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Ⅴ．生活習慣及び社会環境の改善

１．栄養・食生活

（１）現状と課題

○栄養・食生活は、生命を維持し、子どもたちが健やかに成長し、人々が健康で幸福な生活

を送るために重要なものであり、生活習慣病予防のほか、生活の質の向上及び社会機能の

維持・向上の観点でも重要です。

○肥満者の割合は、男性は 歳代と 歳代で増加、女性は 歳代を除いた各世代で増加傾向

にあります。適正体重を維持することは重要であることを県民が理解し、早期から適正体

重の維持に取り組むことが必要です。ライフステージに応じた意識啓発と環境整備が求め

られ、特に若い世代の男性及び 歳代から 歳代女性の肥満者への対策が必要です。

総数（ 歳以上 歳 歳 歳 歳 歳 歳以上

（％） の状況（男性）

25≦BMI 18.5≦BMI<25 長崎県健康・栄養調査

総数（ 歳以上 歳 歳 歳 歳 歳 歳以上

（％） の状況（女性）

25≦BMI 18.5≦BMI<25 長崎県健康・栄養調査
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○朝食の欠食率では、特に２０歳代男性の欠食の割合が増加しており、３０歳代男性でも

やや増加傾向です。女性でも２０歳代、３０歳代は欠食の割合が高く、また増加もしてお

り、若い世代の対策が必要です。

※欠食：食事を摂らなかった場合だけでなく果物、菓子、飲み物等だけを摂る場合も含む。

総数（ 歳以上）

歳

歳

歳

歳

歳

歳以上

（ｇ）

野菜摂取量（男性）

緑黄色野菜 その他野菜

計

計

計

計

計

計

計

長崎県健康・栄養調査

78.8 

65.7 

59.1 

58.5 

73.7 

96.1 

86.9 

173.7 

178.0 

164.3 

142.2 

168.2 

197.0 

173.6 

総数（ 歳以上）

歳

歳

歳

歳

歳

歳以上

（ｇ）

野菜摂取量（女性）

緑黄色野菜 その他野菜 長崎県健康・栄養調査

計

計

計

計

計

計

計

果物摂取量 未満の人の割合

目標

以下

長崎県健康・栄養調査

総数 歳～ 歳 歳～ 歳 歳～ 歳 歳代 歳代 歳代 歳代 歳代 歳代

朝食を欠食する人の割合（男性）

長崎県健康・栄養調査

目標

   

 

 

 
 
 
 
 
 

28.2%

51.0%

29.9%

55.8%

3.7%

10.2%
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○栄養・食生活に関するセミナーなど学習の場に参加する人の割合は、成人男性はやや減少

傾向であり、成人女性は横ばい状態です。より地域の身近な場所で学習できる場の提供が

必要です。

（２）目標（成果指標） ＊は重点目標項目

目標内容 基準値 中間値
最終

目標値

データ

ソース

適正体重を維持している

人の割合

＊①肥満者 以上

の割合の減少

②やせた人 未満

の割合の減少

①男性 歳～ 歳代

女性 歳～ 歳代

②20歳代女性

長崎県健

康・栄養

調査

＊適切な量と質の食事をし

ている人の増加

・主食・主菜・副菜を組み

合わせた食事が１日２回以

上の日がほぼ毎日の人の割

合の増加

成人
長崎県生

活習慣状

況調査

食塩摂取量（１日平均摂取量）の

減少

成人
長崎県健

康・栄養

調査

野菜や果物の摂取量の増加 

長崎県健

康・栄養

調査

①野菜摂取量（１日平均摂

取量）の増加

①成人

 
①256.3g ①350g

②果物摂取量１００ｇ未満

の人の割合の減少

②成人 ②66.3% ②

＊朝食を欠食する人の割合

の減少（朝食の欠食率）

歳代男性

歳代男性
長崎県健

康・栄養

調査

外食や食品を購入するとき

に栄養成分表示を参考にす

る人の割合の増加

成人男性

成人女性

長崎県生

活習慣状

況調査

健康づくり応援の店を利用

する人の割合の増加

成人
増やす

長崎県健

康・栄養

調査
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項目 取組み内容

２ 望ましい食事、食習慣の

情報発信

①「健康づくり応援の店」等を活用した健康情報の発信、

「ながさき健味（けんみ）んメニュー」に関する情報提

供

【県（関係課・保健所）】【市町】

②長崎県版食事バランスガイドを活用した「主食・主菜・

副菜を組み合わせた食事」の情報提供

【県（関係課・保健所）】【市町】

③消費者に向けた栄養成分表示の正しい活用方法等の情

報提供 【県（関係課・保健所）】

④テレビ番組、インターネット（ホームページ等）、広報

紙、情報誌等を通じて定期的な情報提供

【県（関係課）】【市町】【栄養士会】

⑤社内食堂を活用したヘルシーメニューの提供、卓上掲示

物での情報発信 【事業所】

⑥主に女性向けの冊子等の作成（やせと肥満の予防、野菜

を使った料理の工夫など）

【県（関係課・保健所）】

⑦特定保健指導の場や飲食店、食料品販売店等で活用でき

る統一した資料、ポップ等の作成・配布

【県（関係課・保健所）】【市町】

３ 望ましい食事、食習慣の

習得のための社会環境づ

くり

健康づくりに取組にくい

人や無関心な人も健康的

な食事がとれるような食

環境づくりに取り組む。

①「健康づくり応援の店」の登録推進と「ながさき健味

（けんみ）んメニュー」を提供する飲食店の普及拡大

【県（関係課・保健所）】【市町】【事業所】

②コンビニエンスストア等と連携し、 歳代から 歳代

の若い世代等をターゲットに朝食メニューとなる商品

の提供、組み合わせの情報提供

【県（関係課・保健所）】【市町】【事業所】

③生産者市場（地場産店）、スーパーマーケット、コンビ

ニエンスストア等と連携し、主食・主菜・副菜を組み合

わせた食事や減塩・野菜摂取量、野菜の必要性に関する

情報・商品提供

【県（関係課・保健所）】【事業所】

   

 

 

20.2%

43.2%

20.5%
33.3%

23.2%

42.5%

14.0%

40.3%
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項目 取組み内容
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③生産者市場（地場産店）、スーパーマーケット、コンビ

ニエンスストア等と連携し、主食・主菜・副菜を組み合
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20.2%

43.2%

20.5%
33.3%

23.2%

42.5%

14.0%

40.3%
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項目 取組み内容

③県内ウォーキングロード等の活用を図るため、県・市町が

連携し情報提供 【県（関係課）】【市町】

２ 身体活動・運動を実践し

やすい環境づくり

①県内の運動・スポーツ施設の設置状況、身体活動・運動に

活用できる施設の情報提供

【県（関係課）】【市町】

②県民体操「がんばらんば体操」の活用拡大・県民の誰もが

元気に楽しく運動できる機会の提供

【県（関係課）】【市町】

③地域での運動教室等の開催や地域スポーツの推進等、県民

が参加しやすい運動の機会の提供

【県（関係課）】【市町】

④従業員の健康を会社の財産ととらえ、会社の成長のため

に、従業員の健康づくりに積極的に取り組む「健康経営」

の推進等、職場での取組の推進

【県（関係課）】【協会けんぽ】【事業所】

３ 適切に運動を指導できる

指導者の増加

①「標準的な健診・保健指導プログラム」に関する研修会の

開催により、適切な運動指導ができる指導者を養成

【県（関係課）】

②運動普及推進人材の育成や自主グループ化の推進により、

運動の仲間づくりを支援 【市町】

４ ロコモティブシンドロー

ム予防の取組

①ロコモティブシンドロームの概要や予防についての周知

啓発

【県（関係課）】【市町】

②健康運動指導の専門家を事業所等へ派遣する等、健康教育

の実施

【県（関係課・保健所）】【健康運動指導士会】

③介護予防教室等、ロコモティブシンドローム予防のための

健康教育の実施

【市町】

５ 児童・生徒が外遊びや運

動をする時間を増やすこ

とを心がける家庭や学

校、地域の人の増加と児

童・生徒の運動意欲向上

①ＰＴＡや教育委員会等の関係機関と連携し家庭へ呼びか

けを行い、児童・生徒が外遊びや運動をすることの必要性

を理解し、活動的に過ごすことができるよう推進

【教育庁】【学校】

②児童・生徒が運動等を通じた健康づくりを認識し、取り組

むことができるよう、学校、地域と連携して推進

【教育庁】【学校】

③県民体操「がんばらんば体操」を広く普及啓発し、体力向

上と健康づくりを推進

【県（関係課）】【市町】

   

 

 

94.4%

59.4% 62.1%

36.6% 41.5%

13.8%

30.7%

12.2%

67.7%



  第３章－Ⅴ－２．身体活動・運動 

 

 

項目 取組み内容

③県内ウォーキングロード等の活用を図るため、県・市町が

連携し情報提供 【県（関係課）】【市町】

２ 身体活動・運動を実践し

やすい環境づくり

①県内の運動・スポーツ施設の設置状況、身体活動・運動に

活用できる施設の情報提供

【県（関係課）】【市町】

②県民体操「がんばらんば体操」の活用拡大・県民の誰もが

元気に楽しく運動できる機会の提供

【県（関係課）】【市町】

③地域での運動教室等の開催や地域スポーツの推進等、県民

が参加しやすい運動の機会の提供

【県（関係課）】【市町】

④従業員の健康を会社の財産ととらえ、会社の成長のため

に、従業員の健康づくりに積極的に取り組む「健康経営」

の推進等、職場での取組の推進

【県（関係課）】【協会けんぽ】【事業所】

３ 適切に運動を指導できる

指導者の増加

①「標準的な健診・保健指導プログラム」に関する研修会の

開催により、適切な運動指導ができる指導者を養成

【県（関係課）】

②運動普及推進人材の育成や自主グループ化の推進により、

運動の仲間づくりを支援 【市町】

４ ロコモティブシンドロー

ム予防の取組

①ロコモティブシンドロームの概要や予防についての周知

啓発

【県（関係課）】【市町】

②健康運動指導の専門家を事業所等へ派遣する等、健康教育

の実施

【県（関係課・保健所）】【健康運動指導士会】

③介護予防教室等、ロコモティブシンドローム予防のための

健康教育の実施

【市町】

５ 児童・生徒が外遊びや運

動をする時間を増やすこ

とを心がける家庭や学

校、地域の人の増加と児

童・生徒の運動意欲向上

①ＰＴＡや教育委員会等の関係機関と連携し家庭へ呼びか

けを行い、児童・生徒が外遊びや運動をすることの必要性

を理解し、活動的に過ごすことができるよう推進

【教育庁】【学校】

②児童・生徒が運動等を通じた健康づくりを認識し、取り組

むことができるよう、学校、地域と連携して推進

【教育庁】【学校】

③県民体操「がんばらんば体操」を広く普及啓発し、体力向

上と健康づくりを推進

【県（関係課）】【市町】

   

 

 

94.4%

59.4% 62.1%

36.6% 41.5%

13.8%

30.7%

12.2%

67.7%



   

 

 

  第３章－Ⅴ－３．喫煙 

 

 

○たばこの煙に含まれる有害物質は、喫煙者本人だけでなく、喫煙者の周囲の人の健康にも

深刻な影響を及ぼします。他人のたばこの煙を吸うことを受動喫煙といい、受動喫煙防止

の推進については健康増進法や労働安全衛生法に定められているところですが、職場や公

共施設は施設の利用者の選択の自由が限られるため、事業所や公共施設における分煙・禁

煙対策をさらに推進する必要があります。特に妊婦や子どもをたばこの煙から守る受動喫

煙対策を進めることが必要です。

○県では受動喫煙について情報提供を行うとともに、公共施設における分煙・禁煙状況調査

や、受動喫煙防止に取組む飲食店を登録・周知する「長崎県禁煙宣言の店」事業など、多

くの人が利用する施設等での分煙・禁煙の取組を進めています。

○受動喫煙を有する機会があったと答えた人の割合は、家庭及び職場では前回と同程度でし

たが、飲食店では大幅に増加しています。

○国において受動喫煙防止対策の強化に向けた法整備が進められており、今後は、制度改正

を踏まえた受動喫煙防止対策の推進を図る必要があります。

（２）目標（成果指標） ＊は重点目標項目

目標内容 基準値 中間値
最終

目標値

データ

ソース

喫煙が及ぼす健康影響

についての十分な知識

の普及

〔知っている人の割

合〕

①肺がん

②喘息

③気管支炎

④虚血性心疾患

⑤脳血管疾患

⑥胃潰瘍

⑦歯周病

⑧認知症 今後把握

長崎県生

活習慣状

況調査

職場 家庭 飲食店

受動喫煙の機会を有する人の割合

長崎県健康・栄養調査

長崎県生活習慣状況調査

目標

％
目標

％

目標

減らす



   

 

 

  第３章－Ⅴ－３．喫煙 

 

 

○たばこの煙に含まれる有害物質は、喫煙者本人だけでなく、喫煙者の周囲の人の健康にも

深刻な影響を及ぼします。他人のたばこの煙を吸うことを受動喫煙といい、受動喫煙防止

の推進については健康増進法や労働安全衛生法に定められているところですが、職場や公

共施設は施設の利用者の選択の自由が限られるため、事業所や公共施設における分煙・禁

煙対策をさらに推進する必要があります。特に妊婦や子どもをたばこの煙から守る受動喫

煙対策を進めることが必要です。

○県では受動喫煙について情報提供を行うとともに、公共施設における分煙・禁煙状況調査

や、受動喫煙防止に取組む飲食店を登録・周知する「長崎県禁煙宣言の店」事業など、多

くの人が利用する施設等での分煙・禁煙の取組を進めています。

○受動喫煙を有する機会があったと答えた人の割合は、家庭及び職場では前回と同程度でし

たが、飲食店では大幅に増加しています。

○国において受動喫煙防止対策の強化に向けた法整備が進められており、今後は、制度改正

を踏まえた受動喫煙防止対策の推進を図る必要があります。

（２）目標（成果指標） ＊は重点目標項目

目標内容 基準値 中間値
最終

目標値

データ

ソース

喫煙が及ぼす健康影響

についての十分な知識

の普及

〔知っている人の割

合〕

①肺がん

②喘息

③気管支炎

④虚血性心疾患

⑤脳血管疾患

⑥胃潰瘍

⑦歯周病

⑧認知症 今後把握

長崎県生

活習慣状

況調査

職場 家庭 飲食店

受動喫煙の機会を有する人の割合

長崎県健康・栄養調査

長崎県生活習慣状況調査

目標

％
目標

％

目標

減らす



  第３章－Ⅴ－３．喫煙 

 

 

目標内容 基準値 中間値
最終

目標値

データ

ソース

⑨妊娠への影響

＊喫煙率の減少

成人

成人女性

成人女性 歳～ 歳

長崎県生

活習慣状

況調査

禁煙希望者の割合の増

加

成人男性

成人女性

増やす

増やす

長崎県生

活習慣状

況調査

受動喫煙の機会を有す

る人の割合の減少

①職場

②家庭

③飲食店

減らす
長崎県生

活習慣状

況調査

＊ＣＯＰＤ 慢性閉塞

性肺疾患 を認知して

いる人の割合の増加

成人 今後把握
長崎県生

活習慣状

況調査

（３）施策の方向性

項目 取組み内容

１ 喫煙や受動喫煙によるた

ばこの健康被害やＣＯＰ

Ｄについての情報提供

①喫煙が及ぼす健康被害、ニコチンの依存性、ＣＯＰＤ、受

動喫煙、三次喫煙、加熱式たばこの健康影響について情報

提供や健康教育

重点対象：・未成年者、妊婦及び乳幼児

・喫煙者

・公共施設管理者、事業者

【県（関係課・保健所）】【教育庁】【市町】【労働局】

【薬剤師会】

②市町、学校における啓発資料等の配布・貸出

【県（関係課・保健所）】【教育庁】【市町】

２ 禁煙支援

（禁煙希望者が禁煙指導

を受けられる機会の増

加、禁煙の取組の支援）

①ニコチン依存症管理料の保険診療適用施設を含めた、禁煙

支援を受けられる医療機関の情報提供

【県（関係課）】【市町】

②禁煙アドバイザーによる健康教育の実施

【薬剤師会】

③「健康経営」を推進し、職場における禁煙支援を強化する

とともに優良事例を情報発信

【県（関係課）】【協会けんぽ】【事業所】【産業医】

  第３章－Ⅴ－３．喫煙 

 

 

項目 取組み内容

３ 未成年者の喫煙防止・健

康教育

①未成年者に対し、薬物乱用・飲酒対策と併せて喫煙防止教

育の実施、教材作成及び指導者研修の実施

【教育庁】【学校・学校医・学校歯科医・学校薬剤師】

②未成年者の喫煙防止や、成人になっても吸わないことにつ

ながる情報発信・周知啓発

【県（関係課・保健所）】【市町】

４ 受動喫煙防止対策 ①公共施設の禁煙に向けての取組の推進

【県（関係課・保健所）】【市町】

②民間施設の禁煙促進に関する助言・情報提供

【県（関係課・保健所）】【市町】【労働局】

③中小事業所の禁煙・分煙施設整備助成 【労働局】

④店内での全面禁煙に取り組む「禁煙宣言の店」事業の推進

【県（関係課・保健所）】【市町】

⑤受動喫煙防止強化に向けた法整備に伴う普及啓発や義務

違反者への対応等

【県（関係課・保健所）】



  第３章－Ⅴ－３．喫煙 

 

 

目標内容 基準値 中間値
最終

目標値

データ

ソース

⑨妊娠への影響

＊喫煙率の減少

成人

成人女性

成人女性 歳～ 歳

長崎県生

活習慣状

況調査

禁煙希望者の割合の増

加

成人男性

成人女性

増やす

増やす

長崎県生

活習慣状

況調査

受動喫煙の機会を有す

る人の割合の減少

①職場

②家庭

③飲食店

減らす
長崎県生

活習慣状

況調査

＊ＣＯＰＤ 慢性閉塞

性肺疾患 を認知して

いる人の割合の増加

成人 今後把握
長崎県生

活習慣状

況調査

（３）施策の方向性

項目 取組み内容

１ 喫煙や受動喫煙によるた

ばこの健康被害やＣＯＰ

Ｄについての情報提供

①喫煙が及ぼす健康被害、ニコチンの依存性、ＣＯＰＤ、受

動喫煙、三次喫煙、加熱式たばこの健康影響について情報

提供や健康教育

重点対象：・未成年者、妊婦及び乳幼児

・喫煙者

・公共施設管理者、事業者

【県（関係課・保健所）】【教育庁】【市町】【労働局】

【薬剤師会】

②市町、学校における啓発資料等の配布・貸出

【県（関係課・保健所）】【教育庁】【市町】

２ 禁煙支援

（禁煙希望者が禁煙指導

を受けられる機会の増

加、禁煙の取組の支援）

①ニコチン依存症管理料の保険診療適用施設を含めた、禁煙

支援を受けられる医療機関の情報提供

【県（関係課）】【市町】

②禁煙アドバイザーによる健康教育の実施

【薬剤師会】

③「健康経営」を推進し、職場における禁煙支援を強化する

とともに優良事例を情報発信

【県（関係課）】【協会けんぽ】【事業所】【産業医】

  第３章－Ⅴ－３．喫煙 

 

 

項目 取組み内容

３ 未成年者の喫煙防止・健

康教育

①未成年者に対し、薬物乱用・飲酒対策と併せて喫煙防止教

育の実施、教材作成及び指導者研修の実施

【教育庁】【学校・学校医・学校歯科医・学校薬剤師】

②未成年者の喫煙防止や、成人になっても吸わないことにつ

ながる情報発信・周知啓発

【県（関係課・保健所）】【市町】

４ 受動喫煙防止対策 ①公共施設の禁煙に向けての取組の推進

【県（関係課・保健所）】【市町】

②民間施設の禁煙促進に関する助言・情報提供

【県（関係課・保健所）】【市町】【労働局】

③中小事業所の禁煙・分煙施設整備助成 【労働局】

④店内での全面禁煙に取り組む「禁煙宣言の店」事業の推進

【県（関係課・保健所）】【市町】

⑤受動喫煙防止強化に向けた法整備に伴う普及啓発や義務

違反者への対応等

【県（関係課・保健所）】



   

 

 

 
 

 

   

 

 



   

 

 

 
 

 

   

 

 



  第３章－Ⅴ－４．飲酒 

 

 

○県及び市町では、飲酒が健康に与える影響について周知啓発や健康教育・健康相談を行っ

ており、特に女性と未成年者においては飲酒が健康に及ぼす影響が大きいため、女性と未

成年者の飲酒対策に重点的に取り組んでいます。

○女性は男性に比べて、アルコールによる健康障害を引き起こしやすいことを周知するとと

もに、胎児性アルコール症候群や発育障害を引き起こす妊娠中の飲酒をなくす取組を進め

ています。

○未成年者の飲酒は、成人の飲酒に比べ急性アルコール中毒や臓器障害を起こしやすく、飲

酒の習慣化は、心身の健やかな成長に影響するとともに将来のアルコール依存症リスクを

高めることから、学校における健康教育を徹底しています。

○飲酒は社会生活におけるコミュニケーションと深く関わることから、飲酒に関する生活習

慣を個人が改善するとともに、社会的な意識向上も必要です。アルコールの健康障害と節

度ある適度な飲酒の知識普及について、高リスク者へ重点的に働きかけるとともに、県民

一人ひとりへ広げる取組を推進する必要があります。

（２）目標（成果指標） ＊は重点目標項目

目標内容 基準値 中間値
最終

目標値

データ

ソース

毎日飲酒する人の割合の

減少

男性

女性

長崎県生活

習慣状況調

査

＊生活習慣病のリスク

を高める量を飲酒して

いる人の割合の減少

①男性 日当たり純ｱﾙｺｰﾙ

以上摂取する人

②女性 日当たり純ｱﾙｺｰﾙ

以上摂取する人

長崎県生活

習慣状況調

査

節度ある適度な飲酒量

（１日当たり純アルコール摂

取量 男性２０ｇ、女性１０

ｇ）を知っている人の割

合の増加

男性

女性

長崎県生活

習慣状況調

査

（３）施策の方向性

項目 取組み内容

１ アルコールによる健康障

害や「許容量を守った節

度ある適度な飲酒（低リ

スク飲酒）」の情報提供

①飲酒による身体的・精神的健康障害（生活習慣病・依存症・

うつ病・認知症等）、急性アルコール中毒の危険性及び「許

容量を守った節度ある適度な飲酒（低リスク飲酒）」に関

して、広報誌・インターネット・マスメディアを通じた情

報提供及びパンフレットの作成

※重点対象者
・認知度が低く、全国的に急性アルコール中毒発症率が高
い２０歳代

  第３章－Ⅴ－４．飲酒 

 

 

項目 取組み内容

・飲酒習慣率が高い４０歳代～６０歳代男性

【県（関係課・保健所）】【市町】

②市町、学校における啓発資料等の配布・貸出

【県（関係課・保健所）】【市町】

③県民が相談や受診がしやすい環境づくりのため、保健所・

市町の相談窓口及びアルコール医療専門機関の情報を県

ホームページへ掲載 【県（関係課）】

２ 女性に特有なアルコール

による健康障害について

の知識普及

（アルコール性肝障害、

アルコール依存、妊娠と

出産に及ぼす影響など）

①妊婦への教育や健診の場などを利用し、妊娠・出産に及ぼ

すアルコールの悪影響についての教育、パンフレット等の

作成 【県（関係課）】【市町】

②女性に特有なアルコールによる健康障害についての啓発

（資料・テキスト作成、講演等の開催）

※重点対象者
・生活習慣病のリスクを高める量を飲酒する人の割合は
少ないが、毎日飲酒する人の割合は増加している４０歳
以上の女性 【県（関係課）】【市町】

３ 未成年者の飲酒防止・健

康教育

①未成年者に対し、薬物乱用・喫煙対策と併せてアルコール

健康障害に関する健康教育の実施、教材作成及び指導者研

修の実施

【教育庁】【学校・学校医・学校歯科医・学校薬剤師】

②アルコール販売店での年齢確認の徹底など、未成年者に飲

酒をさせない、アルコールを提供させない社会的な取組を

推進するためのパンフレット作成・配布

【県（関係課・保健所）】【市町】

節度ある適度な飲酒量は、１日当たり純アルコール摂取量が男性２０ｇ、女性１０ｇです。 

  １日に下記のいずれか一つまでが目安です。 

 酒の種類（基準%） 酒の量 だいたいの目安 

男

性 

ビール・発泡酒(5%) 500mL 中ビン１本又はロング缶 1本 

チュウハイ(7%) 360mL コップ２杯または 350mL缶 1本 

焼酎(25%) 100mL – 

日本酒(15%) 180mL １合 

ウィスキー・ジンなど(40%) 160mL ダブル 1杯 

ワイン(12%) 200mL ワイングラス 2杯弱 

女

性 

ビール・発泡酒(5%) 250mL 中ビン半分又はロング缶半分 

チュウハイ(7%) 180mL コップ 1杯または 350mL缶の半分 

焼酎(25%) 150mL – 

日本酒(15%) 190mL 0.5合 

ウィスキー・ジンなど(40%) 130mL シングル 1杯 

ワイン(12%) 100mL ワイングラス 1杯弱 
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○県及び市町では、飲酒が健康に与える影響について周知啓発や健康教育・健康相談を行っ

ており、特に女性と未成年者においては飲酒が健康に及ぼす影響が大きいため、女性と未

成年者の飲酒対策に重点的に取り組んでいます。

○女性は男性に比べて、アルコールによる健康障害を引き起こしやすいことを周知するとと

もに、胎児性アルコール症候群や発育障害を引き起こす妊娠中の飲酒をなくす取組を進め

ています。

○未成年者の飲酒は、成人の飲酒に比べ急性アルコール中毒や臓器障害を起こしやすく、飲

酒の習慣化は、心身の健やかな成長に影響するとともに将来のアルコール依存症リスクを

高めることから、学校における健康教育を徹底しています。

○飲酒は社会生活におけるコミュニケーションと深く関わることから、飲酒に関する生活習

慣を個人が改善するとともに、社会的な意識向上も必要です。アルコールの健康障害と節

度ある適度な飲酒の知識普及について、高リスク者へ重点的に働きかけるとともに、県民

一人ひとりへ広げる取組を推進する必要があります。

（２）目標（成果指標） ＊は重点目標項目

目標内容 基準値 中間値
最終

目標値

データ

ソース

毎日飲酒する人の割合の

減少

男性

女性

長崎県生活

習慣状況調

査

＊生活習慣病のリスク

を高める量を飲酒して

いる人の割合の減少

①男性 日当たり純ｱﾙｺｰﾙ

以上摂取する人

②女性 日当たり純ｱﾙｺｰﾙ

以上摂取する人

長崎県生活

習慣状況調

査

節度ある適度な飲酒量

（１日当たり純アルコール摂

取量 男性２０ｇ、女性１０

ｇ）を知っている人の割

合の増加

男性

女性

長崎県生活

習慣状況調

査

（３）施策の方向性

項目 取組み内容

１ アルコールによる健康障

害や「許容量を守った節

度ある適度な飲酒（低リ

スク飲酒）」の情報提供

①飲酒による身体的・精神的健康障害（生活習慣病・依存症・

うつ病・認知症等）、急性アルコール中毒の危険性及び「許

容量を守った節度ある適度な飲酒（低リスク飲酒）」に関

して、広報誌・インターネット・マスメディアを通じた情

報提供及びパンフレットの作成

※重点対象者
・認知度が低く、全国的に急性アルコール中毒発症率が高
い２０歳代
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項目 取組み内容

・飲酒習慣率が高い４０歳代～６０歳代男性

【県（関係課・保健所）】【市町】

②市町、学校における啓発資料等の配布・貸出

【県（関係課・保健所）】【市町】

③県民が相談や受診がしやすい環境づくりのため、保健所・

市町の相談窓口及びアルコール医療専門機関の情報を県

ホームページへ掲載 【県（関係課）】

２ 女性に特有なアルコール

による健康障害について

の知識普及

（アルコール性肝障害、

アルコール依存、妊娠と

出産に及ぼす影響など）

①妊婦への教育や健診の場などを利用し、妊娠・出産に及ぼ

すアルコールの悪影響についての教育、パンフレット等の

作成 【県（関係課）】【市町】

②女性に特有なアルコールによる健康障害についての啓発

（資料・テキスト作成、講演等の開催）

※重点対象者
・生活習慣病のリスクを高める量を飲酒する人の割合は
少ないが、毎日飲酒する人の割合は増加している４０歳
以上の女性 【県（関係課）】【市町】

３ 未成年者の飲酒防止・健

康教育

①未成年者に対し、薬物乱用・喫煙対策と併せてアルコール

健康障害に関する健康教育の実施、教材作成及び指導者研

修の実施

【教育庁】【学校・学校医・学校歯科医・学校薬剤師】

②アルコール販売店での年齢確認の徹底など、未成年者に飲

酒をさせない、アルコールを提供させない社会的な取組を

推進するためのパンフレット作成・配布

【県（関係課・保健所）】【市町】

節度ある適度な飲酒量は、１日当たり純アルコール摂取量が男性２０ｇ、女性１０ｇです。 

  １日に下記のいずれか一つまでが目安です。 

 酒の種類（基準%） 酒の量 だいたいの目安 

男

性 

ビール・発泡酒(5%) 500mL 中ビン１本又はロング缶 1本 

チュウハイ(7%) 360mL コップ２杯または 350mL缶 1本 

焼酎(25%) 100mL – 

日本酒(15%) 180mL １合 

ウィスキー・ジンなど(40%) 160mL ダブル 1杯 

ワイン(12%) 200mL ワイングラス 2杯弱 

女

性 

ビール・発泡酒(5%) 250mL 中ビン半分又はロング缶半分 

チュウハイ(7%) 180mL コップ 1杯または 350mL缶の半分 

焼酎(25%) 150mL – 

日本酒(15%) 190mL 0.5合 

ウィスキー・ジンなど(40%) 130mL シングル 1杯 

ワイン(12%) 100mL ワイングラス 1杯弱 
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Ⅴ．生活習慣及び社会環境の改善

５．歯・口腔の健康づくり

（１）現状と課題

歯・口腔の健康づくり分野では、歯科保健の個別計画として「歯なまるスマイルプランⅡ

（Ｈ３０～Ｈ３４）」を策定しており、「健康ながさき２１」計画の個別分野として位置づ

けています。本分野のライフステージ対策等の現状と課題は「歯なまるスマイルプランⅡ」

を参照してください。

○口腔機能低下の軽減の目標について

６０歳代における咀嚼良好者の割合は、平成２３年度８４．５ から平成２８年度

７６．２ と悪化しました。６０歳代の２４歯を持つ者の割合は増えた半面、進行した歯周

炎を有する者の割合も増加していることも原因のひとつと推察され、歯周病予防による重

症化を防ぐ必要があります。

（出典：長崎県歯科疾患実態調査・生活習慣状況調査）

○歯の喪失防止目標について

「６０歳代で２４歯以上の歯を有する者の割合」および「８０歳で２０歯以上の歯を有

する者の割合」は、それぞれ５６．３ （前回調査：４４ ）、および３１．５ （前回調査：

８０歳代で２２．２ ）であり、いずれの割合も経年的な改善がみられましたが、４０歳代

で喪失歯のない者の割合は、７１．７ （前回調査：７７ ）と悪化しました。

また、平成２８年度の歯科疾患実態調査において、「８０歳で２０歯以上の歯を有する者

の割合」は、全国５１．２ 、本県３１．５ であり、全国と比較して低い結果となりまし

た。
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（出典：長崎県歯科疾患実態調査）

○歯周病を有する者の割合の減少

２０歳代における歯肉に炎症所見を有する者の割合は７２．７ （前回調査：１００ ）、

「４０歳代における進行した歯周炎を有する者の割合」は５２．２ （前回調査：７６ ）

であり、いずれも経年的な改善がみられました。しかし、「６０歳代における進行した歯周

炎を有する者の割合」は７３．９ （前回調査７０ ）と指標は後退しており、歯の喪失の

減少を防止するとともに、歯周病の重症化予防対策が必要です。

○幼児・学齢期のむし歯のある者の減少

３歳児のむし歯のない者の割合は、平成２３年度６９．６ から平成２８年度７６．９

と７．３ポイント改善しているものの、平成２９年度の中間目標８０ の達成は難しく、全

国の３歳児のむし歯のない者の割合は平成２７年度８３ であることから、平成３４年度の

目標は８５ に据え置きました。

１２歳児の永久歯の１人平均のむし歯数は、平成２３年度１．３８本から平成２８年度

（出典：長崎県歯科疾患実態調査）
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Ⅴ．生活習慣及び社会環境の改善

５．歯・口腔の健康づくり

（１）現状と課題

歯・口腔の健康づくり分野では、歯科保健の個別計画として「歯なまるスマイルプランⅡ

（Ｈ３０～Ｈ３４）」を策定しており、「健康ながさき２１」計画の個別分野として位置づ

けています。本分野のライフステージ対策等の現状と課題は「歯なまるスマイルプランⅡ」

を参照してください。

○口腔機能低下の軽減の目標について

６０歳代における咀嚼良好者の割合は、平成２３年度８４．５ から平成２８年度

７６．２ と悪化しました。６０歳代の２４歯を持つ者の割合は増えた半面、進行した歯周

炎を有する者の割合も増加していることも原因のひとつと推察され、歯周病予防による重

症化を防ぐ必要があります。

（出典：長崎県歯科疾患実態調査・生活習慣状況調査）

○歯の喪失防止目標について

「６０歳代で２４歯以上の歯を有する者の割合」および「８０歳で２０歯以上の歯を有

する者の割合」は、それぞれ５６．３ （前回調査：４４ ）、および３１．５ （前回調査：

８０歳代で２２．２ ）であり、いずれの割合も経年的な改善がみられましたが、４０歳代

で喪失歯のない者の割合は、７１．７ （前回調査：７７ ）と悪化しました。

また、平成２８年度の歯科疾患実態調査において、「８０歳で２０歯以上の歯を有する者

の割合」は、全国５１．２ 、本県３１．５ であり、全国と比較して低い結果となりまし

た。
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（出典：長崎県歯科疾患実態調査）

○歯周病を有する者の割合の減少

２０歳代における歯肉に炎症所見を有する者の割合は７２．７ （前回調査：１００ ）、

「４０歳代における進行した歯周炎を有する者の割合」は５２．２ （前回調査：７６ ）

であり、いずれも経年的な改善がみられました。しかし、「６０歳代における進行した歯周

炎を有する者の割合」は７３．９ （前回調査７０ ）と指標は後退しており、歯の喪失の

減少を防止するとともに、歯周病の重症化予防対策が必要です。

○幼児・学齢期のむし歯のある者の減少

３歳児のむし歯のない者の割合は、平成２３年度６９．６ から平成２８年度７６．９

と７．３ポイント改善しているものの、平成２９年度の中間目標８０ の達成は難しく、全

国の３歳児のむし歯のない者の割合は平成２７年度８３ であることから、平成３４年度の

目標は８５ に据え置きました。

１２歳児の永久歯の１人平均のむし歯数は、平成２３年度１．３８本から平成２８年度

（出典：長崎県歯科疾患実態調査）
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１．１５本に減少しており、平成２９年度の１．２本以下の中間目標を達成したことから、

平成３４年度の目標を０．８５本へ上方修正し、全国トップレベルを目指します。

また、中学校のフッ化物洗口の実施拡大に伴い、１５歳の永久歯の１人平均のむし歯の

本数を目標に追加しました。

（出展：母子保健実績報告［３歳児歯科健診結果］）

（出展：学校保健会報（長崎県学校保健会）［学校保健統計調査］）

○歯科疾患減少・口腔内の状態の向上を図る行動に関する目標

過去１年間に歯科健康診査を受診した者の割合は５７．２ であり、平成２９年度の

中間目標を達成しており、順調な改善を示しています。

３歳までにフッ化物歯面塗布を受けたことのある者の割合は８０．４ であり約２０ポイ

ントの改善傾向を示しました。平成２８年度現在、長崎県内の全市町（全体ではなく１地

域のみ実施している市も含む。）では、１．６歳児から３歳児までの間に希望者への フ

ッ化物塗布を実施しており、今後は特にむし歯リスクの高い乳幼児への個別対応が課題と

なっています。
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学齢期におけるフッ化物洗口実施者の割合（小学校）は、平成２８年度７１．６ であ

り、平成２９年度小学校のフッ化物洗口の実施率１００ が見込まれること、フッ化物洗

口実施校の実施者の割合は９０．４ であることから、目標が達成されると予想されるた

め、歯なまるスマイルプランⅡでは、Ｈ２９評価以降の目標から除外することとしまし

た。

なお、歯なまるスマイルプランⅡでは、フッ化物洗口によるむし歯予防対策の充実が

図られたものの、中学生・高校生の歯周病対策が今後の課題としてあがっています。

（２）目標（成果指標） ＊は重点目標項目

目標内容 基準値 中間値
最終

目標値
データソース

６０歳代における咀嚼良好者の割

合の増加

長崎県生活習慣

状況調査

＊８０歳で２０歯以上自分の歯を

有する人の割合の増加

※中間評価から「 歳代」を「

歳」に変更

長崎県歯科疾患

実態調査

６０歳代で２４歯以上自分の歯を

有する人の割合の増加

長崎県歯科疾患

実態調査

４０歳代で喪失歯のない人の割合

の増加

長崎県歯科疾患

実態調査

２０歳代における歯肉に炎症所見

を有する人の割合の減少

長崎県歯科疾患

実態調査

＊４０歳代における進行した歯周

炎を有する人の割合の減少
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（３）施策の方向性

項目 取組み内容（長崎県歯科保健施策の方針）

１ むし歯予防対策 『フッ化物を応用したむし歯予防の積極的な推進』

【県（関係課・保健所）】【教育庁】【市町】

【保育所・幼稚園・認定こども園】【学校】

【歯科医師会】【歯科衛生士会】

・むし歯予防は、従来から行われてきた歯みがき指導や甘味制限

だけでは不十分であることから、本県では、世界でも適正な利

用で有効性が認められているフッ化物の応用を中心としたむ

し歯予防対策を積極的に推進します。

・特に平成２５年度から推進している保育所・幼稚園・認定こど

も園・小学校のフッ化物洗口、平成２９年度から推進している

中学校でのフッ化物洗口の推進の継続が図られるよう市町や

長崎県歯科医師会等関係団体と連携して取り組みます。

・本県での３歳児のむし歯の減少が停滞している現状を鑑み、む

し歯リスクの高い子どもに対するフッ化物の適正な利用など

も含めた個別管理を推進します。

２ 歯周病対策 『健診体制の充実、正しいブラッシングの普及、かかりつけ歯科

医による定期管理の定着』

【県（関係課・保健所）】【市町】

【歯科医師会】【歯科衛生士会】

・本県の歯周病対策の状況は、健診（検診）体制も不十分である

ことから歯周病検診（成人期の歯科健診）の実施率向上に努め

ます。

・現在実施されている歯周病検診（成人期の歯科健診）の受診率

が低いことから、県民自らの予防活動（一次予防）と検診（健

診）の受診（二次予防）意識を高めるよう啓発の強化に努めま

す。

・県及び関係機関と連携し、歯周病発症阻止及び重症化の阻止が

行えるよう健診（検診）とあわせ正しいブラッシングの普及や

かかりつけ歯科医によるリスク管理などフォロー体制の充実

に努めます。

３ その他の歯科疾患の

予防対策

『正しい情報の普及啓発、かかりつけ歯科医による定期的な管理』

【県（関係課・保健所）】【市町】

【歯科医師会】【歯科衛生士会】

・歯科健診時の歯列咬合不正の記載をデータ化して、むし歯や歯

周病と同様に疾患の状況を把握することに努めます。

  第３章－Ⅴ－５．歯・口腔の健康づくり 

 

 

項目 取組み内容（長崎県歯科保健施策の方針）

・口腔習癖に関するリーフレット等を作成して、正しい情報の提

供に努めます。

４ 歯科保健強化のため

の歯科専門職の活用

促進

『地域歯科保健強化のためのキーマンとなる歯科専門職の確保』

【県（関係課・保健所）】【市町】

【歯科医師会】【歯科衛生士会】

・県内市町での歯科専門職の配置促進や歯科医師会の歯科保健に

関するキーマンの養成や活用、県口腔保健支援センターの歯科

専門職による支援に努めます。

○関係機関の取組内容は「歯なまるスマイルプランⅡ」ライフステージ対策を参照

○ 期目の計画では、子どものむし歯対策が重点的に推進され、特にフッ化物洗口によるむし

歯予防対策の充実が図られたため、歯なまるスマイルプランⅡ（２期目）では、現行計画の

フッ化物によるむし歯予防対策を引き続き行うとともに、歯周病予防対策として、成人期の

歯科保健対策の充実に重点をおくこととしました。

○「う蝕」の表記を「歯なまるスマイルプランⅡ」から「むし歯」に変更したため、健康なが

さき２１の中間見直しから表記方法を「むし歯」に統一しました。
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