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は じ め に 

 

 「平成19年度県民健康・栄養調査報告」は、平成19年に実施した県民健康・栄養調

査の結果を取りまとめたものです。この調査は、長野県の健康・栄養状態を把握する

ため、３年毎に実施しておりますが、今回の調査では、平成 13年度に策定された本県

の健康増進計画である「健康グレードアップながの 21」の全面改定の基礎資料を得る

ことも目的として実施いたしました。 

長野県の平均寿命は、平成 17年都道府県生命表によると男性が 79．84歳で全国第

１位、女性は 86．48歳で全国第５位であると発表されました。また、一人当たりの老

人医療費は全国最低であり、さらに、高齢者の就業率が全国一高いことから、本県は

「健康長寿県」と注目されております。 

その一方、若い世代に目を向けると、朝食を欠食する人が多いことや、野菜の摂取

量の減少、日常生活における身体活動量の不足など、将来の生活習慣病が心配される

状況が調査結果に現れてきております。また、今回の調査はメタボリックシンドロー

ムにも着目して実施したところですが、中高年のメタボリックシンドローム該当者・

予備群は男性の２人に１人、女性の５人に１人と全国と同様な状況であり、生活習慣

病対策の強化が必要であると考えています。 

 この調査の結果を、県民一人ひとりが生涯にわたって健康でいきいきと暮らせるた

めの健康づくり施策に反映させ、本県の「健康長寿 No.1の確立」の実現に向けた取組

を推進していくこととしております。 

 終わりに、御多忙の中、調査の実施に御協力いただきました県民の皆様、関係者の

方々に深く感謝申し上げます。 

 

 

 平成21年3月 

 

                     長野県衛生部長  渡辺 庸子 
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