
健康増進計画「すこやか大阪２１」（第２次）最終評価

平成２９年１０月

大　　　阪　　　市



Ⅰ　「すこやか大阪２１（第２次）」の策定と経過 ・・・・・・・・・・・・・・ 1

１　計画の概要 ・・・・・・・・・・・・・・ 1

２　「すこやか大阪２１（第２次）」計画の推進について ・・・・・・・・・・・・・・ 3

Ⅱ　最終評価の目的と方法 ・・・・・・・・・・・・・・ 4

１　最終評価の目的 ・・・・・・・・・・・・・・ 4

２　最終評価の方法 ・・・・・・・・・・・・・・ 4

Ⅲ　最終評価の結果 ・・・・・・・・・・・・・・ 5

１　全体の目標達成状況等の評価 ・・・・・・・・・・・・・・ 5

　（１）総括的評価 ・・・・・・・・・・・・・・ 5

　（２）各分野の目標達成状況等の評価 ・・・・・・・・・・・・・・ 6

　（３）大阪市健康増進計画「すこやか大阪２１（第２次）」・・・・・・・・・・・・・・ 7
　　　 における目標項目

２　分野別の評価 ・・・・・・・・・・・・・・ 10

　分野別評価 ・・・・・・・・・・・・・・ 10

　（１）がん ・・・・・・・・・・・・・・ 10

　（２）循環器疾患 ・・・・・・・・・・・・・・ 11

　（３）糖尿病 ・・・・・・・・・・・・・・ 12

　（４）こころの健康 ・・・・・・・・・・・・・・ 13

　（５）栄養・食生活 ・・・・・・・・・・・・・・ 14

　（６）アルコール ・・・・・・・・・・・・・・ 15

　（７）たばこ ・・・・・・・・・・・・・・ 16

　（８）歯・口腔の健康 ・・・・・・・・・・・・・・ 17

別添　分野別評価シート

－ 目　　　　次 －



 - 1 -

Ⅰ 「すこやか大阪２１（第２次）」の策定と経過 

 

生涯を通じて、心身ともにすこやかであることは、幸せな暮らしの原点であり、その実現には、

市民の主体的な健康づくりが重要となる。 

大阪市では、国の「２１世紀における国民的健康づくり運動（健康日本２１）」（平成 12年３月）
の地方計画として、平成 13年３月、「全ての市民がすこやかで心豊かに生活できる活力あるまち・
健康都市大阪の実現」を基本理念に、大阪市健康増進計画「すこやか大阪２１」を策定した。 

また、平成 15年５月に健康増進法が国民の健康づくりを積極的に推進する根拠法として制定さ
れたことに伴い、本計画を同法第８条に規定する「市町村健康増進計画」と位置づけ、推進して

きた。 

平成 24年度に実施した最終評価では、11分野の目標（59項目）について５割近くで改善がみ
られたが、目標値に達した項目は２割に満たないという結果であった。 

これらの結果から得られた課題を踏まえ、継続的に健康づくりを推進するため、第２次大阪市

健康増進計画「すこやか大阪２１（第２次）」を策定した。 

 

１ 計画の概要 

策定にあたっては、平成 24年７月 10日厚生労働省告示「国民の健康の増進の総合的な推
進を図るための基本的な方針の全部改正について」及び平成 24年７月 31日厚生労働省告示
「地域保健対策の推進に関する基本的な指針の一部改正について」の改正点を反映しつつ、

目標を設定し、取り組むこととした。 

本計画における基本理念は前計画と同じく「全ての市民がすこやかで心豊かに生活できる

活力あるまち・健康都市大阪の実現」とし、他の計画等（「第２次大阪市食育推進計画」、「第

二期大阪市特定健康診査等実施計画」、「大阪市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」、「大

阪府保健医療計画（大阪市医療圏域版）」）との整合性を図り、計画期間は、平成 25年度～29
年度の５か年とした。 

全体目標については、「健康寿命 a)の延伸と健康格差 b)の縮小」とし、本計画に基づき、生

活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底として「がん」「循環器疾患」「糖尿病」「ＣＯＰＤ（慢

性閉塞性肺疾患）」のＮＣＤ（非感染性疾患）と「こころの健康」について疾病対策として取

り組み、また、ライフステージに応じた生活習慣及び社会環境の改善としては、生活習慣で

ある「栄養・食生活」「身体活動・運動」「休養」「アルコール」「たばこ」「歯・口腔の健康」

の６分野に取り組んだ。 

各分野には取り組みの柱を設定し、優先順位をつけて取り組むとともに、大阪市民の健康

指標として特に重要なものを目標項目として定めた。 

また、健康を支え、守るための社会環境の整備として、すこやかパートナーc)と連携し、事

業の増加などに取り組んできた。 

 

a)健康寿命：健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間。 
b)健康格差：地域や社会状況の違いによる集団における健康状態の差。 
c)すこやかパートナー：大阪市健康増進計画の推進を図り、すこやかで心豊かな社会の実現をめざして、自主的な

健康づくり活動や市民の健康づくりを支援する活動を行うために登録された企業、事業所、団体、NPO法人、自主

グループ等のこと(平成29年5月1日現在243団体登録)。 本市として、これらの団体を有機的に結びつける場

を提供し、情報交換や連携を図るなど協働した取り組みを進め、参考となる事例や健康情報等を市民に提供する

ことにより、社会全体で健康づくりに向けての機運を盛り上げていく。 
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NＣＤ（非感染性疾患）対策

全体目標 ①健康寿命の延伸 ②健康格差の縮小

がん 循環器疾患 糖尿病
ＣＯＰＤ

（慢性閉塞性肺疾患）

こころの健康

疾病

（３）健康を支え、守るための社会環境の整備

栄養・
食生活

身体活動

・運動
アル
コール

休養 たばこ
歯・口腔の
健康

生活習慣

（１）生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底及びこころの健康づくり

（２）ライフステージに応じた生活習慣及び社会環境の改善

①適正体重の維
持
②適切な量と質
の食事の摂取
③共食（家族と一
緒に食事をとる）
④食をとりまく環
境の整備

①身体活動量
の増加
②住民が運動し
やすい環境の整
備

①睡眠による
休養の確保
②労働環境の
整備

①適正な飲酒
②未成年者の
飲酒防止
③妊娠中の飲
酒防止

①たばこをやめ
たい人の禁煙
②未成年者の喫
煙防止
③妊娠中の喫煙
防止

④受動喫煙防止
に向けた環境の
整備

①定期的な歯科
健診の受診
②歯周病予防
③う蝕予防
④歯の喪失予防
⑤口腔機能の維
持・向上

大阪市健康増進計画「すこやか大阪２１（第２次）」イメージ
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２ 「すこやか大阪２１（第２次）」計画の推進について 

   計画の対象は全市民で、優先的に取り組む項目や対象集団を定め、効果・効率性を踏まえ

たアプローチを実施するため「すこやか大阪２１(第２次)」アクションプランを作成し、取

り組みを推進してきた。 

また、区・局の横断的な課題解消に向けて必要な検討を行うため、主に重点分野に関する

課題を検討するワーキングを発足させて、具体策の検討を行った。 

計画の進捗管理については、保健医療専門家、保健医療機関、医療保険者、市民代表等で

構成されるすこやか大阪２１(第２次)推進会議、並びに、区・関係局の課長級で構成される

検討会議において各分野の取組状況を確認し、様々な観点から意見をいただき施策立案の参

考としてきた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組の方向性】 【取組項目】 【戦略】 【主な取組】

「すこやか大阪２１（第２次）」アクションプラン（体系イメージ）
◆ 内容は計画の重点項目を中心とし、本プラン記載外の計画に関連する事業についても毎年進捗状況を把握する。
◆ 計画の対象は全市民であるが、全体目標の１つである「健康格差の縮小」の観点から、地域や生活環境（雇用状況）の差などを考慮して取組内容や対象集団につい
て優先順位を定め、効果効率性を踏まえて適切なアプローチを実施する。課題が見えた地域や集団に対して積極的に取り組む。

重点

生活習慣病の

発症予防

（１次予防）

職域の従業員を対象とした啓発の推進

ホームページ等を活用した情報発信の充実

（仮称）地域職域保健実務者会議の発足

がん検診受診啓発の充実

検診を受診しやすい環境の整備

精度管理の推進・充実

大阪市国民健康保険特定健康診査・大阪市健康診査で
の血圧・血糖値コントロール不良者への受療勧奨・支援

特定健康診査・特定保健指導受診啓発の充実

職域の衛生管理者等を対象とした啓発の推進

食育推進ネットワークによる食育の推進

適切な食習慣・運動習慣等の定着化

疾患等に関する正しい知識の普及啓発

生活習慣病の

重症化予防

（２次予防）

運動習慣

適切な食習慣

アルコール対策・たばこ対策 （別掲）

がん

循環器疾患

糖尿病

特定健康診査・特定保健
指導等の受診率向上

がん検診の受診率向上

がん検診の精度向上

ハイリスク者への受療勧奨・
継続受療支援

職域保健への支援（ノウハウの提供）

生活習慣病の

発症予防と

重症化予防

・

こころの

健康づくり

健康を支え、
守るための

社会環境の整備

生活習慣の
改善

市民による健康
づくりの取組みを支
援する環境の整備

アルコール

歯・口腔の健康

たばこ

地域の健康づくり団体との協働の活性化
すこやかパートナーの充実ソーシャルキャピタルを活かした地域住民

との健康づくりの協働

禁煙啓発・支援（COPD啓発含む）、未成年者・妊婦の喫煙防止の推進、受動喫煙防止に向けた環境整備

適正飲酒の普及啓発、未成年者・妊婦の飲酒防止の推進

歯・口腔の健康に関する普及啓発、定期的な歯科健診受診の普及啓発、歯周病予防・歯の喪失予防の推進、
う蝕予防の推進

こころの健康づくり・休養に関する普及啓発、自殺予防対策の推進こころの健康づくり

地域保健、職域保健、学校保健との連携強化

地域特性に応じた健康づくりの推進 区における健康づくりの取組みの推進
職員研修の充実

職員向け情報発信の充実  
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Ⅱ 最終評価の目的と方法 

 

１ 最終評価の目的 

「すこやか大阪２１（第２次）」の最終評価は、策定時に設定された目標の達成状況や関

連する取組の状況を評価するとともに、平成 30年度からの次期計画に反映させることを目
的としている。 

 

２ 最終評価の方法 

「すこやか大阪２１（第２次）」策定時に設定された８分野の目標（55項目）について、
原則として、計画策定時に用いた調査と同様の調査方法を用いて、各項目の数値を得た。 

今回の最終評価には次の調査結果を用いた。 

 

〇大阪市民の健康づくり・生活習慣等に関する調査 

http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000172181.html 

20歳から 84歳の市民から 5,000人を無作為抽出し、郵送自記式アンケートを実施。 
 

〇健康づくりアンケート（中高生対象） 

http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000172181.html 

中学校については、大阪市立中学校 24校に対して２年生１～２クラス分の調査用紙を
配布し、自記式アンケートを実施。 

高校については、大阪市立高等学校の中から４高校を抽出し、２年生全員に自記式ア

ンケートを実施。 

 

〇人口動態統計、学校保健統計などの統計や調査、大阪市における歯周疾患検診、国民健康

保険特定健康診査、乳幼児健康診査（３歳児歯科健診）の実績。 

 

また、評価の方法は、国と同様に策定時の値と直近値を比較（有意差検定を実施）す

るとともに、分析上の課題や関連する調査・研究のデータの動向も踏まえ、目標に対

する達成状況について評価を行った。評価は次のとおり、AからEの５段階で行った。 

 

 

A：目標値に達した 

B：目標値に達していないが改善傾向にある 

C：変わらない 

D：悪化している 

E：評価困難      

 

 

http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000172181.html
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000172181.html


 - 5 -

Ⅲ 最終評価の結果 

 

１ 全体の目標達成状況等の評価 

（１）総括的評価 

  「すこやか大阪２１（第２次）」の基本理念は「全ての市民がすこやかで心豊かに生活で

きる活力あるまち・健康都市大阪の実現」であり、健康寿命の延伸、健康格差の縮小を全

体目標として掲げている。 

健康寿命とは、健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間と定義され、

ある地域において、住民一人ひとりの生存している期間を、健康な期間と不健康な期間に分け、

健康な期間の平均を算出すると、これがその地域の健康寿命となる。 

健康寿命にはさまざまな指標があるが、厚生労働省健康局が健康日本２１(第２次)の目標で

ある健康寿命に関連してまとめた「健康寿命の算定方法の指針」によると、①日常生活に制限

のない期間の平均、②自分が健康であると自覚している期間の平均、③日常生活動作が自立し

ている期間の平均、の3つが健康寿命の指標となっている。 

このうち③｢日常生活動作が自立している期間の平均｣は、既存資料（介護保険の介護情報、

人口と死亡数）を用いて算出できるため、大阪市の健康寿命としては、この指標を用いている。 

 

平成 22年から平成 27年で、大阪市の男性の平均寿命は 1.22年、健康寿命は 1.02年、
女性の平均寿命は 1.01 年、健康寿命は 0.77 年の延びが見られたが、平均寿命の増加を上
回る健康寿命の増加は見られなかった。 

大阪市の年あたりの健康寿命の延びは、男性で 0.204年（1.02年÷5年）、女性で 0.154
年（0.77年÷5年）であり、国の年あたりの健康寿命の延び(※平成 22年と平成 25年を比
較)は、男性で 0.183年（0.55年÷3年）、女性で 0.07年（0.21年÷3年）である。健康寿
命が毎年同じ割合で延伸すると仮定すると、年あたりの健康寿命は男女とも国に比べ延び

がみられた（表1）。 

 ※国の平成 27年の平均寿命、健康寿命のデータは未発表。 
 

 

 

表１ 

H22 H25 H27 H22 H25 H22 H25 H27 H22 H25

男性 78.87年 80.21年 77.14年 78.72年

(H22と比較） ∔ 1.22年 ∔ 0.57年 ∔ 1.02年 ∔ 0.55年

女性 86.39年 86.61年 82.63年 83.37年

(H22と比較） ∔ 1.01年 ∔ 0.22年 ∔ 0.77年 ∔ 0.21 年

76.74年

82.12年

76.12年

81.86年

78.17年

83.16年

大阪市　平均寿命 国　平均寿命 大阪市　健康寿命 国　　健康寿命

77.65年 78.42年

85.38年 85.86年

79.64年

86.39年
 

出典：大阪市（H22・H25・H27) 厚生労働科学 健康寿命研究による「健康寿命算定プログラム」で算定 

国（H22)厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業）研究報告書 市町版健康寿命に関する検討 

国(H25) 厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業）分担研究報告書 健康寿命の指標化に関する 

研究‐健康日本21(第二次）等の健康寿命の検討‐                                                                                                                                                        
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（２）各分野の目標達成状況等の評価 

A の「目標値に達した」と B の「目標値に達していないが改善傾向にある」を合わ
せ、全体の約６割(58.2%)で一定の改善がみられた。 

評価区分 
該当 
項目数 

割合(%) 

A 目標値に達した ７ 12.7 

B 目標値に達していないが改善傾向にある ２５ 45.5 

C 変わらない １２ 21.8 

D 悪化している １１ 20.0 

E 評価困難 ０ 0 

合 計 ５５ 100.0 

 

 

【各評価区分に該当する代表的な目標項目】 

A: 75歳未満のがんの年齢調整死亡率の減少（男性）、 
虚血性心疾患年齢調整死亡率の減少、糖尿病有病者割合の増加の抑制（女性）、 

３歳児でう蝕がない者の割合の増加、12歳児の１人平均う歯数の減少 など 
 

B: 75歳未満のがんの年齢調整死亡率の減少（女性）、 
がん検診の受診率の向上（子宮頸がん検診（20歳以上）・乳がん検診（40歳以上））、 
血圧コントロール不良者割合の減少、自殺率の減少、未成年者の飲酒をなくす、 

未成年者の喫煙をなくす など 

 

C: 多量飲酒者の割合の減少、成人の喫煙率の減少、受動喫煙の機会を有する者の割合 

の減少（学校（建物内禁煙の割合））、過去1年間に歯科健診を受診した者の割合の 

増加（40歳以上） など 
 

D: がん検診の受診率の向上（胃がん検診（40歳以上）・肺がん検診（40歳以上））、 
脂質異常有病者割合の減少、40歳代で進行した歯周炎を有する者の割合の減少  
など 



（３）大阪市健康増進計画「すこやか大阪２１（第２次）」における目標項目

○健康寿命の延伸と健康格差の縮小

分野 項　　　目
項目
番号

目標項目
詳細
項目
番号

目標項目の指標
指標の
詳細

策定時
の値

現状値 目標値

－ 男性 76.12年 77.14年

－ 女性 81.86年 82.63年

（1）生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底及びこころの健康づくり

分野 項　　　目
項目
番号

目標項目
詳細
項目
番号

目標項目の指標
指標の
詳細

策定時
の値

現状値 目標値 評　価
データ
ソース

1 - 男性 134.6 120.8 121.1以下 A

2 - 女性 72.0 63.8 61.4以下 B

3 男性 48.5% 35.2% Ｄ

4 女性 36.5% 28.5% Ｄ

5 男性 39.1% 32.8% Ｄ

6 女性 27.8% 27.5% Ｃ

7 男性 55.1% 40.1% Ｄ

8 女性 44.0% 31.1% Ｄ

9
子宮頸がん検診
（20歳以上）

女性 32.9% 33.6% Ｂ

10
乳がん検診
（40歳以上）

女性 28.6% 31.0% Ｂ

11 - 男性 53.3 41.2 44.3以下 A

12 - 女性 23.4 18.6 14.9以下 B

13 - 男性 55.3 41.9 53.9以下 A

14 - 女性 19.5 14.2 16.8以下 A

15 男性 50.6% 51.4% 45.5%以下 Ｃ

16 女性 38.8% 37.6% 34.9%以下 Ｂ

6
血圧コントロール不良者割合の
減少

17
収縮期180mmHgまた
は拡張期110mmHg
以上の者

- 1.24% 1.02% 1%以下 Ｂ

18 男性 41.7% 43.6% 37.5%以下 Ｄ

19 女性 53.6% 55.2% 48.2%以下 Ｄ

20 男性 26.2% 27.1% 23.6%以下 Ｄ

21 女性 8.1% 7.7% 7.3%以下 Ｂ

22 男性 18.7% 17.8% 16.8%以下 Ｂ

23 女性 5.8% 5.3% 5.2%以下 Ｂ

10 特定健康診査の実施率の向上 24 - - 20.1% 21.6% 60% Ｂ

11 特定保健指導の実施率の向上 25 - - 3.8% 2.3% 60% Ｄ

26 男性 15.6% 15.7% 15.6%以下 Ｃ

27 女性 7.6% 7.4% 7.6%以下 Ａ

血糖コントロール不良
者の割合の減少

13
血糖コントロール不良者割合の
減少

28
HbA1c8.0%（NGSP値
8.4%）以上の者

- 1.36% 1.08% 1%以下 Ｂ

COPD
COPDの認知割合の
増加

COPDの認知割合の増加 20歳以上 - - 42.4% - -
市民アン
ケート

こころ
の健康

自殺率の減少 14 自殺率の減少（人口10万対） 29 - - 27.9 22.0 21.2以下 Ｂ
人口動態
統計

目標を定めていません

データ
ソース

人口動態統計
介護保険認定者数

50%以上
市民アン
ケート

人口動態
統計

メタボリックシンドロームの該当
者割合の減少

メタボリックシンド
ローム該当者

国保特定
健診

メタボリックシンドロームの予備
群割合の減少

メタボリックシンド
ローム予備群

高血圧有病者割合の減少

がん検診の受診率の向上

胃がん検診
（40歳以上）

大腸がん検診
（40歳以上）

肺がん検診
（40歳以上）

12
糖尿病有病者割合の増加の抑
制

空腹時血糖126mg/dl
またはHbA1c6.1%
（NGSP値6.5%）以上
の者及び服薬者

国保特定
健診

循環
器疾
患

人口動態
統計

メタボリックシンドロー
ム該当者及び予備群
の減少

8

脂質異常症の減少 7 脂質異常有病者割合の減少

国保特定
健診

収縮期140mmHgまた
は拡張期90mmHg 以
上の者及び服薬者

9

高血圧者の減少

5

脳血管疾患・虚血性
心疾患の年齢調整死
亡率の減少

3
脳血管疾患年齢調整死亡率の
減少（人口10万対）

4
虚血性心疾患年齢調整死亡率
の減少（人口10万対）

健康寿命の延伸 － 健康寿命の延伸

がん

75歳未満のがんの年
齢調整死亡率の減少

1
75歳未満のがんの年齢調整死
亡率の減少（人口10万対）

健康格差の縮小

LDLコレステロール
140mg/dl以上の者及
び服薬者

国保特定
健診

平均寿命の
増加を上回
る健康寿命
の増加

健康寿命（要介護認
定者数を用いて算
出）

特定健康診査・特定
保健指導の実施率の
向上

国保特定
健診

糖尿
病

糖尿病有病者の増加
の抑制

がん検診の受診率の
向上

2

全体
目標
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(2)ライフステージに応じた生活習慣及び社会環境の改善

分野 取り組みの柱
項目
番号

目標項目
詳細
項目
番号

指標の詳細
策定時
の値

現状値 目標値 評　価
データ
ソース

30
40～60歳代男性
の肥満者割合

31.8% 32.4%28.6%以下 Ｃ

31
40～60歳代女性
の肥満者割合

17.8% 17.1%16.0%以下 Ｂ

32 20～39歳男性 40.6% 42.6% 15%以下 Ｃ
市民アン
ケート

33 中学生男性 23.8% 13.6% Ｂ

34 中学生女性 19.5% 15.4% Ｂ

35 高校生男性 28.4% 30.5% Ｃ

36 高校生女性 20.0% 30.1% Ｄ

　共食
（家族・友人と一緒に食事をとる）

朝食または夕食を共食する回
数の増加

20歳以上 - 8回 - -
市民アン
ケート

栄養成分表示等注意している
者の割合の増加

20歳以上 49.2% 50.7% - -
市民アン
ケート

栄養成分表示店の指定店舗数
の増加

- 3,654店 4,265店 - -
第2次大阪市
食育推進計画

男性 31.3% 28.0% - -

女性 25.0% 20.6% - -

ロコモティブシンドロームの認
知割合の増加

20歳以上 - 39.0% - -

住民が運動しやすい環境の整備

睡眠による休養の確保
睡眠で休養が十分に取れてい
ない者の減少

20歳以上 - 25.1% - -
市民アン
ケート

労働環境の整備

37 男性 6.4% 5.2% 4%以下 Ｃ

38 女性 1.8% 1.2% 0.3%以下 Ｃ

39 中学生男性 6.8% 1.4% Ｂ

40 中学生女性 8.6% 1.1% Ｂ

41 高校生男性 8.2% 7.5% Ｂ

42 高校生女性 13.7% 4.7% Ｂ

妊娠中の飲酒防止

43 男性 34.5% 32.0% 29%以下 Ｃ

44 女性 13.1% 13.4% 10%以下 Ｃ

45 中学生男性 1.9% 0.5% Ｂ

46 中学生女性 2.1% 0.1% Ｂ

47 高校生男性 5.2% 2.5% Ｂ

48 高校生女性 1.9% 1.0% Ｂ

妊娠中の喫煙防止

49
学校（建物内禁
煙の割合）

97.4% 96.0% 100% Ｃ
大阪府独
自調査

50
家庭（受動喫煙
を受けている者
の割合）

16.8% 13.9% 8%以下 Ｂ
市民アン
ケート

目標を定めていません

適切な量と質の食事の摂取

適正体重を維持している者の
増加

国保特定
健診

朝食欠食率の減少

10%未満
中高生ア
ンケート

中高生ア
ンケート

受動喫煙防止に向けた環境の整備 21
受動喫煙の機会を有する者の
割合の減少

未成年者の飲酒をなくす
（この1ヶ月間で飲酒したことの
ある者の割合）

0%

市民アン
ケート

未成年者の喫煙防止 20
未成年者の喫煙をなくす
（この1ヶ月間で喫煙したことの
ある者の割合）

0%

身体
活動・
運動

たばこ

たばこをやめたい人の禁煙 19 成人の喫煙率の減少

多量飲酒者（毎日3合以上の飲
酒をする者）の割合の減少

食をとりまく環境の整備

中高生ア
ンケート

未成年者の飲酒防止 18

栄養・
食生
活

適正体重の維持 15

休養

アル
コール

適正な飲酒

16

17
市民アン
ケート

軽く汗をかく運動の継続者の増
加

身体活動量の増加
市民アン
ケート
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(2)ライフステージに応じた生活習慣及び社会環境の改善

分野 取り組みの柱
項目
番号

目標項目
詳細
項目
番号

指標の詳細
策定時
の値

現状値 目標値 評　価
データ
ソース

定期的な歯科健診の受診 22
過去1年間に歯科健診を受診し
た者の割合の増加（40歳以上）

51 40歳以上の割合 51.4% 49.3% 61%以上 Ｃ
市民アン
ケート

歯周病予防 23
40歳代で進行した歯周炎を有
する者の割合の減少

52 40～49歳の割合 37.0% 44.9% 30%以下 Ｄ
歯周疾患
検診

24
3歳児でう蝕がない者の割合の
増加

53 3歳児の割合 77.5% 80.8% 80%以上 Ａ

3歳児歯
科健康診
査

25
12歳児の一人平均う歯数の減
少

54 12歳児の割合 1.25歯 0.86歯 1.0歯未満 Ａ

学校保健
統計

歯の喪失予防 26
80歳で20歯以上の自分の歯を
有する者の割合の増加

55
75～84歳までの
割合

39.5% 42.5% 46%以上 Ｂ

（策定時）
歯科健康調査
（現状値）
市民ｱﾝｹｰﾄ

口腔機能の維持・向上
60歳代における咀嚼良好者の
割合の増加

60～69歳の割合 - 68.4% - -
市民アン
ケート

（3）健康を支え、守るための社会環境の整備

地域のつながりが強い方だと
思う者の割合の増加

20歳以上 - 32.1% - -
市民アン
ケート

健康づくりを目的とした活動に
主体的にかかわっている者の
割合の増加

20歳以上 - 28.3% - -
市民アン
ケート

目標を定めていません

歯・口
腔の
健康

う蝕予防

健康を支え、守るための社会環境の整備

○策定時の値の調査年

・人口動態統計 平成22年
・市民アンケート 平成23年7月 「大阪市民の健康づくり・生活習慣等に関する調査」

・国保特定健診 平成23年度大阪市国保特定健診
・中高生アンケート 平成23年7月 「すこやか大阪２１健康づくりアンケート（中学生・高校生）」

・大阪府独自調査 平成23年度
・歯周疾患検診 平成21・22年度
・3歳児歯科健康診査 平成22年度
・学校保健統計 平成22年度
・歯科健康調査 平成23年9月 「すこやか大阪２１最終評価にかかる高齢者の歯科健康調査」

○現状値の調査年

・人口動態統計 平成27年
・市民アンケート 平成28年8月「大阪市民の健康づくり・生活習慣等に関する調査」
・国保特定健診 平成27年度大阪市国保特定健診
・中高生アンケート 平成28年7月 「すこやか大阪２１健康づくりアンケート（中学生・高校生）」

・歯周疾患検診 平成26・27年度
・3歳児歯科健康診査 平成27年度
・学校保健統計 平成27年度

-9-
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２ 分野別の評価 

  各分野（がん、循環器疾患、糖尿病、こころの健康、栄養・食生活、アルコール、た

ばこ、歯・口腔の健康）の指標項目ごとに達成状況と評価、指標に関連した施策、今後

の課題を取りまとめた。 

 

（１）がん 

   ア 指標の達成状況と評価 

策定時の値と最終評価値を比較 項目数 

Ａ 目標値に達した １ 

Ｂ 目標値に達していないが改善傾向にある ３ 

Ｃ 変わらない １ 

Ｄ 悪化している ５ 

Ｅ 評価困難 ０ 

合計 １０ 

     

○胃がん・大腸がん・肺がん検診の男性と胃がん・肺がん検診の女性の受診率は減少し

ている。 

○子宮がん・乳がん検診の受診率は増加している。 

○大阪市がん検診の受診率の推移は、胃がんを除く全てのがん検診で受診率は増加して

いる。                                              

 

イ 指標に関連した主な施策・事業等 

○がん検診推進事業（無料でがん検診を受診できるクーポン券の送付による個別受診勧奨)                                                          

○健康教育（地域健康講座、大学・職域への出前講座、地域情報発信事業）                                                                 

○ホームページによるがん検診受診率向上策（女性がん検診実施医療機関の女性スタッ

フ従事状況の掲載、各区がん検診予約状況を定期的に掲載） 

○普及・啓発（企業・保険組合・大学との連携、各区広報誌、各区健康展、すこやかパ

ートナー等との各種イベント）                                                                                                 

○受診しやすい環境整備（土日祝の集団検診の拡充、保育ボランティア付検診の実施など）                                                                            

 

ウ 課題 

○男性の胃がん検診、肺がん検診については受診率が下がっていることから、より効果

的な個別受診勧奨を行い、受診行動に繋げていく必要がある。 
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（２）循環器疾患 

  ア 指標の達成状況と評価 

策定時の値と直近値を比較 項目数 

Ａ 目標値に達した ３ 

Ｂ 目標値に達していないが改善傾向にある ７ 

Ｃ 変わらない １ 

Ｄ 悪化している ４ 

Ｅ 評価困難 ０ 

合計 １５ 
 
○脳血管疾患年齢死亡率では男女とも減少し、男性は目標値に達した。 
○虚血性心疾患年齢調整死亡率では男女とも減少し、目標値に達した。 
○高血圧有病者割合の女性と血圧コントロール不良者の割合は減少している。 
○脂質異常有病者割合は男女とも増加している。 
○メタボリックシンドロームの該当者割合では男性は増加し、女性は減少している。 
○メタボリックシンドロームの予備群割合では男女とも減少している。 
○特定健康診査の実施率は増加し、特定保健指導の実施率は減少している。 
○高血圧有病者割合の男性は増加しているが、その内訳を見ると服薬者割合が増加し、

収縮期 140 mmHgまたは拡張期 90 mmHg 以上の者の割合は減少している。健診受
診により適切な治療に結びついた結果が反映されたものと考えられる。 

   ○脂質異常症有病者割合は増加しているが、その内訳を見ると、男女とも服薬者割合が

増加し、LDLコレステロール 140 mg/dl以上の者の割合は減少している。健診受診に
より適切な治療に結びついた結果が反映されたものと考えられる。 

   ○男性のメタボリックシンドローム該当者割合は増加しているが、その内訳を見ると、

血糖を含めた服薬者割合は増加し、検査結果データによる該当者割合は減少している。 
 
イ 指標に関連した主な施策・事業等 
○大阪市国民健康保険 特定健康診査・特定保健指導 
○重症化予防対象者への保健指導・受診勧奨 ○糖尿病性腎症重症化予防事業 
○生活習慣病予防対策（地域健康講座、出前講座、地域健康情報発信事業） 

 
  ウ 課題 

   ○生活習慣病予防のため、特定健康診査・特定保健指導の更なる受診率向上のための取

り組み強化が必要である。  
   ○血圧コントロール不良者割合は減少していることから、重症化予防対策の取り組み成

果が見られる。引き続き生活習慣病予防・重症化予防を推進していく必要がある。 
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（３）糖尿病 

    ア 指標の達成状況と評価 

策定時の値と直近値を比較 項目数 

Ａ 目標値に達した １ 

Ｂ 目標値に達していないが改善傾向にある １ 

Ｃ 変わらない １ 

Ｄ 悪化している ０ 

Ｅ 評価困難 ０ 

合計 ３ 
 

○糖尿病有病者割合の男性は増加しているが、女性は減少し目標値に達した。 
○血糖コントロール不良者の割合は減少している。 
○男性の糖尿病有病者割合は微増しているが、その内訳を見ると、服薬者割合が増加

し、空腹時血糖 126 mg/dlまたは HbA1c 6.1%（NGSP値 6.5%）以上の者の割合は
減少しており、健診受診により適切な治療に結びついた結果が反映されたものと考

えられる。 
 

イ 指標に関連した主な施策・事業等 
○大阪市国民健康保険 特定健康診査・特定保健指導 
○重症化予防対象者への保健指導・受診勧奨  
○糖尿病性腎症重症化予防事業 
○生活習慣病予防対策（地域健康講座、出前講座、地域健康情報発信事業） 

 
   ウ 課題 

   ○血糖コントロール不良者割合は減少していることから、重症化予防対策の取り組み

成果が見られる。 
○今後も引き続き生活習慣病予防・重症化予防を推進していく必要がある。  
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（４）こころの健康 

   ア 指標の達成状況と評価 

策定時の値と直近値を比較 項目数 

Ａ 目標値に達した ０ 

Ｂ 目標値に達していないが改善傾向にある １ 

Ｃ 変わらない ０ 

Ｄ 悪化している ０ 

Ｅ 評価困難 ０ 

合計  １ 
 

○自殺率は減少している。 
 
イ 指標に関連した主な施策・事業等 

   ○自殺防止対策事業（ゲートキーパーの養成、自死遺族相談、うつ病に対する支援体

制の充実など）  

   ○警察署と連携した自殺未遂者支援事業 

   ○普及啓発（こころの健康講座、各区健康展、自殺予防デー共同街頭キャンペーンなど） 

 
ウ 課題 

    ○自殺には、健康問題、経済・生活問題、家庭問題等様々な原因があることから、ハ

イリスク者（うつ病、自死遺族、アルコール依存）に重点的にかかわり、自殺防止

対策に取り組むことが必要である。 
   ○引き続き関係機関と連携を強化し様々な方面から対策に取り組んでいく必要がある。 
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（５）栄養・食生活 
    ア 指標の達成状況と評価 

策定時の値と直近値を比較 項目数 

Ａ 目標値に達した ０ 

Ｂ 目標値に達していないが改善傾向にある ３ 

Ｃ 変わらない ３ 

Ｄ 悪化している １ 

Ｅ 評価困難 ０ 

合計 ７ 
 

○40～60歳代の肥満者割合では、女性は減少し男性は増加している。 
○朝食欠食率の割合では中学生は男女とも減少し、高校生は男女とも増加している。

20～39歳男性は増加している。     
○国の 40～60歳代女性の肥満者割合は「国民健康・栄養調査」H22 22.2％ H27 

20.5％で大阪市の値が下回っている。国の男性は 20～60歳代を対象としており比
較できない。 

    ○小中学生とその保護者に向けた食生活教育は、H23 146 回から H27 396 回に
増加しており、中学生への食育の普及啓発が朝食欠食率改善に繋がった可能性が

ある。 
 

    イ 指標に関連した主な施策・事業等 

○普及啓発（スーパーマーケット・大学・すこやかパートナー等との食育キャンペ 
ーン、各区食育展） 
○健康教育（地域健康講座・出前講座） 
○食生活習慣改善指導事業、訪問栄養指導事業 
○食育の推進に関わるボランティアの養成 

 
    ウ 課題 

    ○朝食欠食率の割合は高校生から増加がみられており、高校生を含む青壮年期層へ

の食習慣の改善についての取り組み強化が必要である。 
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（６）アルコール 

    ア 指標の達成状況と評価 

策定時の値と直近値を比較 項目数 

Ａ 目標値に達した ０ 

Ｂ 目標値に達していないが改善傾向にある ４ 

Ｃ 変わらない ２ 

Ｄ 悪化している ０ 

Ｅ 評価困難 ０ 

合計 ６ 
 

○多量飲酒者の割合は男女とも減少している。 
○未成年者の飲酒したことのある者の割合では、中学生の男女、高校生の男女とも

減少している。 
○「厚生労働省科学研究費による研究班調査（調査前 30日間に１回でも飲酒した者
の割合） H26」では、中学１年生 男性 7.2％ 女性 5.2％、高校３年生 男性
13.7％ 女性 10.9％であり、国と比較すると中高生男女ともに大阪市の値が下回
っている。 

 
イ 指標に関連した主な施策・事業等 

○適正飲酒の普及啓発（啓発ポスター､大阪市ＰＴＡだより、各区広報誌）  
○高校・専門学校における健康教育と生徒に対するアンケートの実施 

 
ウ 課題 

    ○未成年者においては飲酒率が改善しているものの、引き続き、働きかけが必要で 
ある。 
○引き続き正しい知識の普及啓発が必要である。 
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（７）たばこ 

    ア 指標の達成状況と評価 

策定時の値と直近値を比較 項目数 

Ａ 目標値に達した ０ 

Ｂ 目標値に達していないが改善傾向にある ５ 

Ｃ 変わらない ３ 

Ｄ 悪化している ０ 

Ｅ 評価困難 ０ 

合計 ８ 
 

○成人の喫煙率では男性は減少しているが、女性は増加している。 
○未成年者の喫煙したことのある者の割合では、中学生の男女、高校生の男女とも

減少している。 
○家庭における受動喫煙の機会を有する者の割合は減少している。 
○「国民健康栄養調査」の国の成人の喫煙率は、男性 H22 32.2％ H27 30.1％、
女性 H22 8.4％ H27 7.9％で、国と比較すると大阪市の値が高い。 

○「厚生労働省科学研究費による研究班調査（調査前 30日間に１回でも喫煙した者
の割合） H26」では、中学１年生 男性 1.0％ 女性 0.3％、高校３年生 男性
4.6％ 女性 1.5％であり、国と比較すると中高生男女ともに大阪市の値が下回っ
ている。 

○「国民健康栄養調査」の国の家庭における受動喫煙の機会を有する者の割合 H22 
10.7％ H27 8.3％で、国と比較すると大阪市の値が高い。 

 
イ 指標に関連した主な施策・事業等 

○喫煙防止対策（禁煙支援リーフレットの配布、各区検診会場における啓発パネル

展示、世界禁煙デーを契機とする啓発ポスターの配布など） 
○未成年者の喫煙防止対策（小学校での喫煙防止教育用パンフレットの配布、中学

校での健康教育、大阪市 PTAだよりへの啓発記事の掲載など） 
○妊産婦の喫煙防止対策（妊婦面接時のリーフレットを活用した喫煙防止教育、市

内産科医療機関向け禁煙指導用リーフレットの配布など） 
○受動喫煙防止対策（地域健康講座での普及啓発、特定建築物衛生管理講習会での

講演など） 
 

ウ 課題 

    ○引き続き正しい知識の普及啓発が必要である。  
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（８）歯・口腔の健康 

    ア 指標の達成状況と評価 

策定時の値と直近値を比較 項目数 

Ａ 目標値に達した ２ 

Ｂ 目標値に達していないが改善傾向にある １ 

Ｃ 変わらない １ 

Ｄ 悪化している １ 

Ｅ 評価困難 ０ 

合計  ５ 
   

○過去１年間に歯科検診を受診した者の割合は減少している。 
○40歳代で歯周炎を有する者の割合は増加している。 
○３歳児でう蝕がない者の割合は増加し、目標値に達した。 
○12歳児の１人平均う歯数は減少し、目標値に達した。 
○80歳で 20歯以上の自分の歯を有する者の割合は増加している。 
○高齢者の歯科健康調査での歯科医師診察では 75～84歳までの 20歯以上の自分の
歯を有する者の割合はH23 43.2％（n＝673） H28 48.5％（ｎ＝1344）で増
加している。 

 
    イ 指標に関連した主な施策・事業等 

    ○8020運動の推進（ライフステージに沿った予防とケアの普及啓発） 
    ○歯科検診の推進（乳幼児健康診査、フッ化物塗布、学校保健安全法による検診、

歯磨き指導、歯科健康相談、歯周病検診、妊婦歯科健康診査） 

    ○訪問口腔衛生指導事業 

    ○普及啓発（地域健康講座、各区歯の健康展など） 

    ○歯の衛生週間事業（よい歯のコンクール） 

 

    ウ 課題 

○歯周病について、青壮年期層へより一層の知識の普及・啓発強化（職域との連携）

が必要である。 
 



分野別評価シート

別　　　添



すこやか大阪２１（第２次）分野別評価シート

 ◆評価方法について 評価区分　【検定結果と大阪市の動向、国との比較等を包括的に評価】

評価困難

国の公表待ち、または調査中

計画策定時の数値から改善しているもので検定結果で有意差がなく国や経年データから改善
がみられないもの（国や経年データがない場合も含む）

もしくは

計画策定時の数値から悪化しているもので検定結果で有意差がないもの

悪化している

目標値には達しておらず計画策定時の数値から悪化しているもののうち、検定結果で有意差
があるもの

目標値に達していないが、改善傾向にある

計画策定時の数値から改善しているもので検定結果で有意差があるもの

もしくは

計画策定時の数値から改善しているもので検定結果で有意差はないが国や経年データから
改善がみられるもの

変わらない

目標値に達した

目標値を上回っているもの

A

B

C

D

E

評価方法は目標値に達していないものについて、策定時の値と現状値を比較（一

部項目を除き統計的有意差検定※を実施）するとともに、分析上の課題や関連する

調査・研究 データの動向も踏まえ評価を行った。

※統計的有意差検定

・大阪市民の健康状況を把握するためには、全数調査は難しいため、標本を

用いて統計的に処理を行い、大阪市の健康状況の傾向を把握しようとする

ものであり、２つの標本間の差が偶然に起こったものではないかを見ている。

・2つの標本間に起こる差が偶然に起こったものではない場合

・・・有意差ありとする（P値＜0.05 )

・2つの標本間の差が偶然に起こったものではないことが判断できない場合

・・・有意差なしとする

・有意差検定を実施した標本（データ）は、市民アンケート・国保特定健診・

中高生アンケート・歯周疾患検診である。



＜分野＞　全体目標

項目 目標項目 目標項目の指標 指標の詳細 策定時の値 現状値  データソース

男性 76.12 77.14

女性 81.86 82.63

（１）現状値に係るデータ分析
・現状値が策定時の値に対してどのような動きになっ
ているか分析

（２）データ分析に係るコメント

（３）指標に関連した施策・事業等

（４）今後の課題及び対策の抽出
・強化、改善等すべきポイントを簡潔に記載

（５）備考

健康寿命の延伸
健康寿命
（要介護認定者数を用いて算出）

人口動態統計
介護保険認定者数

・各分野における施策・事業等を推進する。

目標値

平均寿命の増加を上回る健康寿命
の増加

　
出典：
大阪市（H22・H25・H27) 厚生労働科学　健康寿命研究による「健康寿命算定プログラム」で算定
国（H22)　厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業）研究報告書　市町版健康寿命に関する検討
国(H25)　厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業）分担研究報告書　健康寿命の指標化に関する研究‐健康日本21(第二次）等の健康寿命の検討‐

健康寿命の延伸

・H22とH27を比較すると、男女とも平均寿命と健康寿命は延伸している。

大阪市の年あたりの健康寿命の延び（H22→H27）は、男性　0.204年　女性　0.154年、国（H22→H25）は、男性　0.183年　女性　0.07年と比較すると男女とも国より延びがみら
れる。
H28以降の国データは公表待ち（H30.6～7月予定）。
H22とH25の健康寿命の延伸状況は、大阪市　男性　0.62年　女性　0.26年、国　男性　0.55年　　女性　0.21年と、男女とも国より延びている。

・各分野における「指標に関連した施策・事業等」参照。

H22 H25 H27 H22 H25 H22 H25 H27 H22 H25

男性 78.87年 80.21年 77.14年 78.72年

(H22と比較） ∔ 1.22年 ∔ 0.57年 ∔ 1.02年 ∔ 0.55年

女性 86.39年 86.61年 82.63年 83.37年

(H22と比較） ∔ 1.01年 ∔ 0.22年 ∔ 0.77年 ∔ 0.21 年

76.74年

82.12年

76.12年

81.86年

78.17年

83.16年

大阪市　平均寿命 国　平均寿命 大阪市　健康寿命 国　　健康寿命

77.65年 78.42年

85.38年 85.86年

79.64年

86.39年



＜分野＞　がん

項目 目標項目 目標項目の指標 指標の詳細 策定時の値 現状値 評価 目標値 データソース

- 男性 134.6 120.8 A 121.1以下

- 女性 72.0 63.8 B 61.4以下

男性 48.5% 35.2% D

女性 36.5% 28.5% D

男性 39.1% 32.8% D

女性 27.8% 27.5% Ｃ

男性 55.1% 40.1% D

女性 44.0% 31.1% D

子宮頸がん検診（20歳以上） 女性 32.9% 33.6% Ｂ

乳がん検診（40歳以上） 女性 28.6% 31.0% Ｂ

（１）現状値に係るデータ分析
・現状値が策定時の値に対してどのような動き
になっているか分析

（２）データ分析に係るコメント

（３）指標に関連した施策・事業等

（４）今後の課題及び対策の抽出
・強化、改善等すべきポイントを簡潔に記載

（５）備考

75歳未満のがんの年齢調整死亡率の減少
①75歳未満のがんの年齢調整死亡率の減少
（人口10万対）

人口動態統計

がん検診の受診率の向上 ②がん検診の受診率の向上

胃がん検診（40歳以上）

50%以上 市民アンケート

大腸がん検診（40歳以上）

肺がん検診（40歳以上）

・がん検診推進事業（無料でがん検診を受診できるクーポン券の送付による個別受診勧奨)
・健康教育（地域健康講座、大学・職域への出前講座、地域情報発信事業）
・ホームページによるがん検診受診率向上策（女性がん検診実施医療機関の女性スタッフ従事状況の掲載、各区がん検診予約状況を定期的に掲載）
・普及・啓発（企業・保険組合・大学との連携、各区広報誌、各区健康展、すこやかパートナー等との各種イベント）
・受診しやすい環境整備（土日祝の集団検診の拡充、保育ボランティア付検診の実施など）

・国報告に合わせて40～69歳(子宮頸がん20～69歳）対象に算出した受診率の推移は、【H23年度　胃がん 男性48.1% 女性26.7%、大腸がん 男性37.7%　女性26.7%、肺がん 男性54.8%
女性42.8%、子宮頸がん39.8%、乳がん27.5%】、【H27年度　胃がん 男性36.6% 女性27.1%、大腸がん 男性33.7%　女性27.1%、肺がん 男性42.4% 女性32.5%、子宮頸がん40.3%、乳がん
38.3%】、乳がん検診の受診率は増加しており有意である（P値＜0.05）。
・国のがん対策の変更に伴い、大阪市の取り組みも変化している。
・がん検診推進事業（無料クーポン券）：H21-25 乳がん40～60歳（5歳刻み）女性・子宮頸がん20～40歳（5歳刻み）女性、H26以降は乳がん40歳、子宮頸がん20歳が対象。 H23～27
大腸がん 40～60歳（5歳刻み）男女が対象。
・個別勧奨：H25 40歳男女、H26～27 40歳・60歳男女と20歳女性に勧奨はがきを送付、H28 20～35歳（5歳刻み）女性と40～60歳（5歳刻み）男女を対象に受診勧奨パンフレットを送付。
・H24年度まで、40歳・50歳・60歳を対象にした無料の大阪市総合がん検診（ナイスミドルチェック）実施。

・男性の胃がん検診、肺がん検診については受診率が下がっていることから、より効果的な個別受診勧奨を行い、受診行動に繋げていくことが必要。

②胃・大・肺がん検診の男性と胃・肺がん検診の女性の受診率は減少しており有意である（Ｐ値＜0.05）。
②子宮・乳がん検診の受診率の増加はみられるが有意でない。

②大阪市がん検診の受診率の推移は、【H23年度　胃がん4.2%　大腸がん8.8%　肺がん3.3%　子宮頸がん24.3%　乳がん14.0%】、【H27年度　胃がん3.9%　大腸がん10%
肺がん6.2%　子宮頸がん25.8%　乳がん15.9%】であり、胃がんを除く全てのがん検診で受診率は増加している。



＜分野＞　循環器疾患

項目 目標項目 目標項目の指標 指標の詳細 策定時の値 現状値 評価 目標値 データソース

- 男性 53.3 41.2 A 44.3以下

- 女性 23.4 18.6 B 14.9以下

- 男性 55.3 41.9 A 53.9以下

- 女性 19.5 14.2 A 16.8以下

男性 50.6% 51.4% C 45.5%以下

女性 38.8% 37.6% B 34.9%以下

④血圧コントロール不良者割合の減少
収縮期180mmHgまたは拡
張期110mmHg 以上の者

- 1.24% 1.02% B 1%以下

男性 41.7% 43.6% D 37.5%以下

女性 53.6% 55.2% D 48.2%以下

男性 26.2% 27.1% D 23.6%以下

女性 8.1% 7.7% B 7.3%以下

男性 18.7% 17.8% B 16.8%以下

女性 5.8% 5.3% B 5.2%以下

⑧特定健康診査の実施率の向上 - - 20.1% 21.6% B 60%

⑨特定保健指導の実施率の向上 - - 3.8% 2.3% D 60%

（１）現状値に係るデータ分析
・現状値が策定時の値に対してどのような動
きになっているか分析

（２）データ分析に係るコメント

（３）指標に関連した施策・事業等

（４）今後の課題及び対策の抽出
・強化、改善等すべきポイントを簡潔に記
載

（５）備考

脳血管疾患・虚血性心疾患の年齢調整
死亡率の減少

①脳血管疾患年齢調整死亡率の減少
（人口10万対）

人口動態統計

②虚血性心疾患年齢調整死亡率の
減少（人口10万対）

高血圧者の減少

③高血圧有病者割合の減少
収縮期140mmHgまたは拡
張期90mmHg 以上の者及
び服薬者

国保特定健診

特定健康診査・特定保健指導の実施率
の向上

国保特定健診

脂質異常症の減少 ⑤脂質異常有病者割合の減少
LDLコレステロール
140mg/dl以上の者及び服
薬者

国保特定健診

メタボリックシンドローム該当者及び予備
群の減少

⑥メタボリックシンドロームの該当者
割合の減少

メタボリックシンドローム該
当者

国保特定健診

⑦メタボリックシンドロームの予備群
割合の減少

メタボリックシンドローム予
備群

①脳血管疾患年齢死亡率では男女とも減少し、男性は目標値に達した。
②虚血性心疾患年齢調整死亡率では男女とも減少し、目標値に達した。
③④高血圧有病者割合の女性と血圧コントロール不良者の割合は減少しており有意である（P値＜0.05）。
⑤脂質異常有病者割合は男女とも増加しており有意である（P値＜0.05）。
⑥メタボリックシンドロームの該当者割合では男性は増加し、女性は減少しており有意である（P値＜0.05）。
⑦メタボリックシンドロームの予備群割合では男女とも減少しており有意である（P値＜0.05）。
⑧⑨特定健康診査の実施率は増加し、特定保健指導の実施率は減少しており有意である（P値＜0.05）。

③高血圧有病者割合の男性は増加しているが、その内訳を見ると服薬者割合が増加し、収縮期140mmHgまたは拡張期90mmHg 以上の者の割合は減少しており、健
診受診により適切な治療に結びついた結果が反映されたものと考えられる。
⑤脂質異常症有病者割合は増加しているが、その内訳を見ると、男女とも服薬者割合が増加し、LDLコレステロール140mg/dl以上の者の割合は減少しており、健診受
診により適切な治療に結びついた結果が反映されたものと考えられる。
⑥男性のメタボリックシンドローム該当者割合は増加しているが、その内訳を見ると、③⑤と同様に血糖を含めた服薬者割合は増加し、検査結果データによる該当者
割合は減少している。

・大阪市国民健康保険　特定健康診査・特定保健指導
・重症化予防対象者への保健指導・受診勧奨
・生活習慣病予防対策（地域健康講座、出前講座、地域健康情報発信事業）

・生活習慣病予防のため、特定健康診査・特定保健指導の更なる受診率向上のための取り組み強化が必要。
・血圧コントロール不良者割合は減少していることから、重症化予防対策の取り組み成果が見られる。今後も引き続き生活習慣病予防・重症化予防を推進していく。



＜分野＞　糖尿病

項目 目標項目 目標項目の指標 指標の詳細 策定時の値 現状値 評価 目標値 データソース

男性 15.6% 15.7% C 15.6%以下

女性 7.6% 7.4% A 7.6%以下

血糖コントロール不良者の割合の減少 ②血糖コントロール不良者割合の減少
HbA1c8.0%（NGSP値8.4%）
以上の者

- 1.36% 1.08% B 1%以下

（１）現状値に係るデータ分析
・現状値が策定時の値に対してどのような動
きになっているか分析

（２）データ分析に係るコメント

（３）指標に関連した施策・事業等

（４）今後の課題及び対策の抽出
・強化、改善等すべきポイントを簡潔に
記載

（５）備考

糖尿病有病者の増加の抑制

・大阪市国民健康保険　特定健康診査・特定保健指導
・重症化予防対象者への保健指導・受診勧奨
・糖尿病性腎症重症化予防事業
・生活習慣病予防対策（地域健康講座、出前講座、地域健康情報発信事業）

・血糖コントロール不良者割合は減少していることから、重症化予防対策の取り組み成果が見られる。今後も引き続き生活習慣病予防・重症化予防を推進していく。

①糖尿病有病者割合の増加の抑制
空腹時血糖126mg/dlまた
はHbA1c6.1%（NGSP値
6.5%）以上の者及び服薬者 国保特定健診

①男性の糖尿病有病者割合は微増しているが、その内訳を見ると、服薬者割合が増加し、空腹時血糖126mg/dlまたはHbA1c6.1%（NGSP値6.5%）以上の者の割合は
減少しており、健診受診により適切な治療に結びついた結果が反映されたものと考えられる。

①糖尿病有病者割合の男性は増加しているが、女性は減少し目標値に達した。
②血糖コントロール不良者の割合は減少しており有意である（P値＜0.05）。



＜分野＞　こころの健康

項目 目標項目 目標項目の指標
指標の
詳細

策定時の値 現状値 評価 目標値 データソース

自殺率の減少 ①自殺率の減少（人口10万対） - - 27.9 22.0 Ｂ 21.2以下 人口動態統計

（１）現状値に係るデータ分析
・現状値が策定時の値に対してどのような動
きになっているか分析

（２）データ分析に係るコメント

（３）指標に関連した施策・事業等

（４）今後の課題及び対策の抽出
・強化、改善等すべきポイントを簡潔に記載

（５）備考

・自殺防止対策事業（ゲートキーパーの養成、自死遺族相談、うつ病に対する支援体制の充実など）
・警察署と連携した自殺未遂者支援事業
・普及啓発（こころの健康講座、各区健康展、自殺予防デー共同街頭キャンペーンなど）

①自殺率は減少している。

・自殺には、健康問題、経済・生活問題、家庭問題等様々な原因があることから、ハイリスク者（うつ病、自死遺族、アルコール依存）に重点的にかかわり、自殺
防止対策に取り組むことが必要。
・引き続き関係機関と連携を強化し様々な方面から対策に取り組んでいく。



＜分野＞　栄養・食生活

取り組みの柱 目標項目 目標項目の指標 策定時の値 現状値 評価 目標値 データソース

40～60歳代男性の肥満
者割合

31.8% 32.4% Ｃ 28.6%以下

40～60歳代女性の肥満
者割合

17.8% 17.1% B 16.0%以下

20～39歳男性 40.6% 42.6% Ｃ 15%以下 市民アンケート

中学生男性 23.8% 13.6% B

中学生女性 19.5% 15.4% B

高校生男性 28.4% 30.5% Ｃ

高校生女性 20.0% 30.1% D

（１）現状値に係るデータ分析
・現状値が策定時の値に対してどのような動き
になっているか分析

（２）データ分析に係るコメント

（３）指標に関連した施策・事業等

（４）今後の課題及び対策の抽出
・強化、改善等すべきポイントを簡潔に記載

（５）備考

適正体重の維持 ①適正体重を維持している者の増加 国保特定健診

10%未満 中高生アンケート

適切な量と質の食事の摂取 ②朝食欠食率の減少

①40～60歳代の肥満者割合では、女性は減少しており有意である（P値＜0.05）。男性は増加しているが有意でない。
②朝食欠食率の割合では中学生は男女とも減少しており有意である（P値＜0.05）。  高校生男性は増加しているが有意でない。高校生女性は増加しており有意である
（P値＜0.05）。  20～39歳男性は増加しているが有意でない。

①国の40～60歳代女性の肥満者割合は「国民健康・栄養調査」H22　22.2％　H27　20.5％で大阪市の値が下回っている。国の男性は20～60歳代を対象としており比較
できない。
②小中学生とその保護者に向けた食生活教育は、H23　146回からH27　396回に増加しており、中学生への食育の普及啓発が広がったことで朝食欠食率が改善傾向
にある。

・普及啓発（スーパーマーケット・大学・すこやかパートナー等との食育キャンペーン、各区食育展）
・健康教育（地域健康講座・出前講座）
・食生活習慣改善指導事業、訪問栄養指導事業
・食育の推進に関わるボランティアの養成

・朝食欠食率の割合は高校生から増加がみられており、高校生を含む青壮年期層への食習慣の改善についての取り組み強化が必要。



＜分野＞　アルコール

取り組みの柱 目標項目 指標の詳細 策定時の値 現状値 評価 目標値 データソース

男性 6.4% 5.2% Ｃ 4%以下

女性 1.8% 1.2% Ｃ 0.3%以下

中学生男性 6.8% 1.4% B

中学生女性 8.6% 1.1% B

高校生男性 8.2% 7.5% Ｂ

高校生女性 13.7% 4.7% Ｂ

（１）現状値に係るデータ分析
・現状値が策定時の値に対してどのような動き
になっているか分析

（２）データ分析に係るコメント

（３）指標に関連した施策・事業等

（４）今後の課題及び対策の抽出
・強化、改善等すべきポイントを簡潔に記載

（５）備考 大阪市中高生アンケートは、中学2年生、高校2年生を対象に実施。

・未成年者においては飲酒率が改善しているものの、引き続き、働きかけが必要。
・引き続き正しい知識の普及啓発が必要。

・適正飲酒の普及啓発（啓発ポスター､大阪市ＰＴＡだより、各区広報誌）
・高校・専門学校における健康教育と生徒に対するアンケートの実施

②国の「厚生労働省科学研究費による研究班調査（調査前30日間に1回でも飲酒した者の割合）　H26」では、中学１年生　男性7.2％　女性5.2％、高校3年生　男性13.7％
女性　10.9％であり、国と比較すると中高生男女ともに大阪市の値が下回っている。

①多量飲酒者の割合は男女とも減少しているが有意でない。
②未成年者の飲酒したことのある者の割合では中学生は男女とも減少しており有意である（P値＜0.05）。  また、高校生男性は減少しているが有意でない。高校生女性
は減少しており有意である（P値＜0.05）。

適正な飲酒
①多量飲酒者（毎日3合以上の飲酒をする者）
の割合の減少

市民アンケート

未成年者の飲酒防止
②未成年者の飲酒をなくす
（この1ヶ月間で飲酒したことのある者の割合）

0% 中高生アンケート



＜分野＞　たばこ

取り組みの柱 目標項目 指標の詳細 策定時の値 現状値 評価 目標値 データソース

男性 34.5% 32.0% Ｃ 29%以下

女性 13.1% 13.4% Ｃ 10%以下

中学生男性 1.9% 0.5% B

中学生女性 2.1% 0.1% B

高校生男性 5.2% 2.5% Ｂ

高校生女性 1.9% 1.0% Ｂ

学校（建物内禁煙の
割合）

97.4% 96.0% Ｃ 100% 大阪府独自調査

家庭（受動喫煙を受
けている者の割合）

16.8% 13.9% B 8%以下 市民アンケート

（１）現状値に係るデータ分析
・現状値が策定時の値に対してどのような動
きになっているか分析

（２）データ分析に係るコメント

（３）指標に関連した施策・事業等

（４）今後の課題及び対策の抽出
・強化、改善等すべきポイントを簡潔に記載

（５）備考 大阪市中高生アンケートは、中学2年生、高校2年生を対象に実施。

・引き続き正しい知識の普及啓発が必要。

・喫煙防止対策（禁煙支援リーフレットの配布、各区検診会場における啓発パネル展示、世界禁煙デーを契機とする啓発ポスターの配布など）
・未成年者の喫煙防止対策（小学校での喫煙防止教育用パンフレットの配布、中学校での健康教育、大阪市PTAだよりへの啓発記事の掲載など）
・妊産婦の喫煙防止対策（妊婦面接時のリーフレットを活用した喫煙防止教育、市内産科医療機関向け禁煙指導用リーフレットの配布など）
・受動喫煙防止対策（地域健康講座での普及啓発、特定建築物衛生管理講習会での講演など）

①「国民健康栄養調査」の国の成人の喫煙率は男性H22　32.2％　H27　30.1％、女性H22　8.4％　H27　7.9％で国と比較すると大阪市の値が高い。
②国の「厚生労働省科学研究費による研究班調査（調査前30日間に1回でも喫煙した者の割合）　H26」では、中学1年生　男性1.0％　女性0.3％、高校3年
生　男性4.6％　女性　1.5％であり、国と比較すると中高生男女ともに大阪市の値が下回っている。
③「国民健康栄養調査」の国の家庭における受動喫煙の機会を有する者の割合　H22　10.7％　H27　8.3％で国と比較すると大阪市の値が高い。

未成年者の喫煙防止
②未成年者の喫煙をなくす
（この1ヶ月間で喫煙したことのある者の割合）

0% 中高生アンケート

受動喫煙防止に向けた環境の整備 ③受動喫煙の機会を有する者の割合の減少

たばこをやめたい人の禁煙 ①成人の喫煙率の減少 市民アンケート

①成人の喫煙率では男性は減少し、女性は増加しているが、男女とも有意でない。
②未成年者の喫煙したことのある者の割合では、中学生は男女とも減少しており有意である（P値＜0.05）。  高校生は男女とも減少しているが有意でない。
③家庭における受動喫煙の機会を有する者の割合は減少しており有意である（P値＜0.05）。



＜分野＞　歯・口腔の健康

取り組みの柱 目標項目 目標項目の指標 策定時の値 現状値 評価 目標値 データソース

定期的な歯科健診の受診
①過去1年間に歯科健診を受診した者の割合
の増加（40歳以上）

40歳以上の割合 51.4% 49.3% Ｃ 61%以上 市民アンケート

歯周病予防
②40歳代で進行した歯周炎を有する者の割
合の減少

40～49歳の割合 37.0% 44.9% D 30%以下 歯周疾患検診

③3歳児でう蝕がない者の割合の増加 3歳児の割合 77.5% 80.8% A 80%以上 3歳児歯科健康診査

④12歳児の1人平均う歯数の減少 12歳児の割合 1.25歯 0.86歯 A 1.0歯未満 学校保健統計

歯の喪失予防
⑤80歳で20歯以上の自分の歯を有する者の
割合の増加

75～84歳までの割合 39.5% 42.5% Ｂ 46%以上
歯科健康調査(1次）
市民アンケート（2次）

（１）現状値に係るデータ分析
・現状値が策定時の値に対してどのような動
きになっているか分析

（２）データ分析に係るコメント

（３）指標に関連した施策・事業等

（４）今後の課題及び対策の抽出
・強化、改善等すべきポイントを簡潔に記載

（５）備考

う蝕予防

・8020運動の推進（ライフステージに沿った予防とケアの普及啓発）
・歯科検診の推進（乳幼児健康診査、フッ化物塗布、学校保健安全法による検診、歯磨き指導、歯科健康相談、歯周病検診、妊婦歯科健康診査）
・訪問口腔衛生指導事業
・普及啓発（地域健康講座、各区歯の健康展など）
・歯の衛生週間事業（よい歯のコンクール）

・歯周病について、青壮年期層へより一層の知識の普及・啓発強化（職域との連携）が必要。

⑤高齢者の歯科健康調査での歯科医師診察では75～84歳までの20歯以上の自分の歯を有する者の割合はH23　43.2％（n＝673）　H28　48.5％（ｎ＝1344）
で増加している。

①過去1年間に歯科検診を受診した者の割合は減少しており有意でない。
②40歳代で歯周炎を有する者の割合は増加しており有意である（P値＜0.05）。
③3歳児でう蝕がない者の割合は増加し、目標値に達した。
④12歳児の1人平均う歯数は減少し、目標値に達した。
⑤80歳で20歯以上の自分の歯を有する者の割合は増加しているが有意でない。


