
（令和3 ７年度）

地域の課題 
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私たちが住む下山を、子どもたちの世代に引き継ぐため 10年先の下山について考え、描いた未
来の姿を実現するために、「下山地域まちづくり推進協議会」が中心となって「しもやまスマイルプラ
ン」を策定しました。この「下山地区 健康づくり計画」は、その分野別の取組となります。 

下山の 
将来像 

  まちづくりの方向性 （10 年間） 

具体的な取組計画（5年間） 後期計画

令和8年 3月 令和13年 3月 

子どもの声が聞こえ 
笑顔で暮らせるまち しもやま 

●生まれる子どもの数は少なくなり、少子高齢化
が進んでいます。 

「下山まちづくりアクションプラン」より 

●男 ともに市と べて、
肥満、糖尿病予備群の
該当者割合が高いた
め、運動や食事に関する
生活習慣の改善が必要
です。
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「令和元年度 地域健康カルテ」 豊 市国 健康保険 特定健康診査結果より 

BMI（25以上） HbA1c（5.6％以上）

「令和元年度 地域健康カルテ」 より 
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下山地区の人口推移
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将来像のイメージ 分野 取組の方向性 取組内容 （◆新規事業、〇検討・拡充事業） 主な実施主体 

子どもの わいわい とし
た元気な声がいつも聞こ
えるといいな… 子

育
て
支
援

効果的な情報発信 
◆情報発信の見直し、情報発信コーナーの整備 下山支所 
〇子育て世代と支援サークルとのコーディネート 交流館 
子育て支援に関するチラシ、園だより等の作成、配布 こども園・地域保健課 

気軽に利用できる 
集いの場づくり 

◆子育てサロンの設置、交流館講座の活用 交流館 
〇下山支所の空間活用の検討 下山支所 
〇まどいの丘キッズスペースの環境整備 社会福祉協議会 
◆プレイパークなど、遊び場、交流の場づくり 子育てママの団体 
子育て支援センター、子育てひろばの活用 こども園 

相談しやすい育児相談の実施 
子育て支援センターにおける相談や家庭訪問等 こども園・地域保健課 
〇定期的な話合いの実施 各関係機関 

夢が実現できる 
 わくわく するしもやま
になるといいな… 

お年寄りのやさしい 
 ほっこり した笑顔があ
ふれているといいな… 

元
気
（
健
康
）
づ
く
り

身体の状況が分かり、 
健康づくりの意識が高まる 

健康づくりの普及啓発、健診受診勧奨の充実 コミュニティ会議・地域保健課 
〇健康に関する講座、イベントの開催 コミュニティ会議・交流館 
出前健康講座の開催、健康チェックの実施 自治区・地域保健課 

運動習慣が定着する 
気軽にできる体操等の普及 スポーツクラブ・地域保健課 
スポーツ教室やスポーツイベントの開催 スポーツクラブ・交流館 

バランスの良い食生活 
が送れる 

食に関する出前健康講座の開催や健康チェックの実施 自治区・地域保健課 
食育講座の開催 コミュニティ会議・交流館 

社会参加の機会の充実 
◆健康に関するボランティアの育成 地域保健課 
〇ボランティア活動、社会参加の機会の創出 社会福祉協議会 

地域の人が応援してくれ
たり、助けてくれたりし
て ほっと できるといい
な… 

高
齢
者
支
援

介護予防事業の充実 
〇全自治区での元気アップ教室の開催 自治区・地域保健課 
元気アップ教室後の自主グループ支援 自治区・地域保健課 

身近な場所での居場所づくり 地域ふれあいサロンの開催 自治区・社会福祉協議会 
認知症対応の充実 認知症に関する講座の開催、模擬訓練等の実施 地域包括支援センター 
地域での見守りの仕組みづくり 福祉講座の開催 社会福祉協議会 

子どもの声が聞こえ 笑顔で暮らせるまち しもやま 
計 
画 

下山地区健康づくり 
＜ 切なこと＞
１ 「WE LOVE しもやま」 
２ みんなで楽しく未来をつくる。 

下山の 
将来像 



発    令和 3年 3月 
発 者 「下山地域まちづくり推進協議会」 

（事務局 豊田市 地域振興部 下山支所） 
豊田市 保健部 地域保健課 

問合せ 豊 市 保健部 地域保健課 東部地区担当 
電話 62-0603 FAX:62-0606 

E-mail:chiikihoken-toubu@city.toyota.aichi.jp 

豊田市では、「第8次豊田市総合計画」

の重点施策に位置付けられた「きらきら

ウエルネス地域推進事業」に基づき、住民

と行政が共働で地域の健康課題や特性に

応じたまちぐるみでの健康づくりを推進

しています。 

仲間と一緒に楽しく健康づくりに取り

組みましょう。 

「みんなでめざす 3 つの方向性」

しもやま 
１ 下 に関わる を増やして活 あるまちづくり
２ 住 主体の地域活動で持続可能なまちづくり
３ 「安心感」と「わくわく感」が実感できるまちづくり 

下山地区体育大会でのボッチャ体験 

地域ふれあいサロンでの健康体操 

地域ふれあいサロンと小学校の交流事業 

交流館ふれあいまつりでの体 チェック

子育て支援センターでの活動（わらべ歌遊び） 


