
 
 
 

   

 

「すこやか大阪２１（第２次）」最終評価（概要） 

 

 

Ⅰ 「すこやか大阪２１（第２次）」の策定と経過 （最終評価案 １～３ページ） 

○ 大阪市では、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、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。 

 

 

 

Ⅱ 最終評価の目的と方法 （最終評価案 ４ページ） 

○ 「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 29年度以降の次期計画に反映させることを目的と

している。 

 

○ 「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。 

・大阪市民の健康づくり・生活習慣等に関する調査 

・健康づくりアンケート（中高生対象） など 

・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 

 

○ 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AからEの５段階で評価を行った。 
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Ⅲ 最終評価の結果 （最終評価案 ５～６ページ） 

○ 総括的評価 

・「すこやか大阪２１（第２次）」は、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。 

・全体目標である、健康寿命の延伸について、平成27年と平成22年を比較すると、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は、男女とも国

より延びがみられた。 

・５年間各分野の取り組みを実施したことにより、全体目標である健康寿命の延伸に改善が

みられた。 

 

○ 各分野の目標達成状況等の評価 

・８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）の全指標５５項目の達成状況は次のとおり。 

・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割弱（※５７．６％）で一定の改善がみられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】「すこやか大阪２１」の各分野の目標達成状況等の評価 

・AとBは全体の約５割弱（４５．９％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評  価  区  分 項目数 割合(％) 
Ｅを除く

割合(％) 

A 目標値に達した ６ １０．９ ※１１．５ 

B 目標値に達していないが改善傾向にある ２４ ４３．６ ※４６．１ 

C 変わらない １１ ２０．０ ２１．２ 

D 悪化している １１ ２０．０ ２１．２ 

E 評価困難 ３ ５．５ － 

合       計 ５５ １００．０ １００．０ 

評  価  区  分 項目数 割合(％) 
Ｅを除く

割合(％) 

A 目標値に達した ７ １１．９ １４．６ 

B 目標値に達していないが改善傾向にある １５ ２５．４ ３１．３ 

C 変わらない ２１ ３５．６ ４３．８ 

D 悪化している ５ ８．５ １０．４ 

E 評価困難 １１ １８．６ － 

合       計 ５９ １００．０ １００．０ 



 

○分野別の評価【主なもの】 （最終評価案 ７～17ページ） 

※○内の数字は目標項目の詳細項目番号 

A 

⑬⑭虚血性心疾患年齢調整死亡率の減少 

㉗糖尿病有病者割合の増加の抑制（女性） 

○53３歳児でう蝕がない者の割合の増加 

○5412歳児の一人平均う歯数の減少 など 

B 

⑨⑩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）） 

⑰血圧コントロール不良者割合の減少 

㉙自殺率の減少 など 

C 

㊲㊳多量飲酒者の割合の減少 

㊸㊹成人の喫煙率の減少 

○51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 

③④⑦⑧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）） 

⑱⑲脂質異常有病者割合の減少 

○5240歳代で進行した歯周炎を有する者の割合の減少 など 

E 
①②75歳未満のがんの年齢調整死亡率の減少 

㊾受動喫煙防止の機会を有する者の割合の減少（学校（建物内禁煙の割合）） 

 



所　管 名　　　　称 期　　　間 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度 平成３４年度 平成３５年度

国 健康日本２１（第２次） 平成２５年度から１０年間

保健医療計画 平成３０年度から６年間

健康増進計画 〃

国民健康保険保健事業実施計画 平成３０年度から６年間

特定健康診査等実施計画 〃

障がい者支援計画 〃

高齢者保健福祉計画 平成３０年度から３年間

介護保険事業計画 〃

地域福祉基本計画 〃

こども・子育て支援計画 平成２７年度から５年間

スポーツ振興計画 平成２９年度から５年間

食育推進計画 平成３０年度から６年間（予定） ？

すこやか大阪２１（第２次）次期計画 平成３０年度から ？

５年とした場合
メリット 国の計画年度と同じになる（１次・２次計画と同じ）。
デメリット 府や市の他の計画が３年・６年となっているため、他の計画と期間が異なる。

６年とした場合
メリット 国の評価が出されてから、次期計画の評価ができる。府や市の他の計画の終了年度と同じになる。
デメリット 国の計画年度と異なる（１次・２次計画とも異なる）。

案 国の評価が出されてから、次期計画の評価を行うことができ、府や市の他の計画と終了年度が同じになり計画の整合性が図れることから６年としたい。

大阪府

すこやか大阪２１（第２次）次期計画の期間について

大阪市
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大阪市健康増進計画策定会議開催要綱（案） 

 

（目的） 

第１条 次期健康増進計画の策定にあたり、学識経験者等の意見及び助言を聴取することを

目的として、大阪市健康増進計画策定会議（以下「会議」という。）を開催する。 

（会議の委員） 

第２条 会議の委員は、学識経験者、医療関係者、保健関係者、その他市長が適当と認める

者のうちから市長が委嘱（委託）する。 

（座長） 

第３条 会議に座長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 座長は、会議の議事を進行する。 

３ 座長に事故あるときは、あらかじめ座長の指名する委員がその職務を代理する。 

（開催期間） 

第４条 会議の開催期間は、平成３０年３月３１日までの間とする。 

（施行の細目） 

第５条 この要綱の施行について必要な事項は、健康局長が定める。 

 

 

附 則 

この要綱は、平成２９年  月  日から施行する。 

 



氏　　　名
市原　聡

稲葉　雅章

岡田　邦夫

福島　若葉

宮田　憲一

矢野　隆子　

氏　　　名 役　　　　　　職　　　　　　等 選任案
市原　聡 一般社団法人大阪府歯科医師会　副会長 ●
稲葉　雅章 公立大学法人大阪市立大学大学院　医学研究科（代謝内分泌病態内科学）教授　 ●
大関　知子 公益社団法人大阪府栄養士会　理事　

岡田　邦夫 大阪ガス株式会社人事部　健康開発センター統括産業医　 ●
岡本　卓士 大阪市学校保健会　副会長　

北𠮷　舞 健康保険組合連合会大阪連合会　主事　

五嶋　キクヱ 大阪市食生活改善推進員協議会　会長　

澤田　博子 大阪市健康づくり推進協議会　会長　

髙嶋　香奈子 公益社団法人大阪府看護協会　副会長

田中　喜男 大阪府国民健康保険団体連合会　事務局長

寺田　守 大阪市地域振興会　副会長

寺村　晃久  独立行政法人労働者健康安全機構　大阪産業保健総合支援センター　副所長　　

福岡　正博 和泉市立病院　総長

福島　若葉 公立大学法人大阪市立大学大学院　医学研究科（公衆衛生学）　教授　　 ●
前田　葉子 大阪市地域女性団体協議会　副会長　　

松田　光信 公立大学法人大阪市立大学大学院　看護学研究科（精神看護学）　教授　　

宮田　憲一 一般社団法人大阪府薬剤師会　理事　　 ●
森原　優次 市民委員

矢野　隆子 一般社団法人大阪府医師会　理事　　 ●

氏　　　名 役　　　　　　職　　　　　　等
岡田　邦夫 大阪ガス株式会社　人事部健康開発センター統括産業医 座　　長
福島　若葉 大阪市立大学大学院　医学研究科（公衆衛生学）准教授 座長代理
松本　実 大阪府歯科医師会　理事

宮川　松剛 大阪府医師会　理事

宮田　憲一 大阪府薬剤師会　理事

森　克仁 大阪市立大学大学院　医学研究科（代謝内分泌病態内科学）講師

次期大阪市健康増進計画策定会議委員（案）

すこやか大阪２１（第２次）推進会議委員

【参考】第２次大阪市健康増進計画策定会議委員

選　任　理　由
大阪市の歯科保健に関する実態を把握し、市民への効果的な施策を地域の歯科保健業務と連携して進めるため。

生活習慣病に関する疫学的な専門知識が必要なため。

公衆衛生及び産業保健分野に関する疫学的な専門知識が必要なため。

公衆衛生及び目標値の検討に関する専門知識が必要なため。

大阪市の保健・衛生に関する実態を把握し、市民への効果的な施策を地域の衛生業務と連携して進めるため。

大阪市の保健・医療に関する実態を把握し、市民への効果的な施策を地域医療と連携して進めるため。



目的：健康寿命に影響を与える疾患・生活習慣を明らかにする

日常生活動作が
自立している期間

・介護保険要介護認定が要介護２～５
を不健康な状態とし、平均寿命から不
健康な期間を引いたもの

大阪市の健康寿命の定義

「健康寿命延伸にかかる要因分析」報告書の概要

＜第5章、6章＞

＜不健康の定常人口とは＞
定常人口に要介護２以上の
認定率を乗じたもの
※定常人口（別紙参照）

●要介護となった原因疾患の現状を分析
（データ）
全国：国民生活基礎調査 （平成25年）
大阪市：「高齢者福祉計画」

高齢者実態調査（平成28年度）

●要介護原因疾患に関連する生活習慣の
現状を分析
（データ）
全国・大阪市：国民生活基礎調査、

KDBデータ質問票調査の
経年比較 （平成25年度）

全国・大阪市：国民健康・栄養調査
大阪市：大阪市骨粗しょう症検診データ

（平成25年度）

●要介護原因疾患と関連する生活習慣病
および肥満を分析
（データ）
全国・大阪市：人口動態

KDBデータ疾患別医療費
分析（中分類）

（平成25年度）
全国：特定健康診査・特定保健指導の

実施結果 （平成22年度）
大阪市：大阪市国民健康保険特定健康

診査 法定報告 （平成22年度）
大阪市：大阪市骨粗しょう症検診データ

（平成25年度）

●全国と同様の疾患
（男性）脳血管疾患・認知症
（女性）脳血管疾患・認知症

関節疾患 骨折・転倒
●大阪市に特徴的な疾患
（男性）悪性新生物 心疾患
（女性）悪性新生物 心疾患

★「不健康の定常人口」の全国との比較
（男性）６５～７９歳が多い
（女性）全年齢（４５～８４歳）が多い

健康寿命に影響を与える年齢階級
（全国に比べて不健康な人が多い年齢階級）

＜第2章＞

＜第1章＞

健康寿命に影響を与える疾患
（不健康な状態に影響を与えている疾患）

・喫煙 （男性）５０歳以上で全国より喫煙率が高い
（女性）３０歳以上で全国より喫煙率が高い

・飲酒 （男性）飲酒率は全国並み 多量飲酒者が多い
（女性）飲酒率は全ての年代で高い 多量飲酒者が多い

・身体活動
・食生活

要介護原因疾患に関連する生活習慣の現状

健康寿命延伸⇒健康な期間を延伸し、不健康な期間を短縮すること

脳血管疾患
骨粗鬆症
認知症

悪性新生物
心疾患

要介護原因疾患の現状

＜第3章＞

高血圧
高血糖
肥満
やせ

要介護原因疾患に関連する
生活習慣病等の状況

＜第4章、第6章＞

【資料７】



健康寿命に影響を与える疾患や生活習慣病の
発症予防、重症化予防が大切

健康寿命に影響を与える年齢階級
（全国に比べて不健康な人が多い年齢階級）

（男性）６５～７９歳が多い

（女性）全年齢（４５～８４歳）が多い

○大阪市に特徴的
＜男女共通＞
・悪性新生物（がん） → 喫煙率の改善
・心疾患→ 適正な血圧のコントロール

適正な血糖のコントロール
喫煙率の改善

○全国と同様
＜男女共通＞

・脳血管疾患（脳卒中）→適正な血圧のコントロール
喫煙率、多量飲酒率の改善

・認知症→生活習慣病の予防、管理
生活習慣の改善

＜女性特有＞
・関節疾患 骨折・転倒→ 適正体重の維持管理

＜第7章＞



【別紙】 

図１ 不健康の定常人口の全国・大阪市の比較 

図２ 生存数曲線 

＜不健康の定常人口の状況＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

＜生存数曲線、定常人口、不健康の定常人口について＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇生存数曲線 

ある期間における死亡状況（年齢階級別死亡率）が今後変化しないと仮定したとき

に、同時に10万人の出生があった場合の年齢とともに人口が減少する様子をグラフ化

したものである（図２）。 

〇定常人口 

ここでいう定常人口とは、x歳の時に生存していたものがある年齢に達するまでに

生存していた期間の総和（途中で死亡した者は死亡するまでに生存していた期間）の

ことである。今回は定常人口を年齢階級ごと（n）で区切り（図２のABCDで囲まれた

部分）、計算に用いている。 

〇不健康の定常人口 

定常人口に要介護2以上の認定率を乗じて得られる。 

資料：＜全 国＞ 厚生労働科学 健康寿命研究 研究代表者  藤田保健衛生大学医学部衛生学講座橋本修二教授より提供 
   ＜大阪市＞ 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」により算定 

＊「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」では各年齢階級の、人口や死亡数、要介護２以上
の認定率をもとに、健康寿命が算定される。このプログラムの基となったSullivan(1971)の考え方によると、不健康
な期間とは平均余命から健康寿命を引いたものとされる。健康な期間を延伸することは、不健康な期間を短縮するこ
とでもあり、それは不健康の定常人口を少なくすることにつながる。そのため不健康の定常人口を年齢階級ごとにグ
ラフ化し全国と比較することで、どの年齢層が健康寿命に影響しているのかの評価を行った。 

斜線部分が今回分析に使用した 
定常人口 

太枠の中はｘ歳以上の定常人口 



上旬 中旬 下旬

6/23 8/9 ○ ○ ○

7/21 ○ ○

策定会議
での検討
（予定）

○ ○

平成２９年度スケジュール

推進会議
での検討

新
計
画
の
推
進

計画評価
･

新計画
策定

検討会議
での検討

10月
4～5月 6月 7月 8月 9月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

2次計画の評価案作成・修正
2次計画の

評価確定

新 計画 素 案作 成 新計画素案

修正

パブコメ

実施

新計画案

修正
新計画

策定

新計画案

作成


