康診断・管理 

栄養・食生活 身体活動・運動  

人との交流 

『和をもって健やかとなす！』 

身体活動・運動 

 

 

 

人との交流 

たばこ対策 お酒対策 
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第２章 太子町の健康づくり・食に関わる現況と課題 

１．生活習慣の現状と課題 

（１）栄養・食生活・・・・・・・・・・・・・⇒ P19 へ GO  

①「野菜を両手一杯以上、毎日摂っている人の割合」が低下しています。 

 

 

 

②「毎日朝食を食べる小学生と中学生の割合」が低くなっています（欠食率が上が

っています）。 

年代別 朝食の欠食率 

 幼 児 小学生 中学生 成 人 

「毎日食べる」者の割合 95.2% 85.5% 81.1% 88.1% 

 

③「ゆっくり噛んで食べていない男性の割合」が高くなっています。また、「自分で

バランスよく食材を選んだり食事をしている男性の割合」が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◎生活習慣病の予防及び重症化予防のために、安全でおいしい野菜を十分に

食べられる食習慣を健康づくりと食育の視点で進める必要があります。 

◎小学生～中学性までの時期は、体が成長する大事な時期です。特に朝食はき

ちんとした生活習慣の第一歩として、欠食率を下げる取り組みが必要です。 

◎働き盛りの男性は食生活が乱れがちです。若者の男性を対象にした食生活

改善の取り組みが必要です。 

16.4%

12.6%

0.8%

0%

5%

10%

15%

20%

平成17年 平成22年 平成27

野菜を両手一杯以上、毎日摂っている人の割合の推移 

ゆっくり噛んで食べていない人の割合 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

男性 女性

0%

20%

40%

60%

80%

100%

男性 女性

一日に摂る野菜の量の割合（成人） 

※5皿で約両手一杯分程度に相当します。 

自分でバランスよく食材を選んだり食事をしてい

る人の割合 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw7_KmqqbJAhVliKYKHa4UD5IQjRwIBw&url=http://www.town.taishi.osaka.jp/business_kanko/kanko/taishikun/taishikun_pose_list/1362028334019.html&psig=AFQjCNHYqxBx2GsC83mU5Mk5Pg9xAFNsVA&ust=1448360724694268
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（２）身体活動・運動・・・・・・・・・・・・⇒ P21 へ GO  

①30 歳代を中心に若い世代で、「意識的に運動している人」は少なくなっています。

運動できない人の理由としては、「時間がないから」「きっかけがないから」が多

いようです。 

また、一日にあるく歩数が、4000歩以内と少ない人が過半数を占めています。 

 

 

 

②毎日一時間程度の外遊びをする幼児が少なくなってきています。 

 

 

（参考）運動の頻度 

 幼 児 小学生 中学生 成 人 

「ほとんど毎日」運度している者の割合 64.8% 40.0% 66.4% 25.2% 

「ほとんどしていない」者の割合 1.3% 14.5% 16.8% 37.8% 

※成人は「健康づくり行動計画「健康太子２１」見直に係るアンケート調査」における「問 54 健康

のために意識的に体を動かすなど運動を心がけているか」の結果より、「ほとんど毎日」は「いつ

も心がけている」を集計、「ほとんどしていない」は「心がけていない」「思うがほとんどできてい

ない」の和を集計したものです。 

 
 

 ◎身近なウォーキングコースなど社会環境の整備や、気軽に運動する意識の

啓発が必要です。 

◎テレビやゲーム・スマートホン等による室内遊びが増えているようにも思

えますが、安心して遊ぶ場がないという意見もあります。運動に対する意

識の変化と社会環境の整備を図る必要があります。 

20%

40%

60%

80%

100%

男性 女性

70%

75%

80%

85%

90%

平成１４年 平成２２年 平成２７年

外遊びをする幼児の割合の推移 

意識的に運動している人の割合 

39%

31%

14%

7%

4%
5%

2000歩まで（約20分）

4000歩まで（約40分）

6000歩まで（約60分）約4KM

8000歩まで（約80分）

10000歩まで（約100分）

10000歩以上（約120分以上）

一日に歩く歩数の割合分布 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw7_KmqqbJAhVliKYKHa4UD5IQjRwIBw&url=http://www.town.taishi.osaka.jp/business_kanko/kanko/taishikun/taishikun_pose_list/1362028334019.html&psig=AFQjCNHYqxBx2GsC83mU5Mk5Pg9xAFNsVA&ust=1448360724694268
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14.3%

14.3%

9.9%

57.1%

23.1%

14.3%

71.4%

43.8%

7.1%

14.3%

23.1%

7.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

毎日食べる

ときどき食べないことがある

ほとんど食べない

６時間未満 ６～７時間未満 ７～８時間未満 ８～９時間未満 ９時間以上

14.7%

36.8%

25.0%

38.8%

47.4%

62.5%

37.9%

15.8%

12.5%

7.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（３）休養・こころの健康づくり・・・・・・・・⇒ P23 へ GO 

【睡眠】 

①年代が上がるほど、睡眠時間が少なくなっています。 

 幼 児 小学生 中学生 成 人 

6 時間以上睡眠を取っている者の割合 100% 97.9% 81.9% 66.2% 

8 時間以上睡眠を取っている者の割合 86.2% 59.2% 7.0% 6.4% 

【朝ごはんと睡眠】 

②小中学生とも、睡眠時間の長い子どもの方が、朝ごはんを毎日食べる比率が高く

なっていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【電子端末と睡眠】 

③電子端末（携帯電話・スマートフォン・タブレット等）を持っていない子どもの

方が、睡眠時間が長い傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小学生】 【中学生】 

朝食の欠食率別睡眠時間割合 

66.7%

90.0%

62.9%

67.3%

51.7%

25.7%

9.1%

17.2%

5.5%

6.9%

33.3%

10.0%

11.4%

18.2%

24.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

6時間未満

6～7時間…

7～8時間…

8～9時間…

9時間以上

持っている 持っていないが誰かのを使っている

持っているがほとんど使っていない 持っていない

電子端末の所持と睡眠時間の関係 

80.8%

81.4%

68.1%

88.9%

100.0%

11.5%

3.4%

10.6%

3.8%

5.1%

3.8%

10.2%

21.3%

11.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【小学生】 【中学生】 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw7_KmqqbJAhVliKYKHa4UD5IQjRwIBw&url=http://www.town.taishi.osaka.jp/business_kanko/kanko/taishikun/taishikun_pose_list/1362028334019.html&psig=AFQjCNHYqxBx2GsC83mU5Mk5Pg9xAFNsVA&ust=1448360724694268
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【ストレス】 

④過半数の住民がストレスを感じることが「よくある」または「ときどきある」と

回答しています。その原因としては、「家族のこと」「仕事のこと」が特に多くな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◎生活リズムを整え、ストレスに対応できる健康なこころとからだを維持す

るため、適切な睡眠時間の確保を促進する必要があります。 

◎生きがいづくりや人との交流などによるこころの休養もストレス解消につな

がります。家庭や地域内で、相談できる人や場所をつなぐ支援が必要です。 

 

ストレスを感じる人の割合 

ストレスの原因 
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２．健康診査・管理に関する現状と課題・・・・・・・・・⇒ P25 へ GO 

（１）受診率について 

①乳幼児健診の受診率はすべてにおいて増加しています。 

乳幼児健診を受けている人の割合 

項 目 平成 17 年 平成 22 年 平成 26 年 

４か月児健診 96.4% 93.3% 98.0% 

１歳６か月児健診 91.3% 93.8% 99.0% 

３歳６か月児健診 80.0% 83.8% 90.6% 

 

②成人の受診率については、年々、改善しています。 

項 目 平成 17 年 平成 22 年 平成 26 年 

１年以内に何らかの健康診

査を受けている人の割合 
68.5% 56.6% 85.7% 

がん検診受診率 

     肺がん検診 
36.7% 5.7% 16.4% 

     胃がん検診 10.5% 7.2% 10.7% 

     大腸がん検診 11.0% 7.9% 18.0% 

     乳がん検診 7.8% 16.3% 26.3% 

     子宮頸がん検診 12.3% 15.5% 25.7% 

特定健診の受診率 
 

27.6% 32.3％ 

（２）受診率向上の取り組み実績について 

①乳幼児健診の受診率向上に向けて 

より身近な健診を PR するためにも、生まれる前から支援者が面談や訪問、教室や

保健指導の実施などで、保護者との関係性を保てるように心掛けています。 

妊娠期 母子手帳の交付時の面接やプレママ・パパ教室の実施 

乳児期 こんにちは赤ちゃん訪問や赤ちゃん会、ファーストベビー講座 

幼児期 すこやかホールの開放やこんぺいとう・タンポポ広場への出前講座、 

青空 go！go！広場の開催など 

 

②成人健診の受診率向上に向けて 

平成 25年度から特定健康診査の集団健診（とくとく健診）を実施し、以前のよう

に、誘い合って気軽に受診できる健診体制を復活させました。また、その健診に各

種がん検診を併設したことで、がん検診の集団検診の実施回数を増やすとともに、

土日の受診機会を設けるなど、受診機会を増やしました。 

平成 26年度からは『たいしくんスマイル事業』をスタートさせ、各種検（健）診

にスマイルポイント 10ポイント付与し、受診行動を促しました。 

また、がん検診無料クーポン券に代わり、はがきによる個人通知を乳がんは 40 代

の対象者に・子宮頸がんは 20 代の対象者全員に郵送し、受診勧奨を行いました。 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw7_KmqqbJAhVliKYKHa4UD5IQjRwIBw&url=http://www.town.taishi.osaka.jp/business_kanko/kanko/taishikun/taishikun_pose_list/1362028334019.html&psig=AFQjCNHYqxBx2GsC83mU5Mk5Pg9xAFNsVA&ust=1448360724694268
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（３）糖尿病について・・・・・・・・・・・⇒ P54 へ GO 

①疾病について 

糖尿病による男性の死亡が大阪府の平均より高い値となっています。 

一方、その事実を知っている住民は 2 割を下回っています。まずは、現状を知るこ

とから始める必要があります。 

糖尿病による標準化死亡比（SMR） 

 

 

 

※大阪府平均＝１ 

 

 

 

 

 

②血糖値と食習慣の関係について 

血糖値が高い人ほど、間食の回数の多い人の比率が高くなっており、相関が見られ

ます。 

 

57.9%

27.3%

42.1%

72.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

普通以下

かなり高め

血
糖

値

1回以下 2回以上

市町村 
H20-24 

男性 女性 

富田林市 0.81 1.02 

河内長野市 0.58 1.41 

大阪狭山市 0.56 0.72 

太子町 1.17 0.89 

河南町 0.34 0.66 

千早赤阪村 1.19 0.47 

血糖値の高さ別 1 日の間食の回数分布 

太子町では糖尿病で亡くなる人が大阪府

平均より多いことを知っている人の割合 

標準化死亡比（ＳＭＲ）とは．．． 

異なった年齢構成を持つ地域別の死亡率を、そのまま比較することはできないので、

比較を可能にするために標準的な年齢構成に合わせて、地域別の年齢階級別の死亡率を

算出して比較する死亡率のことです。大阪府を 1とした場合、太子町（男性）で 1.17

だと 1.17倍死亡率が高いという事になります。 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw7_KmqqbJAhVliKYKHa4UD5IQjRwIBw&url=http://www.town.taishi.osaka.jp/business_kanko/kanko/taishikun/taishikun_pose_list/1362028334019.html&psig=AFQjCNHYqxBx2GsC83mU5Mk5Pg9xAFNsVA&ust=1448360724694268
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③医療費について 

医療費でみると、糖尿病は 2 番目に多い疾病となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

④特定健診受診者の検査値について 

特定健診受診者のうち、糖尿病の検査値が保健指導レベルに達している者は 50.3％

と過半数を超えています。 

 

 

 

 ◎健診未受診者に対しては、関係機関が連携体制をとり、子どもと保護者が

子育てのために孤立していないかを確認する必要があります。 

◎成人健診については、目標の受診率に到達できるように、より受けやすい

健診体制や受けるメリットが感じられるよう工夫を行う必要があります。 

◎健診後の生活習慣の見直しや専門機関への受診については、対象者との信

頼関係を築き丁寧に促すことが大切です。 

◎糖尿病・糖尿病予備軍が大阪府内でも多い地域であることが、データーか

ら判断できるため、重点課題を糖尿病として疾病予防・重症化予防を進め

ていく必要があります。 

50.3%

41.4%

20.4%

49.7%

58.6%

79.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

糖尿病

(保健指導レベル:HbA１ｃ 5.6以上)

血圧

(保健指導レベル:血圧130以上または85以下)

脂質異常

(保健指導レベル:中性脂肪150以上)

保健指導-治療レベル 正常範囲

2.4%

2.5%

2.7%

2.7%

3.0%

3.7%

4.1%

4.6%

5.4%

5.5%

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6%

不整脈

うつ病

脂質異常症

脳梗塞

大腸がん

関節疾患

統合失調症

高血圧

糖尿病

慢性腎不全（透析あり）

平成 26年度 入院費と外来通院費の累計医療費の疾病分類別割合〔上位 10位〕 

（太子町データーヘルス計画より） 

特定健診受診者に対する保健指導の有無（N=1440） 

（太子町健康管理システムより） 
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３．口腔保健に関する現状と課題・・・・・・・・・⇒ P27 へ GO 

①「ゆっくり噛んで食べている子ども」は中学生になると大きく減少します。 

 

 ◎しっかり噛むことで、あごの発達だけでなく全身の発達・発育と脳の活性

化にもつながります。噛むことの大切さを乳児から高齢者まで全年代を通

して啓発していくことが必要です。 

◎お口のケアに関心をもつことにより、食事や全身の健康管理ができるため、

かかりつけ歯科医での定期健診の受診を進める必要があります。 

◎お口のケアに関しては、むし歯予防だけではなく、歯周病予防やお口の周

りの筋肉や機能の強化を促進することが必要です。 

 

４．たばこ・お酒などに関する現状と課題・・・・・・・⇒ P29 へ GO 

①近年、喫煙率は減少していますが、男性の 3 割が喫煙者です。女性と妊婦の喫煙

率は、ほぼ横ばいとなっています。 

 
 

②「お酒を適量飲む人」は増加傾向にありあます。 

 

 ◎たばこの影響について肺がんだけではなく、受動喫煙や胎児へ影響につい

ての啓発をすすめ、健康管理に役立てるよう支援することが大切です。 

◎たばこやお酒・薬物などの依存性について理解し、未成年者の飲酒・喫煙

等を防ぐ教育や社会環境づくりを進める必要があります。 

◎お酒を飲みすぎない、飲ませすぎないという意識の啓発が必要です。 

54% 57%

41%40%

45%

50%

55%

60%

幼児 小学生 中学生

7.0% 8.0% 7.4%

39.8%
31.2% 29.8%

6.5%
10.9% 7.6%

0%

10%

20%

30%

40%

平成17年 平成22年 平成26年

妊婦

男性

女性

54.2%
56.0%

59%

50%
52%
54%
56%
58%
60%

平成17年 平成22年 平成26年

喫煙率の推移 

飲酒する人のうちお酒を適量飲む人の割合の推移 

ゆっくり噛んで食べている子どもの割合 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw7_KmqqbJAhVliKYKHa4UD5IQjRwIBw&url=http://www.town.taishi.osaka.jp/business_kanko/kanko/taishikun/taishikun_pose_list/1362028334019.html&psig=AFQjCNHYqxBx2GsC83mU5Mk5Pg9xAFNsVA&ust=1448360724694268
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw7_KmqqbJAhVliKYKHa4UD5IQjRwIBw&url=http://www.town.taishi.osaka.jp/business_kanko/kanko/taishikun/taishikun_pose_list/1362028334019.html&psig=AFQjCNHYqxBx2GsC83mU5Mk5Pg9xAFNsVA&ust=1448360724694268
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５．人との交流・コミュニケーションに関する現状と課題⇒ P33 へ GO 

①「近隣との付き合いをしている人」の割合は、前回調査時と同じく高くなってい

ます。 

 
 

②「地域活動をしている人」の割合は、年々、増加しています。 

 

 

③「健康だと思っている人」の方が地域活動への参加が多い人の比率が高くなって

います。 

 

 

 

 ◎地域活動に参加することで健康感が良くなっているので、地域活動に参加

するきっかけづくりや、人との交流や生きがいづくりができる場所や機会

など社会環境の整備を進めていく必要があります。 

◎近所づきあいが少ない就労している年代の人が、町会・自治会活動に参加

できるような仕掛け作りが大切です。 
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６．食育に関する現状と課題・・・・・・・・・・・⇒ P35 へ GO 

①幼児及び中学生では、「好き嫌い」がある子どもがやや多くなっています。 

項 目 幼 児 小学生 中学生 成 人 

「好き嫌いがある」割合 26.1% 16.6% 23.1% 10.3% 

       

②「食育」に関する認知度についても、中学生が一番低くなっています。 

 
 

 

③「太子町の郷土料理を知っている」人は１割を下回っています。 

 
 

④近年では農家の減少が顕著となっており、これとともに、耕作放棄地の増加も目

立っています。平成 22年では、経営耕地面積 133ha のうち、20ha、約 15％

が耕作放棄地となっています。 

 

 

 

 

 

 

 ◎中学生の「食」への関心を高めることが求められます。 

◎農作物を「作ること」「買うこと」「食べること」など多様な経験を通し、

太子町の「自然の大地の恵み」や「食文化」を育てることが大切です。 

◎太子町の農耕地を活用した食育活動を推進することが求められます。 

27%

18%

60%

51%

43%

31%

22%

40%

9%
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小学生

中学性

成人
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言葉も知らなかった
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8%

知らない, 

92%

太子町の郷土料理 

年齢層別「食育」の認知度 

郷土料理を知っているものの割合 

あかねこもち 

経営耕作面積・農家数の推移 

（出典：農業センサス） 
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７．住民の主体的な取り組みの実績について 

（１）健康づくり応援団について 

第１次計画策定作業に関わった健康づくりに関わる各種団体が協力して発足した

『健康づくり応援団』は、第２次計画も継続し健康展を中心に、『新・健康太子 21』

を広く住民に啓発するための活動を実施してきました。 

しかしながら、各団体の活動と応援団の活動が重なることもあり、活発な活動を展

開することができないといった課題が出てきました。よって、第３次計画等検討部会

においては、健康づくり応援団に加え新たな団体にも参加を呼びかけ、再編成するこ

とを検討します。 

 

（２）その他の活動について 

①月例ウォーキング・ストックウォーキング 

万歩会・ストックウォーク歩こう会が中心となって、第一月曜・第三火曜の月に

二回、町内のウォーキングコースで安全で安心したウォーキングを実施し、歩くこ

との大切さを啓発しています。近年は、参加者が増加してきています。 

②食生活改善推進 

若芽会として、月に一回の定例会議にて、町内の食生活改善や食育についての啓

発事業の企画や勉強会を行い、年間数回の教室の開催、各種教室や啓発イベントの

サポートを実施しています。メンバーの減少により活動規模が小さくなってきてい

るが、新たなメンバー獲得に積極的な内容となっています。 

H22 健康ウォーキング大会の実施 健康展への参加 

H23 熱中症予防・バランスガイドの啓発活動 健康展への参加 

H24 新・健康太子２１の啓発活動 健康展への参加 

H25 新・健康太子２１の啓発活動 健康展への参加 

H26 災害時の非常食の作り方（パッククッキング）実習 健康展への参加 

親子クッキングのレシピ 
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③献血推進・結核予防活動 

エイフ・ボランタリーネットワークとして、太子町地域婦人会の活動に加えて、

健康で明るい太子町をめざしてボランティア活動を組織的に実践しています。 

④地域での健康情報・各種事業の啓発 

町内の自治会・町会に各 2 名程度の健康づくり推進委員を置き、住民自らが健康

問題を考え、地域全体に健康についての情報発信を行うとともに、地域での健康教

室の企画及び事業を実施しています。地域での開催については、健康づくり推進委

員の人脈やお付き合いがあり、多くの人に参加いただけるようになりました。 

⑤介護予防事業のサポート 

保健センターで行う生き生きトレーニングでは万歩会が、地域で行うぐんぐん体

操ではぐんぐんサポーターが、参加している高齢者のサポートをしています。各教

室への参加者が増える傾向があり、サポーターの存在は、スタッフの補助だけでな

く、参加者とのコミュニケーションや安全で安心した事業を展開するためにもとて

も大切です。 

⑥子どもの外遊びの推進 

子どもの運動不足を解消するために、青空 go！go！広場を中心に外遊びを推奨し

ています。子どもの運動だけでなく、親子の絆や親の運動不足、孤立化を防ぐため

に楽しく取り組めています。 

⑦子育てサークル活動 

就園前の親子が、保健センターのすこやかホールを、安心して子ども達が遊び、

親同士がつながる場として活用しています。ペアペアクラブや親子サークルどれみ

は、子ども同士の遊びを楽しむために、また同じ育児を抱え、子育ての悩みが相談

できる仲間づくりのために、自分たちが協力し合って活動を進めています。 

 

 

 

 

 

⑧健康展による情報発信 

上記事業に参加協力いただいている万歩会・若芽会・青空 go！go！・健康づくり

推進委員・健康づくり応援団がそれぞれのブースで得意なテーマで健康情報を発信

します。2 日間で約 400名の人が参加し健康についての説明を聞いていただいてい

ます。 

以上のように、住民の主体的な取り組みによって、多くの方に健康情報が行

きわたり、多くの方の参加を受け入れることができるようになってきています。 

子育てサークル活動の様子 
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第３章 健康づくり及び食育に関する行動計画 

 

 

３−１．重点８分野別 健康づくりの行動計画 

１．栄養・食生活 
生命を維持し健康な生活をおくるため、または子どもが健やかに成長するためには、

食生活のバランス・充実はかかせません。 

さらに、家族や仲間と食事をとることや、地域でとれる安全・安心な作物を選ぶこ

とは食への関心の導入になるなど、豊かな食生活は総合的な健康づくりの基盤になる

ともいえます。 

 

 

 

 

【取り組みの方向性】 

● 家族で楽しく実現する朝食の欠食の減少 

● 美味しくバランスよく三食食べることによる野菜摂取量の増加 

● 適度な塩分と糖分の摂取を考慮した食事づくりの普及 

● 地域の作物・料理を活用した食への関心の増加 

● 楽しんで取り組む男性の食の自立と若い人のよりよい食事の選択力 

 

 

【取り組み内容】 
◎個人で取り組むこと 

・朝食は欠食しないように、少しでも食べる時間を作りましょう 

・野菜を両手いっぱい（小鉢に一日 5 皿以上）取るように心がけましょう 

・自分の適正体重を知り、維持するように心がけましょう 

・甘い物や脂肪の多い食事に偏らず、何でも「バランスよく」摂取しましょう 

・おやつは、回数を決めできるだけ糖分を抑えたものにしましょう 

・夜９時以降の食事や間食を控えましょう 

・無理なダイエットはやめましょう 

・自分の適正な栄養摂取量を意識した食事を摂りましょう 

地域の野菜をみんなで食べる バランスのよい食習慣づくり 
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◎みんなで取り組むこと 

・朝食の充実、野菜の摂取、カロリー過剰摂取制限、減塩などの視点でのレシ

ピづくりに取り組みましょう 

・男性高齢者や若い人を対象とした料理教室を増やしましょう 

◎町や関係機関が取り組むこと・支援すること 

・朝食の大切さを伝える 

・子どもや保護者に生活リズムの三食の大切さを伝えていく 

・乳幼児健診や健康相談での食生活に関する適正な知識の普及 

・食事と健康に関する情報を広報へのレシピ掲載や健康教室で伝える 

・住民主催の料理教室等の取り組み紹介 

・糖尿病などの生活習慣病予防に関する学習会や個別保健指導などの実施 

・高齢者の低栄養を防止するための適切な知識の普及 

・子どもから大人までの食生活の改善を目指した地域の組織団体・専門家との

協力による学習会等の開催 

・学校や保育園・幼稚園と連携して、太子町が一体となって子どもの食育を進

める 

 

【着目すべき評価指標】 

・一日の平均野菜摂取量の増加 

 

 

 

◎食生活改善ボランティアさんからのアドバイス 

〜正しい知識で、正しい食事を〜 

より良い食生活を送るには、飛び交う情報を選択する力を養うことが大切です。 

例えば、最近話題の油類。アマニ油・えごま油・オリーブオイル・ココナッツ

オイルなど．．．「ダイエット・コレステロールに効果あり！積極的に摂りましょ

う！」などと言われます。たしかに、効能はそれぞれあるよう

ですが、実はカロリー自体は一般のサラダ油と同程度です。で

すから、体にいいからというだけで摂り過ぎは禁物です。 

情報を鵜呑みにしないで、一度、自分で確かめてから取り入

れる気持ちを持っていただきたいと思います。 

（太子町食生活改善推進協議会「若芽会
わ か め か い

」 小原里佳） 

 平成 22年度  平成 26年度  目標 

成人 未調査 121g 350g 以上 

 

健やかコラム 
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２．身体活動・運動 

身体活動量が多い人や、運動を行っている人は生活習慣病による死亡率も低いとい

われ、メタボリックシンドロームやロコモティブシンドロームの予防、ストレス解消

や生活の質の向上にも効果があります。運動の機会が少ない人も手軽なことから身体

活動を高めることが大切です。 

 

 

 

 

 

【取り組みの方向性】 

● 若い世代の運動習慣づくりの促進 

● 安心して子どもが楽しく運動できる場づくり 

● 緑豊かな自然と史跡を活かし、みんなで楽しく運動できる機会づくりと 

環境づくり 

 

 

【取り組み内容】 
◎個人で取り組むこと 

・出勤前や家事の合間の運動の意識化など、ライフスタイルに合わせた身近な

運動を実施しましょう 

・外出する時は、できるだけ車やバイクは使わず歩きましょう 

・今より 10分多く歩いてみましょう 

・晴れた日は、元気に外遊びをしましょう（幼児） 

・家族みんなで二上山に登りましょう 

・地域の公園や体育館を上手に活用しましょう 

・運動仲間を見つけましょう 

・週に一度は家の門から外に出ましょう 

・ながら運動を実践しましょう 

◎みんなで取り組むこと 

・住民が実践している運動や活動をインタビューして、広報や教室で紹介して

みましょう 

・見守りを兼ねた毎日のウォーキングなどを習慣づけましょう 

・ウォーキングコースの共有とマップの作成に取り組みましょう 

みんなで楽しく 身近な場所からはじめる 運動習慣づくり 
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・歩きやすいまちづくりのため、トイレや休憩所の貸し借りを普及させ、また

情報発信に取り組みましょう 

・親子や地域での外遊びを楽しみましょう 

・身近な公園や広場を活用したラジオ体操など簡単な運動を、みんなで習慣的

に実施しましょう 

◎町や関係機関が取り組むこと・支援すること 

・運動の取り組み方のヒントや成果を体験談として、広報やイベントで伝え、

取り組みのきっかけをつくる 

・健康づくりに効果的なウォーキングの普及（ストックウォークなど） 

・運動に関する既存団体が意見交換や活動できる場づくり 

・安全で安心できるウォーキングコースの充実 

・標識や休憩スポットなどのサイン設置の支援 

・外遊びや生活リズムの大切さについて教室の実施や健（検）診の際に伝える 

・学校・幼稚園・保育園での積極的な外遊びの促進 

・健康の保持増進と体力づくり等を目指した健康教室などの開催 

・生涯スポーツの推進と団体間の連携強化や活動の啓発 

・生
い

き活
い

きと生活できるように、地域で取り組む町独自の健康体操の普及 

・地域の公園や体育館を利用しやすい環境づくり 

 

【着目すべき評価指標】 

・意識的に運動している人の割合 

 

 

 

◎実践、体力づくり 〜ウォーキングをはじめよう〜 

体力の衰えは、足腰からといわれていますが、太子町では昼

夜を問わず特に夜は大勢の人たちが起伏の多い街中をウォー

キングされています。30 分も歩けば結構、体も温まり汗ばむ

ほどです。初めはゆっくりとした歩き方でもいいですが、筋力、

体力、持久力の向上を図り、徐々に、速度と距離を増やすこと

をお勧めします。年齢と共に膝に故障が出てくることもありま

すので、皆さん、自分の体のことを考えながら大いにウォーキ

ングに励みましょう！（太子町国民健康保険運営協議会 阪本喜久夫）  

 平成 22年度  平成 26年度  目標 

成人 49.5％ 59.8％ 70.0％以上 

 

健やかコラム 
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３．休養・こころの健康づくり 

過度なストレスは自殺やこころの病気を引き起こすこともあります。十分な休養で

心身をリセットすること、日頃からストレス解消の方法をつくること、ストレスを溜

めすぎないライフスタイルを見つけることが大切です。一人でできなくても、サポー

トしあうことで、互いにこころにゆとりを持てる関係づくりを心がけましょう。 

 

 

 

 

 

【取り組みの方向性】 

● 効率的な睡眠に関する知識の普及 

● ストレス解消ができる機会づくり・場づくり・関係づくり 

● ボランティアを通じた生きがいづくり 

● 家族や地域でサポートする子育ての推進 

● 悩みを相談できる身内と他人がいる環境づくり 

 

 

【取り組み内容】 
◎個人で取り組むこと 

・遅くても９時には寝る習慣をつけましょう（幼児） 

・自分にあった睡眠の量の把握・確保に努めましょう 

・よく眠れるよう、体を動かすことを習慣づけましょう 

・ストレスを抱え込まないようにする自分に合った解消法を発見しましょう 

・生活の中に楽しみを見つけましょう 

・過労にならないように仕事をしましょう 

・こころの病気についての正しい知識を持ちましょう 

・ストレスについて相談できる場所・相手を持ちましょう 

◎みんなで取り組むこと 

・住民が実践するストレス解消法をインタビューして、広報や教室で紹介して

みましょう 

・小地域での活動やイベントを充実させましょう 

・子どもの遊び場の見守りなど社会貢献の機会を創出しましょう 

支え合いでつくる 十分な睡眠と生きがいの 人生バラ色サイクル 
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・お達者サロンでの趣味の共有や講座の充実を図りましょう 

・育児サークルを通してお互いに助け合える仲間やボランティアさんによる子

育ての負担軽減に取り組みましょう 

・家族や地域での普段からのコミュニケーションを大事にしましょう 

◎町や関係機関が取り組むこと・支援すること 

・学校・幼稚園・保育園と連携した早寝・早起きの大切さに関する知識の普及 

・睡眠やストレス解消に関する広報や講座を通じた情報発信 

・育児負担・引きこもり・うつ病などのこころの健康についての知識の普及と

理解の促進 

・小地域での活動やイベントの支援 

・妊娠期からの面接・訪問による出産・育児支援の充実 

・親同士が交流できる機会の増進 

・育児サークルへの場所の提供と支援 

・子育て支援サービスの充実 

・仲間づくり、生きがいづくりの支援 

・閉じこもり傾向にある高齢者等への支援 

・一人で悩まず相談できる相談会の実施や窓口の紹介 

 

【着目すべき評価指標】 

・ストレスを感じている人の割合 

 

 

 

◎実践こころの健康づくり 〜「私の療養日記」のススメ〜 

病気などで心が弱った時は、「健康になったらやりたいこと」

などを文章にしてみましょう！ 

初めての骨折は、年末の 30 日。グロテスクな足の腫れの重みと痛み。手や膝の傷も

くっついている。でも冷静な私がいた。クヨクヨしても仕方ない。現実を受け止めて今

後のことを考えた。今できることから始めよう。移動は座布団やコマ付き椅子。操作も

大部、上達した。日常のことは工夫し、出来ると自身がつく。更なる意欲が湧いてくる。

身体も心も余裕があり、食欲もあるし、頭の後遺症もなさそうだ。やりたいことは沢山、

行きたい場所も一杯あるけど少し先。春の花達は私を待っててくれるかな？お世話にな

っている皆様には、も少しお休み頂きます。 （太子町住民 羽田妙子さんの療養日記より） 

 平成 22年度  平成 26年度  目標 

成人 20.2％ 20.4％ 20.0％以下 

 

健やかコラム 
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４．健康診査・管理 

自分自身の健康状態を正しく知ることは、すべての健康づくりの基本です。自分の

ためにはもちろん、家族や仲間のためにも、定期的な受診や普段からできる健康チェ

ックで、自らの健康状態を把握しましょう。また、健康状態を知るだけでなく改善に

関する知識を付け、暮らしを見直すことも重要です。  

 

 

 

 

【取り組みの方向性】 

● 病気を早期発見、早期治療するための定期的な健（検）診の推進 

● 特定健診受診率・がん検診受診率の向上 

● 食生活、運動習慣など適切な生活習慣の改善方法の普及 

● 達成感や楽しさを感じられる健康チェックの習慣づくり 

● 『たいしくんスマイル事業』を活用した健康管理の推進 

 

【取り組み内容】 
◎個人で取り組むこと 

・乳幼児健診・学校健診・特定健診やがん検診は必ず定期的に受診しましょう 

・健（検）診後は、結果を理解し必要な場合は、早めに専門

医療機関（かかりつけ医）や相談窓口を利用しましょう 

・日々の成長や発達・健康状態に関心を持ち母子手帳や健康

手帳などに記録し健康管理を習慣づけましょう 

・健（検）診後の生活習慣を見直し、健康改善の目標を設定

し『たいしくんスマイル事業』に参加しましょう 

・健康手帳を活用して、日頃の体重・血圧・体温・検査デー

ターなどを把握しましょう 

・特に血糖値に関心を持ちましょう 

◎みんなで取り組むこと 

・地域の健康情報をキャッチして、個人や地域の現状を理解し、その課題に対

して、地域が声掛け合って取り組みます 

・住民が実践する健康管理法をインタビューしてみましょう 

・誘い合って健康診断を受診しましょう 

自分のため・家族のため 自身で行う健康管理 
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・みんなで、『たいしくんスマイル事業』に参加して、地域の健康意識を高めま

しょう 

◎町や関係機関が取り組むこと・支援すること 

・各種健康診断が受けやすい環境づくりと質の維持・向上 

・乳幼児健診後の地区担当者による保健指導の実施と関

係機関との連携による切れ目ない相談・支援の実施 

・特定保健指導等、健康診断の説明会や相談・指導の充実 

・学校・幼稚園・保育園と連携した生活リズム・健康に関する情報提供 

・地域との協働による、生活習慣病予防（特に糖尿病予防）の取り組みの推進 

・データーの活用による効果的な健康づくり事業の実施と評価・見直し 

・虐待予防・早期発見のため、乳幼児健診未受診者の全数把握の達成 

 

【着目すべき評価指標】 

・１年以内に何らかの健康診査を受けている人の割合 

 

 

◎まちのお医者さんからのアドバイス 〜食事と運動〜 

「食事に気をつけて、運動しましょう！」口で言ったり、文字にする事は簡単

ですが、食事療法と運動療法は生活習慣病において最も大切で最も難しい事だと

考えます。例えば、血糖値を下げる薬を投薬すると、今のお薬は非常によく効く

ので目に見えて血糖値は下がるでしょう。はたしてそれだけで良いのでしょう

か？ 

答えは「NO」だと思います。まずはベースに食事療法+運動療法があり、その

上に薬物療法があってこそ安定した効果が得られると考えます。薬物療法だけで

は、なるほど血糖値は下がりますがそのために安心してしまいついつい食事療法

と運動療法がおろそかになって、脂質異常症や高血圧などの他の生活習慣病が悪

くなってしまったということをしばしば経験します。 

トータル的に考えて、やはり一番大切で一番難しい食事療法と運動療法をまず

行い、それらで足りないところを薬で補うということが生活習慣病改善への一番

の近道だと思います。皆さん、「食事に気をつけて、運動しましょう！」 

．．．という私もコレステロール値が高く食事療法と運動療法をなるべく実践し

つつ、足りないところを薬で補っている一人です。（富田林医師会 天城完二） 

 平成 22年度  平成 26年度  目標 

成人 56.6％ 85.7% 90.0％以上 

 

健やかコラム 
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５．歯とお口の健康 

健康な歯を維持することは、すこやかでこころ豊かな生活を送る上で、大きな役割

を果たします。子どもの頃からむし歯や歯周病を予防して、一生自分の歯で食事や会

話を楽しみましょう。 

 

 

 

 

 

【取り組みの方向性】 

● 定期的な歯科健診受診の推進 

● 「噛む」ことからはじめる総合的な健康づくり 

● むし歯をつくらない健康で丈夫な歯の保持 

● 自分の歯を有する人の割合の増加 

● 安全で安心して食べられるお口の健康づくりの普及 

 

【取り組み内容】 
◎個人で取り組むこと 

・よく噛むことを習慣づけましょう 

・正しい歯磨き方法を習慣づけましょう 

・フッ素入りの歯磨き剤や歯間清掃用具（ブラシやフロス）を活用しましょう 

・１日の終わりの歯磨きを習慣づけましょう 

・たばこと歯、おやつと歯の関係等、積極的に知識を深めましましょう 

・歯周病予防のために、禁煙を推進しましょう 

・食べる前に、お口の体操を心がけましょう 

・かかりつけ歯科医で定期的に受診しましょう 

・むし歯や歯ぐきからの出血などがあれば早期に治療しましょう 

◎みんなで取り組むこと 

・食事によく噛むように、硬い食べ物などを積極的にメニューに取り入れまし

ょう 

・食後の歯磨き・うがいの大切さを理解し、声を掛け合いみんなで実行しまし

ょう 

・正しい歯磨き方法を教え合いましょう 

しっかり噛んで しっかり歯磨き 一生つきあえる丈夫な歯とお口 
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・孫や周囲の子どもにおやつをあげ過ぎないようにしましょう。あげるときは、

食後の歯磨きを促しましょう 

・仲間と一緒に健口体操に取り組みましょう 

・6024（60 歳で 24本）、8020（80 歳で 20 本）運動を実施しましょう 

◎町や関係機関が取り組むこと・支援すること 

・かかりつけ歯科医と定期歯科健診の啓発 

・成人歯科健診の充実 

・妊婦への歯科受診の勧奨と知識の普及 

・町の歯科医による「噛む」ことに関する勉強会の開催 

・しっかり噛んで食べる大切さの啓発の推進 

・乳幼児への歯の健康に関する正しい知識の普及 

・学校・幼稚園・保育園と連携した歯科保健への取り組みを進める 

・歯科医師会との協力による歯科保健の推進 

・歯周病予防のための禁煙の啓発の推進 

・高齢者への歯磨きや健口体操の講習 

・イベントなどでの口腔ケアの普及啓発 

 

【着目すべき評価指標】 

・歯の平均本数 

 

 

 

◎まちの歯医者さんからのアドバイス 〜お口を清潔に〜 

人間生きていくには、食べることがで必要です。又、口腔とは身体の中で五感

を感じることができる重要な器官といえます。口の機能が正常な役割を果すこと

が元気で長生きの秘訣です。例えば、歯を失うことになれば、咀嚼
そ し ゃ く

に影響を与え

るだけでなく、味覚や胃腸にも影響がある可能性があり

ます。また、口の中の悪玉菌によって心疾患や誤嚥
ご え ん

性肺

炎、糖尿病などの病気が生じるともいわれています。 

そこで、重要なのが、単に歯を磨くだけでなく、できる

だけ口の中を清潔に保つことです。丁寧に歯ブラシや歯間

ブラシなどの補助器具、洗口剤などを活用しましょう！ 

（富田林歯科医師会 村田省蔵） 

平成 22年度  平成 26年度  目標 

21.8 本 25.6 本 26 本以上 

 

健やかコラム 
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６．たばこ対策 

たばこはがんをはじめ、虚血性心疾患や歯周病など多岐にわたる疾患のリスクとな

ったり、妊娠への影響も見逃せません。また、本人だけでなく周りの人にも悪影響を

及ぼします。まずは、健康への影響に関する知識を深めることから、地域一体で禁煙・

減煙を進めましょう。 

 

 

 

 

 

【取り組みの方向性】 

● たばこの影響についての正しい知識の普及・定着 

● 「吸い始めない」ための教育増進・環境整備 

● 分煙の奨励など受動喫煙防止の環境整備 

● COPDに関する知識の普及と予防対策の推進 

 

【取り組み内容】 
◎個人で取り組むこと 

・自分自身や、周りの人など、社会に対する喫煙の影響を理解して、禁煙に挑

戦しましょう 

・妊娠中の人とその家族のより積極的な禁煙を進めましょう 

・乳幼児や妊婦への配慮と喫煙マナーを遵守しましょう 

・家庭内では喫煙を控えましょう 

・喫煙場所を守りましょう 

・未成年はたばこを吸いません 

・未成年の前での喫煙を避け、たばこは勧めません 

◎みんなで取り組むこと 

・禁煙の成功体験をインタビューして、広報や教室などで紹介してみましょう 

・家庭や職場・公共の場の灰皿の撤去など、吸えない環境づくりに取り組みま

しょう 

・飲食店などでは分煙や時間帯による禁煙などの受動喫煙の防止策を導入しま

しょう 

自分のため 人のため 知ることからはじめる 

禁煙・減煙・分煙活動 
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◎町や関係機関が取り組むこと・支援すること 

・小中学校でのたばこの影響に関する教育メニューの充実 

・禁煙外来や禁煙サポートに関する積極的な情報提供 

・母子手帳発行時・両親教室・乳幼児健診で子どもへの影響に関する情報提供 

・個人の禁煙勧奨及び、たばこの煙に触れる場所の削減 

・町内での禁煙外来の取り組み促進と禁煙する人への支援 

・職場内禁煙、分煙の推進と健康増進法に定める公共施設・敷地での禁煙の推

進 

・地域での喫煙マナーの普及啓発 

・関係団体と連携した未成年者の喫煙防止策の推進 

 

【着目すべき評価指標】 

・喫煙率 

 

 

 

◎薬剤師さんからのアドバイス 〜禁煙のススメ〜 

【家族のために】 

受動喫煙による家族への影響は、脳卒中や肺がん、心筋

梗塞の発症、慢性閉塞性肺疾患などの既にある呼吸器疾患の

悪化などがあります。なんと、喫煙により肺がんのリスクが 20 倍以上にもな

るとするデータもあります。家族の健康を考えると家庭での喫煙は厳禁ですね。 

【美容のために】 

喫煙を続けるとスモーカーズフェイスと呼ばれる変化が顔に生じます。白髪、

目尻・口周りのしわ、唇の乾燥、歯・歯茎の着色、口臭などがその症状として

挙げられます。美容のためにも、禁煙をおすすめします。 

【家計のために】 

最後に、禁煙を考えている方に耳寄り情報です。たばこを１日１箱（430 円）

吸っている場合、１ヶ月で 12,900 円、２ヶ月で 25,800 円ものお金がかか

ります。一方、高額であると思われるかも知れませんが、禁煙治療の方が、２

ヶ月続けるとたばこを購入するより、10,000円も安くつくのです。是非、禁

煙外来を訪ねてみてください。家計も浮きますよ。（富田林薬剤師会 川村洋子） 

性別 平成 22年度  平成 26年度  目標 

男性 31.2％ 29.8％ 25.0％以下 

女性 10.9％ 7.6％ 5％以下 

 

健やかコラム 
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７．お酒対策 

お酒には、依存性があり、飲酒量が多いと肝疾患等さまざまな疾患のきっかけにな

り得ます。お酒を飲む際は、各自が適切な飲酒量を理解してマナーを守り愉しみまし

ょう。 

また、健康への影響の大きい未成年者の飲酒を防止しましょう。 

 

 

 

 

 

【取り組みの方向性】 

● お酒の健康への影響と適切な飲酒量についての知識の普及促進 

● 地域一体で防止する未成年の飲酒と成人の過度な飲酒 

 

 

 

【取り組み内容】 
◎個人で取り組むこと 

・アルコールと健康について学習しましょう 

・妊娠中は禁酒しましょう 

・自分の適量をわきまえ、仲間に勧められても無理な飲酒を止めましょう 

・肴とともに楽しみながら節度のある飲み方を守りましょう 

・多量飲酒は回避しましょう 

・週２回の休肝日を確保しましょう 

・アルコール依存症が疑われる場合、早期の専門機関への相談を心がけましょう 

・未成年はお酒を飲みません 

◎みんなで取り組むこと 

・未成年、ドライバー、妊婦にお酒を勧めません 

・未成年による飲酒や多量飲酒を防止できるように、地域が声を掛けあいまし

ょう 

・「飲めないカード・ドクターストップ」の普及・活用に取り組みましょう 

・アルコールによる健康問題や家庭問題になっているときは、相談機関を紹介

しましょう 

適切な量・マナーを知って みんなで防ごう多量飲酒・未成年飲酒 
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◎町や関係機関が取り組むこと・支援すること 

・広報等を活用したアルコールと健康について情報提供 

・関係機関と連携して未成年者がアルコールについて学ぶ機会の創出 

・身分証明書の提示など、未成年者への販売規制の要請 

・母子手帳発行時の胎児への影響に関する情報提供 

・乳幼児健診等での誤飲に関する情報提供 

・特定健診時に問診票を活用した個別指導の実施 

・他人に迷惑をかけない飲み方の呼びかけの実施 

・休肝日の PR の実施 

・断酒指導のできる機関に関する情報提供 

・アルコール以外の依存症に関する啓発促進 

 

【着目すべき評価指標】 

・お酒を飲む人のうち、休肝日を週 1 日以上取っている人の割合 

 

 

 

 

◎まちのお医者さんからのアドバイス 〜酒は百薬の長？〜 

アルコールが原因でおこる病気は 60 種類以上あり、代表的

なものに肝硬変、膵炎
す い え ん

、胃潰瘍
い か い よ う

などがあります。これらは少量

のアルコールでも発症リスクが高くなります。一方で、アルコールのもつ“血を

サラサラにする”作用により、一定量の飲酒で発症リスクが下がる生活習慣病も

あります。心筋梗塞や脳梗塞、動脈硬化などがそれにあたります。しかし、これ

も年齢や性別、摂取量によっては逆に作用する場合があります。 

総じて、“酒は百薬の長”では決してなく、飲まないか、飲む場合にも適正量を

守ること、休肝日を設けることが大切です。適正量の目安は、ビールなら中ビン

１本、日本酒なら１合、ウイスキーならダブル１杯（約 60ml）などです。この

量であれば、毎日飲んでも発病率は飲まない時と大差ありません。 

また、休肝日は最低週２日以上が望ましく、単に総摂取量を減らすだけでなく、

身体のアルコール処理機能を回復し、維持する効果があるので、アルコールによ

る弊害を減らしてくれます。（富田林医師会 北株義純） 

平成 22年度  平成 26年度  目標 

53.4％ 68.1％ 70.0％以上 

 

健やかコラム  
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８．人との交流 

友人・知人・仲間との交流や多世代にわたる交流やふれあいは、「生きがい」になり、

こころの安定から身体の健康へと至る可能性があります。「人との交流」の中で自分の

存在や役割を意識したりすることは、豊かな人生に必要な刺激になり、健康づくりの

一環といえます。 

また、限られた範囲の交流ではなく、多様な関係づくりが重要です。 

 

 

 

 

 

【取り組みの方向性】 

● 元気としあわせを感じる普段からの地域内の関係づくり 

● サークル活動など気軽な選択型のコミュニティへの参加機会の増加 

● 多世代型の交流機会の増加と環境づくり 

● 災害時の健康維持のためにも日頃からのふれあいを大切に 

 

【取り組み内容】 
◎個人で取り組むこと 

・まず太子町の住民がどんな活動をしているかを知りましょう 

・積極的に挨拶しましょう 

・町会自治会の行事には積極的に参加しましょう 

・家族や地域でのコミュニケーションを積極的にとりましょう 

・公民館、社会福祉協議会のクラブ等、人と交流する場に出かけましょう 

◎みんなで取り組むこと 

・地域の単身の高齢者や子育て世代の把握を進め、地域の人と会話ができる雰

囲気づくりを実践しましょう 

・既存の活動団体同士で交流しましょう 

・地域の公園や広場での運動や行事、ボランティアを通した近所の人との交流

機会を創出しましょう 

・サークル活動への参加を進めましょう 

・農業体験など地域の資源を活用した交流の機会を創出しましょう 

 

多様なふれあいの場による 元気の基盤づくり 
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◎町や関係機関が取り組むこと・支援すること 

・書面だけでなく「人の顔が見える」サークル活動等の案内情報の発信 

・サークル等を始めたい人同士の紹介やマッチング 

・サークルや既存団体の活動の支援や場の提供 

・住民自身が自分たちの活動を PR できる場の創出 

・住民同士が話し合い交流する機会や場所の創出 

・住民との協働のあり方について、町や関係機関が理解を深める 

 

【着目すべき評価指標】 

・地域活動に参加している人の割合 

 

 

 

◎挨拶でつながる太子町 

民生委員児童委員、社会福祉協議会といった立場で地域で

活動されるお二人に挨拶の大切さについてお聞きしました。 

○地域のふれあいの大切さ 

地域でのふれあいの一歩は挨拶からと提唱します。 

地域で顔と顔を合わせるとまず挨拶を交わし、ちょっとした井戸端会議が始

まります。下校児童に「おかえり」と声かけすると、下を向いていた顔から「た

だいま」とにっこり答えてくれます。全く知らない人とぶつかった時も「ごめ

んなさい」と声かけすると固い表情が緩み「こちらこそ」と返ってきて心地よ

い雰囲気になります。挨拶はその場を豊かにしてくれる魔法のようなものです。 

これからも、積極的に挨拶をし、交流範囲を広げていきましょう！ 

（太子町民生委員児童委員協議会 岡本京子） 

○「ありがとう」でこころを健康に 

他者から「あなたの笑顔で元気をもらっています」とか「ありがとうござい

ます」という言葉をかけていただくと、心の底から元気になってくるものです。 

数年前、自動車を運転中、前方から小学生が下校してきたので、車を止め待っ

ていたところ、車の横を通る時に、「ありがとうございました」という子どもの声

と笑顔を今でもしっかりと覚えています。そして、一日分の元気をもらいました。 

太子町の中で、誰もがこの笑顔と「ありがとう」の言葉を実践すれば、これ

ほど「こころの健康」を推進できるものはないと確信しています。 

（太子町社会福祉協議会 上田克治） 

 平成 22年度  平成 26年度  目標 

成人 57.8％ 65.9％ 増 加 

 

健やかコラム 
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３−２．食育に関する行動計画 

１．計画の進め方 
 

【取り組み主体】 
本計画を推進するためには、住民の積極的な参加だけではなく、関係団体や関係

機関が積極的に食育推進に取り組むことが重要となります。 

そのため、住民をはじめ、行政、教育機関、地域、生産者、その他各種団体など

多様な推進主体がそれぞれの役割を明確にし、連携しながら計画に基づく取り組み

を進めていきます。 

 

     

個人・家庭での 

食育推進 

保健センターから

のサポート 

医療施設など関係

機関のサポート 

地域での食育推進 
学校など教育機関

での食育推進 

生産者から進める 

食育推進 
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【健康づくりに関する行動計画との関係】 
太子町では、健康増進と食育推進は密接な関係にあるものと考え、両計画を一つ

にまとめています。つまり、健康増進と食育推進の取り組みは自転車の両輪のよう

に進めていくことが重要で、特に、「栄養・食生活」の分野については、最も関係

の深い分野となっているため、それぞれの取り組みの方向性や取り組み内容を共有

するものとして進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎今こそ「食」への興味・関心を 

「食」は生きるための基本的な営みであり、食べ物が身体をつくり、成長させ、

活動や免疫力を生み出す源となっています。また、ともに「食べる」場は豊かな心

を育む役割も担っています。特に幼いこどもにとって「いつ、どこで誰と何を食べ

るのか」ということが、心身の健康に大きく影響を与えるものとなるでしょう。 

現在は「飽食の時代」と言われるように、「好きなものを好きな時に、好きなだ

け食べられる時代」です。しかし、その一方で「食」への興味・関心は、ライフス

タイルの多様化によって、薄らいできているようにも思われます。「朝食を食べな

い」「一人だけで食べる」「好きなものだけ食べる」など、家庭での「食」の乱れは、

様々な問題を生んでいます。子どもたちの健全な発育を阻害し、学習意欲の低下や、

イライラして切れやすくなる、また生活習慣病やその予備軍の子どもが増えている

のも「食」の乱れが一因とも言われています。 

「食」の豊かな時代だからこそ、「食」に興味・

関心を持ち、必要な知識を身につけ、「食」を選

択する力、健全な食生活を実践することができる

人を育てていくことが求められているのかもし

れません。（中学校校長 太田伸治） 

第３次健康太子 21 

「和をもって健やかとなす！」 

食育推進 

の取り組み 

健康増進 

の取り組み 

食育コラム 
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２．取り組み主体(ステージ)別 食育に関する行動計画 

（１）生活（個人・家庭）のステージ 
「食」に関する理解を得る最も基本的なステージが家庭です。「食」への関心、健康

との関係性は、まず、親から子に教え伝えられます。また、「食」をとりまく多様な関

係性と「食」の役割は、地域の生産者やご近所さんなどとのお付き合い（生活）の中

で学ぶことができます。 

 

 

 

 

【取り組みの方向性】 

● 家庭内における「食」を通じたコミュニケーション機会の充実 

● 正しい「食」の知識を伝えられ、実践できる保護者の増加 

● 地域における「食」を通じた交流機会の増加・意見交換の場の創出 

● 地場産品や郷土料理のレシピを楽しく活用した食事の普及 

● 安全で安心できる地場産品や旬の食材の購入促進 

 

【取り組み内容】 
◎個人で取り組むこと 

・誰かと一緒に食事をすることを習慣づけましょう（共食） 

・家庭で食事のマナーを定着させましょう 

・安全性に配慮した食材選びを習慣づけましょう 

・男女共に食の自立に取り組みましょう 

・親子等でのクッキングや農業体験にチャレンジしてみましましょう 

・地域の食材や郷土料理などに関心を持ちましょう 

・地場産品や旬の食材を積極的に活用しましょう 

◎みんなで取り組むこと 

・農業体験の場と仕組みづくりに取り組みましょう 

・自分たちで作った野菜や地域の食材・郷土料理を活用したレシピづくりに取

り組みましょう 

・多様な世代・男女が共に参加できる料理教室を充実させましょう 

・直売所など身近に地域の野菜を購入できる機会・場を増やしましょう 

家庭と地域で育む 豊かな食生活 
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・聖徳市などを活用して、地域の作物やみんなで作ったレシピ（みそレシピな

ど）を共有しましょう 

◎町や関係機関が取り組むこと・支援すること 

・住民が作るレシピの発信支援 

・関係機関のネットワークの形成 

・育児サークルでの食に関する情報提供 

・乳幼児健診や教室での食育の実施 

・食育の啓発とキャンペーン（お弁当を作る日など）の実施 

・食（料理）に関する地区学習会・出前講座の実施 

・「うちのお店も健康づくり応援団の店」協力店の推進 

【着目すべき評価指標】 

・食育に関心がある人の割合 

 

 

 

◎太子町住民の食卓から 〜共食からはじめる家庭での食育〜 

僕が一番大事にしている事は、家族みんなでご飯を食べることです。 

子どもが大きくなり、家族揃って何かをする機会が減ってきている中、全員が揃うの

はご飯のときくらいになっています。かといって、仕事が遅い日が多く、なかなか一緒

にご飯も食べられないので隙があれば、子どもらと外でバーベキューをしています。普

段は出されたものを食べるだけですが、バーベキュー等をすると自分で調理して食べな

ければなりません。そうする事で調理する前の素材はどんな状態か、何をどうすればど

んな味になるかなど食べる事の基本みたいなものを学べるんじゃないかと思います。 

家族といっても、普段から話し慣れておかないと、何かあった時に話しにくくなるで

しょうし。まぁ、まだまだ僕の笑いのレベルに達していないようで恐ろしく冷ややかで

すが（笑） 

正しい味覚は８才くらいまでにできると聞いたことがあります。小さいころから家族

で食卓を囲むことで、食事のマナーや所作など自然と身に付くものだと想います。僕も

小さいころは親父のゲンコツに体をはって、箸の使い方を覚えました。 

（太子町ＰＴＡ連絡協議会 辻本誠さん一家の食卓より） 

 平成 22年度  平成 26年度  目標 

小学生 57.5％ 54.5％ 70.0％ 

中学生 38.0％ 32.2％ 70.0％ 

成 人 65.9％ 65.5％ 95.0％ 

 

食育コラム 
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（２）教育・保育のステージ 

幼稚園・保育園～中学校における教育・保育についても、実際に「食べること」「つ

くること」「育てること」「流通を知ること」など実践的な体験を通し、「食」を学ぶこ

とが大切です。これを地域の生産者や食の関係者との連携により、実現を図ることが

望まれます。 

 

 

 

 

【取り組みの方向性】 

● 食事のマナーや地域の食材を知ることが出来る学びの場としての給食の充実 

● 地域の生産者とのふれあいや農業体験の機会を増加 

● 食材選びや調理体験を通した食の自立を視野に入れた教育の充実 

 

 

【取り組み内容】 
◎みんなで取り組むこと 

・欠食児童の対策に取り組みましょう 

・生産や流通について、農家や店舗と連携し体験型学習を充実させましょう 

・開発したレシピを、給食センターなどに提供しましょう 

・大学と連携した食育の推進を図りましょう 

・テーマなどを共有して、町内が一体となり食育を進めていきましょう 

◎町や関係機関が取り組むこと・支援すること 

・栄養教諭等食育推進のための専任者の配置 

・学校・幼稚園・保育園の年間事業計画等への食育の位置付け 

・児童・生徒・幼児等に、紙芝居やフードモデルなどによる分かりやすい食育

プログラムの検討 

・給食や調理実習を活用した食育の取り組みを推進 

・地域の食に関する人材との連携行事の実施 

・思春期における食育推進 

 

 

 

 

地域とふれあう 楽しい食の学びの場 
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【着目すべき評価指標】 

・公立小・中学校の学校給食において地場産物を使用する機会の増加 

 

 

 

 

・公立小・中学校において生産体験学習を行う機会の増加 

 

 

 

◎栄養教諭からのアドバイス 〜食への興味を持てる献立づくり〜 

日々の食事には、必要な栄養を満たすだけでなく、子どもたちの食べ物への興

味や食と栄養の学びの基となるような献立を考えることが重要です。 

太子町の給食では、衛生面に配慮しながら手作りを心がけ、削り節で出汁を取

るなど、本物の味を大切にしています。町内産の野菜等は「道の駅」と相談しな

がら使っています。 

また、子どもたちに栄養バランスを考えた給食の献立を作ってもらうことや、

給食を作る人たちの思いを子どもたちに伝えることで、食べる人と作る人の距離

を縮めていきたいと思っています。 

ご家庭でも、作ってあげるだけでなく、お子さんと

一緒に楽しみ、学びながら食と接していただければと

思います。 

（小学校栄養教諭 吉田玲子） 

平成 22年度  平成 26年度  目標 

未調査 未調査 12 回/年 

 

平成 22年度  平成 26年度  目標 

未調査 未調査 6 回/年 

 

食育コラム 
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（３）生産のステージ 

安全・安心・おいしい食材の提供と積極的な発信により、地場産品を地域内では住

民が誇れる町の資産として育て、地域外へは町の顔としての認知を高めるブランドと

して育てることが重要です。直接の生産者だけでなく、流通、加工、広報などの多様

な主体の連携により実現を図ることが望ましいといえます。 

 

 

 

 

【取り組みの方向性】 

● 積極的な地域のブランドづくりと発信の推進 

● 地場産品を活かしたまちづくり 

● 生産者の顔がみえる安全・安心の食材普及 

● 道の駅や豊かな農地を活用した交流機会の創出 

● 地域でとれる野菜などを通じて太子町を誇りに思える取り組みの推進 

 

 

【取り組み内容】 
◎みんなで取り組むこと 

・身近な直売所の設置に取り組みましょう 

・道の駅における地域の食品の提供に取り組みましょう 

・生産者が分かる食品表示・パッケージを推進しましょう 

・農業体験希望者等への体験教室や遊休地農地の提供・アドバイスを実施しま

しょう 

◎町や関係機関が取り組むこと・支援すること 

・直売所づくりの支援 

・各種マップと連動した地域の直売所の情報提供 

・貸し農園の世話・農業指導ができるボランティアの育成 

・貸し農園や遊休農地等に関する情報提供の窓口と利用者の紹介 

・農産品のブランド化を支援 

・太子町産作物の認定制度の検討 

 

 

豊かな食材の発信で 地域が自慢できる ブランドづくり 
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【着目すべき評価指標】 

・住民と協働で活用（農作物）している遊休農地の増加 

 

 

・地場産品の農産物を知っている人の割 

 

 

◎これぞ「和をもって健やかとなす」 〜たいし聖徳市へいらっしゃい〜 

たいし聖徳市では、昔ながらの調理法で作った無添加の太子みそ、はっ太子あめ

を、また地元で採れた新鮮な旬の野菜の販売をして、生産（造）者の顔が見える安

心安全な商品・食材を提供しています。これからは、これ

ら太子産のさらなるブランド化・食品開発を進めていきま

す。また、たいし聖徳市をみんなが一緒になって楽しみな

がら健康づくりに取り組んでいけるような、ふれあい交流

の場として地域組織・団体、そして住民のみなさんとの協

力で、盛り上げていきましょう！ 

（富田林商工会太子支部 小路義弘） 

◎太子町の気候風土に適した『なにわの伝統野菜』 

なにわの伝統野菜は概ね百年前から大阪府内で栽培されている苗・種子の来歴が

明らかな野菜で大阪府が認証している昔懐かしい野菜です。太子町においては、３

軒の農家が大阪府の認証を取得し、主に「碓井豌豆
う す い え ん ど う

」「天王寺蕪
て ん の う じ か ぶ ら

」「勝間
こ つ ま

なんきん」

「田辺大根」を栽培されています。なにわの伝統野菜は、現在流通している品種改

良された野菜に比べ色彩等は劣りますが昔ながらの素朴な形状と食味が特徴です。 

現在、遊休地を活用して農家が栽培指導

し、子どもと保護者が栽培を楽しみ収穫し

た農産物を味わうシステムを構築していま

す。新鮮な地場産野菜を用いた食生活の定

着により太子町民の健康づくりの一助とし

ていきたいです。 

（太子町住民代表 仲𡌛正幸） 

 平成 22年度  平成 26年度  目標 

小学生 40.4％  88.3％  90％ 

中学生 73.0％  82.5％  90％ 

成 人 86.9％ 70.8％ 90％ 

 

平成 26年度  目標 

未調査 10 ヵ所 

 

はったいこ（大麦）でつく

られた「はっ太子あめ」 

勝間なんきん（左）、碓井豌豆（右） 

（大阪府 HPより） 

うまいものコラム 


