
健康はこだて２１（第２次）に関わる関係団体および市の取組一覧（H27～28年度）

ﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞ 具体の事業（実施団体） 具体の事業（実施部署）

次世代

18歳未満

〇「早寝，早起き，朝ご
はん」の習慣を身につけ
る

・保育園，幼稚園，学校現場で「早寝，早
起き，朝ごはん」を啓発，推進する。

「はこだてｷｯｽﾞﾀｳﾝ」，
「生協・食のｲﾍﾞﾝﾄ」参加協力
（函館市食生活改善協議会）

・保健授業，養護教諭，栄養教諭等によ
る食育の推進

女性センター事業
（市民部）

〇適正体重を保つ
・保健授業，養護教諭，栄養教諭等に
よる食育の推進

おやこの食育事業
（函館市食生活改善協議会）

・乳幼児健診時に「早寝，早起き，朝ご
はん」を啓発する。

食育だよりの発行
（子ども未来部）

・携帯電話やインターネット等を適切に利
用できるように指導する

食育推進事業（食育ｲﾍﾞﾝﾄ共催,参
加）
（函館市食生活改善協議会）

・「はこだてげんきな子食育プラン」の
周知啓発を行う。

両親学級
（子ども未来部）

・健康診断の結果から適正体重について
の事後指導

市実施事業への協力（離乳食教室，
各料理講習会等）
（函館市食生活改善協議会）

・携帯電話やインターネット等を適切に
利用できるように指導する。

乳幼児健康診査
（子ども未来部）

保健，食育に関する啓発，広報
（函館市小学校長会）

・低出生体重児の危険性や予防について
普及，啓発

乳幼児歯科健診，歯科相談
（子ども未来部）

食に関する指導，給食指導
（函館市小学校長会）

・乳幼児健診や小児肥満フォロー児健診
により乳幼児期からの肥満の予防や解消
を図る。

のびっこ健診（小児肥満フォ
ロー児健診）
（子ども未来部）

健康診断
（函館市小学校長会）

家庭教育セミナー
（生涯学習部）

体力向上の取組
（函館市小学校長会）

各学校への指導（食事，生活）
（学校教育部）

健康診断
（函館市中学校長会）

３歳児への“はこだてげんきな
子”食育啓発事業（保健福祉
部）

食育指導
（函館市中学校長会）

離乳食教室
（保健福祉部）

個別指導
（函館市中学校長会）

はこだてげんきなこ食育フェス
ティバル
（保健福祉部）

体力づくりと健康づくり運動の推進
（函館市中学校長会）

包括連携協定での周知啓発事業
（保健福祉部）

保健だよりや掲示物による啓発
（函館市中学校長会）

定期健康診断
（北海道高等学校長協会道南支部）

食育に関する授業
（北海道高等学校長協会道南支部）

年間保育計画の策定
（函館保育協会）

給食栄養管理
（函館保育協会）

保健だより
（函館保育協会）

早寝，早起き，朝ごはんの啓発
（函館保育協会）

食育（畑づくり事業）
（函館保育協会）

アレルギー調査
（函館保育協会）

研究会（食べることの楽しさを感じ
られる指導の工夫）
（函館市幼稚園・こども園協会）

研究会（基本的な生活習慣を身につ
けさせるための指導の継続）
（函館市幼稚園・こども園協会）

〇朝食を必ず食べる ・食事バランスガイドの普及，啓発
地域での健康講座等の企画，運営
（市民健康づくり推進員連絡会）

栄養成分表示の店推進事業
（保健福祉部）

〇肥満を予防，解消する
・肥満と生活習慣病の関連について普
及，啓発

市民健康教室開催協力
（市民健康づくり推進員連絡会）

健康相談
（保健福祉部）

・健康診断の結果から肥満についての事
後指導

市主催講演会の周知と参加
（市民健康づくり推進員連絡会）

・食事バランスガイドの普及，啓発
はこだてげんきなこ食育フェス
ティバル
（保健福祉部）　※再掲

食生活改善，食育推進に係る研修活
動および自主活動（函館市食生活改
善協議会）

・肥満と生活習慣病の関連について普
及，啓発

包括連携協定での周知啓発事業
（保健福祉部）　※再掲

各町会，各団体依頼の料理講習会
（函館市食生活改善協議会）

・栄養成分表示の店推進事業による外食
料理店等の登録推進

「生涯骨太クッキング」講習会（牛乳，乳
製品常用促進）（函館市食生活改善協
議会）

・特定保健指導において肥満の解消につ
いて指導

男性のための料理教室
（函館市食生活改善協議会）

[TUNAGU]ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ事業「高血圧予
防教室」（函館市食生活改善協議会）

おやこの食育事業
（函館市食生活改善協議会）
※再掲

食育推進事業
（函館市食生活改善協議会）
※再掲

区分
健康はこだて２１「健康目標」

関係団体等の取組 市の取組

栄
養
・
食
生
活

働く
　世代

18歳～
　　64歳

・大学生，専門学校生や事業所の健康教
育等において朝食摂取の重要性を含めた
バランスのとれた食事について普及，啓
発
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市実施事業への協力（函館市食生活
改善協議会）※再掲

生活習慣改善プログラム（ｳｫｰｷﾝｸﾞﾁｬ
ﾚﾝｼﾞ，3.3ﾀﾞｲｴｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ）（新函館
農業協同組合）

市民健康教室
（函館市医師会）

啓発事業
（函館市医師会）

広報活動
（函館薬剤師会）

薬と健康の週間事業
（函館薬剤師会）

市民健康フォーラム
（北海道栄養士会函館支部）

健康づくり講演会
（北海道栄養士会函館支部）

すこやか事業講演会
（北海道栄養士会函館支部）

〇適正体重を保つ
・高齢期における適正体重維持の重要性
について普及，啓発

地域での健康講座等の企画，運営
（市民健康づくり推進員連絡会）※再掲

・特定保健指導において肥満の解消につ
いて指導

函館市高齢者大学
（生涯学習部）

市民健康教室開催協力
（市民健康づくり推進員連絡会）※再掲

・介護予防事業において低栄養の改善に
ついて普及，啓発

函館市亀田老人大学
（生涯学習部）

市主催講演会の周知と参加
（市民健康づくり推進員連絡会）※再掲

・高齢期における適正体重維持の重要性
について普及，啓発

高齢者生涯学習事業
戸井地区ふれあい学園
（生涯学習部）

食生活改善，食育推進に係る研修活
動および自主活動（函館市食生活改
善協議会）※再掲

通所型介護予防事業
（保健福祉部）

各町会，各団体依頼の料理講習会（函
館市食生活改善協議会）　※再掲

栄養成分表示の店推進事業
（保健福祉部）※再掲

「生涯骨太クッキング」講習会（函館市食
生活改善協議会）※再掲

健康相談
（保健福祉部）※再掲

男性のための料理教室
（函館市食生活改善協議会）※再掲

はこだてげんきなこ食育フェス
ティバル
（保健福祉部）　※再掲

[TUNAGU]ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ事業「高血圧予
防教室」（函館市食生活改善協議会）
※再掲

包括連携協定での周知啓発事業
（保健福祉部）　※再掲

食育推進事業
（函館市食生活改善協議会）
※再掲

市実施事業への協力（函館市食生活
改善協議会）※再掲

市民健康教室
（函館市医師会）※再掲

啓発事業
（函館市医師会）※再掲

広報活動
（函館薬剤師会）※再掲

薬と健康の週間事業
（函館薬剤師会）※再掲

市民健康フォーラム
（北海道栄養士会函館支部）※再掲

健康づくり講演会
（北海道栄養士会函館支部）※再掲

すこやか事業講演会
（北海道栄養士会函館支部）
※再掲

栄
養
・
食
生
活

働く
　世代

18歳～
　　64歳

高齢期

65歳以上
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健康はこだて２１（第２次）に関わる関係団体および市の取組一覧（H27～28年度）

ﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞ 具体の事業（実施団体） 具体の事業（実施部署）
区分

健康はこだて２１「健康目標」
関係団体等の取組 市の取組

次世代

18歳未満

〇運動習慣や身体活動を
活発にする習慣を持つ

・戸外遊びの充実と体を動かす喜びを感
じる運動遊びの実践

親と子のスポーツ体験
（函館市体育協会）

・学校開放事業（スポーツ開放）や各ス
ポーツ教室を通じての運動，スポーツの
実践

女性センター事業
（市民部）※再掲

・体育授業および部活動の充実と健康管
理指導の実施

市民スポーツフェスティバル綱引き
大会
（函館市体育協会）

・運動や体を動かす重要性の普及，啓発
放課後子ども教室
（子ども未来部）

・学校開放事業（スポーツ開放）や各ス
ポーツ教室を通じての運動，スポーツの実
践

市民スポーツ普及推進事業
（函館市体育協会）

青年センター事業
（生涯学習部）

・運動や体を動かす重要性の普及，啓発
世代間交流支援事業
（函館市社会福祉協議会）

亀田青少年会館事業
（生涯学習部）

健康教育・保健指導
（函館市小学校長会）

亀田公民館主管事業
（生涯学習部）

健康診断
（函館市小学校長会）※再掲

健康増進事業　恵山登山
（生涯学習部）

体力向上の取組
（函館市小学校長会）※再掲

椴法華ふれあい大運動会事業
（生涯学習部）

体力づくりと健康づくり運動の推進
（函館市中学校長会）※再掲

函館アリーナ主管事業
（生涯学習部）

体力テスト
（北海道高等学校長協会道南支部）

市民プール主管事業
（生涯学習部）

研究会（戸外遊びの充実，体を動か
す喜びを感じる遊びの実践）
（函館市幼稚園・こども園協会）

屋外スポーツ施設管理事務所主
管事業
（生涯学習部）

研究会（自分の成長を喜び，体に関
心をもたせる工夫）
（函館市幼稚園・こども園協会）

各学校への指導（運動）
（学校教育部）

健康に関する広報
（函館市亀田商工会）

健康体操「函館いか踊り体操」
の普及
（保健福祉部）

〇運動習慣や身体活動を
活発にする習慣を持つ

・各スポーツ教室，市民スポーツ講演会お
よび研修会の開催

地域での健康講座等の企画，運営
（市民健康づくり推進員連絡会）※再掲

・「健康づくりのための身体活動指針」
によるウォーキング等の運動や身体活動
の普及，啓発

健康増進公園整備事業
（土木部）

・スポーツイベントやレクリエーションによる
運動の推進

市民健康教室開催協力
（市民健康づくり推進員連絡会）※再掲

・各スポーツ教室，市民スポーツ講演会
および研修会の開催

青年センター事業
（生涯学習部）※再掲

市主催講演会の周知と参加
（市民健康づくり推進員連絡会）※再掲

・スポーツイベントやレクリエーション
による運動の推進

亀田福祉センター事業
（生涯学習部）

ウォーキングの推進
（市民健康づくり推進員連絡会）

学校開放事業（スポーツ開放）
（生涯学習部）

市民スポーツフェスティバル綱引き大会
（函館市体育協会）※再掲

亀田公民館主管事業
（生涯学習部）　※再掲

市民スポーツ普及推進事業
（函館市体育協会）※再掲

健康増進事業　恵山登山
（生涯学習部）※再掲

世代間交流支援事業
（函館市社会福祉協議会）※再掲

椴法華ふれあい大運動会事業
（生涯学習部）※再掲

交流ソフトバレーボール大会
（函館市ＰＴＡ連合会）

生涯スポーツ普及事業　４地区
交流パークゴルフ大会
（生涯学習部）

スポーツイベントの開催
（函館市亀田商工会）

函館アリーナ主管事業
（生涯学習部）※再掲

健康に関する広報
（函館市亀田商工会）※再掲

市民プール主管事業
（生涯学習部）※再掲

健康講座
（函館市内魚業協同組合長連絡協議
会）

屋外スポーツ施設管理事務所主
管事業
（生涯学習部）※再掲

生活習慣改善プログラム（ｳｫｰｷﾝｸﾞﾁｬ
ﾚﾝｼﾞ，3.3ﾀﾞｲｴｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ）（新函館
農業協同組合）※再掲

健康増進センター
（保健福祉部）

市民健康教室
（函館市医師会）※再掲

健康体操「函館いか踊り体操」
の普及
（保健福祉部）※再掲

啓発事業
（函館市医師会）※再掲

健康相談
（保健福祉部）※再掲

〇運動機能を保つ
・各スポーツ教室，市民スポーツ講演
会および研修会の開催

地域での健康講座等の企画，運営
（市民健康づくり推進員連絡会）※再掲

・特定保健指導において適切な運動につ
いて指導

健康増進公園整備事業
（土木部）※再掲

・スポーツイベントやレクリエーショ
ンによる運動の推進

市民健康教室開催協力
（市民健康づくり推進員連絡会）※再掲

・介護予防事業において運動器の機能向
上について普及，啓発

亀田福祉センター事業
（生涯学習部）※再掲

市主催講演会の周知と参加
（市民健康づくり推進員連絡会）※再掲

・各スポーツ教室，市民スポーツ講演会
および研修会の開催

函館市高齢者大学
（生涯学習部）※再掲

ウォーキングの推進
（市民健康づくり推進員連絡会）※再掲

・スポーツイベントやレクリエーション
による運動の推進

函館市亀田老人大学
（生涯学習部）※再掲

市民スポーツ普及推進事業
（函館市体育協会）※再掲

高齢者生涯学習事業 戸井地区ふ
れあい学園
（生涯学習部）※再掲

世代間交流支援事業
（函館市社会福祉協議会）※再掲

恵山ふれあい高齢者大学
（生涯学習部）

健康，生きがいづくり教室開催推進
事業
（函館市社会福祉協議協会）

高齢者ふれあいいきいき学級事
業　健康講座「軽運動」(椴法華
地区)（生涯学習部）

健康に関する広報
（函館市亀田商工会）※再掲

亀田公民館主管事業
（生涯学習部）　※再掲

健康講座（函館市内魚業協同組合長連
絡協議会）※再掲

健康増進事業　恵山登山
（生涯学習部）※再掲

高齢期

65歳以上

身
体
活
動
・
運
動

働く
　世代

18歳～
　　64歳
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ﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞ 具体の事業（実施団体） 具体の事業（実施部署）
区分

健康はこだて２１「健康目標」
関係団体等の取組 市の取組

市民健康教室
（函館市医師会）※再掲

椴法華ふれあい大運動会事業
（生涯学習部）※再掲

啓発事業
（函館市医師会）※再掲

生涯スポーツ普及事業　４地区
交流パークゴルフ大会
（生涯学習部）※再掲

函館アリーナ主管事業
（生涯学習部）※再掲

市民プール主管事業
（生涯学習部）※再掲

屋外スポーツ施設管理事務所主
管事業
（生涯学習部）※再掲

介護予防普及啓発事業，地域介
護予防活動支援事業（保健福祉
部）

通所型介護予防事業
（保健福祉部）※再掲

訪問型介護予防事業
（保健福祉部）

健康増進センター
（保健福祉部）※再掲

健康体操「函館いか踊り体操」
の普及
（保健福祉部）※再掲

健康相談
（保健福祉部）※再掲

次世代

18歳未満

〇「早寝，早起き，朝ご
はん」の習慣を身につけ
る（再掲）

・保育園，幼稚園，学校現場で「早寝，早
起き，朝ごはん」を啓発，推進する。（再
掲）

健康教育・保健指導
（函館市小学校長会）※再掲

・保健授業，養護教諭，栄養教諭等によ
る食育の推進（再掲）

女性センター事業
（市民部）※再掲

・保健授業，養護教諭，栄養教諭等に
よる食育の推進（再掲）

体力向上の取組
（函館市小学校長会）※再掲

・乳幼児健診時に「早寝，早起き，朝ご
はん」を啓発する。（再掲）

地域子育て支援センター
（子ども未来部）

・携帯電話やインターネット等を適切に利
用できるように指導する。（再掲）

健康学習
（函館市中学校長会）

・「はこだてげんきな子食育プラン」の
周知啓発を行う。（再掲）

つどいの広場
（子ども未来部）

個別指導
（函館市中学校長会）※再掲

・携帯電話やインターネット等を適切に
利用できるように指導する。（再掲）

一時預かり事業
（子ども未来部）

人間関係形成能力の育成
（北海道高等学校長協会道南支部）

こんにちは赤ちゃん事業
（子ども未来部）

広報による啓発と指導
（北海道高等学校長協会道南支部）

両親学級
（子ども未来部）※再掲

保健だより
（函館保育協会）※再掲

乳幼児健康診査
（子ども未来部）※再掲

早寝，早起き，朝ごはんの啓発
（函館保育協会）※再掲

産後うつ・育児支援
（子ども未来部）

研究会（基本的な生活習慣を身につけさせ
るための指導の継続）（函館市幼稚園・こ
ども園協会）※再掲

家庭教育セミナー
（生涯学習部）※再掲

〇睡眠を十分とる
・健康維持のための適切な睡眠，休養の
普及，啓発

メンタルヘルス対策（職場内の対応）
（函館市社会福祉協議会）

・健康維持のための適切な睡眠，休養の
普及，啓発

精神保健福祉相談事業
（保健福祉部）

〇ストレスと上手につき
あい，こころの健康を保
つ

・職場におけるメンタルヘルス対策の推進
広報による啓発と指導（教職員のﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ,ｽﾄ
ﾚｽﾁｪｯｸの推進）（北海道高等学校長協会道南
支部）　※再掲

・心の健康相談事業によるこころのケ
ア，病気の予防

自殺予防対策推進事業
（保健福祉部）

メンタルヘルス対策
（函館労働基準監督署）

・自殺予防対策事業による自殺予防に関
する普及，啓発，人材育成および相談支
援の充実

労働時間短縮の取組
（連合北海道函館地区連合会）

労働相談事業
（連合北海道函館地区連合会）

労働環境改善事業
（北海道看護協会道南南支部）

〇自分に合った社会参加
をする

・町会をはじめとする地域活動の推進
健康，生きがいづくり教室開催推進
事業 ※再掲
（函館市社会福祉協議協会）

・町会をはじめとする地域活動の推進
函館市高齢者大学
（生涯学習部）※再掲

・高齢者大学，老人福祉センター等の
各講座の開催

老人花園菜園事業（市委託事業）の実
施
（函館市社会福祉協議会）

・高齢者大学，老人福祉センター等の各
講座の開催

函館市亀田老人大学
（生涯学習部）※再掲

・高齢期における社会活動の重要性の
普及，啓発

・高齢期における社会活動の重要性の普
及，啓発

老人花園菜園
（保健福祉部）

老人福祉センター
（保健福祉部）

高齢者趣味の作品展
（保健福祉部）

老人福祉大会
（保健福祉部）

老人クラブ運営費補助事業
（保健福祉部）

老人クラブ連合会運営補助事業
（保健福祉部）

訪問型介護予防事業
（保健福祉部）※再掲

高齢期

65歳以上

身
体
活
動
・
運
動

休
養
・
こ
こ
ろ
の
健
康

働く
　世代

18歳～
　　64歳
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健康はこだて２１（第２次）に関わる関係団体および市の取組一覧（H27～28年度）

ﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞ 具体の事業（実施団体） 具体の事業（実施部署）
区分

健康はこだて２１「健康目標」
関係団体等の取組 市の取組

次世代

18歳未満

〇未成年者および妊(産)
婦は喫煙，飲酒をしない

・妊（産）婦の飲酒および喫煙の危険性に
ついての普及，啓発

健康教育・保健指導
（函館市小学校長会）※再掲

・小中高等学校およびＰＴＡ等に対して
喫煙および飲酒に関する健康教育の実施

両親学級
（子ども未来部）※再掲

〇受動喫煙の機会をなく
す

・喫煙，飲酒（薬物）防止教育
学校敷地内全面禁煙
（函館市小学校長会）

・喫煙，飲酒（薬物）防止教育
乳幼児健康診査
（子ども未来部）※再掲

・受動喫煙の健康影響について普及，啓
発

健康学習
（函館市中学校長会）※再掲

・妊（産）婦の飲酒および喫煙の危険性
についての普及，啓発

各学校への指導（たばこ）
（学校教育部）

学校敷地内禁煙
（函館市中学校長会）

・公共施設の禁煙，分煙施設への登録推
進

各学校への指導（アルコール）
（学校教育部）

講演会（性教育および薬物乱用防
止）（北海道高等学校長協会道南支
部）

・受動喫煙の健康影響について普及，啓
発

たばこ対策事業
（保健福祉部）

アルコール関連予防事業
（保健福祉部）

〇禁煙し，飲酒は適量に
とどめる

・健康診断の結果から禁煙，飲酒につい
ての事後指導

禁煙，分煙の推進
（函館市社会福祉協議会）

・たばこ対策事業として禁煙相談および
禁煙外来医療機関の情報提供

たばこ対策事業
（保健福祉部）※再掲

〇受動喫煙の機会をなく
す

・喫煙，飲酒が及ぼす健康への影響の普
及，啓発

学校敷地内全面禁煙
（函館市小学校長会）※再掲

・特定保健指導において禁煙，飲酒につ
いて指導

・職場における禁煙，分煙対策の推進
学校敷地内禁煙
（函館市中学校長会）※再掲

・喫煙，飲酒が及ぼす健康への影響の普
及，啓発

・受動喫煙の健康影響について普及，
啓発

受動喫煙防止対策
（函館労働基準監督署）

・公共施設の禁煙，分煙施設への登録推
進

禁煙の推進（会館内禁煙）
（函館商工会議所）

・受動喫煙の健康影響について普及，啓
発

生活習慣改善プログラム（ﾀﾞｳﾝｽﾓｰｷﾝ
ｸﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ）（新函館農業協同組合）

広報活動
（函館薬剤師会）※再掲

禁煙（各薬局）
（函館薬剤師会）

薬と健康の週間事業
（函館薬剤師会）※再掲

看護学生対象研修会（たばこに対す
る正しい知識を学ぼう）（北海道看
護協会道南南支部）

〇禁煙し，飲酒は適量に
とどめる

・喫煙，飲酒が及ぼす健康への影響の普
及，啓発

禁煙，分煙の推進
（函館市社会福祉協議会）※再掲

・たばこ対策事業による禁煙相談として
禁煙外来医療機関の情報提供

たばこ対策事業
（保健福祉部）※再掲

〇受動喫煙の機会をなく
す

・受動喫煙の健康影響について普及，啓
発

学校敷地内全面禁煙
（函館市小学校長会）※再掲

・特定保健指導において禁煙，飲酒につ
いて指導

学校敷地内禁煙
（函館市中学校長会）※再掲

・喫煙，飲酒が及ぼす健康への影響の普
及，啓発

広報活動
（函館薬剤師会）※再掲

・公共施設の禁煙，分煙施設への登録推
進

禁煙（各薬局）
（函館薬剤師会）※再掲

・受動喫煙の健康影響について普及，啓
発

薬と健康の週間事業
（函館薬剤師会）※再掲

高齢期

65歳以上

喫
煙
・
飲
酒

働く
　世代

18歳～
　　64歳
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健康はこだて２１（第２次）に関わる関係団体および市の取組一覧（H27～28年度）

ﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞ 具体の事業（実施団体） 具体の事業（実施部署）
区分

健康はこだて２１「健康目標」
関係団体等の取組 市の取組

次世代

18歳未満
〇むし歯を予防する

・健康診断の結果からむし歯についての
事後指導

健康診断
（函館市小学校長会）※再掲

・乳幼児健診時の歯科健診，歯科相談に
おいてむし歯予防指導

両親学級
（子ども未来部）※再掲

・「歯の学校」等の啓発事業
健康学習
（函館市中学校長会）※再掲

・幼児のフッ化物塗布事業
乳幼児歯科健診，歯科相談
（子ども未来部）

健康診断
（函館市中学校長会）※再掲

・「歯の学校」等の啓発事業
幼児歯科健康診査（弗化ソーダ
塗布）
（子ども未来部）

定期健康診断（北海道高等学校長協
会道南支部）※再掲

成人，妊産婦歯科健康診査
（保健福祉部）

歯の健診事業
（函館歯科医師会）

歯科保健啓発事業
（保健福祉部）

疾病予防に関する事業（歯の学校，
フッ化物塗布）
（函館歯科医師会）

歯の学校
（保健福祉部）

障がい者（児）歯科診療事業
（函館歯科医師会）

休日救急歯科診療事業
（函館歯科医師会）

各事業の広報活動
（函館歯科医師会）

〇歯科健診を受ける
・定期的歯科健診の重要性の普及，啓
発

歯の健診事業
（函館歯科医師会）※再掲

・成人歯科健康診査の実施
成人，妊産婦歯科健康診査
（保健福祉部）※再掲

・歯周病と生活習慣病の関連について
の普及，啓発

歯，口の健康に関する啓蒙事業
（函館歯科医師会）

・定期的歯科健診の重要性の普及，啓発
歯科保健啓発事業
（保健福祉部）※再掲

障がい者（児）歯科診療事業
（函館歯科医師会）※再掲

・歯周病と生活習慣病の関連についての
普及，啓発

健口教室
（保健福祉部）

休日救急歯科診療事業
（函館歯科医師会）※再掲

各事業の広報活動
（函館歯科医師会）※再掲

○口腔機能を保つ
・歯の喪失防止と歯周病予防について
の普及，啓発

歯の健診事業
（函館歯科医師会）※再掲

・成人歯科健康診査の実施
通所型介護予防事業
（保健福祉部）※再掲

・口腔機能の維持，向上の普及，啓発
歯，口の健康に関する啓蒙事業
（函館歯科医師会）※再掲

・介護予防事業において口腔機能向上に
ついて普及，啓発

訪問型介護予防事業
（保健福祉部）※再掲

在宅歯科医療に関する事業
（函館歯科医師会）

・歯の喪失防止と歯周病予防についての
普及，啓発

成人，妊産婦歯科健康診査
（保健福祉部）※再掲

障がい者（児）歯科診療事業
（函館歯科医師会）※再掲

・口腔機能の維持，向上の普及，啓発
歯科保健啓発事業
（保健福祉部）※再掲

休日救急歯科診療事業
（函館歯科医師会）※再掲

健口教室
（保健福祉部）※再掲

各事業の広報活動
（函館歯科医師会）※再掲

歯
・
口
腔
の
健
康

働く
　世代

18歳～
　　64歳

高齢期

65歳以上
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健康はこだて２１（第２次）に関わる関係団体および市の取組一覧（H27～28年度）

ﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞ 具体の事業（実施団体） 具体の事業（実施部署）
区分

健康はこだて２１「健康目標」
関係団体等の取組 市の取組

次世代

18歳未満

〇適正体重を保つ（再
掲）

・健康診断の結果から適正体重について
の事後指導（再掲）

市実施事業への協力
（函館市食生活改善協議会）※再掲

・低出生体重児の危険性や予防について
普及，啓発（再掲）

のびっこ健診（小児肥満フォ
ロー児健診）
（子ども未来部）※再掲

食に関する指導，給食指導
（函館市小学校長会）※再掲

・乳幼児健診や小児肥満フォロー児健診
により乳幼児期からの肥満の予防や解消
を図る（再掲）

健康診断
（函館市小学校長会）※再掲

体力向上の取組
（函館市小学校長会）※再掲

健康診断
（函館市中学校長会）※再掲

個別指導
（函館市中学校長会）※再掲

体力づくりと健康づくり運動の推進
（函館市中学校長会）※再掲

定期健康診断
（北海道高等学校長協会道南支部）
※再掲

広報による啓発と指導
（北海道高等学校長協会道南支部）

体力テスト（北海道高等学校長協会道
南支部）※再掲

保健だより
（函館保育協会）　※再掲

研究会（基本的な生活習慣を身につ
けさせるための指導の継続）（函館
市幼稚園・こども園協会）　※再掲

研究会（子どもの病気に関する情報
提供）（函館市幼稚園・こども園協
会）

〇がん検診を受ける ・がん検診の重要性の普及，啓発
健（検）診の周知および勧奨
（市民健康づくり推進員連絡会）

・がん検診実施の受診勧奨および受診環
境の整備

特定健康診査受診広報
（市民部）

〇メタボリックシンド
ロームを予防する

・メタボリックシンドローム予防の重
要性について普及，啓発

食生活改善，食育推進に係る研修活
動および自主活動（函館市食生活改
善協議会）　※再掲

・がん検診の重要性の普及，啓発
特定健康診査，特定保健指導
（市民部）

〇特定健康診査，特定保
健指導を受ける

・特定健康診査および特定保健指導の
重要性の普及，啓発

各町会，各団体依頼の料理講習会（函
館市食生活改善協議会）　※再掲

・特定保健指導による生活習慣改善の支
援および重症化予防

特定健康診査40歳,45歳(50歳)到
達者限定オプション検査
（市民部）

「生涯骨太クッキング」講習会（函館市食
生活改善協議会）　※再掲

・特定保健指導対象者以外に対する生活
習慣病予防教室の実施

脳ドック
（市民部）

男性のための料理教室
（函館市食生活改善協議会）※再掲

・メタボリックシンドローム予防の重要
性について普及，啓発

健康診査（特定健康診査非該当
者）
（保健福祉部）

[TUNAGU]ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ事業「高血圧予
防教室」（函館市食生活改善協議会）※
再掲

・特定健康診査実施の受診勧奨および受
診環境の整備

骨粗しょう症健診
（保健福祉部）

市実施事業への協力（函館市食生活
改善協議会）※再掲

・特定保健指導対象者への利用勧奨促進
および利用環境の整備

特定保健指導（からだサポート
コース）
（保健福祉部）

健康診断の実施（職場内の対応）
（函館市社会福祉協議会）

・特定健康診査および特定保健指導の重
要性の普及，啓発

健康教育（保健福祉部）

各種健康診断と事後措置の完全実施の
ための指導（函館労働基準監督署）

がん予防に関する知識の普及お
よびがん検診の受診の促進
（保健福祉部）

健康相談
（函館労働基準監督署）

過重労働による健康障害防止対策
（函館労働基準監督署）

健康診断（職員）
（函館商工会議所）

健康診断（会員企業サービス事業）
（函館商工会議所）

健康診断
（函館市亀田商工会）

巡回健康診断事業
（函館東商工会）

各種健康診断
（新函館農業協同組合）

健康状況調査（健康チェック）
（新函館農業協同組合）

健康診断
（函館市医師会）

健康相談
（函館市医師会）

特定健康診査，特定保健指導
（函館市医師会）

薬と健康の週間事業
（函館薬剤師会）※再掲

市民健康フォーラム
（北海道栄養士会函館支部）※再掲

生
活
習
慣
病
の
発
症
予
防
と
重
症
化
予
防

働く
　世代

18歳～
　　64歳
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健康はこだて２１（第２次）に関わる関係団体および市の取組一覧（H27～28年度）

ﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞ 具体の事業（実施団体） 具体の事業（実施部署）
区分

健康はこだて２１「健康目標」
関係団体等の取組 市の取組

〇がん検診を受ける ・がん検診の重要性の普及，啓発
健（検）診の周知および勧奨
（市民健康づくり推進員連絡会）　※再
掲

・がん検診実施の受診勧奨および受診環
境の整備

特定健康診査受診広報
（市民部）※再掲

〇メタボリックシンド
ロームを予防する

・メタボリックシンドローム予防の重
要性について普及，啓発

食生活改善，食育推進に係る研修活
動および自主活動（函館市食生活改
善協議会　）※再掲

・がん検診の重要性の普及，啓発
後期高齢者健康診査受診広報
（市民部）

〇特定健康診査，特定保
健指導を受ける

・特定健康診査および特定保健指導の
重要性の普及，啓発

各町会，各団体依頼の料理講習会（函
館市食生活改善協議会）　※再掲

・特定保健指導による生活習慣改善の支
援および重症化予防

特定健康診査，特定保健指導
（市民部）※再掲

「生涯骨太クッキング」講習会（函館市食
生活改善協議会）　※再掲

・特定保健指導対象者以外に対する生活
習慣病予防教室の実施

後期高齢者健康診査
（市民部）

男性のための料理教室
（函館市食生活改善協議会　）※再掲

・メタボリックシンドローム予防の重要
性について普及，啓発

脳ドック
（市民部）※再掲

[TUNAGU]ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ事業「高血圧予
防教室」（函館市食生活改善協議会）※
再掲

・特定健康診査実施の受診勧奨および受
診環境の整備

健康診査（特定健康診査非該当
者）
（保健福祉部）※再掲

市実施事業への協力（函館市食生活
改善協議会）※再掲

・特定保健指導対象者への利用勧奨促進
および利用環境の整備

骨粗しょう症健診
（保健福祉部）※再掲

健康づくり教室
（函館市社会福祉協議会）

・特定健康診査および特定保健指導の重
要性の普及，啓発

特定保健指導（からだサポート
コース）
（保健福祉部）※再掲

健康診断
（函館市医師会）※再掲

健康教育
（保健福祉部）※再掲

健康相談
（函館市医師会）※再掲

がん予防に関する知識の普及お
よびがん検診の受診の促進
（保健福祉部）※再掲

特定健康診査，特定保健指導
（函館市医師会）※再掲

講師派遣（薬や健康についての講演
会等）（函館薬剤師会）

薬と健康の週間事業
（函館薬剤師会）※再掲

市民健康フォーラム
（北海道栄養士会函館支部）※再掲

保健福祉担当部長研修会議
（函館市町会連合会）

・健康づくりを身近で支援する人材の育
成

市民健康づくり推進員事業
（保健福祉部）

関係機関との懇談会
（函館市町会連合会）

食生活改善推進員（ヘルスメイ
ト）の育成
（保健福祉部）

講演会（函館市町会連合会）

北海道女性団体連絡協議会春期セミ
ナーへの参加
（函館市女性会議）

衛生委員会の設置（職場内の対応）
（函館市社会福祉協議会）

カウンセリング能力の向上
（函館市中学校長会）

函館市ＰＴＡ連合会研修大会（健康
安全教育分科会）（函館市ＰＴＡ連
合会）

北海道ＰＴＡ連合会第３ブロック連
絡会（ネット利用について）（函館
市ＰＴＡ連合会）

労働災害防止活動（連合北海道函館
地区連合会）

看護研修事業
（北海道看護協会道南南支部）

保健師，助産師，看護師各職能集会
（北海道看護協会道南南支部）

「看護の日」行事の実施
（北海道看護協会道南南支部）

地域ｹｱｻｰﾋﾞｽの実施および促進による
道民の健康および福祉の増進に関す
る事業（北海道看護協会道南南支
部）
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