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本県では，平成２５年に「第２次みやぎ２１健康プラン」を策定し，
「県民一人
ひとりが生きがいを持ち，充実した人生をすこやかに安心して暮らせる健康みや
ぎの実現」を目指して，健康づくり施策を展開してまいりました。
「第２次みやぎ２１健康プラン」は，平成２２年に実施した「県民健康・栄養
調査」の結果を基礎データとして策定されましたが，平成２３年３月に発生した
東日本大震災により，生活環境や経済基盤をはじめとした様々な変化が及ぼす県
民の健康への影響が懸念されたことから，震災後の県民の健康状態等を把握する
ため、平成２６年に「県民健康調査」を行いました。
そして，平成２８年に中間時点での各目標値の達成状況を評価し，計画最終年
である平成３４年度での各目標の達成に向けた，より効果的な取組方策の方向性
を導くための基礎資料とするため，県内 50 地区，約 3,000 人を対象に「県民健康・
栄養調査」を行いました。
本報告書は，平成２８年に実施しました「県民健康・栄養調査」の結果につい
て，調査データを示すとともに，その概要についてまとめたものです。
この報告書が，県民の皆様の健康づくりや生活習慣病予防の資料として，幅広
く御活用いただければ幸いです。
最後になりましたが，調査にあたり，御協力いただきました方々をはじめ，調
査の実施及び分析等に御尽力いただきました多くの皆様に心より感謝を申し上げ
ます。

平成３０年１月
宮城県保健福祉部長

渡

辺
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