
陸前高田市健康づくり推進計画 
 

はまって かだって つながって 
～みんなで輝く陸前高田～ 
健康りくぜんたかた２１プラン（第２次） 

みんなの子ども計画 
食育推進基本計画 

 

陸前高田市健康文化都市宣言           平成13年9月9日 
 私たち陸前高田市民は、白砂青松の高田松原、霊峰氷上山、清
流気仙川をはじめ、緑あふれる豊かな自然を愛いとおしみながら、
心たおやかに暮らしてきました。 
 私たちは、先人によって培われた歴史と文化を継承し、海・山・川
に恵まれたこの自然の中で、これからも市民一人ひとりが主体的
に、健康で文化の薫る愛にあふれた美しいまちづくりに努めます。 
 私たちは、この自然環境を守り続け、すべての人が健康でうるお
いに満ちた癒されるまちづくりを目指すことを誓い、ここに「健康文
化都市」を宣言いたします。 
 
陸前高田市健康づくり推進計画の目指す姿と基本的な方向 
 
1. 理念的・概念的なもの 

「はまってけらいん、かだってけらいん」 
2. 目指す姿 
   「はまって かだって つながって～みんなで輝く陸前高田～」     
3. 進むための視点・全体目標  

① 誰もが、一生涯(ず～っと）、幸せと生きがいを感じられ
るまちづくり 

② 世代間の「はまって、かだって」が進むまちづくり 
4. 基本的な方向 

① 社会参加で元気づくり 
② お互い様で健康づくり 
③ はまってけらいん かだってけらいん 
④ 誰もが健康になるまちづくり 
⑤ 子どもを産み育てやすい、子どもが元気なまちづくり 
⑥ 住民と創る医療 

    陸前高田市 民生部 健康推進課 
〒029-2292 岩手県陸前高田市高田町字鳴石４２番地５ 
      電話 ０１９２―５４―２１１１ 



「陸前高田市健康づくり推進計画」では、2つの全

体目標である「健康寿命の延伸」と「個別の疾病予
防」の達成のため、6つの「基本的な方向」を定め、
具体的な取組を進めます。 

生活の質の向上 社会環境の質の向上 

６ 
住民と創る医療 

（主要な生活習慣病の発症予防と 
重症化予防の徹底） 

１ 
社会参加で元気づくり 
（社会参加の機会の増加） ２ 

お互い様で健康づくり 
（ソーシャルキャピタルの醸成） 

（社会環境の改善） 

３ 
はまってけらいん かだってけらいん 

（東日本大震災津波後の健康づくり） 
（生活習慣病の改善） 

５ 
子どもを産み育てやすい 
子どもが元気なまちづくり 

（みんなの子ども計画） 

４ 
誰もが健康になるまちづくり 

（生活習慣病予防と重症化予防・休養・心の
健康・社会生活を営むために必要な機能の
維持及び向上・食育推進計画・成人の健康・

高齢者の健康） 

脳卒中（脳血管 
疾患）・心疾患 がん 

慢性閉塞性 
肺疾患 糖尿病 

 主要な生活習慣病の発症 
予防と重症化予防の徹底 
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 生活習慣及び社会環境の改善 

目
標 

はまって、かだって、つながって 

～みんなで輝く陸前高田～の実現 

誰もが幸せと生きがいを日々
感じながら、生まれ、育ち、  
暮らせるまちづくり 

陸前高田市健康づくり推進計画 
目標を実現するための 
6つの「基本的な方向」 

①訪問医療を推進します。 
②住民で支える医療に取り組みます。 
③生活習慣病の予防・重症化予防に取り組みます。 
④命について考える機会を増やします。 

障がい者の 
健康 

⑥ 

⑤ 

③ 

④ 

陸前高田市健康づくり推進計画の概念図 

① ② ③ 

⑥ ③ 

⑤ ④ ⑤ 

陸前高田市震災復興計画 

①住民の集まる場を増やします。 
②地域の中で運動できる機会や 場所を増やします。 
③地域の分煙を促進し、禁煙への取り組みを強化します。 
④移動手段の整備を進めます 
 

①地域住民の集いの「場」をつくり、交流の促進をします。 
②はまってけらいん かだってけらいん運動を理解し、 
 参加したい「はまってけらいん かだってけらいん」 
 の情報を共有し、参加しやすい環境を整えます。 
③高齢者や障がい者が「はまってけらいん  
 かだってけらいん」しやすいように、バリアフリー 
 のまちづくりを進めます。 
④「はまってけらいん かだってけらいん」で 
 主観的健康感を高め、健康寿命を延ばします。 
⑤メタボリックシンドロームや肥満への取組みを 
 行い、生活習慣病の発症を減らします。 
⑥規則正しい生活をして、十分な睡眠・休養を取れるよう 
 にします。 
⑦口腔の健康に留意し、８０２０ 
(８０歳になっても２０本の歯)を目指します。 

①生活習慣病予防と重症化予防を推進します。 
②日々の生活のなかで休養と心の健康の重要 
 性を理解します。 
③ライフステージに合わせた食育を行い   ます。 
④多様性を理解し、「ノーマライゼーション 
  という言葉のいらないまちづくり」 
 を推進します。 

①地域活動を活発にします。 
②趣味や運動のサークル・教室 
 で社会参加を促進します。 
③引きこもり等により配慮が必要 
 な子どもや若者に、交流と 
 学習の機会を提供します。 

①妊娠期支援の充実を図ります。 
②関係機関の協働による健康教育の推進を図ります。 
③子育て支援に係る関係機関連携による多面的支援を行 
   います。 
④健康診査やサロン等の機会を利 
 用した保護者（養育者）への支援 
 をすすめます。 
⑤相談・訪問支援体制の整備によ 
 る、子どもの健やかな育ちを支援 
 します。 

ノーマライゼーションという言葉のいらないまちづくり 
アクションプラン 



「陸前高田市健康づくり推進計画」の推進に向けて、 
陸前高田市では、どのような問題意識の下に、どのような 取り
組みを進めるのですか？ 

１ 
「陸前高田市健康づくり推進計画」では、目指す姿の 
 「はまって かだって つながって みんなで輝く陸前高田」の実現
に向けて、2つの視点、６つの基本的な方向を設定し、様々な分野
における取組を進めることとしているよ！ 

２ 

 

 
 

 

陸前高田市は、全国と同様に急激な少子高齢化が進んでいます。 

平成24年に33.1％であった高齢化率は、およそ10年後（平成32年）
には42.6%と、市民の5人に2人以上が高齢者となり、子どもが少な
い市になることが見込まれます。 

そのような超高齢社会を見据え、「陸前高田市健康づくり推進計画」
では、目指す姿として「はまって、かだって、つながって みんなで輝
く陸前高田」の実現を掲げ、次の２つの視点から市民の健康づくりを
推進します。 

目指す姿 「はまって、かだって、つながって みんなで輝く陸前高田」 

【２つの視点】 

 

●誰もが、一生涯、幸せと生きがいを日々感じながら暮らせるまちづくり 

 

●世代間の「はまって、かだって」が進むまちづくり 

 

震災後、陸前高田市では「はまってけらいん、かだってけらいん運動」を通して、市民一人
ひとりのこころと体の健康づくりを推進してきました。女性の平均寿命が延伸したのも震災
前からの「はまって かだって」の成果だと考えられ、今後も積極的に推進していきます。 

大人や子どもの生活習慣病対策も子育て支援も、世代間で「はまって かだって」を積み
重ねることで、ソーシャルキャピタルの醸成を進め、一人ひとりの幸せづくり（健康づくり）を
後押し、疾病予防していきます。 

２
つ
の
視
点 

  
                                      

2008年～2012年 岩手県内市町村別標準化死亡比（ベイズ推定値） 
（東日本大震災による死亡を除いた場合の参考値） 

男                                  女 

 
 

 
 

 

超高齢化社会においても活力ある社会を築き上げるためには、高齢者も健康で生きがい
を持てる社会であることが不可欠です。 

そこで、すべての市民が健康を理解、追及し、生涯を通じて心身ともに健康で質の高い生
活を送ることを表す指標として県は「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」である健康寿命を最も重要な指標としています。陸前高田市は女性の平均寿命
が岩手県内No1になっていますので、男女とも健康寿命を岩手県内No1となることを全体
目標の一つとします。 

もっと教えて！ 
「陸前高田市健康づくり推進計画」 視点2 世代間で「はまかだ」運動の推進 視点1 誰もが幸せと生きがいを日々感じられる 

ず～っと 

みんなの子ども計画 食育推進基本計画 
このまちで子どもを産み育てたいという人
を増やし、地域総がかり、子どもや保護
者（養育者）の健全育成や若者の将来的
な自立を支え、全ての子どもが生き生き
と自己実現を図れるよう、あらゆる関係
機関が強力に連携して進めていく。 

基本方針 
 ①みんなで健やかな子どもの成長を支え   
      ます 
 ②安心して妊娠・出産でき、子育てを楽し 
     めるまちにします 

家庭・友人・近所・地域などさまざま場
に集まって語り合い、一緒に食べる機
会（共食）をつくり「食」に関しての知識
や地域の食材について学び、自らの食
生活に活かし、心と体から健康につな
げていく。 

健全な食習慣によるむし歯の予防を世
代を通じて重点としている。 

基本方針 
 すべての市民が生涯にわたり、健全な   
 食生活を営み、心身ともに健康でいきい 
 きと暮らす。 



 
横田町には川の駅があり、自然と人が一体
となって集まり、感じ合うことのできる拠点
があります。加えて地域の結びつきが強く、
まとまりがあります。しかし、仮設住宅に暮
らす住民と地元の住民との交流はあまりな
い傾向にあります。そのため、交流を通じて、
生活習慣病予防についての啓発活動、食
生活の改善、運動習慣の形成等が必要で
す。 
現在始まったばかりの地域ケア会議の取組
みと協働して、地域づくりを地元住民と考え、
同時に日々の生活や健康づくりを進めてい
くことが可能な地域です。 

 
地域での自主的な活動が活発に行われて
いる地域であり、コミュニティセンターや公
民館のみならず、民間の交流施設などの地
域資源を活用し、健康づくりを展開していき
ます。 
特にも震災後、仮設の県立高田病院が建
設されたことで、薬局を含め、医療の部分で
安心できる環境が整っていることから、地域
ともに健康づくりを進めていく上で、こうした
つよみを生かした取組みを行っていきます。 

 
生活習慣病予防について知る機会を増や
していけるよう、結束が強いというつよみを
活かした取組みを一緒に考えて進めていき
ます。 
国保広田診療所やコミセンが再建されるこ
とで、広田町内の中心部のまちづくりの形
が明らかになり、いわゆる健康教室等、公
的に行っている健康づくりだけでなく、隣同
士、地域の中で自然と行われてきた地域づ
くりを通じた健康づくりの展開が可能となる
地区であることから、コミセンや自治会、民
生委員等との連携を密にして取り組んでい
きます。 

 
市内の他の町よりも早く、自力再建などで転
入してきた方々が多い地区であり、震災前
の世帯数を上回る地域も出てきていること
から、人と人とのつながりを改めて形成して
いく必要があります。市民の森に代表される
ような自然の豊かさを感じながら健康づくり
を行えるつよみがあり、このような背景を考
慮した地域づくり、健康づくりを町全体で進
めていきます。 
現在は人口の増加にもともとあった地域の
つながりのつよさの部分が追いついていな
い状況にありますが、少しずつ顔を合わせる
機会を増やしていくことで、いわゆる旧住民
と新住民のお互いの顔の見える関係性が構
築され、地域づくりを通じた健康づくりの展
開が可能となることから、コミセンや自治会、
民生委員等との連携をとりながら進めてい
きます。 

 
今泉地区、長部地区の歴史、文化、今回の
被災状況をふまえた健康づくりを地域の住
民とともに考えていきます。特にも現在、ば
らばらの生活を余儀なくされている今泉地
区の健康づくりについては、町の形が少し
ずつ見えてくることにあわせて対策を考えて
いく必要があります。 

 
震災後、大きく町の形が変わり、防災集団
移転と併せて自力再建者による転入が多く
なっている地域の現状と向き合いながら、も
ともとの地域のつながりのよさと連携してい
くことが大切です。定期的な地区の集まり
がしっかり行われていることから、運動、食
事などの学習会を合同開催する等、健康に
対する意識を高め、地域に広めていく住民
を増やしていきます。 

 
高田町の現状を各地域の人にもっと知って
もらうために、現状を広めていく必要があり
ます。町全体の構造上の変化も人の動きも
激しい地域であり、出生数も大きく減ってい
るものの、商業地などが将来、再建されて
いくことで人の流れがめまぐるしくさらに変
わっていくことが予想されます。都市機能と
しても健康づくりを進めていく上でも重要な
地区となることから、現在、姿を現し始めた
大規模災害公営住宅と各地域での取組み
などを地道に重ね、取り組んでいくことが重
要です。 
陸前高田災害FMの放送スタジオがあるつ

よみを生かした健康づくりも展開していきま
す。 

 
下矢作地区：若い世代の力を活かし、地域
での活動をさらに促進するために、集まって
運動を行うなど、住民で話し合い、地域づく
りを通じた健康づくりを目指します。 
矢作地区：地域の先頭に立つ住民も高齢化
していますが、移動手段等の工夫を行いな
がら、市国保二又診療所があるつよみも活
かし、既存の「成人教室」や従来から活発に
行われている食生活改善推進員による活
動と保健推進員による協働での活動等、で
きることから実践していきます。 
生出地区：生出木炭まつりを開催し続けて
いるつながり、結束力のつよさを活かし、コ
ミュニティ推進協議会、地域住民との協働
により、高齢になっても元気に「お互い様」
で支えあい、ピンピンコロリ（健康寿命の延
伸）できる地域づくりを目指します。 

矢作 

横田 

高田 

米崎 

竹駒 

気仙 

小友 

広田 

各地区の計画 

各地区の計画 
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