
歩くときのポイント！
健康ウオーキング！
LET’s

令和4年6月発行   千葉市

高血圧

腎臓に負担がかかる

食塩のとり過ぎ
動脈硬化進行

腎機能低下
腎臓病

脳卒中・心臓病

塩減らし、

増す寿命！

ヘルスメイト
おすすめ

定期的に体重・血圧を測っている

毎日朝食を食べている

歩きやすい靴で外出している

歩いて出かけることが好き
エスカレーター・エレベーターより階段を使う

食事のバランスを意識している
減塩を心がけている

タバコは吸っていない
朝の目覚めは毎日爽やか！
ほっと一息入れる時間がある

歯間ブラシやフロスを使って歯の手入れをしている
毎年、特定健診・がん検診・歯科健診を受けている

（食塩の多い食品を控える・うま味や酸味を利用する）

健やか未来都市ちばプラン令和4年度取組みテーマ「めざせ！平均寿命＝（イコール）健康寿命」

千葉市では、さまざまな世代の皆さんが、自分にあった健康づくりができるよう、
身近な地域の健康づくり情報をお伝えしています。

令和3年度ウオーキングイベントにて撮影

歩け稲毛 あなたのいっぽ！歩け稲毛 あなたのいっぽ！
稲毛区健康スローガン

～健康のために今できること～
●かんたん！減塩レシピ紹介
●ウオーキングコース、運動自主グループの紹介

千葉市の40歳以上の2人に1人が歯周病※1！
＼ あなたは大丈夫？ ／

歯周病は歯を失う原因の第１位！
症状がなく進行し、糖尿病の悪化や

動脈硬化のリスクを高めるなど全身にも影響します。

※1  H28年度歯周病検診実績
※2  H28年市民の健康づくりに関するアンケート調査

歯の汚れ除去率

デンタルフロスや歯間ブラシで
歯と歯の間の汚れを落とそう

定期的に歯科医院に行こう
自分では気づけない汚れや
歯石の除去ができます。
千葉市でも、2人に1人が
定期検診を受けています。※2

歯ブラシのみ 歯ブラシ＋フロス等

約60％ 約90％！

あんしんケアセンターでも、体操教室を実施しています。
各圏域のあんしんケアセンターにお問合せください。

からだを動かして、
健康寿命をのばしましょう！

DVDをみながら重りを使って行
う筋力・口腔機能向上のための簡
単な体操です。稲毛保健福祉セ
ンターで体験版を実施していま
す。地域の会場での開催も可能
です。詳しくは健康課にお問い合
わせください。

健康課・健康づくり班
TEL　043-284-6494

シニアリーダー事務局
TEL　043-300-3356
健康推進課
TEL　043-245-5146

介護予防のための知識や運動指
導の技術を学んだボランティア
(シニアリーダー)が、公民館など
で体操教室を開催しています。
（内容：骨盤体操、スクワット、腹
筋、背筋、脳トレなど）
開催場所等につきましては、市
ホームページもしくはシニアリー
ダー事務局までお問い合わせく
ださい。

内　容名　称

問い合わせ

ちばし いきいき体操

シニアリーダー体操

自分の血圧を知りましょう

・起床後1時間以内
・トイレの後
・朝食前
・薬を服用する前

測定は2回。納得いかないといって何度も測るのは
意味がありません。測定後はきちんと記録しておきましょう！

・就寝前
・入浴直後や飲酒
  直後は避ける

正確に血圧を測る方法

血圧の正しい測り方

同じ時間 同じ環境 1日2回

※5分ほど安静にしてからはかりましょう。測定中の会話は厳禁！

2回ほど大きく深呼吸。
リラックスできたら

測定開始！

高血圧の基準
● 病院や診療所で測る場合140/90mmHg  以上
● 自宅で測る場合135/85mmHg  以上
※血圧が高い場合は自己判断せずに受診しましょう

引用元：厚生労働省e-ヘルスネット

※日本禁煙科学会編集「禁煙日記」より抜粋

朝 夜

らくうまレシピ
洋風トマトごはん

ヘルスメイト
おすすめレシピは
こちら

　千葉市は、 民間企業と協定を締結し、減塩の普及啓発に取り組んでいます。
ポイントやコツをつかんで、おいしく賢く減塩しませんか。
詳しい活動内容や共同開発レシピはこちら！

「ちばしお、減らしお、ヘルシーライフ♪」

作り方材料 5人分

レシピ提供：千葉市食生活改善協議会

1人分の栄養価   エネルギー 274kcal、たんぱく質 6.8g、脂質 4.1g、炭水化物 49.9g、食塩相当量 0.6g

ちばしお

ちばしウオーキングポイント

問い合わせ

減塩で、健康を補いましょう。

今すぐできる減塩ポイント！！
あれ？！実は簡単！

食塩のとり過ぎは高血圧や心疾患などの生活習慣病のリスクを高めます。

健康課とともに活動している地域の方々

　千葉市が主催する養成講座を修了し、市長から委嘱を受け、地域の健康づくり
のために「食」をとおしたボランティア活動を行っています。
　食生活改善推進員による料理講習会に関するお問い合わせ、活動の依頼など
は、健康づくり班までご連絡ください。

食生活改善推進員（愛称：ヘルスメイト）

とり過ぎが続くとどうなるの？

調味料をひと工夫！栄養成分表示を
見てみよう！

　町内自治会長等より推薦され、市長から委嘱を受
け、地域の身近な相談役として、主に生後２か月の赤
ちゃんのいるご家庭への訪問、育児サークルへの協力
などを行っています。

地域保健推進員

【食育キャッチフレーズ】 おいしいね、たのしいね、たべるってだいじだね
毎年6月は「食育月間」毎月19日は「食育の日」

第３次千葉市食育推進計画を策定し、食育を推進しています

健康づくり応援店を活用しましょう
　『健康づくり応援店』とは、自分の健康状態に合ったも
のを選択できるように、栄養成分表示や健康に関する情
報などを提供しているお店です。外食時や惣菜などを利
用する時に、ぜひご活用ください。

通勤時に
一駅分
歩いてみる

徒歩で
お買い物へ

歩きながら
街の魅力を
再発見家族や

友人と
一緒に

エスカレーター、
エレベーターより
階段を利用する

無理な運動よりまず歩く！
+１０分多く体を動かそう！

＋10
って何？

プラステン

稲毛保健福祉センター健康課
〒２６３-８５５０
千葉市稲毛区穴川４丁目１２番４号
FAX:０４３-２８４-６４９６
E-mail : kenko.INA@city.chiba.lg.jp
　健康課では、区民の皆様の健康づくりのため、各種教室、相談や申請
受付を行っています。詳しくは各班へお問い合わせください。毎月１日
発行の市政だより、千葉市ホームページでもご案内しています。

【母子健康包括支援センター】
TEL：０４３（２８４）８１３０

妊娠期から子育て期まで切れ目なく支援します。

市販品を買う前に食塩相当量を見よう！

栄養成分表示
1食分（○g）当たり

エネルギー　　〇〇kcal
たんぱく質　　〇〇g
脂　　　質　　〇〇g
炭水化物　　〇〇g
食塩相当量  〇〇g

予防①

予防②

・ ・ ・ ・

●母子健康手帳の交付　●乳幼児健康診査　●母親＆父親学級
●育児に関する相談・講演会・育児サークル　●家庭訪問 
●特定不妊治療費助成申請の受付　●産後ケア事業登録申請の受付　
●里帰り等妊婦一般健康診査助成申請の受付　●女性のための健康相談
●自立支援医療費（育成医療）・未熟児養育医療給付申請の受付

●健康づくりや介護予防に関する講演会・教室・相談
●食生活・栄養に関する教室・相談　
●歯科口腔保健に関する教室・相談　●がん患者支援事業申請の受付
●禁煙サポート　●禁煙外来治療費助成　●家庭訪問

●精神保健福祉相談　●デイケアクラブ
●精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療費（精神通院医療）助成申請の受付
●特定医療費（指定難病）助成申請の受付
●小児慢性特定疾病医療費助成申請の受付　
●肝炎治療医療費助成申請の受付

すこやか親子班　　　   TEL ：０４３（２８４）６４９３

健康づくり班　　　      TEL ：０４３（２８４）６４９４
※健康づくり支援マップに関するお問い合わせはこちらまで。

こころと難病の相談班　TEL：０４３（２８４）６４９５ 歩いてポイントGET!!

「ちばしウオーキングポイント」

米300g ……………………………（2合）
ミニトマト150g ………………（15個）
ツナ缶（オイル漬け）………… 70g（1缶）
コンソメ…………………………4g（1個）
冷凍ミックスベジタブル ………… 100g
粉チーズ（仕上げ）…………8g（小さじ4）

減塩

食育活動の様子

①米をとぎ、炊飯器にセットする。
2合の水加減から大さじ3（45㎖）ほど抜き取る。

②砕いたコンソメ・ツナ缶（オイルごと）、洗ってヘタ
を取ったミニトマト・冷凍ミックスベジタブルを①
に入れ炊く。

③炊きあがったら全体をかき混ぜ、器に盛る。
④粉チーズを適量ふり、出来上がり。

「COPD（慢性閉塞性肺疾患）」をご存じですか？
　COPDは「肺の生活習慣病」ともいわれ、タバコを吸っている5人に１人が将来
かかるといわれています。
　COPDになると、咳や痰をはじめ、息切れ、呼吸困難へと徐々に進行していき
ますが、タバコをやめることで、症状の進行を遅らせることができます。

20分　　　➡ 　血圧、脈拍が正常付近に戻る
　　　　　　　 　 手の体温が正常にまで上昇
24時間　　➡ 　心臓発作の確率が下がる
48時間　　➡ 　臭いと味の感覚が復活し始める
 72時間　　➡ 　ニコチンが完全に体から抜ける
2～3週間　➡ 　肺活量が30％回復
1～9か月　➡ 　咳、全身倦怠感、呼吸促拍が改善
5年　　　　➡ 　肺がんリスクが半分に減る
10年　　　➡　 前がん状態の細胞が修復される

タバコをやめると始まる、体にイイコト

「タバコをやめてみようかな・・・」と思ったら

禁煙開始

稲毛区内で禁煙に成功した方の声

家族が喜んでくれた

健康に自信がもてた タバコ代が
旅行費用に変わった

食事がおいしくなった

禁煙外来 自力禁煙ニコチン
パッチ

ニコチン
ガム

禁煙外来治療費助成制度
禁煙サポート千葉市に住民登録がある方は、禁煙外

来でかかった治療費の一部助成が受け
られます。

詳しくはこちら▶

詳しくはこちら▶

面接や電話などで、禁煙
の取り組み方の紹介や、
禁煙のサポートを行って
います。

千葉市の禁煙支援事業

より良い睡眠のポイント
～良い睡眠で体もこころも健康に～

寝る前は
リラックス

起きたら朝日を
浴びましょう

適度な運動

「タバコ」にさよならしませんか？

男性 7.5g未満    女性 6.5ｇ未満 ※日本人の食事摂取基準2020年版

迷う時は食塩が
少ない方を選ぼう！

千葉市民の食塩摂取量（1日当たり） 11.1g ※健やか未来都市ちばプラン中間評価
　（平成30年3月）より

健診を受けよう！！

■がん検診等の申込・問合せ先
･健康支援課　検診班
 　電話：043（238）1794　FAX：043（238）9946
･稲毛保健福祉センター健康課　健康づくり班
 　電話：043（284）6494　FAX：043（284）6496

糖尿病などの生活習慣病予防を目的とした健診です。
特定健康診査は、保険証の発行元（保険者）が実施します。

特定健康診査 ･健康診査
（40歳以上の方へ）

※胃がん検診で内視鏡検査を選択した場合、翌年度の
　胃がん検診（エックス線検査を含む）はお休みです。

千葉市に住民登録がある方を対象にがん検診等の各種検診を実施してい
ます。受診するには、受診券が必要です。お手元に受診券がない方は、健
康支援課検診班までお問い合わせください。

健康保険証発行元
千葉市国民健康保険

その他の健康保険証

電話：043(382)8313

保険証発行元、又は職場に直接お問い合わせください。

後期高齢者医療広域連合
（75歳以上が加入）

千葉市健康支援課　健康診査指導班
電話043(238)9926

※対象者の方には受診券をお送りしています。お手元にない方はご連絡ください。

全国健康保険協会
千葉支部（協会けんぽ）

連 絡 先

がん検診 その他の検診・検査

がん検診等

1日の食塩摂取目標量

A

B

令和 4 年度の養成講座は、
稲毛区で開催予定です。

        

稲毛

健康づくり支援マップ

付属のタレや
ソースを半分に！

「かける派」より「つける派」に！

スプレータイプも
おすすめ！

背もたれにもたれ、リラックス。
背筋はのばします。

カフの中心を心臓の高さと
同じ位置にします。

腕の力を抜いてテーブル
の上に置き、手のひらを
上向きにします。

足は組まず、両足を床に
つけます。

減塩の
ワンポイント

◆ツナ缶とトマトの
　旨味で美味しく
　減塩できます。

1 2

3

5 30

下準備まで
5分で出来る！


