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第４章 計画を推進するために 

１ 推進体制 

市民はもとより、市民を取り巻く地域・職域・学校に関連する各種団体、企業等、医療

保険者、教育機関、保健医療機関、行政機関等がそれぞれの役割を果たすとともに、相互

の連携を図りながら、社会全体で一体となり、市民の健康づくりを推進します。 

 

（１）地域における計画の推進 

区役所では自律した自治体型の区政運営により、地域特性を把握して地域の実情に即

した健康づくりの施策や事業を、区民の意見を取り入れながら企画・立案し、ソーシャ

ルキャピタルを活かした健康づくりを地域住民と協働して展開していきます。 

また、地域の健康づくり活動の情報をわかりやすく提供するとともに、市民の意見を

集めて活かす情報の双方向のやり取りに努め、科学的根拠に基づく保健サービス・保健

活動を市民の皆様とともに推進していきます。 

地域においては「すこやかパートナー」をはじめとする健康づくり団体との連携によ

る活動を行います。 

 

（２）市全体における計画の推進 

計画を進めるにあたり、庁内に「すこやか大阪推進検討会議」を設置し、局・区横断

的に健康づくりに取り組みます。併せて、保健医療専門家、医療保険者、保健医療機関、

市民代表等で構成する「すこやか大阪２１（第２次）推進会議」を開催し、計画の進捗

状況や健康づくり施策及び地域保健と職域保健の総合的な取り組み等について幅広く意

見を聴取することとします。 

また、「すこやかパートナー」の拡充とともに、その活動を有機的に結びつけ、情報

交換や連携により活性化を図るなど、協働を活性化する仕組みづくりを推進します。市

民協働に結び付いた事例や健康情報等を市全体に提供し、社会全体で健康づくりに向け

ての機運を盛り上げていきます。 

計画を効果的に推進するためには、地域保健、職域保健、学校保健の連携が極めて重

要であるとともに、行政と各団体が実務レベルで具体的な実践活動を進めることが大切

です。 

職域保健に関しては、健康管理をより充実させるため、労働基準監督署、産業保健推

進センター、協会けんぽ等と連携して健康教育の活用方法などを検討します。学校保健

に関しては、教育活動を通じて地域社会の協力も得ながら、引き続きたばこやアルコー

ルにおける未成年者対策や歯・口腔の健康及び食育等に取り組みます。 

  情報の有効活用については、全市的な情報の収集や各種情報、データを集約してわか

りやすく市民に発信するとともに、健康づくりができる社会環境をめざします。 
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２ 計画の進行管理と実績の評価      

（１） 進行管理 

計画を効果的に推進するために、可能な目標項目については、毎年その数値目標を把

握するなど、進行状況の継続的な把握に努めます。その状況については、「すこやか大

阪２１（第２次）推進会議」や「すこやか大阪推進検討会議」などにより専門家や関係

する方々から意見を聴取し、計画のより効果的な推進を図ります。 

 

（２） 実績の評価 

  大阪市の健康状況をあらわす全体の指標としては「健康寿命」とし、これに影響を及

ぼす疾病や生活習慣について、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

して定めて目標値を設定します。数値は、可能な限り既存の資料を活用して継続的に評

価するものとしますが、生活習慣などの既存の資料で把握できない目標項目については、

計画的に数値を把握し評価するための調査を実施します。 

 計画の最終年度である平成29年度には、健康寿命や目標項目の数値を把握し、その達

成状況については科学的根拠に基づいて評価を行います。 

 

 

 

大阪市健康増進計画「すこやか大阪２１（第２次）」推進体制（イメージ） 
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分野別の評価 

（健康増進計画「すこやか大阪２１」最終評価 より抜粋） 

  各分野（栄養・食生活、身体活動・運動、休養・こころの健康づくり、たばこ、アル

コール、歯の健康、糖尿病、循環器病、がん、肝臓病、メタボリックシンドローム）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）栄養・食生活 

     ア 指標の達成状況と評価 

    ○適正体重の維持 

児童並びに生徒は改善しており、40～60歳代女性では改善傾向がみられたものの、

20～60歳代男性では改善がみられなかった。特に男性の30～50歳代で他の年代に

比べ、肥満者の割合が高い傾向にあった。また20歳代の女性のやせについて、推

移は評価できなかったが高い傾向にあった。 

○栄養素・食品の摂取状況 

脂肪エネルギー比率については、明らかな変化はみられないものの、他の年代層

に比べて若年層で高い傾向にあった。 

食塩や野菜の摂取量において改善傾向がみられたが、目標値に達していない人の

割合も高く、個人間の摂取量に大きな違いがみられた。  

カルシウムに富む食品（緑黄色野菜、牛乳類、豆類）の摂取については、変化は

みられなかった。また、摂取量が極端に少ない人の割合も高かった。 

○食行動・食習慣 

朝食の欠食率では明らかな変化はみられなかった。また、外食等の栄養成分表示

を参考にする人の割合は悪化する傾向にあり、好ましい食習慣の実践が進んでい

ないことが伺えた。 

○健康に関する意識・行動 

メタボリックシンドロームを認知している人の割合は目標値に達しており、その

概念は概ね浸透したものと思われる。 

健康づくりに関する学習の場や活動の自主グループ数は増加したが、若年層ほど

学習への参加が少なく、その存在を知らない人の割合が高い傾向にあった。 

○年代層別 

最終評価値において、20～39歳は他の年代層に比べて脂肪エネルギー比率や朝食

の欠食率、野菜摂取量をはじめ、多くの指標で悪い傾向を示した。 

 

イ 指標に関連した主な施策・事業等 

○大阪市食育推進計画 

○健康教育（地域健康講座・中高年のための食生活支援事業・健康情報発信事業） 

    ○地域リーダー（食生活改善推進員）の養成・育成 

    ○外食栄養管理推進事業 

    ○食生活習慣改善指導事業 

参考資料 １ 
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ウ 課題 

○肥満の予防並びに改善については、食生活習慣の改善と併せて、運動習慣の定着 

などの生活習慣の改善と連動した一層の啓発活動が必要である。 

○望ましい食習慣の確立については朝食欠食率の減少やバランスのよい食事の取り 

方等、対象の状況に合わせた指導が必要である。  

○食環境の整備については外食等の利用者への健康情報の提供として、栄養成分表 

示をすすめるとともに、ヘルシーメニューの提供や健康づくりに関する学習の場 

の周知や増加等を図るなど、行動変容のための取り組みが必要である。 

○性別・年代層別については40～64歳においては、食生活習慣や意識等は他の年代 

層に比べて良好であるが、肥満者の割合が高いことから、行動変容に繋がるよう、 

個々人に対するアプローチが重要である。 

また、望ましい食生活習慣の確立が将来の健康につながるものと考えられること 

から、児童並びに生徒においては家庭全体での正しい食生活習慣の定着はもとよ 

り学校等における食育活動とあわせた支援が必要である。 

さらに、20～39歳においては行動や意識レベルの改善にむけた取り組み（適正な 

食事の摂取、運動習慣の定着等生活習慣の改善）とともに、若い女性においては、 

適正体重を正しく認識する人を増やす取り組みが重要である。 
 

 

（２）身体活動・運動 

    ア 指標の達成状況と評価   
○意識的に運動を心がけている人の割合、運動習慣者の割合は増加したが、日常生 
活における歩数については変化がなかった。 

○高齢者については、外出について積極的な態度を持つ人の割合が増加しているが、 
日常生活における歩数は評価できなかった。 

 
イ 指標に関連した主な施策・事業等 
○区における健康づくりに関する独自事業 
○健康教育（地域健康講座、すこやかフロンティア講座、地域健康情報発信事業） 
○介護予防事業（介護予防教室、高齢者介護予防指導者養成講座） 
○生涯スポーツの推進（大阪ウオーク、大阪マラソン等） 

 
    ウ 課題 

     ○運動の重要性を理解し、関心を持ち、運動を心がけている人が増加している一方

で、余暇時間に行われる運動と比較的活発な生活活動を合わせた「身体活動」の

指標である歩数は変わらない現状から、高い意欲があるものの実際の行動に繋が

っていない人々に対するアプローチが重要である。このためには、個人に対する
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啓発などに加え、運動に取り組みやすい社会環境の整備なども重要であると思わ

れる。 
     ○また、高齢者においても同様の状況が伺われ、社会参加を支援する仕組みなどが

重要であると思われる。 
 
 

（３）休養・こころの健康づくり 

    ア 指標の達成状況と評価 

○ストレスを感じた人の割合及び睡眠による休養を十分にとれていない人の割合は 
変化がなかった。 

      ○自殺死亡率は低下しているものの、自殺者数は 700人台である。自殺死亡率では、 
性別では男性が高く、50歳代が最も高かった。 

 
イ 指標に関連した主な施策・事業等 
○大阪市自殺対策基本指針（普及啓発、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等） 

○地域における相談業務（でかけるチーム精神保健相談事業） 
○健康講座・イベントの開催（市民こころの健康講座、こころの健康ふれあいフェ 
スタ、各区健康展、ヘルスジャンボリー等） 

 
    ウ 課題 

    ○自殺対策としては、50歳代をはじめとした働く世代への対策が重要である。また、
睡眠習慣など休養に関する保健活動や、地域や職域におけるストレス対策・メン

タルヘルス対策への取り組みについて、検討する必要がある。 
○今後の対策については、大阪市自殺対策基本指針との整合性をはかる必要がある。 

 
 
（４）たばこ 

    ア 指標の達成状況と評価 

○喫煙率については、男女とも有意に減少した。国と比較すると、男性は最終評価 
で低くなる一方、女性は依然として高い。 

    ○喫煙が及ぼす健康影響についての知識の普及は、全体として改善しているものの 
胃潰瘍・妊娠に伴う健康影響については、知っている人の割合が減少した。 
○未成年者の喫煙については、大幅に改善したが目標値には達していない。 

    ○公共の場での受動喫煙防止の推進については建物内禁煙が進み、大幅に改善した。 
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    イ 指標に関連した主な施策・事業等 

○喫煙の及ぼす健康影響についての知識の普及 
○未成年者の喫煙防止（未成年者喫煙防止出かける講座、普及啓発） 
○受動喫煙防止対策（職場における喫煙対策に関する指針、大阪府と連名で通知、 
普及啓発） 
○禁煙支援（職場における喫煙対策に関する指針、禁煙マラソン、禁煙チャレンジ、 
ネットワーク型市民セミナー） 
○世界禁煙デー及び禁煙週間に合わせた取組み 

 
    ウ 課題 

    ○喫煙率をさらに減少させるため、喫煙及び受動喫煙が及ぼす健康影響等たばこに 
ついての正しい知識を引き続き啓発する必要がある。特に女性と未成年者に対し 
ては、引き続き働きかけが必要である。 
○受動喫煙防止に関しては、多数の者が利用する施設の禁煙化の推進が必要である。 
○たばこ対策においては、路上喫煙防止対策等の他の施策も併せて推進する必要が 
ある。 
 
 

（５）アルコール 

    ア 指標の達成状況と評価 

○多量飲酒する人の割合については、悪化した。男女とも国と比べると高いが、そ 
の差は女性の方が大きい。 
○未成年者の飲酒率（月に 1回以上飲酒しているものの割合）は改善したが目標値 
には達していない。。 

○節度ある適度な飲酒の知識の普及については改善したが目標値には達していない。 
 

イ 指標に関連した主な施策・事業等 

○アルコール関連問題にかかる事業（精神保健福祉相談、酒害教室、市民啓発講座、 
支援者の育成事業、自助グループの育成等） 
○学校における児童・生徒に対する生活指導 

 
ウ 課題 

    ○多量飲酒者への保健指導等、個別のアプローチの検討が必要である。 
○女性の多量飲酒者の割合が国と比べて高いので、その原因や他都市の状況等を把 
握し、改善に向けた取り組みが必要である。 
○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、適正な飲酒量や飲み方を含めた啓発が必要である。 
 



46 
 

 
（６）歯の健康 

    ア 指標の達成状況と評価 
○幼児期のう蝕予防については、う歯のない幼児の割合は改善した。 

    ○学齢期のう蝕予防については、12歳児における 1人平均う歯数は改善した。 
    ○成人期の歯周病予防については、進行した歯周炎を有する人の割合（40、50歳）、 

歯間部清掃器具を使用する割合は改善がみられなかった。 
○歯の喪失予防については、80歳で 20歯以上、60歳で 24歯以上の自分の歯を有 
する人の割合は、目標値に達した。過去 1年間に定期的な歯石除去や歯面清掃を 
受けた人の割合、過去 1年間に定期的な歯科検診を受けた人の割合は、大きな変 
化はみられなかった。 
○進行した歯周炎を有する人の割合、歯間部清掃器具を使用する割合、定期的な歯 
石除去や歯面清掃を受ける人の割合については改善がみられなかった。 

 
イ 指標に関連した主な施策・事業等 

○8020運動 
○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、歯周疾患検診、妊婦歯科健康診査） 
○歯の衛生週間事業（よい歯のコンクール） 
○介護予防事業（口腔機能向上プログラム） 
○訪問口腔衛生指導事業 
○在宅寝たきり高齢者訪問歯科診療事業 

 
ウ 課題 

    ○現状の改善傾向を維持するため、小児のう蝕予防については、定期的なフッ化物 
歯面塗布・歯磨き指導を推奨する必要がある。また、多くの機会を利用して、歯 
の健康づくりについて今後も継続的に啓発していく必要がある。 
○成人期以降の歯周病の予防及び対応については、若い世代からの定期的な歯科検 
診と日常のセルフチェック等を推奨していく必要がある。また近年、歯周病と糖 
尿病などの身体疾患との関連が指摘されているため、医科と歯科との連携した取 
り組みが重要である。 

○ライフステージに応じた適切なう蝕・歯周病予防等の歯の健康づくりを進めてい 
くことが必要である。 
 
 

（７）糖尿病 

    ア 指標の達成状況と評価 

○糖尿病検診を受診している人の割合は増加したが、検診受診後の事後指導を受け 
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ている人は概ね 75％、また治療を継続している人は約 65％であり、推移につい 
ては十分な評価はできなかった。 

○糖尿病に伴う合併症である腎不全からの透析や失明者数の推移については、評価 
できなかった。 

 
イ 指標に関連した主な施策・事業等 

    ○特定健康診査・特定保健指導 

    ○大阪市食育推進計画 

    ○健康教育（地域健康講座、地域健康情報発信事業） 

    ○地域保健医療計画 

 
ウ 課題 

     ○糖尿病検診後の事後指導を受けている人の割合や治療継続している人の割合を 
増加させるよう、今後とも、受診者への確実なフォローが必要である。 

    ○糖尿病の合併症である失明や腎不全からの透析は、社会生活や経済的にも非常に 
重要な問題であり、これらの患者数を継続的に把握し、対応していくための体制 
が必要である。 

 
 

（８）循環器病 

    ア 指標の達成状況と評価 

○年齢調整循環器疾患死亡率（脳卒中、虚血性心疾患）は改善した。 
しかし、国に比べると直近値の改善の割合が低く、また国に比べ男女とも、虚血 
性心疾患の死亡率が高かった。 

    ○血圧平均値の推移の検討はできなかったが、高血圧有病者割合の有意な増加はみ 
られなかった。 

    ○高コレステロール血症者の割合に有意な増加はみられなかった。 
    ○カリウム摂取量は悪化した。 
 
    イ 指標に関連した主な施策・事業等 

    ○特定健康診査・特定保健指導 

    ○大阪市食育推進計画 

    ○健康教育（地域健康講座、地域健康情報発信事業） 

    ○地域保健医療計画 

 

    ウ 課題 

○「健康寿命の延伸」のためには、介護が必要となった原因の第 1位である脳卒中 
を減らす必要があり、関連する生活習慣として「喫煙」「肥満」「運動」、それぞれ 
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への対策の強化が今後とも重要である。 
    ○高血圧、高脂血症は循環器疾患の大きな危険因子であり、特定健診・特定保健指 

導の受診の向上および予防への取り組みが必要である。 
    ○カリウム摂取量が低下しているため、野菜・果物摂取増加対策が必要である。 
 
    エ 関連分野 

（４）たばこ 

（５）アルコール 
 

（９）がん 

    ア 指標の達成状況と評価 

    ○がん検診受診率は増加したが、目標値には達していない。 
   
    イ 指標に関連した主な施策・事業等 

○大阪市がん予防推進条例 

○「大阪市における今後のがん検診のあり方」 

○女性特有のがん検診推進事業 

○働く世代への大腸がん推進事業 

○周知広報事業 

○企業と連携した普及・啓発事業 

○受診しやすい環境整備（検診時の保育ボランティアの活用等） 

○子宮頸がん予防ワクチン接種への公費助成 

○医師会・医療機関との連携 

 
    ウ 課題 

    ○がんを予防するための生活習慣の改善やがん検診などにおいて、エビデンスが確 
立されたものについて広く普及啓発を行い、さらに、がん検診受診率向上のため 
の一層の取り組みが必要である。 

    ○がんの原因となっている喫煙への対策が必要である。 
 
    エ 関連分野 
    （４）たばこ 
    （５）アルコール 
 
 

（１０）肝臓病 

    ア 指標の達成状況と評価 
    ○肝臓がん罹患率は改善したが、目標値には達していない。 
    ○肝臓がんの死亡率は改善した。 
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    イ 指標に関連した主な施策・事業等 

○大阪市がん予防推進条例 

○肝炎ウイルス検査事業 

○肝炎フォローアップ事業 

   
    ウ 課題 

     ○肝臓がん、肝臓病の知識等について、また肝臓がんの原因であるウイルス性肝炎 
の知識についての普及啓発が必要である。 

○肝炎ウイルス検査の受診、陽性者が医療機関受診に結びつく体制の整備とともに、 
精密検査や治療について医療機関へ情報提供を行う等、医療連携を含めた肝炎フ 
ォローアップ事業の推進が必要である。 

 
エ 関連分野 
（２）身体活動・運動 

    （４）たばこ 
（５）アルコール 

   
（１１）メタボリックシンドローム 

    ア 指標の達成状況と評価 

    ○肥満者・糖尿病・高血圧・メタボリックシンドロームについては、平成 20年と 
23年の比較では、変化がなかった。 

    ○脂質異常症については、改善が見られたが、評価には注意が必要である。 
  
    イ 指標に関連した主な施策・事業等 

    ○特定健康診査・特定保健指導 

    ○区における健康づくりに関する独自事業 

    ○大阪市食育推進計画 

    ○健康教育（地域健康講座、地域健康情報発信事業） 

    ○生涯スポーツの推進（大阪ウオーク、大阪マラソン等） 

   
    ウ 課題 

○メタボリックシンドロームへの対策とともに、肥満を有するか否かに関わらず、 

血糖・血圧・脂質の各リスクに関して正常高値域を重複して有する者への対策の 
検討が重要である。 

○メタボリックシンドロームの予防には、小児期からの適切な生活習慣の定着が重 
要であり、若い世代からの啓発が必要である。 
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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
現状値 目標値

データ

ソース

1 男性 76.12年

2 女性 81.86年

健康格差の縮小

（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

数
目標項目

詳細

項目

数
目標項目の指標

指標の

詳細
現状値 目標値

データ

ソース

3 - 男性 134.6 121.1以下

4 - 女性 72.0 61.4以下

5 男性 48.5%

6 女性 36.5%

7 男性 39.1%

8 女性 27.8%

9 男性 55.1%

10 女性 44.0%

11
子宮頸がん検診

（20歳以上）
女性 32.9%

12
乳がん検診

（40歳以上）
女性 28.6%

13 - 男性 53.3 44.3以下

14 - 女性 23.4 14.9以下

15 - 男性 55.3 53.9以下

16 - 女性 19.5 16.8以下

17 男性 50.6% 45.5%以下*

18 女性 38.8% 34.9%以下*

7
血圧コントロール不良者割合の減

少
19

収縮期180mmHgまた

は拡張期110mmHg 以

上の者

- 1.24% 1%以下

20 男性 41.7% 37.5%以下*

21 女性 53.6% 48.2%以下*

22 男性 26.2% 23.6%以下*

23 女性 8.1% 7.3%以下*

24 男性 18.7% 16.8%以下*

25 女性 5.8% 5.2%以下*

11 特定健康診査の実施率の向上 26 - - 20.1% 60%

12 特定保健指導の実施率の向上 27 - - 3.8% 60%

28 男性 15.6% 15.6%以下*

29 女性 7.6% 7.6%以下*

血糖コントロール不良

者の割合の減少
14

血糖コントロール不良者割合の減

少
30

HbA1c8.0%（NGSP値

8.4%）以上の者
- 1.36% 1%以下

COPD

こころの

健康
自殺率の減少 15 自殺率の減少（人口10万対） 31 - - 27.9 21.2以下

人口動態

統計

目標を定めていません

＊最終評価時、年齢調整を行った数値で、現状値と比較する

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
13 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

9
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

10
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

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

脂質異常症の減少 8 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

高血圧者の減少

6 高血圧有病者割合の減少

脳血管疾患・虚血性心

疾患の年齢調整死亡率

の減少

4
脳血管疾患（年齢調整）死亡率の

減少（人口10万対）

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）

5
虚血性心疾患年齢調整死亡率の

減少（人口10万対）

人口動態統

計

介護保険認

定者数

がん

75歳未満のがんの年齢

調整死亡率の減少
2
75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
3 がん検診の受診率の向上

全体

目標

健康寿命の延伸 1 健康寿命の延伸
健康寿命（要介護認定

者数を用いた）

平均寿命の

増加を上回

る健康寿命

の増加

胃がん検診

（40歳以上）

 

参考資料 ２ 
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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 現状値 目標値

データ

ソース

32
40～60歳代男性

の肥満者割合
31.8% 28.6%以下

33
40～60歳代女性

の肥満者割合
17.8% 16.0%以下

34 20～39歳男性 40.6% 15%以下
市民アン

ケート

35 中学生男性 23.8%

36 中学生女性 19.5%

37 高校生男性 28.4%

38 高校生女性 20.0%

共食（家族と一緒に食事をとる）

食をとりまく環境の整備

身体活動量の増加

住民が運動しやすい環境の整備

睡眠による休養の確保

労働環境の整備

39 男性 6.4% 4%以下

40 女性 1.8% 0.3%以下

41 中学生男性 6.8%

42 中学生女性 8.6%

43 高校生男性 8.2%

44 高校生女性 13.7%

妊娠中の飲酒防止

44 男性 34.5% 29%以下

45 女性 13.1% 10%以下

46 中学生男性 1.9%

47 中学生女性 2.1%

48 高校生男性 5.2%

49 高校生女性 1.9%

妊娠中の喫煙防止

51
学校（建物内禁煙

の割合）
97.4% 100%

大阪府独

自調査

52

家庭（受動喫煙を

受けている者の割

合）

16.8% 8%以下
市民アン

ケート

定期的な歯科健診の受診 23
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）
53 - 51.4% 61%以上

市民アン

ケート

歯周病予防 24
40歳代で進行した歯周炎を有する

者の割合の減少
54 - 37.0% 30%以下

歯周疾患

検診

25
3歳児でう蝕がない者の割合の増

加
55 - 77.5% 80%以上

3歳児歯

科健康診

査

26 12歳児の一人平均う歯数の減少 56 - 1.25歯 1.0歯未満
学校保健

統計

歯の喪失予防 27
80歳で20歯以上の自分の歯を有

する者の割合の増加
57 - 39.5% 46%以上

歯科健康

調査

口腔機能の維持・向上

（3）健康を支え、守るための社会環境の整備

歯・口腔の

健康 う蝕予防

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 22
受動喫煙の機会を有する者の割

合の減少

たばこ

たばこをやめたい人の禁煙 20 成人の喫煙率の減少
市民アン

ケート

未成年者の喫煙防止 21

適切な量と質の食事の摂取

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

休養

アルコール

適正な飲酒

目標を定めていません

身体活動・

運動

多量飲酒者（毎日3合以上の飲酒

をする者）の割合の減少

17 朝食欠食率の減少
10%以下

18

中高生ア

ンケート

市民アン

ケート

未成年者の飲酒防止 19

栄養・

食生活

適正体重の維持 16 適正体重を維持している者の増加
国保特定

健診

 
○現状値の調査年 

 ・人口動態統計  平成22年 

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

・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 「すこやか大阪２１健康づくりアンケート（中学生・高校生）」（平成23年7月） 

・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 「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」（平成23年9月） 
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大阪市健康増進計画「すこやか大阪２１（第２次）」 

に対するパブリック・コメントの実施結果について 

 

１ 意見募集の方法 

（１）募集期間 

  平成２５年２月１日(金)～２月２８日（木） 

 

（２）公表資料の配架場所等 

健康局健康推進部健康づくり課、市民情報プラザ、各区役所（区民情報コーナー、保健福祉

課）、大阪市サービスカウンター、市立スポーツセンター、市民プール、図書館、老人福祉セ

ンター、地域包括支援センター、大阪市保健所管理課 

 

（３） インターネットによる公表 

大阪市健康局ホームページ 

 

（４）募集方法 

健康局健康推進部健康づくり課への持参、郵便、ファクシミリ、電子メール 

 

２ 集計結果 

（１）受付件数  14件  

   【性別】  男性：11人  女性：3人    

   【住所地】 市内：12人  市外：2人   

   【年齢】  20歳代：1人 30歳代：1人 40歳代：1人 50歳代：2人  

60歳代：6人 70歳以上：3人 

（２）受付方法   

持参：4件 ファクシミリ：5件 電子メール：5件 

 

（３）提出意見数   33件 

項目 件数 項目 件数 

最終評価 1 アルコール・たばこ 2 

健康寿命 2 たばこ 8 

がん 2 歯・口腔の健康 1 

循環器疾患 2 普及啓発 3 

栄養・食生活 3 計画の推進 1 

身体活動・運動 1 社会環境の整備 4 

休養 1 その他 2 

 

参考資料 ３ 


