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は じ め に 

 

山形県では、平成２５年３月に、「健康増進」、「がん対策」、「歯科口腔保健対

策」を一体のものとした「健康やまがた安心プラン」を策定し、全体目標に「健

康寿命を伸ばすこと」を掲げ、健康づくり対策に取り組んでまいりました。 

また、本調査は、県民の生活習慣や食品、栄養素等の摂取状況を把握するた

め、昭和５３年から３年毎に「県民栄養調査」として実施してきました。平成

１６年からは、生活習慣に関する調査項目を追加・拡充し、「県民健康・栄養調

査」として、概ね５年毎に実施し、今回で１１回目の調査となります。 

前回調査と比較して、今回の調査結果では、食塩摂取量の減少、女性の喫煙

率の低下、７５歳～８４歳で自分の歯を２０本以上有する人の割合の増加等、

改善傾向にある項目もみられる一方で、野菜摂取量の減少や２０歳～３０歳代

男性の喫煙率の増加等、課題が残る項目もありました。この調査結果を活かし、

今後の健康づくり施策の推進につなげてまいりたいと考えております。 

この報告書が、県内の各関係機関や健康づくりに携わる方々の資料として有

効に活用されることを期待するとともに、県民の健康づくりの推進の一助とな

れば幸いです。 

終わりに、本調査に御協力いただいた調査対象世帯の皆様をはじめ、調査の

実施に御協力いただいた市町村職員の皆様や調査員として御協力いただいた食

生活改善推進員等の皆様に深く感謝申し上げます。 

 

 

平成３０年３月 

  

 

                       山形県健康福祉部長 

                          武    田    啓   子 
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