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適度な運動　

健診・がん検診受診 禁　煙

青森県の市町村国保の特定健診実施率は、他保険者に比べて
低く、男女とも40～50代の実施率が特に低くなっています。

◎タバコを吸うと、肺が壊れたり、免疫力が低下して感染
症のリスクが上昇します。今こそ禁煙が大切です！
◎ご家族や周りの方が吸っていたら、禁煙をお勧めして
ください。

生活習慣病や初期のがんは自覚症状が現れにくいので、
定期的な健診・がん検診で健康状態をチェックすること
が大切。自分の体の状態をしっかり知ることが健康維持
の第一歩です。

青森県の保険者別特定健診実施率（H30年度）
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禁煙外来を利用して、
比較的楽に、より確実に禁煙！

Q.禁煙治療はいくらかかるの？

禁煙補助剤で禁断症状が抑えられるから
楽に無理なく禁煙できる。
禁煙外来の利用で成功率は7～8割。
禁煙補助剤やカウンセリングで成功率アップ。

青森県禁煙外来情報
禁煙治療を行っている県内の医療機関をホー
ムページで紹介しています。
右のQRコードをお手持ちの携帯電話やスマー
トホンで読み取ってください！

コロナ禍の こそ、大切な健康づくり健康づくり健康づくり健康づくり今だから今だから今だから今だから 青森県

健康は日々の生活習慣がとても大切。  
一人一人が健康づくりに取り組むことこそ、県全体の活力を高める核となります。
県の基幹産業である農業・漁業を支える皆さんに、
健康づくりの秘訣とその思いを伺いました。

農業・漁業に励む
「健やかびと」を
      応援！

愛するふるさとで、ずっと元気にはたらく、よろこび自己負担3割の場合、約3ヶ月の
治療スケジュールで約2万円。

1日1箱喫煙する場合、たばこ代よりも
治療費の方が安くなります。

A.

特定健診・がん検診を受けましょう。

比較的楽に

より確実に

～休憩時間にできる簡単体操～

足を肩幅大に開
き、前屈をした状
態で小さく上下に
動かします。

両手を前で組ん
だら、そのまま
上に伸ばして10
秒キープ。 手首をつかんだら

斜め上に引っ張り、
横に倒れて10秒キープ。
元の位置に戻ったら、
反対の手首をつかんで
横に倒れ、同じく10秒キープ。

腰を手で前に押し
出し、10秒キー
プ。

腰に手を当て、おしりを横に10回ほど
小さくゆらゆらして股関節をゆるめます。
反対も同じように揺らしましょう。

両手を後ろで組
み、肩を後ろに引
いて、胸を張り、
10秒キープ。

→ 背中・腰・ももの後ろ・お腹・ももの付け根ここが伸びる！
→上半身全体ここが伸びる！

→わき腹ここが伸びる！

→股関節ここがゆるむ！

前に後ろに！前屈・後屈ストレッチ1 上に下に！上半身ストレッチ2
右に左に！
わき腹伸ばし3

おしりゆらゆら！
股関節ストレッチ4

10回
小さく上下 10秒

キープ

10秒
キープ 10秒

キープ

10秒
キープ

10回
ゆらゆら

反対も
同じように

反対も
同じように

手をひざに置き
ゆっくりと
立ち上がったら、

ゆっくりと
両手を
下ろしたら、

作業でこわばった体を
ゆるめ疲労回復！

休憩後の作業効率向上に

モデル：辻村美穂さん（平内町ほたて漁業）



健康だからこそ、
活動的な毎日が
送れます。

山﨑とも子さん（72歳）

中学３年の孫を相手に、卓
球で汗を流しています。本
気を出されると負けちゃい
ますが、楽しみながらやっ
ています。家族全員が卓球
好きなので、良いコミュニ
ケーションに。

長谷川やし子さん（66歳）

骨密度が高いのは、毎日食
べている魚のお陰かな。
特段気をつけている
わけではありません

が、魚で出汁が取れるか
ら、味付けは薄めでも十分満
足できます。

古川馨さん（60歳）

健診で脂肪肝が見つかり、食
生活の改善に取り組みまし
た。「塩分と糖分は控えめ、野
菜は多め」を実践したとこ
ろ、3kg痩せて先生にも褒め
られました。

山﨑のり子さん（46歳）

母が糖尿病なので、自分
も同じ病気にならないよ
うに、バランスの良い食
事と適度な運動を実践し
ています。

健康づくりを楽しく意欲的に！

　新深浦町漁業協同組合北金ヶ沢女性部
の活動について、ハツラツとした口調で
語ってくれた会長の伊藤さんは、４年前か
ら現職に就いています。「年齢とともに、腰
が痛いとか腕があがらないとか、周りから
そんな声が聞こえていたんです」。そんな
時、町の保健師から健康づくりに一緒に取
り組みたいと相談を受けたことをきっかけ
に、漁協女性部と町が連携して運動教室を
開くことに。腰痛改善を主な目的とした運
動教室は、「とにかく楽しくて、１時間が
あっという間。普段使っていない筋肉も動
かせるし、気分もほぐれるし」。和気あいあ
いと楽しみながらできると大好評だったこ
とから、次の年からは女性であれば誰でも
参加できるよう間口を広げました。「みん
なで集まって、笑いとともに時間が過ぎる。
痛みの改善はもとより、ストレス発散にも
なっているよう」とのこと。「来年は回数を
もっと増やしたい」と意欲的です。

健康診査の受診率を上げたい

　伊藤さんがもう一つ重要視しているの
が、定期的な健診受診です。自分や家族だ
けでなく、「忙しい中でも定期的に受けて
もらえるよう、お願いしてまわっています」
と、地域全体の受診率を上げる活動も。

「がん検診が、がんの早期発見につながり、
漁師に復帰できた例もあるんです。おろそ
かにして欲しくないですね」と、その重要
性を訴えます。ご自身も健診の結果を加味
して、今はご飯の量を少なめにしているん
だとか。「真冬以外は週に2、３度、近くの岸
壁を30分ほどウォーキングしています」
と、適度な運動も心がけています。

料理教室で地場産の素晴らしさと
郷土愛を伝えたい

　女性部では地域の中学校で年に４回、料
理教室も実施しています。そのうち１回は、
真いかを使った塩辛づくり。残りの３回は、
その時々の旬の海産物を使った郷土料理
中心のメニューだそう。「素材を無駄にせ

ず、美味しく食べられるメニューを考えて
います」と、子どもたちに地場産の素晴ら
しさと郷土愛を伝えています。今後は、規
格外の海産物を活用した惣菜づくりに力を
いれていきたいとのこと。「いろいろな活

動ができるのも、健康だからこそ」と話す
その笑顔には、内面の健やかさが表れてい
ました。

伊藤満由美さん（61歳）

｜深浦町｜漁業｜

新深浦町漁業協同組合
北金ヶ沢女性部

会長

普段使ってない筋肉を動かすと気分もほぐれます。

新深浦町漁業協同組合
北金ヶ沢女性部の皆さん

腰痛改善を目的とした運動教室。1時間があっという間に過ぎます。
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健診・がん健診は
大事！

毎年受けています

ポン酢を使って
塩分を控えて
います

酢の物を
毎日食べています

野菜をたくさん
食べています。

毎日食べる
新鮮な魚が
元気の源

コーヒーは
ブラックに
しました

一次産業の方々を元
気にしたいとの思い
から、伊藤会長に相
談し、口コミ発信力
が高い女性対象の運
動教室を開催するこ
とになりました。漁業
に携わる皆さんの健
康づくりの実践を目
指していきます。

深浦町
健康推進課  係長

阿部 丈亮さん

役場担当者
の声

大腸がん検診大腸がん検診大腸がん検診大腸がん検診受けていますか？ 青森県の大腸がんの調査で分かったこと（H29～R1）大腸がん死亡率の推移（75歳未満年齢調整死亡率）(人口10万対)
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（出典：国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」）

青森県は、大腸がんの死亡率
が14年連続、全国ワースト1位
なんだって

全国に比べて青森県では、
50代から大腸がんの死亡が
増え始めるんだって

50代は、まだまだ子どもに
お金もかかるし、健康でいたい。
どうしたらいいの？

大腸がんは、早期に発見すれば
高い確率で治すこと(治癒)が
できます！！

でも早期のうちは、
自覚症状がほとんど
ありません。

だから、毎年1回、
大腸がん検診を
受けましょう！

検診を長い間受けていない人から、
がんが多く見つかりました
　　　　しかし！
その多くは、「治癒※」が可能な早期のがんでした　　
　　　　そして！
早期のがんだった人の約75％は、
自覚症状がありませんでした

たった２つの行動で、
あなたの大腸がん死亡リスクが低下します。

◆ 毎年検診を受ける
◆ 結果が「要精検」の場合、
　 必ず精密検査（内視鏡検査）を受ける
(自覚症状がないことを理由にした、自己判断は禁物！)

1
2
3

ということは？

２
つ
な
ら

実
践
で
き
そ
う
！

※治癒=病気やケガがなおること（広辞苑）



　長年にわたり市町村対抗駅伝の常連選
手だった久保田さん。農閑期には毎日のラ
ンニングを欠かさないといいます。「今で
も体力はあるんですよ」と胸を張る久保
田さんですが、その元気そうな姿からは
想像できない出来事がありました。

予期せぬ病で、健康の大切さを痛感

　整然と植えられた「野辺地葉つきこか
ぶ」の畑をバックに話してくれたのは、54
歳の頃に自身を襲った脳梗塞の経験で
す。比較的軽く済んだとはいえ、治療とリ
ハビリに２ヶ月半を要し、不自由な生活を
余儀なくされました。それまで高血圧の兆
候はなかったものの、「飲み過ぎでしょう

ね」と、飲酒が影響したのではないかと考
えています。それもそのはず、酎ハイに始
まり、４～５合の日本酒を毎晩欠かさずに
呑んでいたとか。加えて、1日に１箱から多
い日は２箱ものたばこを吸っていたといい
ます。
　病の経験から健康の大切さを痛感し
「あの２ヶ月には戻りたくないから」と、た
ばこはきっぱりやめ、お酒もだいぶ量が
減ったそう。食事面でも、野菜を多めに摂
ることを心がけ、毎日決まって「特製トマト

ミルク」を飲み、自分自身の体と向き合っ
ています。
　「今があるのは妻のおかげ。時間ができ
たら2人で旅行に行きたい」と、奥様への
感謝も忘れません。健康を保つことで、今
後ますます楽しみが増えていきそうです。

　果樹栽培が盛んな南部町で、さくらんぼ
やりんご、プラム、プルーンなどの栽培に勤
しむ玉川さん。畑仕事に加えて、家事に子
育て、お母様の介護と、忙しい毎日の中、夕
食の後のアイスクリームが自分へのご褒
美。一息つくための習慣だったようです。

健康的な食への意識を高めた

　しかし、病気の影はその色を濃くしてい
ました。50歳で受けた町の特定健診で、肝
機能や糖代謝、脂質を始めとしたありとあ
らゆる数値に異常が。好きなものを好きな
だけ食べるこれまでの食生活を反省し、町
からの招待状を受けて通い始めた健康教
室で勉強を始めたところ「自分の意識が
低すぎたことを痛感した」と言います。自
己学習も重ね、毎晩のアイスクリームをや
めるだけでなく、栄養成分表示を確認する
ようになり、徹底した糖質制限や野菜から
食べ始めることなど、良いと聞いたことは
何でも試し、食事の量や質を改善。加え

て、ウォーキングやスクワットなどの筋ト
レ、食器洗いや歯みがきの時間のかかと落
としなど「筋肉を落とさず脂肪を落とす」
生活習慣を実践。その甲斐あって半年で
適正な体重と体脂肪率となり、血液データ
も正常値に。疲れやすく、常に眠気と闘っ
ていたのが嘘のように、イキイキと活動で
きるようになったと言います。

　長く継続していくためにおなかと心の
満足度を重視し「いかに美味しく、おなか
いっぱいにできるか」「血糖値を上げない
食べ方と運動」を意識した生活を今も続
けています。「健康はお金では買えません
からね」と、しっかりと自分の体に目を向け
ています。

「農業は体が資本」それが原点です。

町田善紀さん
（34歳）

｜藤崎町｜農業｜

久保田正一さん
（57歳）

｜東北町｜農業｜

玉川美穂子さん
（53歳）

｜南部町｜農業｜
全国へ品質の良い青森のりんごを届けるためにも「作り手が健康であることが大切」と笑顔で語る町田さん。

毎日飲む「特製トマトミルク」

ほとんどの人が健康に無頓着でした

　農業に従事する働き盛り世代で構成さ
れているJA青年部。150人が所属するJA
つがる弘前青年部では、平成28年度から
弘前市保健センターとの連携による「健
康プロジェクト」に取り組んでいます。
　現在部長を務めている町田さんは、就
農後すぐに青年部に加わりました。様々な
活動を行う中で、「部員は20代後半が多
かったこともあって、ほとんどの人が自分
の体には無頓着だった」と、当時を振り返
ります。「農業は体が資本」という原点に
立ち返った時、健診を受けるところから始
めてみようとプロジェクトがスタートしま
した。
　夏と冬の年に２回、青年部の集団健診枠
を設けて受診を推進。初めて受診する部
員も多かったそうです。健診結果を活かし
た生活改善に取り組もうと保健師を招い
た学習会では、健診結果の見方や食生活、
運動不足解消のための体操などを学ぶ機
会を定期的に設け、継続することで部員の
健康意識が変わってきたといいます。パエ
リアやうどん作りに挑戦した「男の料理教
室」は、料理が得意ではない部員からも好
評で、その後も継続して行っています。

食生活改善と簡単な筋トレで
疲れにくいカラダに！

　町田さんご自身も、「肝機能や糖代謝の
数値が少し高めだったので、脂っこいもの
を控えて野菜を多く食べるなど、食生活
の改善に取り組んでいるところです」との
こと。気をつけているのは食事面だけで
はなく、「農業に転職した頃はとても疲れ
やすかった」という経験から、体力をつけ
る意味でもお風呂上がりにはスクワットな
どの筋トレを実践しているそう。その結

果、「朝起きた時、体が軽いんです。農作
業を終えても疲れにくくなったと感じて
います」と、運動の重要性も感じているよ
うです。

若いうちから体に気を使って欲しい

　2020年4月、コロナ禍で部長に就任し
た町田さん。「今年は思うように活動がで
きなかった」としながらも、今後は婚活事
業や広報活動に力を入れていきたいとの
こと。そして、「健康プロジェクト」の取組

を、「他のJA青年部にも広げていきたい」
と考えています。根底にあるのは、「品質
の良い青森のりんごを全国に届けたい」
という思い。そのためには、「何よりも作
り手が健康であることが大事。若いうちか
ら体に気をつかってほしい」と考えていま
す。このプロジェクトを継続しながら、「ど
んどん部員を増やし、農業を活性化させ
ていきたい」と抱負を語ってくれました。

食事の量と質の調整+体を動
かすことでイキイキした生活
を笑顔で送る玉川さん。

「継続は力なり」～続けることが大切です。

妻への感謝をわすれず健康第一に。



　漁業を営む結婚13年目の辻村ご夫妻。
何気ない言葉のやりとりやフレンドリーな
雰囲気から、仲の良さが伝わってきます。
　仕事以外の時間は別行動が多いという
お二人。中学高校時代にテニス部で活躍さ

れた美穂さんは、現在でも週に１度はテニ
スで汗を流すそう。その他にもトランポリ
ン教室に通うなど、体を動かすことが大好
き。毎日のストレッチも欠かしません。「体
を動かさないと、余計に疲れを感じる気が
するんです」と、立ち仕事の合間も、かかと
上げや太ももを伸ばすストレッチを実践し

ているというから筋金入りです。
　疲れた時こそ体を動かしたい美穂さん
に対し、「疲れた時は体を休めたい」と話す
浩和さん。明日に備えて体力を温存したい
という気持ちが先行し、お休みの日も家に
こもることが多く、「仕事以外で体を動か
すことはほとんどない」といいます。しか
し、ここ10年ほどで体重は20kg増え、「こ
れ以上服のサイズが大きくなったらヤバイ
かな」と自覚しているそうです。

先々のことを考えて、まずは健診を！

　そんな浩和さんに、「先々のことを考え
て。あなた一人じゃないんだからね」と、語
りかける美穂さん。「まずは仕事が少し落
ち着く時期に、健診を夫婦で一緒に受ける
ところからですね」と、いつまでも夫婦船
であり続けるために、新たなステップを踏
み出そうとしています。

夫婦二人三脚で健康づくり。

生活リズムを大切に、年に一度は健診受診を。
　代々受け継いできた田んぼとながいも
畑で農作業に精を出す中野さんは、大学
を卒業後に就農し25年。「消費者に喜ん
でもらうことがやりがいになっている」
と、意欲的に従事しています。
　大病をした経験がないため健康につい
てあまり意識をしたことはないとは言う
ものの、12年前に結婚を機に禁煙し、年
に一度は健診を受けているそうです。過
去にコレステロールが少し高めと診断さ
れた時には、日々の食生活を見直すこと
で、翌年の健診では改善するに至りまし
た。
　奥様に代わり、週に１度は料理をすると
いう中野さん。ご家族からリクエストが多
いメニューは、豚汁だそう。塩分は控えめ

に、じゃがいもの代わりにながいもを入れ
るのが中野さん流。「一年中ながいもが
手に入る環境にあるので、ほぼ毎日食べ
ています。食べないと腸の調子が悪くな
るんですよね」と、ながいもがご自分に
とってのスーパーフードになっているよう
です。

お酒控えめで、睡眠の質も向上！

　また、毎朝6時に起床し同じ生活リズム
を保っていること、お酒を控えめにしたこ
とで睡眠の質が向上したことも幸いし、
「今が一番、体が動いているかも」と言い
ます。
　子どもの成長を生きがいに、体力が続
く限り仕事に邁進しながらも、息子世代
に代替わりするのを今から楽しみにして
います。

辻村浩和さん（52歳）
美穂さん（44歳）

｜平内町｜漁業｜

｜十和田市｜農業｜

中野雄一郎さん
（47歳）

コロナ禍の こそ、大切な健康づくり健康づくり健康づくり健康づくり今だから今だから今だから今だから
　新型コロナウイルス感染症の流行により、仲間との交流やこれまで通りの日常生活が制限される日々が続く中、
不安な気持ちでお過ごしの方も多いのではないでしょうか。
　高齢者や持病（慢性閉塞性肺疾患(COPD)、慢性腎臓病、糖尿病、高血圧、心血管疾患、肥満など）がある方は、
新型コロナウイルス感染症の重症化リスクが高いとされており、生活習慣病の発症予防や重症化予防が重要です。
　免疫力を保ちながら心身ともに健康に過ごすために、日頃からの健康づくりに取り組みましょう

バランスの良い食事 適度な運動　 健診・がん検診受診 禁煙

バランスの良い食事

新型コロナウイルス感染予防行動（３密を避ける、手洗い・消毒、マスク着用、換気など）

バランスの良い食事とは、主食＋主菜＋副菜＆減塩の食事

ベジタブルファースト

野菜を簡単に、おいしく、たくさん食べよう

①食事の時に野菜から食べ始める人が少ない
②野菜が好きな人が少ない
③ミルク・砂糖入りの飲料を毎日飲む人が多い
④インスタントラーメンを週2回以上食べる人が多い
⑤間食として洋菓子・菓子パンを週3回以上食べる人が多い
など、全国のデータと比較して、

が多いという結果でした。
あなたの食習慣はいかがですか？
肥満や生活習慣病につながりやすい食習慣の方肥満や生活習慣病につながりやすい食習慣の方

青森県の農業・漁業女性の実態
青森県 全国平均

BMI25以上の女性

46％

10％

内臓脂肪量
100cm2以上の女性

6％

29％

夫婦仲良くストレッチ。立ち仕事の合間
にもストレッチを欠かしません。

手塩にかけ育てたながいもは中野さんの
スーパーフード

主食＋主菜＋副菜を組み合わせた食事ってどんな食事？

（出典：「食育」ってどんないいことがあるの？～エビデンス（根拠）に基づいて分かったこと～農林水産省）

副 菜

主 食

主 菜

●生野菜や温野菜はもちろん、海藻やきのこ類など、
　食物繊維を多く含む食品を最初に食べること。

●ポイントは、5分かけてじっくりよく噛んで食べること。

各種ビタミン、ミネラルおよ
び食物繊維の供給源となる
野菜、いも、豆類（大豆を除
く）、きのこ、海藻などを主
材料とする料理

たんぱく質の供給源と
なる肉、魚、卵、大豆お
よび大豆製品などを主
材料とする料理

炭水化物の供給源であるご
はん、パン、めん、パスタなど
を主材料とする料理

食事を作ったり、選んだりするときに、主食、主菜、副菜
を組み合わせることを意識すると、栄養面をはじめ、見た
目にもバランスのよい食事になります。

 花王株式会社「生活習慣測定会」結果報告書より青森県の実態

減塩を心がけましょう
薄めの味付けにすると、素材の味が

生きて美味です！
［食塩の目標量／1日8g未満］

野菜から食べよう
！

野菜の1日の目標摂取量：350g

血糖値の急激な上昇を抑える食物繊維の効果！

（Ｒ１内臓脂肪測定会）

具だくさん野菜のスープ煮
健やか
  レシピ

エネルギー

たんばく質

脂質

炭水化物

食塩相当量

74kcal

3.4g

4.9g

6.2g

1.4g

❶ かぶ・・・・・・・・・・・・皮をむき4等分にする
❷ ブロッコリー・・・小房に分ける
❸ 人参・・・・・・・・・・・・皮をむき乱切りにする
❹ ウインナー・・・・・５ｍｍ程度の輪切りにする
❺ 鍋に人参、顆粒スープの素を入れ、中火にかける
❻ かぶ、ブロッコリー、ウインナーを加え煮込む
❼ 好みでコショウを加え、火からおろす

かぶ
ブロッコリー
人参
ウインナー

Ａ
　顆粒スープの素
　　水
コショウ 

Mサイズ１個
40ｇ
30ｇ
２本
小さじ２
300㎖
お好みで加える

材料（２人分） 作り方

◎スーパーマーケットやコンビニのカット野菜や冷凍野菜を使ってさらにお手軽に。
◎スープの素は商品により塩分濃度が違うので、表示を参考にしてください。

１人分の栄養量

一口メモ

{


