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「山高
やまたか

きが

～山は高いから価

こそ価値がある。～ことを意味しています。

人生もまた、山に木が生い茂るように、自分らしく充実したも

のでありたいと多くの方が考えておられることでしょう。

では、「自分らしく」生きるためには、何が必要でしょうか。

大きな病気やけがをしないこと、自由に活動できること、家族・友人との関係が円満であ

ることなど、身体的にも、精神的にも、社会的にも良好な状態であることが考えられます。

 

庄原市では、平成

定し、健康づくりを推進してまいりました。

今回、第

康上の問題で日常生活に制限を受けない期間）を長く保つこと、また個人の健康づくりを支

え守るための環境づくりが大切と考え、「“個人の健康づくり”と“それを支える環境づくり”

による健康寿命の延伸」を計画の目的といたしました。

この計画では、一人ひとりが取り組む行動、みんなが取り組む行動、そして、それらを支

える市の取り組みを明示し、目的の達成を目指すこととして

に、「自分でできることをしよう。みんなでがんばろう。市はそれを応援します。」そのよう

な機運が高まり、誰もが健康で暮らし続けることができる「ふるさと庄原」の実現を願って

おります。

市民の皆様には、より一層のご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。

最後になりますが、本計画の策定にあたり、アンケート調査およびヒアリング等にご協力

いただいた市民の皆様をはじめ、熱心にご協議をいただきました庄原市健康づくり計画策定

推進委員の皆様に対し、心からお礼申し上げます。
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