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知っていますか？たばこの煙のこと

なぜ、受動喫煙を防ぐ必要があるの？

喫煙時の配慮は、健康増進法に定められています

　たばこの煙には、ニコチンや一酸化炭素、約 70 種類
の発がん性物質を含め約 5,300 種類の化学物質が含まれ
ています。喫煙による煙に含まれるさまざまな有害物質
は、喫煙者が肺に直接吸い込む煙（主流煙）よりも、
吸っていない時に立ちあがる煙（副流煙）に多く含まれ
ます。
　なお、加熱式たばこにも有害物質が含まれています。
現段階では健康被害が否定できないため、注意が必要で
す。

　受動喫煙とは、本人がたばこを吸っていなくても他の人
が吸っているたばこから立ちあがる煙（副流煙）や、その
人が吐き出す煙（呼出煙）を吸い込んでしまうことをいい
ます。厚生労働省の報告によると、受動喫煙との関連が「確
実」と判定された病気や症状として、脳卒中、虚血性心疾
患、肺がん、乳幼児突然死症候群（SIDS）、鼻への刺激感、
喘息の既往が報告されています。

受動喫煙を受けている方の「り患リスク」
（受動喫煙を受けていない方を「１」とした場合）

喫煙者のみなさまへ

施設管理者のみなさまへ

　喫煙をする際は、受動喫煙が生じることのないよう、周囲の状況に配慮をお願いします。
※公園や通学路は、子どもが利用する公共的空間です。また、ベランダ・路上などでの喫煙
　は、煙の流れによっては隣接する居室の方々や周囲の方々が受動喫煙するおそれがありま
　すので、十分な配慮をお願いいたします。

　屋外に喫煙場所を設ける場合は、受動喫煙が生じることのない場所とするよう、配慮をお願
いします。
※人の往来が多い歩道付近や店舗の出入口付近、換気扇の下、利用者が多く集まる場所には設
　置しないなど、ご検討くださいますようお願いいたします。

ニコチン

タール

一酸化炭素

血圧を上げたり、心拍数を増やして心臓
に負担をかけます。また、依存性がある
物質です。

血液中の酸素の運搬を妨害し、心臓や脳
の働きに負担をかけます。

発がんの危険性を高め、進行を早めます。



なくそう！望まない受動喫煙。
「健康増進法」が改正され、受動喫煙の防止対策が強化されます。

（２０２０年４月１日より全面施行）

となります。

があります。

飲食店、ホテル、事業所等、

各種喫煙室

必ず標識が掲示

２０歳未満の方
喫煙エリアへの立入が禁止

多くの人が利用する
施設において、原則屋内禁煙
※人の居住の用に供する場所（住宅、ホテルや福祉施設の個室等）は、規制の
　対象外です。

※改正法では、喫煙のための各種喫煙室の設置が認められています。
　　　（各種喫煙室においては、省令で定められた、たばこの煙の流出防止にか
　　　かる技術的基準を満たす必要があります。）

※改正法では、喫煙可能な設備を
　持った施設には必ず、標識の掲
　示が義務付けられています。

※20歳未満の方については、たとえ喫煙を目的としない場合であっても、
　喫煙エリアへは立入禁止となります。
　（保護者同伴の場合、また、従業員であっても立ち入ることはできません。）

屋内において喫煙が可能となる、

喫煙室がある場合は、

は、

されています。

となります。

受動喫煙による健康への悪影響から自分自身や大切な人を守るため、
みなさまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

～禁煙したいあなたへ～
　たばこをやめられないのは、「意志が弱いから」ではありません。たばこに含まれるニコチンには依存性
があり、たばこをやめにくくさせています。
　鹿児島市健康づくり推進市民会議のホームページでは、禁煙相談や、
禁煙治療を行っている医療機関を紹介しています。 
　　　　　　　　　　http://www.city.kagoshima.lg.jp/index.html
　　　　　　　　　　　サイト内     鹿児島市健康づくり推進市民会議　　検索



あなたの生活習慣、大丈夫ですか?
　鹿児島市では、「かごしま市民すこやかプラン ( 平成 25 年度～令和 4 年度 )」に基づき、関係機関や

団体と連携して市民の健康づくりを総合的に推進しています。

こんな生活習慣を送っていませんか?

このような生活が続くと・・・

主な生活習慣病

生活習慣病発症の予防と重症化予防のために、5 つの分野に分けて取り組んでいます !

かごしま市民すこやかプランの中間評価 (平成29年度 )の結果より

不規則な食生活 食べ過ぎ 運動不足 飲み過ぎ 喫煙

生活習慣病を引き起こしてしまいます !

がん 高血圧

脂質異常症

糖尿病
心筋梗塞

動脈硬化 脳梗塞

痛風

メタボリック
シンドローム

歯周病

①　栄養・食生活 ②　身体活動・運動 ③　休養

④　たばこ・アルコール

　今回は、「肥満」について、ご紹介します。

　本市の 20～ 59歳男性及び 40～ 59歳女性は、肥満者の割合が策定時（平成 23年度）より増加して

いるという結果が出ました。

⑤歯・口腔の健康



「肥満」って何？

肥満になるとどうなるの？

肥満にならないためには？

　ここでいう「肥満」とは、BMI（Body Mass Index）が 25以上のことです。（日本肥満学会の基準）
BMI とは、「体重（kg）÷身長（m）÷身長（m）」で算出される体格指数のことです。
「肥満」は太っている状態のことで、「肥満症」は減量治療が必要となる疾患のことです。

あらゆる疾病や、合併症を引き起こしやすくなります！
　糖尿病、高血圧、脂質異常症などの生活習慣病を引き起こしたり、
疾患を持っている方はその疾患を悪化させる原因にもなります。

　家事・庭仕事・通勤のための歩行や子どもの外遊びなどの日常生活活動、余暇に行う趣味・レジャー
活動や運動・スポーツなど、からだを動かすことのすべてが含まれます。
　暮らしの中で意識してからだを動かすことが大切ですが、下記の表の「かごしま市民すこやかプラン」
1日の平均歩数を目標に、プラス 1,000 歩を目指しましょう。

【その１～食事編～】

【その２～身体活動（日常生活）編～】

食事は、腹八分目に！
　食べ過ぎは、太る一番の原因で

す。体に良いからと言っても食べ

過ぎてしまうと逆効果

です。腹八分目を心が

けましょう。

食事は 1日 3回食べよう！
　食事を抜いてしまうと、次の食

事でドカ食いしてしまいがちです。

　また、食事を抜くと内臓脂肪を

　　増加させてしまう原因にもな

　　ります。

バランスよく食べよう！
　食品が偏らないように、バランスよく食べましょう。

例えば「炭水化物」をとらないようにしている、という

方。炭水化物を極端に抜くとその分、脂肪やたんぱく質

を知らず知らずのうちに多くとりがちです。

　「バランスよく」なんでも食べるように

しましょう。

野菜をしっかり食べよう！
　野菜には、脂肪の吸収を抑えて

くれる働きもあります。また、食

事の最初に食べること

で、食べすぎを抑える

こともできます。

ゆっくり噛んで食べよう！
　早食いは、満腹を感じにくく、

　　　　　　つい、食べ過ぎてし

　　　　　　まいます。また、血

　　　　　　糖値を急激に上昇さ

　　　　　　せてしまうので、

　　よく噛んで食べましょう。

「適正体重」で健康に過ごそう！

身長、体重、食事内容等を入力し、体重や食生活を管理ができるアプリもあります。

自分にあったアプリの活用を！

目標項目

日常生活における

できることから

始めよう！

20～ 64歳男性 6,790 歩

6,180 歩

4,723 歩

4,300 歩

4,886 歩

4,942 歩

4,645 歩

3,800 歩

7,800 歩

7,500 歩

5,800 歩

5,500 歩

20 ～ 64 歳女性

65歳以上男性

65歳以上女性

歩数の増加

対象 策定時 中間評価 目標（R4）（H28）



健康診査やがん検診を受診し、検査後の指導や治療をうけることが

生活習慣病等の発症予防や重症化予防につながります！

40 歳以上のみなさん。年に１回、特定・長寿健診を受けましょう

特定・長寿健診を受けた方は、トク得クーポンがもらえます

特定・長寿健診はどんな検査？

特定・長寿健診で何が分かる？

問診、身体計測（身長・体重）、腹囲測定、血液検査、血圧測定、尿検査、
診察などを行います

　特定・長寿健診でからだの状態をチェックした後は、「トク得クーポン」をもらって、
お得に自分へのごほうびをあげましょう！
　鹿児島市国民健康保険の特定健診・若年者健診または全国健康保険協会鹿児島支部
の生活習慣病予防健診・特定健診・後期高齢者医療保険の長寿健診を受診された方に
「トク得クーポン」をお渡しします。「特定健診等トク得応援隊」の店舗等にクーポン
を提出することでお得な特典を受けることができます。

★トク得クーポンが使える店舗・事業所は、クーポンと
　一緒にお渡しするチラシまたは鹿児島市ホームページ
　をご覧ください。

高血圧症 肝臓疾患 腎臓疾患

など

糖尿病脂質異常症 高尿酸血症

★健診の日程や会場などの詳細は、

　ご加入の保険者までお問い合わせください。

★治療中の方も特定・長寿健診を受診できます。

　かかりつけの医療機関にご相談ください。

年に 1度、継続して
健診を受診しましょう



がん検診を受けていますか？

８０歳以上の方は、指定の病院で

結核健診・肺がん検診が受診できます

　鹿児島市が発行している『いきいき受診券』を使うことで、対象のがん検診が
公費負担で受けることができます（一部自己負担有）。
　受診する検診によって、事前予約が必要ですので、ご注意ください。

①各保健センター・小中学校・公民館などで受ける場合
　がん検診専用ダイヤル：０９９－２１４－５４８９
②その他の会場（鹿児島市が指定した集団検診を実施
　している施設または個別の医療機関）で受ける場合
　検診を受けたい施設へ直接お問い合わせください。

○対象者
　今年度８０歳以上になる方
　※集団検診でも実施しておりますので、どちらかで受診してください。
○検診項目
　胸部エックス線撮影検査、喀たん検査
　※喀たん検査は、問診の結果により必要な方のみ実施します。
○検診費用
　無料
○必要なもの
　・鹿児島市発行のいきいき受診券
　・後期高齢者医療被保険者証（生活保護の方は生活保護受給証）

がんを防ぐための１２か条
○たばこは吸わない　　　　　　　　　○適度に運動

○他人のたばこの煙を避ける　　　　　○適正な体重維持

○お酒はほどほどに　　　　　　　　　○ウイルスや細菌の感染予防と治療

○バランスのとれた食生活を　　　　　○定期的ながん検診を

○塩辛い食品は控えめに　　　　　　　○身体の異常に気がついたら、すぐに受診を

○野菜や果物は不足にならないように　○正しいがん情報でがんを知ることから
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（公益財団法人　がん研究振興財団ホームページより参考・引用）

結核は、薬を飲めば治る病気です。

この機会に、

ぜひ受診しましょう！

がん検診、結核健診・肺がん検診の実施医療機関や連絡先など、
詳しく知りたい方は、鹿児島市保健予防課にお問い合わせください。

 電話番号：０９９－８０３－６９２７



 
開催期日等 会場等 事業名等 内　　容 問い合わせ

公益社団法人 
日本吟道学院公認 

鹿児島吟道会

TEL・FAX
099-243-7644

8 月 21 日（金）

13：00 受付開始
13：30～16：30

 市民文化ホール
第 2 ホール

（与次郎 2 丁目
3-1）

 谷山市民会館
（谷山中央 3 丁目

383-16）

結核予防
医療事業

鹿児島吟道会
第 51 回大会
兼壮心大会

鹿児島市
保健予防課

感染症対策係

TEL 099-803-7023
FAX 099-803-7026

HIV などの感染症の予防及び普及啓発
を目的に、専門家による講演会を行い
ます。
★対象者：医療従事者、施設関係者、
学校関係者、一般市民
★参加料：無料 ★事前申込：不要

漢詩、短歌、俳句、新体操、自由詩、
歌謡吟剣舞などの吟詠及び舞など
詩吟は平和を重んじ、家族、友人、知人、地

域の人々との絆を深め人格形成に役立てるこ

とを目的とし、昔から親しまれてきた漢詩、

短歌、俳句、新体詩や自由詩などを取り上げ

ており、文化的素養を身につけるとともに、

腹式呼吸で、大きな声で、息長く吟じ、健康

にもよいと言われています。

★対象者：一般市民、会員　
★参加料：無料
★事前申込：不要

  9 月 14 日（月）～
9 月 18 日（金）　

18：00 受付開始
18：00～20：00

8 月 23 日（日）

9：30 受付開始
10：00～17：00

 鹿児島市勤労者
交流センター

（よかセンター）
（中央町 10 番地）

第 5 回
生活とこころの

無料悩み相談会＆
ミニレクチャー

鹿児島市
保健予防課
保健対策係

TEL 099-803-6929
FAX 099-803-7026

9 月 10 日～ 16 日の自殺予防週間に
合わせ、相談会を実施します
★対象者：市民
★参加料：無料
★事前申込：不要

毎月第 2 土曜日
7:55 集合

8:00～9:00

 カクイックス店
受付

（加治屋町 3-1）

甲突川沿
ノルディック・

ウォーク

鹿児島県
ノルディック・
ウォーク連盟

TEL 099-226-0923
FAX 099-226-0346

大久保利通生い立ちの地で準備運動し、
甲突川沿いを１時間「健康寿命延伸」
のためにノルディック・ウォークで歩
きます。
★参加料：200 円、
ポールレンタル料必要者 300 円
★事前申込：必要

4 月    8 日・22 日（水）
5 月 13 日・27 日（水）
6 月 10 日・24 日（水）
7 月    8 日・22 日（水）
8 月 12 日・26 日（水）
9 月    2 日・30 日（水）
        9：30 受付開始
     10：00～12：00

 勤労青少年
ホーム体育館

（鴨池 2 丁目）

中高齢者体操教室
「らくらく体操教室」

鹿児島県
健康生きがいづくり
アドバイザー協議会

　　　　　
TEL 099-268-1030
FAX 099-268-1030

①エアロビクス
②ストレッチ体操
③脳トレ・太極拳
④健康生きがいづくり講話とマジック
⑤ラジオ体操
★対象者：どなたでも参加できます
　　　　　（随時受付）

( 令和 2年 4月から 2年 9月まで )

 



市民会議だより第 49号をお届けいたしました。次号は令和 2年 9月下旬発行予定です。
発行：鹿児島市健康づくり推進市民会議
お問い合わせ・参加団体申し込み：(事務局 )鹿児島市健康福祉局保健所保健政策課
TEL099-803-6861　　FAX099-803-7026　　 E-mail：kenkodukuri@city.kagoshima.lg.jp

　鹿児島市健康づくり推進市民会議は、すべての市民が健やかで心豊かに生活できる社会をめざし、市民、
関係機関・団体が、効果的で一体的な健康づくり運動を推進するために発足しました。市民会議では、さら
に取組を推進するため、参加団体を募集しています。詳しくは、下記 (事務局 )までお問合せ下さい。

会 員 募 集

 
開催期日等

会場等
事業名等 内　　容 問い合わせ

※日程・会場および内容については
お問合わせください。

まちかど
健康チェック

鹿児島医療生活
協同組合

健康まちづくり部
TEL 099-260-3532
FAX 099-260-8090

市内 23 箇所のスーパー等で実施。 

血圧、体脂肪測定、尿チェック ( 蛋

白・糖・潜血・塩分 )、動脈硬化度測

定、骨密度測定、足指力測定など

★参加料 : 無料 ( 但し、骨密度測定の

み 300 円の負担あり )

健康ニュース第 48号でご案内した健康づくりイベントの活動報告です。

公開講座「パパの笑顔が未来を変える」
～男性の育児参加が家庭・社会に生み出すメリット～
公益社団法人　鹿児島県助産師会

令和元年11月9日実施

毎月第２土曜日実施

　「イクメン」のトップランナーである、NPO法人ファザーリングジャパン代表理事
の安藤哲也氏の公開講座を開催。女性のみならず、祖父世代・父親世代・もうすぐ父
親世代・男子学生などの幅広い世代の男性が参加されました。ご自身の経験に基づく
男性の育児についての話は興味深く、「男性の育児は、ボーリングの第１ピン。男性
が育児を担うことで、家庭や社会が幸せになる。」と、育児を男女が共に担うことの
大切さを伝えてくれました。

 

ノルディック・ウォーク甲突川沿体験会
鹿児島県ノルディック・ウォーク連盟

　市民の健康寿命の延伸には「ただ歩くだけでは不十分」、「背筋を伸ばし歩幅を広く
時速６Km以上で、1日 8000 歩歩く」事が理想的とは、今や健康運動では常識とな
っている。しかし鹿児島県の現状は、平均歩速は全国で最も遅いと言われる。鹿児島
県ノルディック・ウォーク連盟は、市民の健康寿命を延ばす体験会を各地で開催し
「ポールを使っての正しい美しい歩き方」を指導している。
　定例会：毎月第 2土曜　加治屋町に集合し 8時出発

 


