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は じ め に 

 

 

千葉県では、女性の保健・医療の充実と一人ひとり個々の女性が健康に関する自己

管理能力を身につけることを目指して、生涯を通じた女性の健康づくりを推進して参

りました。 

また、平成２１年に国の委託を受けて、既存の事業に加え女性の健康支援対策事業

を実施することとし、その一環として、若い女性の健康づくりに対する取組みを検討

するために、高校生１年生の男女を対象としたアンケート調査を実施いたしました。 

調査の結果から女子生徒の方が男子生徒に比べ健康状態が良くないと回答する者が

多く、生活に対する満足度や自尊感情が男子生徒より低い、女子生徒の７割に月経に

伴う症状により日常生活に影響がある、８割が現在より体重を減らしたいと考えてい

ること等、若年女性の健康管理上の課題が明らかになりました。 

これに対し、健康を自己管理するスタートとなるよう、女子高校生向けの健康手帳

を作成すると共に、各健康保健センター（保健所）でも管内の小中高等学校への出前

講座を実施するなどし、教育現場との連携に努めて参りました。 

引き続き若い女性の健康づくりを推進するため、今年度は対象を１０歳代から２０

歳代前半に広げ、県内の専修学校生を対象にアンケート調査を実施し、このたび本報

告としてとりまとめ、またこの時期の若者に対する健康支援対策について、これらの

調査で得られた結果を踏まえ、検討して参りたいと考えております。 

本報告書が教育現場と保健現場をはじめとする関係者の皆様のお役に立てることが

できれば幸いです。 

調査に御協力いただきました専修学校生をはじめ、学校関係者の方々に厚く御礼申

し上げます。 

 

平成２４年３月 

 

千葉県健康福祉部健康づくり支援課長  

川 島 幸 雄 
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