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 地域・職域連携推進協議会における

【地区の概況・特徴】 
 
 
 
 
 
 

海匝健康福祉センター管内 (以下「管内」

旭市、匝瑳市の 3市からなり、千葉県の農業、水産業をリードする地域

多く、人口は減少傾向にあり、特に高齢化率が高い地域で

あります。管内には、地域がん診療連携拠点病院である旭中央病院があり

します。 

【活動の根拠・活動目的】 
 
 
 
 
 
 
(１)活動の根拠 

管内は全国・県と比較して平均寿命の

高く(図 1・2)、寿命の短縮に影響している

海匝地域の 1 日の塩分摂取量は 11.0
時点)を超過し、塩分摂取量が多い状況

このことから、平成 23 年度の海匝地域・職域連携推進協議会

活動の必要性について共通認識を得て、平成

(２)活動目的 
管内の平均寿命が国や県下の他市町と比較して短い要因として考えられる

小中学生からの減塩についての知識の習得や減塩

病予防を目指すとともに、子どもから親、祖父母世代への減塩推進を図り、

【主な活動内容・工夫した点】 
(１) 主な活動内容：①減塩をテーマとした減塩推進標語

②減塩推進標語を活用した普及啓発活動

(２) 工夫した点：①教育委員会との情報共有と連携

③協議会としての

【活動の実績・効果】 
 標語の募集は、教育委員会を通じて教諭等への意識啓発にもなり、夏休みの宿題として定着してきた

ことで、継続的な減塩推進の意識啓発につながっています。

用することで、より多くの幅広い年齢層への

食育推進事業に減塩推進が取り入れられてきています。

【今後の課題】 
今後の課題としては、協議会において

の見直しに合わせて更なる対策を検討します。 

銚子市

匝瑳市 

胃がん(総数) 
 

脳血管疾患(総数

表
図1 図 2 

（千葉県健康格差分析事業にて作成）
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職域連携推進協議会における小中学生を通じた減塩推進活動

【千葉県海匝健康福祉センター

以下「管内」)は、千葉県の最東端犬吠埼から西方に

千葉県の農業、水産業をリードする地域です。農業・漁業

特に高齢化率が高い地域です。都市部と比べ三世

地域がん診療連携拠点病院である旭中央病院があり、他、

平均寿命の短い地域であり(表 2)、胃がんと脳血管疾患の標準化死亡比が

、寿命の短縮に影響していると考えられます。又、平成 22 年県民健康・栄養調査からは

11.0ｇで、1 日の塩分目標摂取量の男性 9ｇ、女性

摂取量が多い状況が胃がん、脳血管疾患の罹患に影響していると

年度の海匝地域・職域連携推進協議会(以下「協議会」)
活動の必要性について共通認識を得て、平成 24 年度から減塩推進活動を開始することとしました。

平均寿命が国や県下の他市町と比較して短い要因として考えられる塩分

知識の習得や減塩推進の啓発を行うことにより、

目指すとともに、子どもから親、祖父母世代への減塩推進を図り、寿命の延伸を目指します。

減塩をテーマとした減塩推進標語について小中学生等を対象に

②減塩推進標語を活用した普及啓発活動 
①教育委員会との情報共有と連携 ②イベントによる意識の醸成と協議会委員の協力

③協議会としての減塩推進ちらしの作成と活用 

教育委員会を通じて教諭等への意識啓発にもなり、夏休みの宿題として定着してきた

減塩推進の意識啓発につながっています。さらに作品をちらしに掲載

より多くの幅広い年齢層への減塩推進の意識啓発につながっています。

食育推進事業に減塩推進が取り入れられてきています。 

協議会においてこの減塩推進活動の効果を評価するとともに、

更なる対策を検討します。 

  
世帯数 

（世帯） 

人口 

(人） 

銚子市 26,699  67,805 
旭市 23,450  68,184 
匝瑳市 13,058  38,983 
千葉県 2,549,634  6,195,576 

平均寿命 

 (歳) 

男性 

平成 17 年 平成 22 年 平成

全国 78.8 79.6 85.8
千葉県 79.0 79.9 85.5
銚子市 76.6 （56 位） 77.8 （54 位） 84.0 （
旭市 77.3 （52 位） 79.0 （44 位） 83.8 （

匝瑳市 77.4 （51 位） 79.9 （24 位） 85.5 （

銚子市 

旭市 

平成 24年 10月 1日現在（千葉県毎月常住人口調査

総数) 

表 1 

表 2 

千葉県 HP市区町村別生命表より抜粋
（千葉県健康格差分析事業にて作成） 

－個人の生活習慣の改善とそれを支える環境の整備に関する活動－

小中学生を通じた減塩推進活動 
【千葉県海匝健康福祉センター（海匝保健所）】 

、千葉県の最東端犬吠埼から西方に位置する銚子市、

農業・漁業に携わる人が

世代世帯が多い地域でも

他、各市に病院が複数存在

、胃がんと脳血管疾患の標準化死亡比が

年県民健康・栄養調査からは

ｇ、女性 7.5ｇ(平成 23 年度

していると推測されます。 
)にて予防的な減塩推進

減塩推進活動を開始することとしました。 

塩分の過量摂取について、

啓発を行うことにより、子ども自身の生活習慣

寿命の延伸を目指します。 

を対象に募集 

②イベントによる意識の醸成と協議会委員の協力    

教育委員会を通じて教諭等への意識啓発にもなり、夏休みの宿題として定着してきた

作品をちらしに掲載し、多方面で活

につながっています。また、学校での

するとともに、「健康ちば２１」

 

 

65 歳以上人口 

（人） （％） 

67,805  20,413  29.1  
68,184  16,766  24.2  
38,983  10,935  27.4  

6,195,576  1,355,508  21.7  

女性 

平成 17 年 平成 22 年 

85.8 86.4 
85.5 86.2 
（55 位） 84.9（54 位) 
（56 位） 86.1（22 位） 
（17 位） 85.8（39 位） 

日現在（千葉県毎月常住人口調査より） 

市区町村別生命表より抜粋 

－個人の生活習慣の改善とそれを支える環境の整備に関する活動－    
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【活動内容】 
 平成 24 年度の協議会では減塩推進ちらし（標語等はなし）を作成し、商工会や農業事務所、理容組
合等へ減塩啓発の研修会や講習会を実施していました。平成
た取り組みの提案がありました。そこで、子ども、子から親、祖父母世代への波及効果を狙い、小中
学生を通じた減塩推進標語募集を開始しました。減塩ちらし配布数と応募状況は表
 応募のあった標語については、協議会委員で審査し、各市
定します。最優秀作品につきましては、協議会で作成する減塩推進ちらしへ掲載します。そして、協
議会委員の所属機関をはじめ表 4
 
 

 

 表 4 減塩推進ちらしの配布状況
 ちらし作成部数 地域保健

H24 年度 16,000 部 6,200
H25 年度 44,500 部 23,260
H26 年度 46,000 部 21,710
H27 年度 （作成予定） 17,070

【工夫した点】 
減塩標語募集については、各市の教育委員会へ赴き、この地域の健康課題と協議会の取り組み内容

について説明を行い理解と協力を得ました。

ントを開催し、そこで減塩推進標語受賞者の表彰と記念品贈呈を同時に行っています。盛り上げ役と

してチ―バくんや各市のゆるキャラも動員し

ューの試食、レシピの配布なども行い、より多くの幅広い住民への啓発と減塩推進の機運を高める機

会としました。 
標語を掲載した減塩推進ちらしは、作業部会で検討し協議会で作成しています。協議会の委員や作

業部会委員を通じて各窓口での配置や、住民向け講習会等で利用されており、海匝健康福祉センター

ＨＰ上にはちらしを経年的にすべて掲載し、希望者が誰でも活用できる体制を整えています。

 平成 27 年度の標語募集については、応募用紙に小学生にも取り組める減塩対策の情報を入れ込み啓

発に力をいれています。また、標語募集時には、毎年、前年の減塩推進ちらしを同封し、親や祖父母

世代への周知と啓発を狙っています。

 
 
 

銚子市 旭　市

600 628
(4,470) (5,480)

725 965
(4,690) (5,800)

463 837
(2,830) (3,750)

H25年度

H26年度

H27年度

【連絡先】千葉県海匝健康福祉センター

 

H25 年度減塩標語受賞者表彰の様子 

表 3 減塩推進標語応募状況 
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年度の協議会では減塩推進ちらし（標語等はなし）を作成し、商工会や農業事務所、理容組
合等へ減塩啓発の研修会や講習会を実施していました。平成 25 年度、協議会委員
た取り組みの提案がありました。そこで、子ども、子から親、祖父母世代への波及効果を狙い、小中
学生を通じた減塩推進標語募集を開始しました。減塩ちらし配布数と応募状況は表

応募のあった標語については、協議会委員で審査し、各市 1 作品ずつ選出した上で最優秀作品を決
定します。最優秀作品につきましては、協議会で作成する減塩推進ちらしへ掲載します。そして、協

4 の通り減塩推進ちらしを活用した周知啓発をしています。

減塩推進ちらしの配布状況 
地域保健 職域保健 関係機関 配布部数合計

6,200 2,100 2,340 10,640 
23,260 2,100 2,910 28,270 
21,710 4,500 280 26,490 
17,070 2,600 2,320 21,990（10 月末）

各市の教育委員会へ赴き、この地域の健康課題と協議会の取り組み内容

について説明を行い理解と協力を得ました。また、平成 25 年度は管内の大型商業施設で減塩推進イベ

ントを開催し、そこで減塩推進標語受賞者の表彰と記念品贈呈を同時に行っています。盛り上げ役と

してチ―バくんや各市のゆるキャラも動員し、各市で作成した減塩に関するパネルの掲示や減塩メニ

なども行い、より多くの幅広い住民への啓発と減塩推進の機運を高める機

標語を掲載した減塩推進ちらしは、作業部会で検討し協議会で作成しています。協議会の委員や作

業部会委員を通じて各窓口での配置や、住民向け講習会等で利用されており、海匝健康福祉センター

ちらしを経年的にすべて掲載し、希望者が誰でも活用できる体制を整えています。

年度の標語募集については、応募用紙に小学生にも取り組める減塩対策の情報を入れ込み啓

発に力をいれています。また、標語募集時には、毎年、前年の減塩推進ちらしを同封し、親や祖父母

世代への周知と啓発を狙っています。 

旭　市 匝瑳市 合　計 対象

628 261 1,489
(5,480) (2,880) (12,830)

965 396 2,086
(5,800) (3,140) (13,630)

837 190 1,490
(3,750) (2,000) (8,580)

小・中学生

・一般

小・中学生

小学生

※（  ）内は

千葉県海匝健康福祉センター 地域保健福祉課  電話０４７９

H25 年度 H26 年度 H27

ここにお菓子等の塩分量を掲載

 

年度の協議会では減塩推進ちらし（標語等はなし）を作成し、商工会や農業事務所、理容組
年度、協議会委員から、子どもを通じ

た取り組みの提案がありました。そこで、子ども、子から親、祖父母世代への波及効果を狙い、小中
学生を通じた減塩推進標語募集を開始しました。減塩ちらし配布数と応募状況は表 3 のとおりです。 

作品ずつ選出した上で最優秀作品を決
定します。最優秀作品につきましては、協議会で作成する減塩推進ちらしへ掲載します。そして、協

の通り減塩推進ちらしを活用した周知啓発をしています。 

 

配布部数合計 備考 

 
標語募集開始 

H25 年度標語掲載分 
月末） H26 年度標語掲載分 

各市の教育委員会へ赴き、この地域の健康課題と協議会の取り組み内容

年度は管内の大型商業施設で減塩推進イベ

ントを開催し、そこで減塩推進標語受賞者の表彰と記念品贈呈を同時に行っています。盛り上げ役と

、各市で作成した減塩に関するパネルの掲示や減塩メニ

なども行い、より多くの幅広い住民への啓発と減塩推進の機運を高める機

標語を掲載した減塩推進ちらしは、作業部会で検討し協議会で作成しています。協議会の委員や作

業部会委員を通じて各窓口での配置や、住民向け講習会等で利用されており、海匝健康福祉センター

ちらしを経年的にすべて掲載し、希望者が誰でも活用できる体制を整えています。 
年度の標語募集については、応募用紙に小学生にも取り組める減塩対策の情報を入れ込み啓

発に力をいれています。また、標語募集時には、毎年、前年の減塩推進ちらしを同封し、親や祖父母

募集期間

小・中学生 H25.10.1～10.25

夏休みの宿題

夏休みの宿題

小・中学生

）内は減塩ちらし配布数 

０４７９(２２)０２０６ 
H27 年度 標語募集用紙 

ここにお菓子等の塩分量を掲載 


