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一人当たりの医療費

《健康である》と考える区民の割合 約５割

かかりつけ医、かかりつけの歯科医をもっている人 ６割半ば
かかりつけの薬局をもっている人 約半数

毎年増加傾向 ※東京23区で最も高額 

区民の主観的健康観

計画策定にあたっての考え方

区民の健康状況

計画策定の趣旨
 江東区の健康施策推進の基本方針となる、「江東区健康増進計画（第二次）」を策定する
とともに、食育推進計画・がん対策推進計画を本計画と一体的に策定し、関係団体、区民と
ともにライフステージに応じた健康づくりを進めることによって、健康寿命の延伸・生活の
質の向上を目指していくため、本計画を策定しました。  

 
計画の目標
　本計画では、こどもから高齢者まで、性別、疾病・障害の有無を問わず、ともに支えあい、
生きがいをもって自らの健康づくりに取り組むことのできる社会の実現を目指し、「江東区
長期計画」の施策の大綱４を基本理念としました。  

健康寿命

主要死因

 医療費

 主観的健康観

かかりつけ医の有無

 65歳健康寿命（要介護２以上）
男性

82.19歳
女性

８5.60歳

第１位
悪性新生物（＝がん）

第2位
心疾患

第3位
脳血管疾患

健康寿命とは、「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」のことをいいます。
平均寿命と健康寿命の差は、日常生活に制限のある「不健康な期間」となり、この差を縮小することで、
いつまでも住み慣れた地域で、からだも心も元気で、いきいきと暮らし続けることが実現できます。 

健康寿命ってなに ?

81.98（東京都男性） 82.62（東京都男性）

81.70（江東区男性） 82.19（江東区男性）

85.05（江東区女性）
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資料： 東京都福祉保健局
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ともに支えあい、
健康に生き生きと暮らせるまち

健康寿命
の延伸

生活の質
の向上

総合目標である「健康寿命の延伸」、「生活の質の向上」を達成し、
「ともに支えあい、健康に生き生きと暮らせるまち」を実現するため、
本計画では、図のとおり、６つの分野別目標を定め、各施策の展開を
図っていきます。 

健康寿命の延伸とは
「健康上の問題で日常生活が制限されること
なく生活できる期間」と定義されます。健やか
で心豊かな活力ある生活を送るためには、
生活習慣病の予防や心身機能の維持・向上等
により、健康寿命の延伸を実現することが重
要です。

生活の質の向上とは
経済成長のみでなく、生活の豊かさの重要性
が認識されるようになった際に掲げられた考
え方です。健康で生きがいを持って、豊かな暮
らしを送ることを目指すとともに、疾病や障害
があっても、精神的に充実した、自分らしい生
活が送れることを目標とします。

 1.生活習慣の改善 

   

 3.こころの健康 

〔江東区がん対策推進 
  計画（第二次）〕 

〔江東区食育推進計画
（第三次）〕 

4.がん対策の推進 

 5.食育の推進 
 

6.社会環境の整備 地域のつながりの醸成と健康づくり 

基本理念

総合目標

施　策分野別目標

❶身体活動・運動
❷たばこ、飲酒
❸歯と口の健康
❹栄養・食生活
❺女性の健康 

❶休養・睡眠
❷ストレス対処
❸相談支援
❹うつ病対策

❶がんの予防
❷がんの早期発見の推進
❸がんになっても安心して暮らせる体制づくり

❶食に関する知識・選択力の向上
❷食に基づく健康習慣・実践力の向上
❸食に対する感謝の気持ちの醸成

❶生活習慣病の発症予防と重症化予防
❷フレイル・ロコモティブシンドロームの予防

計画の体系 

2.生活習慣病の予防
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ライフステージ別 健康目標

分野別目標 施 策

生活習慣の改善

❶ 身体活動・運動 
❷ たばこ、飲酒 
❸ 歯と口の健康 
❹ 栄養・食生活 
❺ 女性の健康 

体力向上の基礎を培うために、運動習慣を定着させましょう。 運動意識の継続を図り、運動習慣を定着させましょう。

各種健診・相談事業を利用しましょう。 たばこや飲酒が健康に及ぼす影響を正しく理解しましょう。

むし歯予防・口腔機能育成のための正しい習慣を身につけましょう。 喫煙や飲酒はしないようにしましょう。

口腔ケアの習慣や規則正しい食生活・生活習慣の基礎を身につけましょう。

かかりつけ歯科医を持ち、定期的に歯科健診・予防処置を受けましょう。 

女性のからだの変化について正しい知識を身につけましょう。

適切な生活習慣を身につけ実践しましょう。

規則正しい生活リズムや運動、食事など、健康的な生活習慣を身につけましょう。
生活習慣病の予防

❶ 生活習慣病の発症予防と重症化予防 
❷ フレイル・ロコモティブシンドローム
    の予防 

こころの健康

❶ 休養・睡眠
❷ ストレス対処
❸ 相談支援
❹ うつ病対策 

基本的な生活習慣（生活リズム等）を身につけましょう。

基本的な生活習慣（生活リズム等）を実践しましょう。

保護者や周囲の大人が乳幼児期の心身の不調を理解し、適切に対処するようにしましょう。

こころとからだと健康の知識を持ち、健康づくりに取り組みましょう。

保護者や周囲の大人が早期に気づき、適切に相談するようにしましょう。

ストレスや悩みがあるときは相談するようにしましょう。

こころの不調は早めに相談しましょう。

悩みやストレスは周りに相談しましょう。

基本的な生活習慣を実践しましょう。

がん対策の推進
〔 江東区がん対策推進 
計画（第二次）〕

❶ がんの予防 
❷ がんの早期発見の推進 
❸ がんになっても安心して暮らせる
　 体制づくり 

がんのリスク要因を理解し、正しい生活習慣を身につけましょう。

子宮頸がんについて正しく理解しましょう。

がんに対して興味・関心を持ちましょう。

食育の推進
〔 江東区食育推進計画
（第三次）〕 

❶ 食に関する知識・選択力の向上 
❷ 食に基づく健康習慣・実践力の向上 
❸ 食に対する感謝の気持ちの醸成 

季節の行事や旬の材料など、日本の食文化を大切にしましょう。

買い物や食事の準備、料理のお手伝いを一緒にするなど食に興味を持たせましょう。 早寝、早起きをし、朝ごはんをしっかり食べましょう。

発達段階に合わせた調理形態で、よくかんで食べることを身につけましょう。 保護者と一緒に給食の献立や食育だよりを活用しましょう。

規則正しい食生活のリズムをつくりましょう。 一日に必要な栄養素を知り、自分が摂取できているかどうかセルフチェックできるようにしましょう。

外遊びをしっかりし、体を動かし、お腹をすかせて食事時間をむかえましょう。 毎日朝ごはんを食べましょう。

毎月１回は、身長や体重を測定し、母子手帳等に記録しましょう。 主食・主菜・副菜をそろえて食べましょう。

いろいろな食べ物に親しんで、好き嫌いなく食べられるようにしましょう。 家族の食事づくりに参加しましょう。

いただきます・ごちそうさまのあいさつをしましょう。 毎月１回以上体重測定をし、体調管理をしましょう。

食事の準備に関わって、食べ物を大切にしましょう。

乳幼児期 学齢・青年期

基本的な生活習慣を身につけましょう。



ライフステージ別 健康目標

分野別目標 施 策

生活習慣の改善

❶ 身体活動・運動 
❷ たばこ、飲酒 
❸ 歯と口の健康 
❹ 栄養・食生活 
❺ 女性の健康 

生活習慣病の予防
❶ 生活習慣病の発症予防と重症化予防 
❷ フレイル・ロコモティブシンドローム
    の予防 

こころの健康

❶ 休養・睡眠
❷ ストレス対処
❸ 相談支援
❹ うつ病対策 

❶ がんの予防 
❷ がんの早期発見の推進 

❶ 食に関する知識・選択力の向上 
❷ 食に基づく健康習慣・実践力の向上 
❸ 食に対する感謝の気持ちの醸成 

運動不足に注意し、自分にあった運動習慣を継続しましょう。 運動機能、体力継続のために、運動を心がけましょう。
妊娠中の喫煙や飲酒の胎児への影響を理解し、喫煙、飲酒をしないようにしましょう。

周囲の人に受動喫煙をさせないように配慮しましょう。特にこどもが受動喫煙しないように注意しましょう。
喫煙や受動喫煙の健康への影響を正しく理解しましょう。

飲酒の健康への影響を正しく理解し、リスクを高める飲酒をやめましょう。 
口腔ケアの知識や歯周病予防の大切さを理解し、適切な口腔ケアを実践しましょう。
かかりつけ歯科医を持ち、定期的に歯科健診・予防処置を受けましょう。 かかりつけ歯科医では継続して口腔機能管理を受けましょう。

加齢や疾病に伴う口腔機能低下や誤嚥性肺炎の予防のため口腔ケアを実践しましょう。

女性のからだの変化について正しく知り、心身の健康づくりに取り組みましょう。　乳がん検診の自己触診と合わせて定期的ながん検診、健康診査を受けましょう。

特定健康診査、特定保健指導を受診しましょう。　健診結果を活用して、生活習慣の改善に取り組みましょう。　重症化予防対象者は保健指導を受けましょう。
定期的に健康診断を受けるなど、自分自身の健康に注意しましょう。 介護予防や社会参加支援に関する事業に積極的に参加しましょう。

疲労回復のために、良質な睡眠をとるようにしましょう。　基本的な生活習慣を実践しましょう。
規則正しい生活（運動、食事、生活リズム）を過ごすようにしましょう。

自分の睡眠に関心を持ち、適切な量の睡眠の確保、質の良い睡眠をとりましょう。
ストレスと上手につきあい、ストレスを解消しましょう。

ストレスや悩みがあるときは相談するようにしましょう。　悩みやストレスは周りに相談しましょう。
規則正しい生活を送り、日頃からこころの健康づくりに取り組みましょう。

相談できる窓口を知りましょう。　こころの不調の際は、早めに自分自身、家族友人等が適切に相談し、必要な支援が受けられるようにしましょう。
うつ病を理解し、正しい対応をしましょう。

がんのリスク要因を理解し、正しい生活習慣を実践しましょう。
肝炎ウイルス検診(検査）を受診しましょう。　２年に１度の子宮頸がん検診を受診しましょう。
がん検診を定期的に受診しましょう。　要精密検査の場合は、早く医療機関を受診しましょう。

がん、在宅医療、緩和ケアについて正しく理解しましょう。

食品を購入するときは、食品表示を参考に選びましょう。 いろいろな食品を食べましょう。
外食は、栄養バランスや旬の野菜の多く摂れるものを選びましょう。 食べることを楽しみ、体調に合った食生活を送りましょう。
塩分を取り過ぎないように気をつけましょう。 タンパク質をしっかり食べましょう。

我が家の味を大切にして、次世代に伝えましょう。
欠食をしないようにしましょう。

食品は必要なものを購入し、無駄を出さないようにしましょう。

毎月１回以上体重測定をし、体調管理をしましょう。

口腔ケアによる口腔機能を維持しましょう。

ＢＭＩ（体格指数）を参考にしましょう。
主食・主菜・副菜をそろえて食べましょう。

身近な方と一緒に食事を楽しみましょう。

規則正しい食生活を心がけましょう。
日本の食文化等を次世代へ伝える役割を担いましょう。

❸ がんになっても安心して暮らせる
　 体制づくり 

成人期 高齢期

がん対策の推進
〔 江東区がん対策推進 
計画（第二次）〕

食育の推進
〔 江東区食育推進計画
（第三次）〕 
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健康的な生活や地域活動に意欲的に取り組む
区民の皆様を紹介します！

各施策の目標

　今の生活は本当に幸せですとおっしゃる小坂さんは、90歳になられた現在も、ゴルフのように楽し
いことは他にないとおっしゃる程のゴルフ好きです。月４回はコースに出て、その間も、練習場や自宅の
屋上で練習を欠かさないそうです。  また、食事の支度はご自分でされ、朝食をしっかり食べてから、午
前中いっぱいかけてウォーキングをされています。その後、公園でおしゃべりをしてお茶を飲むのが日
課とのことです。睡眠も７、８時間しっかりとられるとのことで、十分な運動と休養が小坂さんの健康
な生活を支える柱となっています。 

充分な運動と休養で健康で
充実した毎日を過ごしています
小坂 美代子さん（江東区亀戸在住 90歳） 

　吉田さんは、10年程前に区の乳がん検診で乳がんが発見されました。それを機に、「縁の下」で社会
を支えるボランティア活動に積極的に参加されるようになったそうです。大学医学部教育医療面接で
の模擬患者や、社会福祉協議会の区民ボランティアコーディネーターなど、意欲的に活動されていま
す。また、都や区の各種の公募行政委員も務められ、地域行政にも貢献されています。 吉田さんが健康
の維持に大切だと感じているのは、「食」と「運動」です。野菜や果物を多く摂り、ご主人と山手線を歩い
て一周するなど、日々のボランティア活動等に元気に取り組めるよう、健康づくりにも気を配られてい
ます。 

がん発見を機に、ボランティア活動や地域行政に
積極的に参加しています
吉田 正子さん（江東区東陽在住 71歳）  

  毛利小学校の元ＰＴＡ会長である西村さんは、同校ＰＴＡのＯＢ・ＯＧによる「助っ人の会」の中心と
なって様々な活動をされています。特に、年４回程実施している「弁当の日」は、こども達自身がメ
ニューを考え、食材を調達し、調理し、お弁当箱へ詰めて、最後に洗うまでの５つのステップを、６年生
までにできるようになることを目指すユニークな活動です。この活動を通して、食事を作ってくれてい
る親だけでなく、食材を作る生産者の方達への感謝の気持ちを持つこども達もいるそうです。また、
“ありがとう弁当をつくろう！”というテーマで取り組んだ、区内小・中学生を対象にした「おいしいメ
ニューコンクール」（保健所主催）では、審査員としてご参加いただきました。健康づくりは「食」からとい
う考えで、地域も巻き込んだ食の実践活動をされています。 

「食」で次世代の健康づくりを
推進しています 
西村 俊比古さん（江東区毛利在住 49歳） 

１. 生活習慣の改善

施策目標　 身体活動量の増加と運動習慣の定着

施策2　 たばこ、飲酒
施策目標　 身体活動量の増加と運動習慣の定着

施策１　 生活習慣病の発症予防と重症化予防
施策目標　 生活習慣病の発症予防と重症化予防対策の推進

施策2　 フレイル・ロコモティブシンドロームの予防
施策目標　 フレイル・ロコモティブシンドローム予防の推進

施策3　 歯と口の健康
施策目標　 生涯を通じた歯・口の健康づくりの推進

施策4　 栄養・食生活
施策目標　 生涯を通じた正しい食生活の実践

施策１　 休養・睡眠
施策目標　 睡眠と休養の必要性の理解の促進と、心身の健康づくりの推進

施策2　 ストレス対処
施策目標　 適切なストレス対処方法の普及啓発

施策3　 相談支援
施策目標　 こころの健康の相談支援の充実

施策4　 うつ病対策
施策目標　 うつ病の理解促進と相談支援体制の整備

施策5　 女性の健康
施策目標　 ライフステージに応じた女性の健康づくりの支援

2. 生活習慣病の予防

３.こころの健康

施策１　 がん予防①、②

施策目標　 感染症に起因するがんに関する正しい知識の普及啓発と検査体制の充実
施策目標　 がんのリスクを下げるための生活習慣の定着

施策2　 がんの早期発見の推進
施策目標　 がん検診受診率の向上

施策3　 がんになっても安心して暮らせる体制づくり
施策目標　 がんに関する相談支援・情報提供の充実

４. がん対策の推進【江東区がん対策推進計画（第二次）】

施策１　 食に関する知識・選択力の向上
施策目標　 食に関心を持ち、正しい情報の選択力を養う

施策2　 食に基づく健康習慣・実践力の向上
施策目標　 各世代に適した食生活の実践支援

施策3　 食に対する感謝の気持ちの醸成 
施策目標　 食を通じたコミュニケーションの推進

５. 食育の推進【江東区食育推進計画（第三次）】

施策１　 地域のつながりの醸成と健康づくり
施策目標　 地域のつながりの醸成による健康づくりの推進

６.社会環境の整備

施策１　 身体活動・運動




