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第５回すこやか大阪２１（第２次）推進会議 会議録 

 

 

 

１ 日 時 

平成 29年 3月 30日 (木）午後３時～５時 
 

 

２ 場 所 

大阪市役所 屋上階 Ｐ１会議室 

 

 

３ 出席者 

（委 員） 

 市原委員、稲葉委員、大関委員、岡田委員、北𠮷委員、五嶋委員、澤田委員、髙嶋委員、 

寺田委員、寺村委員、福岡委員、福島委員、前田委員、松田委員、森原委員、矢野委員 

（事務局） 

 鈴木健康局理事、髙野健康局健康推進部長、竹内健康局医務監、撫井健康局医務監、藪

本健康局保健指導担当部長、藏田健康局健康施策課長、岩崎健康局保健医療計画担当課

長、渡部健康局健康づくり課長、高野健康局生活習慣病担当医務主幹、村井健康局健康

推進部保健主幹、宮前健康局生活衛生課長、橋本保健所管理課長代理（代）、楠亀保健所

保健医療対策課長、廣川保健所感染症対策課長、吉田浪速区役所保健副主幹、奥西東淀

川区役所保健担当課長代理、藤原福祉局生活福祉部保健副主幹（代）、林福祉局高齢福祉

課担当係長（代）、青柳こども青少年局管理課長、松元教育委員会事務局学校保健担当課

長代理（代） 

 

 

４ 議 題 

（１）「大阪市民の健康づくり・生活習慣等に関する調査」および「健康づくりアンケート

（中高生）」の結果について（報告） 

（２）「すこやか大阪２１（第２次）」の評価素案について 

（３）「すこやか大阪２１（第２次）」の平成２９年度スケジュールについて 
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５ 議 事 

 

司会 

お待たせをいたしました。 

定刻になりましたので、ただ今から 第５回すこやか大阪２１（第２次）推進会議を開催させて

いただきます。 

私は、本日の進行役を務めさせていただきます、大阪市健康局健康推進部健康づくり課課長代

理の林でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、開会にあたりまして、健康局理事の鈴木から一言ごあいさつを申しあげます。 

 

鈴木健康局理事 

 大阪市健康局理事の鈴木でございます。会議の開催にあたり、一言ご挨拶を申しあげま

す。 

委員の皆様には、平素から本市の保健衛生行政の推進にご理解とご支援を賜り、心から

お礼を申しあげます。また、本日は年度末のお忙しい中を「すこやか大阪２１（第２次）

推進会議」にご出席いただきまして、厚くお礼申しあげます。 

さて、皆様ご存知のとおり、平成２５年度から平成２９年度までを計画期間とする大阪

市健康増進計画「すこやか大阪２１（第２次）」がいよいよ来年度には最終年度を迎えます。 

そのため、今年度は７月から８月にかけて中高生及び市民を対象としたアンケートをそ

れぞれ実施いたしました。 

本日の会議では、これらアンケートの集計結果をご報告させていただくとともに、アン

ケートを含む各種データの結果を踏まえ、本市において検討した第２次計画各分野の評価

素案について説明させていただきます。 

委員の皆様から様々なご意見を頂戴し、平成２９年度に行う第２次計画の評価や次期計

画の策定につなげていきたいと考えております。 

限られた時間ではありますが、活発にご議論いただきますことをお願い申しあげ、簡単

ではございますが、開会にあたりましてのご挨拶とさせていただきます。本日は、どうぞ、

よろしくお願いいたします。 

 

司会 

続きまして、お手元の資料の確認をお願いいたします。 

 （資料一覧に沿って資料の確認） 

それでは、本日、ご出席をいただいております委員の皆様をご紹介させていただきます。 

（委員名簿に沿って委員の紹介） 

以上、１６名の委員にご出席をいただいております。 

なお、岡本委員、田中委員、宮田委員におかれましては、ご欠席との連絡をいただいておりま
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す。 

続きまして、本市側の出席者でございます。 

（本市出席者紹介） 

それでは、ここからの進行は、座長の稲葉委員に行っていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

 

稲葉座長 

 座長の稲葉です。よろしくお願いします。 

それでは、さっそく議事に入らせていただきます。まずは、報告案件の「大阪市民の健康づく

り・生活習慣等に関する調査」および「健康づくりアンケート（中高生）」の結果について事務

局より説明をお願いします。 

 

渡部健康局健康づくり課長 

健康局健康づくり課長の渡部でございます。報告案件について、説明させていただきま

す。 

それでは、お手元の資料１をご覧ください。 

去年の８月に「大阪市民の健康づくり・生活習慣等に関する調査」といたしまして実施

しました、市民アンケートの集計結果でございます。 

今回のアンケート結果は、右半分に「今回」と表示して記載しております。 

左半分には平成２３年に実施しました市民アンケートの結果を「前回」として、記載し

ております。 

 

本日は、要点のみ、ご説明させていただきます。１ページの今回の回収状況をご覧くだ

さい。表1として、回収状況を現しております。 

この表の左端のＡ＋Ｂの「割当標本数」と記載した欄に 5,000 件とありますが、無作為
に抽出した市民 5,000人に対して、アンケートの調査票を送付したものです。 
そのうち、平成２８年９月３０日までに回収された有効回収調査票数は、右から三つ目の

Ｄの欄のところですが、2,745件でした。 
Ｄ欄の右となりの欄にあります「割当標本数に対する回収率」は、54.9％となり、前回の

54.5％とほぼ同じ状況でした。 
その下の表２は、性別・年齢階級別の回収率等をお示ししたもので、数値については、

ご覧のとおりです。 

 

次に、２ページをご覧ください。朝食の摂取状況です。右側の「今回」部分をご覧くだ

さい。「あなたは、ふだん朝食を食べていますか」の問いに対して、「ほとんど毎日食べる」

と答えた人の割合は、男性は前回数値と比べて、1.2％上がって 76.7％、女性は前回数値と
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比べて、2.8％下がって 81.3％であり、男性より女性の割合が高く、年齢層別では、男女と
も「２０～３９歳」で最も低い状況で、年齢層が高くなるほどその割合も高くなっており

ます。これは、前回も同様でした。 

次の３ページをご覧ください。朝食の欠食率です。先ほどの「あなたは、ふだん朝食を

食べていますか」の問いの回答で、「ほとんど毎日食べる」と答えた人、以外の割合です。

男性は前回より 1.1％下がり、23.4％です。女性は、前回より 2.8％上がり、18.7％でした
が、前回と同様に、男性の割合がまだ高い状況です。 

 

次の４ページをご覧ください。喫煙率です。「あなたは、たばこを吸っていますか」の問

いに対して、「吸っている」と答えた人の割合は、男性は前回より 2.5％下がって、32.0％、
女性は前回より 0.3％上がって、13.4％です。 
年齢層別に見ますと、前回と同様に男女とも「４０～６４歳」の割合が高いですが、 

特に女性の「４０～６４歳」は前回より、2.4％上がっております。 
 

次の５ページをご覧ください。受動喫煙の状況です。「あなたは、他人のたばこの煙を吸

う機会はありますか」の問いに対して「家庭、職場や学校、飲食店、屋外の公共の場、そ

の他、で吸う機会がある」と答えた人の割合は、男性 76.7％、女性 76.9％であり、前回に
比べ、男性は 14.1％、女性は､20.4％、それぞれ上がっております。年齢層別に見ますと、
男女とも「２０～３９歳」「４０～６４歳」で高くなっています。 

 

次の６ページをご覧ください。多量飲酒者の割合です。「あなたは、週に何日ぐらいアル

コール類を飲んでいますか、と、1日にどのくらいアルコール類を飲んでいますか」の問い
に、日本酒に換算して、毎日３合以上アルコール類を飲む人の割合は、男性は 5.0％、女性
1.2％で、前回と比較して、男性は 1.4％、女性は 0.6％、それぞれ下がっております。年齢
層別にみると、男女とも「４０～６４歳」で最も高くなっておりますが、前回より下がっ

ています。 
 

次の７ページをご覧ください。歯・口腔の健康のうち、１）歯の健康診断 受診割合で

す。この１年間に歯の健康診断を受けた人の割合について、男性は、前回より 0.4％上がり、
44.3％で女性は、前回より 1.2％下がって 51.1％であり、前回と同様に女性の割合が高い状
況です。年齢層別にみると、男性の「２０～３９歳」の割合が 35.7％と最も低い状況です
が、前回と比べると 0.8％上がっており、むしろ男性では、６５歳以上、女性では４０歳以
上で前回より下がっている状況です。 
 
次の８ページをご覧ください。２）高齢者の歯の本数についてですが、「あなたの歯は何

本ありますか」の問いに対して、７５～８４歳のうち「２０本以上」と回答した人の割合
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です。男性は前回より、0.6％下がって 39.8％で女性は前回より、5.4％上がって、44.3％で
す。今回は、女性の割合が高い状況でした。 
 

次の９ページをご覧ください。１）胃がん検診の受診率です。 
この１年間に胃がん検診を受けた人の割合は、男性は前回より、10.6％下がって、29.5％、

女性も前回より、7.8％下がって、23.3％です。年齢層別を前回と比較しますと、男女とも
に６５歳以上の下がり幅が、最も大きい状況です。 
前回数値との比較では、男女とも全年齢層において受診率は下がっております。 

 

次の１０ページをご覧ください。２）大腸がん検診受診割合です。 
この１年間に大腸がん検診を受けた人の割合は、男性が前回より、4.5％下がって、27.4％

で、女性が 0.3％下がって、22.4％です。 
年齢層別を前回と比較しますと、男女ともに特に６５歳以上の下がり幅が大きい状況で

す。 

 

次の１１ページをご覧ください。３）肺がん検診受診割合です。 
この１年間に肺がん検診を受けた人の割合は、男性は前回より、13.4％下がって、35.2％

で、女性も前回より、12.0％下がって、26.7％です。年齢層別を前回と比較しますと、男女
ともに６５歳以上の下がり幅が最も大きい状況です。 
 

次の１２ページをご覧ください。４）乳がん検診・子宮がん検診受診率です。 
まず、乳がん検診受診率です。この２年間に乳がん検診を受けた人の割合は、前回より 3.1％
上がって、30.0％です。 
一方で、年齢層別を前回と比較しますと、６５歳以上が下がっている状況です。 
次に、子宮頸がん検診受診率です。この２年間に子宮頸がん検診（子宮頸部細胞診検査）

を受けた人の割合は、前回より 0.7％上がって､33.6％です。 
一方で、年齢層別を前回と比較しますと、６５歳以上が下がっている状況です。 

 

市民アンケートの結果は以上でございます。なお、市民に対して実施したアンケートの

内容は、資料２にお付けしております。 

 

続きまして、去年７月に「健康づくりアンケート（中高生）」として、実施しました「中

高生アンケート」の集計結果です。 

お手元の資料３をご覧ください。 

 

中学生については、前回、平成２３年に実施したアンケート回収率が６割と低かったこ
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とから、今回は市内中学校のうち、校長会の幹事校長がおられる２４校の中学２年生の１

～２クラスを対象としており、回収できた２３校１，５０３人の結果です。 

また、高校生については、前回と同じく大阪市立高等学校４校の高校２年生全員を対象

とし、回収できた７８７人の結果です。 

回答者の性別構成比は表１および表２のとおりで、ほぼ前回と差はない状況です。 

 

次の２ページをご覧ください。朝食の摂取状況です。 
「ふだん朝食を食べていますか」に対して、「ほとんど毎日食べる」と答えた人の割合は

中学生男子 86.4％ 女子 84.6％、高校生男子 69.5％高校生女子 69.9％でした。この「ほと
んど毎日食べる」と答えた人以外を朝食欠食者として、その割合を示したものが下の棒グ

ラフになります。 
中学生では、男子 13.6％ 女子 15.4％、高校生では、男子 30.5％ 女子 30.1％となり、

中学生は女子、高校生では男子の割合が少し高い状況でした。 
また、前回と比べると、中学生では男女とも欠食率が下がりましたが、高校生では男女

とも上がりました。 
 
次の３ページをご覧ください。１番、喫煙の状況です。「この１か月でたばこを吸った」

と答えた人を「喫煙者」、「この１か月は吸っていない」と答えた人を「喫煙経験者」とし

た割合です。 
喫煙率は、高校生男子が一番高く 2.5％、喫煙経験率も高校生男子が一番高く 9.8％との

状況でした。前回との比較では、中高の男女とも、喫煙率と喫煙経験率は下がっておりま

す。 
 
２番、飲酒の状況です。「この１か月でお酒を飲んだ」と答えた人を「飲酒者」、「この１

か月は飲んでいない」と答えた人を「飲酒経験者」とした割合です。 

高校生男子の飲酒率が 7.5％、飲酒経験率が 35.9％と、ともに割合が高い結果でした。前
回との比較では、中高の男女とも、飲酒率と飲酒経験率は下がっております。 
 
以上が、中高生アンケートの結果です。 

中高生に対して実施したアンケートの内容は、資料４にお付けしておりますので、参考

にしてください。 

 

報告案件の説明は以上となります。よろしくお願いします。 

 

稲葉座長 

 この５年間の変化で、特別な意見、質問等ありましたら伺います。 
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特にないようですので、続いて、議題案件（１）「すこやか大阪２１（第２次）の評価素

案について」、ここは９つの分野に分かれているので、各分野ごとに説明して、ご意見をい

ただくという流れで進めていきたいと思います。では、事務局からご説明をお願いします。 

 

高野健康局生活習慣病担当医務主幹 

 健康局医務主幹の高野でございます。議題１について、ご説明させていただきます。 

 議題に入る前にまず、「すこやか大阪２１（第２次）」の今後のスケジュールについて簡

単に触れたいと思いますので、お手元の資料６をご覧ください。 

 次の議題で詳しく説明いたしますが、第２次計画は平成 29年度が最終年度になります。

評価については、９月に確定に向けて進めていくこととなります。 

 次回７月に開催する推進会議で評価案についてご意見を伺うこととしておりますが、３

月のところに記載しています本日の会議は、その前段として作成した評価素案についてご

意見を伺うものです。 

 

 参考資料１「すこやか大阪２１（第２次）における目標項目」の一覧表をご覧いただけ

ますでしょうか。 

 評価は目標値を設定している項目について行うこととしており、目標値を設定している

のは網掛けをしていないところです。 

 評価にあたり、２次計画策定時の値や今回評価する現状値は、右端のデータソースを用

いたものです。 

 左端１列目の全体目標など各分野別に目標値に達したかどうかの目標達成状況や、策定

時の値と現状値の比較など総合的に勘案し、評価素案として資料５を作成しました。 

 

 それでは、資料５「すこやか大阪２１（第２次）分野別評価素案シート」をご覧くださ

い。１ページの評価方法について説明いたします。 

 目標項目が目標値に達したかどうかを評価し、目標値に達していないものについて、第

２次計画策定時の値と現状値を比較、統計的有意差検定ができないものやそぐわないもの

を除き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

踏まえ評価を行いました。 

 評価案区分では、検定結果と大阪市の動向、国との比較等を包括的に評価し、資料のと

おりＡからＥに区分しました。 

  

 ２ページ目をご覧ください。全体目標で目標項目は「健康寿命の延伸」です。 

 上段の表は目標項目と策定時の値と現状値および目標値で、１ページの評価区分に合わ

せて評価案をつけました。 

 下段の表の（１）、（２）は現状値にかかるデータ分析、分析にかかるコメント、（３）は
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指標に関連した施策・事業、（４）では今後の課題や対策の素案を作成しました。 

 評価案やデータ分析結果及び今後の課題や対策について、委員の皆さまからご意見をい

ただきたいと思います。宜しくお願いいたします。 

 

 健康寿命は要介護認定者数を用いて「日常生活動作が自立している期間の平均」を算出

しています。策定時平成２２年と現状値平成２７年を比較すると男性は７６．１２年から

７７．１４年で１．０２年、女性は８１．８６年から８２．６３年と０．７７年延伸して

おります。 

 （５）備考欄をご覧ください。健康寿命・平均寿命の大阪市、全国の推移を記しており、

大阪市平均寿命は平成２２年と平成２７年を比較すると男性１．２２年、女性は１．０２

年延伸し、目標の「平均寿命の増加を上回る健康寿命の増加」は男女とも達成していませ

ん。また、国で公表されている健康寿命は平成２２年から２５年の３年間で、男性０．５

５年、女性０．２１年延伸しております。 

（２）欄に記載のとおり、大阪市の平成２２年から２７年、これの年あたりの伸びは、

男性０．２０４年、女性０．１５４年で、国の平成２２年から２５年の年あたりの伸びの

男性０．１８３年、女性０．０７年と比較して、男女とも国より伸びがみられ、大阪市で

は国と比べて健康寿命が短いものの、国の健康寿命レベルに近づいていることから改善傾

向にあり、評価案はＢとしました。 

（３）（４）については、ご覧のとおりです。 

説明は以上です。 

 

稲葉座長 

 健康寿命に関してご意見ありますでしょうか。健康寿命は、医療費に関わると思います

が、健康保険組合の北𠮷委員いかがでしょうか。 

大阪市の方が国よりも健康寿命が伸びているとのことで、健康保険から言うと、良い方

向であると思いますが。 

 

北𠮷委員 

 健康寿命は大切で、終末期医療は高額になりますし、支援金等にも関わってきますので、

高齢者に対する健康施策は重要な課題と捉えています。こういった取り組みは重要で大切

と考えています。 

 

稲葉座長 

 他にご意見ないようでしたら、がん分野について事務局より説明願います。 

 

高野健康局生活習慣病担当医務主幹 
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３ページのがんをご覧ください。目標項目が複数ある分野では、目標項目に①、②と番

号をつけ、データ分析欄の①、②とリンクさせて記載しています。 

目標項目①「７５歳未満のがんの年齢調整死亡率の減少」データ、平成２７年が未発表

のため評価案はＥ、記載はしていませんが、参考までに、平成２６年の７５歳以上を含む

全年齢のがんの年齢調整死亡率は策定時に比べ男女とも低下し、改善傾向と思われます。 

目標項目②「がん検診の受診率向上」では、市民アンケート結果でお伝えしたように、

胃がん検診男女、大腸がん検診男性、肺がん検診の男女で受診率は減少し、有意差があり、

評価案はＤ。 

大腸がん検診女性は減少しているが有意でなく評価案はＣとしました。 

子宮頸がん検診は現状値 33.6％、乳がん検診は 31.0％と増加しているが有意ではありま
せんでした。 

 （２）のデータ分析にかかるコメント欄の大阪市実施のがん検診受診率の推移では、平

成２３年と平成２７年を比較すると、胃がんを除くすべてのがん検診で受診率が増加して

おり、（３）や（５）に記載した無料クーポン事業を含む個別受診勧奨や土日祝日等の健診

実施といった受診しやすい環境整備等による効果が考えられます。 

 また、（５）の１つ目をご覧ください。市民アンケートは２０～８４歳を対象に実施して

います、国はがん検診受診率を６９歳までで算出しており、国にあわせて市民アンケート

から４０から６９歳、子宮頸がんは２０から６９歳、を対象として算出すると、女性では

肺がんを除き受診率は増加。乳がん検診の受診率は増加しており有意であることから、子

宮頸がん・乳がん検診については、これらを総合し改善がみられることから評価案はＢと

しました。 

 胃、大腸、肺がん検診受診率減少の要因については、「がん検診を受診した」と回答し受

診場所は「治療中や経過観察中などで医療機関での同様の検査」との回答者数割合が前回

と比べ最も減少していました。 

 また、がん検診未受診者で、「検診があることを知らなかった」と回答した方は前回より

減少し、がん検診個別勧奨等によりがん検診が周知されて、医療機関で同様の検査を受け

てもがん検診と同様の検査を受けたという意識のない方がおられたのではないかと推測さ

れます。 

 （４）の今後の課題については、男性の胃・肺がん検診について受診率が減少しており、

より効果的な個別受診勧奨を行い、受診行動につなげることが必要としました。 

また、記載していませんが、女性では個別受診勧奨対象年齢層の受診率は増加しており、

引き続き個別勧奨等を行います。 

 

 

稲葉座長 

 がんについて専門的な意見をいただきたいと思いますが、福岡委員いかがでしょうか。 
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福岡委員 

 分かりにくかったので確認ですが、病院での検査は「検診」と見なしていないというこ

とでしょうか。 

 

高野健康局生活習慣病担当医務主幹 

 前回平成23年も同様のアンケート項目でしたが、資料２をご覧ください。がん検診をど

こで受けたかを聞いており、「受診」を把握しています。分析の結果、受診場所として「医

療機関での検査」が最も減少しておりました。これはがん検診の周知によって、「医療機関

での検査は診療の一環で、がん検診ではない」と認識されている可能性があることが考え

られます。 

 

福岡委員 

 受診率 50％となると、もう少し頑張っていただかないといけないと思います。市として

何ができるのか、市のがん検診の受診率は低いということで、今後の課題と思いますが、

国や近隣の市町村と比べると、それほど低くはないということでよろしいでしょうか。デ

ータはないのでしょうか。 

 

渡部健康局健康づくり課長 

 地域の受診率ということで、大阪市は受診率を把握しています。母数は推計で出してい

ます。政令市 20市中で 14～15位ですが、以前に比べて多少は上がってきていますが、顕

著ではありません。過去５年間、無料クーポン券事業や受診機会の拡充ということで土日

の開催もしてきていますので、その分の受診率は上がってきています。しかし、アンケー

トでの数値は顕著に下がってきている状況です。 

 

福岡委員 

 アンケートですので、正確な数値でないことは分かります。肺がんの受診率は高いです

が、受けやすいということがあるのでしょうか。50％の目標に近づけるために市として何

ができるのかを検討していただきたいと思います。 

 

稲葉座長 

 公衆衛生の観点から、福島委員いかがでしょうか。 

 

福島委員 

 評価数値を市民アンケートでしか把握できないということが大きな限界点だと思います。 

本来であれば、ヨーロッパ諸国のように国民 1人 1人がどういった検診を受けたかの履
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歴を中央省庁や自治体で把握して評価するのが最も正確であると思います。 

事務局の説明のようにアンケート問 35で同等の検査を受けていてもそれを「がん検診」

と認識していなければ、問37に進んでしまいます。注意深い人は問36で同等の検査で「受

けた」と認識しますが、認識しなかった人が多いということが、この数値に反映されてい

るのではないかと思います。 

前回と比較するという観点においては、前回の内容を踏襲することになりますが、事務

局の方で問い方をブラッシュアップしているということも存じていますので、非常に大変

な苦労をされたと思います。次回もし評価されるのであれば、同等の検査を受けた人を漏

れなく把握できるような聞き方が必要ではないかと思います。限界点はある中で、この数

値からでは、高い評価にならないのは仕方ないと思いますし、その中でも大阪市がん検診

に限ったときの受診率は下がっていないというところは、行政の取り組みとしては評価し

ていいのではないかと思います。 

 

稲葉座長 

 アンケートは健康に興味のある、高齢者、女性に偏っているので、過大評価をしてしま

う可能性があると思います。大阪市の検診とアンケートの検診の値で子宮頸がん、乳がん

は近接した割合なので、大阪市の役割は大きいと思います。 

比較的多いのは大腸がんになると思います。胃がん、肺がんは乖離が大きいので一般の

医療機関で受診しているということなのでしょうか。 

子宮頸がん、乳がんは大阪市の検診に頼っているところが大きいと思います。検診車の

配置などしていると思いますが、方向性としては、どこに特化しているのでしょうか。 

 

渡部課長 

 子宮頸がん、乳がんは会社の検診においてセットで受けられるところがあまりないよう

ですので、高い傾向があります。 

一方、胃がん、肺がん、大腸がんについては、企業の方に聞き取り調査をしているとこ

ろですが、基本的な健康診断の中で、「がん検診」と表現せずに「胃部エックス線検査」、「便

潜血反応検査」等の表現で含まれているので、アンケートでは下がっているのだと思いま

す。すでに職場にてセットで受けている人は、地域でのがん検診を受けるまでには至らな

いのかと考えられます。 

 

稲葉座長 

 他にご意見ないようでしたら、次項目について事務局より説明願います。 

 

高野健康局生活習慣病担当医務主幹 

 ４ページ、５ページの循環器疾患、糖尿病は併せて報告させていただき、その後にご意



12 
 

見をいただきたいと思います。 

 ４ページ循環器疾患をご覧ください。 

 目標項目「①脳血管疾患の年齢調整死亡率の減少」「②虚血性心疾患の年齢調整死亡率の

減少」は国データ公表待ちのため評価案はＥです。 
 記載していませんが、参考までに言いますと、脳血管疾患、虚血性心疾患の粗死亡率は、

策定時に比べ平成 27年では男女とも低下し、改善傾向と思われます。 
 「③高血圧有病者割合の減少」では、男性の有病者割合は増加するも、有意でなく評価

案はＣ。女性は減少し有意であり評価案はＢ。「④血圧コントロール不良者割合の減少」で

は、コントロール不良者割合は減少し有意であり評価案はＢとしました。 
 「⑤脂質代謝異常有病者割合の減少」では、有病者割合は男女とも増加し有意であり評

価案はＤとしました。 
 「⑥メタボリックシンドロームの該当者割合の減少」では、該当者割合は男性では増加

し有意であり評価案Ｄ、女性は減少しており有意であり評価案はＢ。「⑦メタボリックシン

ドローム予備軍割合の減少」では予備群割合は男女とも減少し有であり評価案Ｂ。 

 「⑧特定健康診査の実施率の向上」では、実施率は増加し有意で評価案はＢ、「⑨特定保

健指導の実施率の向上」では、実施率は減少し有意であり評価案はＤとしております。 

  

続きまして、５ページの糖尿病です。 

 「①糖尿病有病者割合の増加の抑制」では、有病者割合は、男性では増加しているが有

意でなく評価案はＣで、女性は７．４％に減少し、目標値７．６％以下を達成し評価案Ａ

としました。 

 「②血糖コントロール不良者割合の減少」では、コントロール不良者割合は減少し有意

であり、評価案はＢとしました。（２）、（３）欄にデータ分析にかかるコメント、指標に関

連した施策等を示しております。 

 （４）欄、今後の課題及び対策の抽出については、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の必要性を記載しました。 

また、血圧コントロール不良者割合が減少していることから重症化予防対策の取り組み

成果がみられ、今後も引き続き重症化予防を推進していくとしております。 

 説明は以上です。 
 
稲葉座長 

 看護協会の髙嶋委員、ご意見ありますでしょうか。 

 

髙嶋委員 

 取り組みの成果が出ている事例と思い見させていただきました。これに関係するかは分

かりませんが、高齢者のフレイルと呼ばれる状況、高齢者の年齢に応じた HbA1cと言われ
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る時代になってきているので、値を「6.1」とひとくくりにするのは良いものなのかと思い

ました。意見だけですが、高齢者でも年齢層に応じて正常値が変わってきている時代なの

で、そう感じました。 

 

稲葉座長 

 ご指摘の通り、高齢者の糖尿病の目標値が去年出ており、今回学会のガイドラインで出

ています。フレイルや血糖の薬剤について、目標値が層別化されてきているので、年齢で

目標値を変えるという指摘は非常に貴重な意見であります。 

 高血圧、糖尿病の罹患率は変化なく、良くなったものもある中で、適切にコントロール

できている率は非常に良くなったとのことですが、アンケートで高齢者が多いと思います

ので、壮年期ではなく、高齢者できっちりしているとイメージがあります。服薬により値

が良くなったというのは、年齢でばらつきがあり、若い人と差があるということはなかっ

たのでしょうか。そこが非常にポイントだと思います。 

 

高野健康局生活習慣病担当医務主幹 

 循環器疾患について高血圧有病者、血圧コントロール不良者のデータソースの説明が不

足していました。データソースが大阪市国保の特定健診を受診された方のデータを用いて

集計しています。特定健診になりますので、対象年齢が40歳以上の方になります。 

 

稲葉座長 

 40歳以上の中でも、層別化できると思います。特に国保は高齢の方も多いと思いますの

で、差はなかったのでしょうか。 

 

藤原福祉局生活福祉部保健副主幹 

 今、説明できるデータを持ち合わせていませんが、H23とH27の健診の受診者層で、明ら

かに違うところは６５歳以上の割合が増えています。健診とは別にレセプトのデータを分

析しますと、年代が上がるごとに、糖尿病も高血圧も受診割合は増えています。治療と年

１回の健診を受けている人もいますので、そこのすみわけ、見極めは難しいところがあり

ますが、少なくともＨ２３とＨ２７とで健診の受診者層は高齢に少し偏っている中で、全

体で検査データの値は改善しているという結果は出ています。 

 

稲葉座長 

 ありがとうございました。 

他にご意見、ご質問なければ次の分野に進みたいと思います。事務局から説明をお願

いします。 
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村井健康局健康推進部保健主幹 

 健康局健康づくり課の栄養士の村井です。栄養・食生活分野について説明いたします。 

 資料の６ページをご覧ください。 

 「①適正体重を維持している者の増加」については、４０～６０歳代男性の肥満者割合は

増加するも有意差はなく評価案はＣ、４０～６０歳代女性では有意に減少しているため評

価案はＢとしました。 

「②朝食欠食率の減少」は、中学生男性・女性ともに有意に減少しており、評価案はＢ

としました。これは、小中学生とその保護者に向けた食生活教室の開催回数が平成２７年

度に倍増しており、中学生への食育の普及啓発がなされたことにより改善したと考えてい

ます。 

戻りまして、高校生男性は増加するも有意でなく評価案はＣ、高校生女性は有意に増加

しているため評価案はＤ、２０～３９歳男性は増加するも有意差はなく評価案はＣとして

おります。 

 指標に関連した施策としましてはご覧のとおりです。 

 今後の課題及び対策の抽出につきまして、朝食欠食率の割合は高校生から増加がみられ、

高校生を含む青壮年期層への食習慣の改善について取り組みの強化が必要です。 

 説明は以上です。 

 

稲葉座長 

 ただ今の事務局からの説明について、ご意見、ご質問等はありませんか。 

 大阪府栄養士会の大関委員、ご意見ありますでしょうか。 

 

大関委員 

 40～60歳代の男性肥満者の割合を減らしたいというのは、なかなか難しいということが

分かりました。しかし、朝食欠食率については、中学生がすごい勢いで減っていて、高校

生がすごい勢いで増えているのは、随分数値のばらつきが多かったので、戸惑っています。  

最近では、親の世代が食べないので食べていないのかと思っていましたが、中学生は減

少が見えましたので、これが施策の効果であるのであれば、同様に高校生の方にも発揮し

てほしいと思います。 

高校生女子でこれだけ高いというのは、国でも見たことがないデータだと思うので、こ

のデータがどれほど信頼性のあるものか分かりませんが、今後若い女性の健康のことを考

えると恐いと感じました。 

朝食だけではなく、生活リズムを見ないといけないので、朝食の欠食率だけでは全てを

把握できるわけではありませんが、年代によって異なるデータが出たというのは、どう評

価していけばよいのか、難しいように思いました。 

また、目標値がかなり高いので、厳しい状況で、評価としてはＢがあっても、目標まで
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は難しいように感じました。 

 

稲葉座長 

 中学生と高校生で極端に違うということがありますが、事務局の考えはどうでしょうか。 

 

村井健康局健康推進部保健主幹 

 今回のアンケートでは中学生と高校生の明らかな違いは、アンケートの項目で詳細を聞

いていないので、理由は分かりませんが、睡眠時間とクロス集計してみていきたいと思い

ます。 

 

稲葉座長 

 高校生だとやせ願望が多く、女性に関しては、食べられる環境であっても食べないとい

うことがあるのかと思いますが、男性でも同じ割合ですね。 

 大阪市食生活改善推進員協議会の五嶋委員、ご意見ありますでしょうか。 

 

五嶋委員 

 中学生については、私たちの方で食育を行っていますが、その際、朝食の摂取状況を聞

くと、ほとんどが食べてきています。朝食についても話をしていますが、高校生の方には

出向いていける状態ではありません。 

 スキルアップ事業として、今年初めて働き盛りの人と若い人（高校生、大学生）を対象

に事業を行いましたが、声掛けをしに行くのはまだ難しい状況が一番の難点であり、これ

からはそういったところへ食育を行っていきたいと思っています。 

 

高野健康局生活習慣病担当医務主幹 

 中学生の朝食欠食率と睡眠時間について、睡眠時間が６時間未満の人は朝食欠食率が高

いという関係が見られましたが、高校生については、睡眠時間が６時間未満の人が全体的

に増えてくるので、睡眠時間との相関は分からず、他の要因もあるのではないかと思われ

ます。 

 

矢野委員 

 高校の健診に行くと、高校生になるとアルバイトをしている人が多く、夜も遅くまで働

いているため、ぎりぎりまで睡眠をとり、朝食を食べる暇がないと思います。高校の地域

差もあると思いますが。 

 

稲葉座長 

 高校生でそれほど夜遅くまで働いているのでしょうか。 
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矢野委員 

 親の経済状態が悪くて、働かないといけない子等がいます。また、スマホに時間を取ら

れて朝はぎりぎりまで寝ているという子が多いように思います。 

 

稲葉座長 

 睡眠時間６時間というのは死亡率が上がるレベルですね。 

 

福島委員 

 事務局にお訪ねしたいのですが、中高生アンケートで、中学校は今回対象が絞られてい

ますので、前回アンケートの対象と変わっていると思いますが、高校については前回の４

校と今回の４校は同じなのでしょうか。 

 

高野健康局生活習慣病担当医務主幹 

 高校については、同じ高校になります。 

 

福島委員 

 同じ高校に通う人の経年的な変化を見ているという観点で見られるということですね。 

 

髙嶋委員 

 娘を見ていて感じますが、バイト以外でもゲーム等で夜遅くまで起きて、朝はご飯を用

意しても食べず、スムージーや栄養ゼリー等をもって通学途中に摂取しており、朝食の概

念が変わってきているような印象を受けるので、アンケートの「朝食」がどういったもの

を指すのかと思いました。 

 

稲葉座長 

 食べられる環境で食べないという人と、食べられない環境の人とを分けないといけない

と思いました。社会情勢やアルバイトの問題を考えていかないといけないと思います。 

他にご意見、ご質問なければ次に進みます。事務局から説明お願いします。 

 

高野健康局生活習慣病担当医務主幹 

 アルコールの分野について説明いたします。７ページをご覧ください。 

 「①未成年者の飲酒をなくす」では、この１か月間で飲酒したことのある未成年者の割

合は、中学生男女と高校生女性では減少し有意であり、評価案はＢとしました。 

 高校生男子では減少し有意ではありませんでしたが、（２）欄をご覧いただきますと、平

成26年厚生労働省科学研究班調査結果では、調査前３０日間に１回でも飲酒した者の割合
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は高校３年生男性は 13.7％でした。 
 国と比較すると大阪市高校生男子では下回っていることも踏まえて評価案はＢとしまし

た。 

 「②多量飲酒者(毎日３合以上の飲酒をする者)の割合の減少」では、多量飲酒者の割合

は男女とも減少しているが有意ではなく、評価案はＣとしました。 

 （３）、（４）欄はご覧のとおりです。 

 説明は以上です。 

 

稲葉座長 

 アルコールについては、全体的に減ってきているということで、何かご意見ありますで

しょうか。 

 ご意見ないようでしたら、次の項目について、事務局よりお願いします。 

 

高野健康局生活習慣病担当医務主幹 

 たばこ分野について説明いたします。８ページをご覧ください。 

 「①未成年者の喫煙をなくす」では、この 1か月間で喫煙したことのある未成年者割合

は中学生では男女とも減少し有意であり評価案はＢとしました。 

 高校生では男女とも減少し有意ではありませんでしたが、（２）欄をご覧いただきますと、

平成２６年厚生労働省科学研究班調査結果では、調査前３０日間に１回でも喫煙した者の

割合は、高校３年男性は 4.6％、女性 1.5％でした。 
 国と比較すると大阪市高校生男女の値が下回っていることも踏まえて、評価案はＢとし

ました。 

 「②成人の喫煙率の減少」では、喫煙率は男性では減少、女性では増加しいずれも有意

でなく評価案はＣとしました。 

 「③受動喫煙の機会を有する者の割合の減少」では、市内学校の建物内禁煙の割合につ

いては現在調査中のため評価案Ｅとしました。 

 （３）（４）欄についてはご覧のとおりです。説明は以上です。 

 

稲葉座長 

 たばこについては、全体的に減ってきているということで、何かご意見ありますでしょ

うか。 

 受動喫煙の割合について、大阪市の市民アンケートでは減ってきているということでよ

いでしょうか。 

 

高野健康局生活習慣病担当医務主幹 

 ２０～８４歳を対象として市民アンケートでは、前回と比較して「受動喫煙の機会」が
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ある人の割合は増えています。家庭、職場、学校での「受動喫煙の機会」がある人の割合

は減ってきていますが、前回は飲食店、公園、公共の場での「受動喫煙の機会」を聞いて

いませんでしたが、今回 30～35%と最も多い場所となっていました。 
 

稲葉座長 

 意識が変わってきて、実際に受動喫煙を強く感じるようになってきているということで

すね。 

 

高野健康局生活習慣病担当医務主幹 

 「受動喫煙」の意識が高まってきているように思います。 

 

北𠮷委員 

 アンケートの取り方によって、すごく数値が変わってくると思います。資料１の５ペー

ジの質問で、前回なかった「受動喫煙の機会」で、家庭、職場、学校以外で、飲食店や公

共の場を追加したとありますが、この場所が増えることにより、受動喫煙のイメージがで

き、○とする人が増えると思います。今回は、この項目が評価の対象にならないとのこと

ですが、アンケートの取り方によって、数値が変わってしまうと感じました。 

 

福岡委員 

 学校の建物内禁煙となっているが、これでよかったでしょうか。敷地内ではないでしょ

うか。 

 

高野健康局生活習慣病担当医務主幹 

 第２次計画策定の段階では、建物内禁煙の学校の割合を出しています。 

受動喫煙について、今後、国の法制度も変わってきますので、次回計画では、敷地内禁

煙を検討していきたいと思います。 

 

福岡委員 

病院、学校は同じだと思いますが、やはり「敷地内」になると思いますので、そういっ

た調査もお願いしたいと思います。 

 

稲葉座長 

 他にご意見ありませんか。 

ないようですので、次の項目について事務局から説明お願いします。 

 

渡部健康局健康づくり課長 
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 こころの健康について説明いたします。９ページをご覧ください。 

 自殺率の減少についてですが、現状値は目標値まで達成していませんが、策定時の値よ

り減少していますので、評価案はＢとしました。 

（３）に記載しています事業について、引き続き、取り組んでまいります。 

 説明は以上です。 

 

稲葉座長 

 こころの健康とありますが、自殺率ということでよろしいでしょうか。 

 

渡部健康局健康づくり課長 

 目標値の設定としては、自殺率の減少としていますので、その点で説明しました。 

 

稲葉座長 

 自殺も原因を特定すると微妙なところもありますので、うつだけではなく、経済問題も

含めて考える必要があると思います。 

 他にご意見、ご質問等はないでしょうか。ないようでしたら次の分野に進みたいと思い

ます。事務局からお願いします。 

  

渡部健康局健康づくり課長 

 それでは、歯・口腔の健康について説明します。１０ページをご覧ください。 

目標項目の「①３歳児でう蝕がない者の割合」と「②１２歳児の１人平均う歯数の減少」

は、現状値が目標値に達しているため評価案はＡとしました。 

「③過去１年間に歯科健診を受診した者の割合」は、減少しており有意でないため評価

案はＣとしております。 

「④４０歳代で進行した歯周炎を有する者の割合」は、増加しており有意であるので評

価案はＤとしました。 

「⑤８０歳で２０歯以上の自分の歯を有する者の割合」は増加していますが、有意では

ありませんでした。ですが、（２）データ分析にかかるコメント欄に記載しておりますが、

大阪市が実施しました高齢者の歯科健康調査における歯科医師診察では、７５歳～８４歳

までの２０歯以上の自分の歯を有する者の割合は、Ｈ２３の 43.2%から、Ｈ２８の 48.5％
に増加していることから評価案はＢとしました。 
（４）の今後の課題等についての欄ですが、歯周病予防について、青壮年期層へより一

層の普及啓発の強化が必要と考えており、特に職域との連携については、地域・職域保健

実務者会議において検討していく予定です。 

１０ページの説明は以上です。 

なお、次の１１、１２ページは目標値を設定していない項目ですので、参考にしていた
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だければと思います。 

 

稲葉座長 

 市原委員、ご意見ありますでしょうか。 

 

市原委員 

 ①、②の若年層は改善されてきています。⑤の高齢者は８０２０運動展開の結果が出て

きています。 

ただし、その間の③については弱いと、歯科医師会の調査でも出てきています。③の割

合もそれほど上がってきていません。「過去１年間に歯科健診を受診した者の割合」につい

て、減少しているとありますが、「歯科健診」という認識では減少しているかもしれません

が、３か月に１回、半年に１回のメンテナンスとして受診している人は常在化してきてい

ます。 

④については、割と意識して受診される方が多く見受けられます。その結果、「歯周病」

という病名が増加している可能性が考えられます。 

 

稲葉座長 

 80歳で20本以上の歯を持つ者の割合が増えているということは、結果として良くなって

いるように思われますが、40歳代は糖尿病や高血圧で治療しない人が多いですが、歯周炎

は治療されているということは、歯のケアが進んでいるように思います。また、歯科健診

ではなく、歯石の除去やメンテナンスをしている方は、歯科健診に含まれていないように

思いますが、こういうアンケートの取り方はどうなのでしょうか。定期的に通院されてい

る方は、歯科健診に含まれるのでしょうか。 

 

渡部健康局健康づくり課長 

 そういった聞き方まではしていませんでした。かかりつけの歯科医院を定期健診で受診

した場合は「受けた」を選択するように書いておりましたが、あくまでも「健診」という

表現が入っていますので、治療後のメンテナンスに通われた方までは、ここに数値が反映

されているかは分かりません。 

 

稲葉座長 

 そういった層は増えてきていると思いますので、そういった層も含めてアンケートに反

映していただけたらと思います。 

 

市原委員 

 定期的な健診と定期的な受診とで調査対象者の認識に微妙な部分はあるかと思いますが、



21 
 

反映していただければと思います。 

また、糖尿病だけでなく、色々な全身の部分に口腔内の病原菌が影響しているというこ

とで、医科歯科連携を進めてきていますので、そういったところでもまた寄与できるかと

思います。 

 話が戻りますが、女子高生の朝食欠食率が高いことについて、女子高生は化粧をするよ

うになる、ダイエットを意識しているということが考えられます。 

 

稲葉座長 

 まだご意見いただいていない方から、ご意見いただきたいと思います。岡田委員いかが

でしょうか。 

 

岡田委員 

 企業では経済産業省の取り組みの中で色々していますが、商社においては、朝食コーナ

ーを作って好評であるという事例もあります。 

サラリーマンのストレスチェックにおいては、３０歳代でピークが見られ、仕事、家庭、

介護、こどもの問題があることが分かります。 

朝食については、何を食べているのか、内容を聞いてもいいかもしれません。ゼリーだ

けなのかも含めて、クオリティーもチェックすることがこれから必要なのかと思いました。 

自殺の問題について、Ｈ２７の人口動態統計を見ると、男性の１０～４４歳の死因の 1

位が、女性は１５～２９歳の 1位が自殺となっています。女性は３０歳代から 1位ががん

となっています。そういった視点から考えますと、メンタルはこどものころから対策をき

ちんとしなければ自殺の予防にはつながりません。某生命保険会社の話では、過去に自殺

に対する保険金の支払いが１社で１００億を超えることがあったので、生命保険会社が自

殺対策をとったが、なかなかうまくいかなかったということで、日本人は経済的な環境に

非常に弱い民族であると話しておられました。 

厚生労働省の調査で、欠食と収入の相関が出ていたが、家庭の経済状況と健康習慣につ

いて、企業も知らない問題があります。大きな病気になって欠勤になると、給与が止まり、

会社に籍を置きながら、生活保護になるという状況の社員もいますので、生活のことも考

えていかなければなりません。健康には大きな影響力があると思います。高齢者は生活が

安定しているので、きちんとできていると思います。そういった視点も踏まえて、健康は

単に生活習慣だけではなく、社会経済的な影響もきちんと見ておかないと対策としては後

手に回る可能性があると強く感じますので、そういったことも視野に入れていただきたい

と思います。 

 

稲葉座長 

 澤田委員いかがでしょうか。 
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澤田委員 

 健康づくりを行っていますが、２４区で健康は自分たちで考えていかないといけないと

いうことで、皆さんに頭を切り替えてこれから先のことをよく考えて活動していただける

ように話をしております。 

 

稲葉座長 

寺田委員いかがでしょうか。 

 

寺田委員 

 今回初参加のため、次回から発言させていただきますのでよろしくお願いいたします。 

 

稲葉座長 

寺村委員いかがでしょうか。 

 

寺村委員 

 朝食の問題について、長時間労働問題との関連で取り組みを進めています。６時間未満

の睡眠時間をリンクさせて見ていますが、２０歳以上については、別の観点からもなぜ食

べられないのかを議論いただいてそこから対策を考えていくのも必要なのかと思います。 

 また、熱中症の問題も抱えていますが、それは食事の質の問題ということがあります。 

パンを食べていると熱中症の確率が高いといった話も出ていますので、質といった面で

も考えていく必要があります。 

 

稲葉座長 

 全国的にそうですが、働き世代は検診の受診率も悪く、その後の受診率も悪くなってい

ます。大阪市においては、職域に入って協力しながら検診等を進めていますが、そこにつ

いて、特別な何か提案はありますか。ここがいつもポイントになっています。アンケート

についても回収率が悪く、反映し難いところもあります。 

 

寺村委員 

個人的意見ですが、働き世代については、会社が健康診断等を全部してくれているので、

受け身になり自覚がないように思います。自分たちの問題と捉えて、アンケートを取れば

よくなると思われます。 

 

岡田委員 

 ある大企業では健診を受けないと賞与カットされるようになり、受診率が 100％になりま
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した。中小企業は、それができないので、意識の差が非常に大きいように思います。企業

の体質、トップの判断で健診の受診率が変わります。裁判例が増えており、産業医が厳し

い就業制限をするようになってきています。例えば、糖尿病の人が受診しないと夜勤がで

きないといった条件を付けると、すぐに受けに来ます。産業医がそういった権限を持って

います。経済産業省の取り組みでそういった動きが出てきている、ホワイト５００など。

おそらく、これからは企業も変わり、意識も高まってくると思います。 

 

寺村委員 

 私もそう思っております。いまの段階ではこういった問題があるのかと思いました。 

 

稲葉座長 

 前田委員、男性に比べて女性からのアンケートの回収率が高く、受診率等も高いですが、

女性の観点から何かご意見ありますか。 

 

前田委員 

 がん検診の率が悪かったのですが、私も中小企業の経営者ですが、社員に検診を受けさ

せる義務があるので、がん検診の受診率が悪いのが不思議に思います。 

成人病はすべての原因のもとになるので、女性会の学習のテーマとして考えますが、薬

の正しい飲み方や食品添加物について等、特化したテーマがあれば講師の依頼をしやすい

ですが、成人病全体をテーマとした際は、講師を依頼するのが難しいです。医務主幹だと

全般的にお話いただけますが、特定の先生であればその専門分野に関するお話が多くなり、

成人病全般のお話をしていただける先生を見つけるのが難しい現状です。 

 

稲葉座長 

松田委員いかがでしょうか。 

 

松田委員 

 メンタルヘルスに関して意見を述べますと、自殺率の減少について、大阪市でもゲート

キーパーの研修など力を入れておられ、その成果が出たと感じています。一点加えること

ができるならば、自殺率の減少を目指すのは重要ですが、地域住民の偏見をどれだけ下げ

ることができるかが大きな課題となっています。厚生労働省の報告書の中で取りまとめら

れている重要課題の一つです。市民が精神障がいを持つ人に対する偏見を下げていくこと

ための試みを加えることができるといいのではないかと思います。 

 

稲葉座長 

市民委員の立場から森原委員いかがでしょうか。 
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森原委員 

 身体活動や運動ができないと楽しい人生を送ることができないと思い活動をしています。 

すこやかパートナーで区役所や地域との活動が増えてきておりますので、その観点から

意見をお伝えしたいと思います。 

アンケートで「軽く汗をかく運動」を継続している人の割合が減っているのが気になり

ました。民間が行う事業が重要となってくると思いますので、費用面ではサポートが厳し

いかもしれませんが、区役所の場所等の資源の提供が可能であれば、していただくことに

よって、アンケート結果いい方向に向くのではないかと思います。 

また、壮年期の人は自分の健康よりこどもの教育への意識が高く、自分のためにお金を

使うことが難しいように思います。自営業など安定した職についていない人は、健診を受

けることが疎かになっていると思われますので、そういった啓発活動も行いますので、な

にかいい方向に向ければと思います。 

 

稲葉座長 

 事務局はこれらの意見を参考にし、これからの次期計画に役立てていただけたらと思い

ます。計画の最終年になりますので、評価にも役立てていただけたらと思います。 

 つづいて、議題２の「すこやか大阪２１（第２次）」の平成２９年度スケジュールについ

て事務局から説明をお願いします。 

 

渡部健康局健康づくり課長 

 議題２「すこやか大阪２１（第２次）」の平成２９年度スケジュールについて説明いたし

ます。資料６をご覧ください。上段の欄では、現在の計画の評価と新計画の策定につい

て、スケジュールをそれぞれ示したものです。 

まず、前半の９月までに、２次計画の評価を行います。次に夏から後半において、新

計画の策定を行います。 
３段目、推進会議の開催予定月に、○印の記載しております。 
７月に開催する推進会議では、評価案に関して意見をいただきまして、９月には２次

計画の評価を確定したいと考えています。 
また、新計画につきましては、新計画の素案を作成するにあたり、５名程度を委員と

する策定会議の設置を考えております。９月と１０月上旬に策定会議を開催し、この策

定会議の設置については、7月の推進会議の議題として予定しておりますが、新計画の
素案を作成したのちに、１０月下旬に開催する推進会議にて意見を伺い、新計画の素案

を作成してパブリックコメントを実施したのち、２月に推進会議を開催し、意見を受け

て、３月中に新計画を策定してまいります。 
 説明は以上です。 
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稲葉座長 

平成２９年度が計画の最終年になることから、前半で現計画の評価を行い、後半で次期計画を

策定するという説明でしたが、何かご意見・ご質問ございませんか。 

ご意見等なければ、この予定で進めていただきたいと思います。 

本日の案件は以上ですが、委員の皆様方から全般を通して、ご意見はございませんか。 

では、本日の議事はこれで終了させていただきます。皆様、ご協力をいただきましてありがと

うござました。 

以降の進行は、事務局にお返しします。 

 

司会 

稲葉座長、委員の皆様、どうもありがとうございました。 

本日のご意見を参考にさせていただき、「すこやか大阪２１（第２次）」の評価を進めてまい

ります。 

これをもちまして、本日の会議を終了させていただきます。長時間ありがとうございました。 


