
 

 

第 4回 すこやか大阪推進会議 会議録 

 

１ 日時 

平成２８年６月２日（木）午後２時～４時 

 

２ 会場   

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、岡本委員、北� 委員、五嶋委員、澤田委員、髙嶋委員、田中委員、

寺村委員、福岡委員、福島委員、前田委員、宮田委員、森原委員（五十音順） 

（事務局）【健康局】甲田局長、鈴木理事、竹内医務監、撫井医務監、吉村保健所長、髙野健康推進 

部長、藪本保健指導担当部長、藏田健康施策課長、岩崎保健医療計画担当課長、 

渡部健康づくり課長、高野生活習慣病担当医務主幹、村井保健主幹、林健康づ 

くり課長代理、宮前生活衛生課長、小寺精神保健医療担当課長、久野保健所管 

理課長、楠亀保健医療対策課長、徳田感染症対策課長代理（代） 

     【東淀川区】奥西課長代理 

     【福祉局】小山国保保健事業担当課長、花田係長（代） 

     【こども青少年局】青柳課長 

     【教育委員会事務局】松元学校保健担当課長代理（代） 

 

４ 報道機関取材者及び傍聴者 

報道機関：無  傍聴者：４名 

 

５ 会議次第 

 

１  開  会 

２  大阪市健康局長あいさつ 

３  議  題 

  （１）すこやか大阪２１（第２次）の進捗状況について 

  （２）すこやか大阪２１（第２次）の評価について 

    ・「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 

（中高生対象）」について 

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

４  そ の 他 

５  閉  会 

 

 

 

 

 



 

 

６ 会議録 

 

林健康づくり課長代理（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４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、健康局長の甲田から、一言、ご挨拶を申しあげます。 

 

 甲田健康局長 

大阪市健康局長の甲田でございます。会議の開催にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。 

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

申し上げます。また、本日はお暑い中を「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、厚くお礼申し上げます。 

大阪市では、「健康寿命の延伸と健康格差の縮小」を全体目標に掲げ、平成２５年度から平成２

９年度までの５年間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）」を策定

し、目標達成に向けて、優先的に取組む項目や対象集団を定め、取組みを推進しているところで

ございます。 

計画期間の最終年度である平成２９年度は、第２次計画の評価をまとめ、次期計画の策定作業

を行う予定となっておりますが、それらを行うために今年度は、７月に中高生を対象としたアン

ケート、８月には市民を対象としたアンケートをそれぞれ実施し、１１月頃よりアンケート結果

の分析評価を実施する予定でございます。 

本日の会議におきましては、計画の進捗状況をご説明させていただくとともに、今年度に実施

します各種アンケートについても、委員の皆様より、専門的な見地から、また市民の代表として、

様々なご意見を頂戴したいと考えております。 

健康都市大阪の実現に向けて、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。 

 

林健康づくり課長代理（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。ファイルにとじていない書類が３つございま

す。「 第４回すこやか大阪２１（第２次）推進会議」の次第、すこやか大阪２１（第２次）推進会議開

催要綱、推進会議の委員名簿でございます。 

つづきまして、ファイルをお開きいただきますと、とじずに挟んでおります資料が、資料１「すこや

か大阪２１（第２次）の進捗状況について」。この資料１は、２種類に分かれておりまして、それぞれ

ホッチキス止しております。資料１-①は、すこやか大阪２１（第２次）アクションプラン（第３版）、 

資料１-②は、すこやか大阪２１（ 第２次 ）取組状況でございます。 

つづいて、ファイルにとじている資料が、資料２ すこやか大阪２１（第２次）評価・

新計画策定スケジュールについて、資料３「すこやか大阪２１（第２次）」目標項目の

達成状況の把握方法について、資料４ 大阪市民の健康づくり・生活習慣等に関する調

査、資料５ 健康づくりアンケート（中高生対象）、資料６ 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、参考資料１ 産科医療機関向け禁煙指

導用リーフレット、参考資料２ すこやかパートナーつうしん 第１８号、参考資料３ 

健康に関する啓発媒体（リーフレット）、以上でございます。資料はお揃いでしょうか。 

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。お手元の「 委

員名簿 」をご参照ください。 



 

 

正面向かって、右側のお席からご紹介させていただきます。市原委員でございます。稲葉委員でござ

います。岡本委員でございます。北吉委員 でございます。五嶋委員 でございます。澤田委員 でご

ざいます。髙嶋委員 でございます。田中委員 でございます。寺村委員 でございます。福岡委員 で

ございます。福島委員 でございます。前田委員 でございます。宮田委員 でございます。森原委員 

でございます。以上、１４名の委員にご出席をいただいております。 

なお、大関委員 、岡田委員、松田委員、矢野委員におかれましては、ご欠席との連絡をいただいて

おります。 

続きまして、本市側の出席者でございますが、先程、ごあいさつを申しあげました 甲田局長 でご

ざいます。鈴木理事 でございます。髙野健康推進部長 でございます。竹内医務監 でございます。

撫井医務監 でございます。吉村保健所長 でございます。薮本保健指導担当部長 でございます。そ

の他、関係局担当課長が出席いたしております。どうぞよろしくお願いいたします。 

なお、この会議につきましては、「審議会等の設置及び運営に関する指針」に基づき公開とさせてい

ただきます。本会議の委員につきましては、本年３月末日をもって任期満了となり、今年度から新たに

改選されましたので、座長についても改めて選出することとなります。「すこやか大阪２１（第２次）

推進会議開催要綱」の第３条第１項に、座長は委員の互選により定めることと規定されております。お

手元の「 委員名簿 」より、どなたか、ご推薦等ございませんでしょうか？ 

いらっしゃらないようですので、前回まで座長をおつとめいただきました稲葉委員にお願いしたいと

考えておりますが、皆様いかがでしょうか？  

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。稲葉座長、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。議題１

の「すこやか大阪２１（第２次）の進捗状況について」事務局より説明をお願いします。 

 

渡部課長 

  それでは、議題１の「すこやか大阪 21 (第 2次)」の進捗状況についてご説明させていただきま

す。まず、最初に、大阪市健康増進計画「すこやか大阪２１（第２次）」の概要をご説明します。

資料１－①をご覧ください。 

2次計画は、全体目標として「健康寿命の延伸」と「健康格差の縮小」を掲げ、平成 25年 3月

に策定しました。計画期間は、平成 25年度から平成 29年度までの 5年計画としています。 

この 2次計画では、3つの柱を設定しています。１つ目の（１）ですが、疾病に関する対策とし

て、「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」を設定しています。 

２つ目に生活習慣に関する対策として、（２）の「ライフステージに応じた生活習慣及び社会環境

の改善」を設定しています。そして、３つ目ですが、健康づくりは社会全体で支える必要がある

ことから、疾病対策や生活習慣対策の土台として、（３）の「健康を支え、守るための社会環境の

整備」を設定しています。 

次に、２ページをご覧ください。2次計画では、計画の進捗状況を把握する目的で、アクション

プランを作成しています。このアクションプランでは、優先的に取り組む項目やターゲットを定

めて、取り組みの方向性をまとめています。この２ページでいうと、左側の「取組の方向性」か

ら、順に右側に向かって、「取組項目」それら項目についての「戦略」次に「主な取組」としてま

とめています。また、二重線の枠で囲んでいる項目を重点分野として位置づけております。取組

項目のうち、「アルコール」、「たばこ」、「歯・口腔の健康」の３つの項目に、二重線の枠囲みをし

ていますが、このうち「アルコール」と「歯・口腔の健康」は、前回計画で改善がみられなかっ

たことから、重点分野に位置づけています。 



 

 

また、「たばこ」についても、肺がんをはじめ生活習慣病による死亡に強く影響を与えることか

ら、重点分野として位置付けています。戦略の項目のうち、中ほどにある、「循環器疾患」と「糖

尿病」に二重線の枠囲みをしていますが、生活習慣病の重症化予防を推進する観点から、重点的

に取り組む疾患として位置付けています。太線の枠の「がん」については、大阪市民の死亡原因

第１位であることから、重点分野と同等の位置づけとしています。 

各分野の具体的な対策となる「主な取組」には、個々に①～丸 24まで番号をふっています。こ

れから報告する内容は、この番号に対応していますので、ご参考にしていただきたいと思います。 

３頁以降は、①～丸 24の主な取組みの内容を年度毎に表したものです。 

本日は、時間も限られていますことから、平成２７年度に新たに取り組んだものや、２８年度

に取組む予定であるものを太線の枠で示しておりますので、これらを中心に説明させていただき

ます。 

１ページをご覧ください。「①ホームページ等を活用した情報発信の充実」では、資料中段に示

していますとおり、平成 26年度に、市民が自身の健康について考えるきっかけとなるよう、市民

向けの保健情報の発信を行っています。 

資料１－１では３ページ、資料１－２では１２ページをご覧ください。「②職域の従業員を対象

とした啓発の推進」ですが、市内企業従業員を対象にした啓発として、平成 26年度からは、出前

講座のメニューを拡大し、主に小規模事業所の一般従業員向けの啓発や、協会けんぽとの連携に

より、事業所の健康管理担当者向けに啓発を実施しています。平成 27年度の実績については、記

載のとおりです。 

13 ページの「③食育推進ネットワークによる食育の推進」では、食育推進ネットワークの強化

に向けて、平成 27年度も前年度に引き続き、ワーキングや研修会を開催しています。15ページの

「④適切な食習慣・運動習慣等の定着化」では、各分野共通項目として、各区の取り組みを記載

しております。平成 27年度の取り組みとして、区のマスコットキャラクターが「がん撲滅戦隊レ

ンジャー」を結成して、がん検診を啓発したり、区内の地域団体と「がん検診受診促進協定」を

締結し啓発活動を実施しています。 

他にも 16～18ページに、分野ごとに各区の取り組みの事例を掲載していますので、ご参照くだ

さい。 

次に、資料１－１では４ページ、資料１－２では１９ページをご覧ください。「⑤がん検診受診

啓発の充実」ですが、各がん検診の受診率の推移をお示しています。平成 27年度の受診率は、現

時点では暫定値となりますが、平成 26年度と比較しまして、子宮頸がん検診の受診率がやや減少

しているものの、他のがん検診については、平成 27年度より増加しています。これは、次の 20

～21ページに記載しております、無料クーポン券の配布や、個別勧奨の拡充など、さまざまな取

り組みの成果が出たものと考えています。平成 28年度の取組み予定としては、21ページに記載し

ておりますが、新たに「５大がんについての個別受診勧奨」を実施します。記載している年齢の

市民に対して受診勧奨用のパンフレットを送付します。 

また、無料クーポン券については、４０歳の女性に対し乳がん検診、２０歳の女性に対し子宮

頸がん検診の無料クーポン券を、それぞれ送付します。 

次に、資料の２２ページをご覧ください。「⑥検診を受診しやすい環境の整備」についてですが、

平成 27年度は、保健福祉センターで実施している集団検診において、複数のがん検診を同時に受

けられる「総合がん検診」を平成 26年の 4区延 5回実施から、平成 27年度には 5区延 14回に拡

充しています。また、働いている方が、がん検診を受診しやすいように、土曜日の実施について

も拡充を図っており、受診しやすい環境整備を進めています。平成28年度の取組み予定としては、

23ページの中段以降になりますが、「全国健康保険協会」いわゆる「協会けんぽ」の特定健診の会

場において、乳がん検診車を配車し、乳がん検診を 2 回実施する予定です。また、その下になり

ますが、１０月にアフラックが主催する「がんを知る展」が、イオンモール鶴見緑地において開



 

 

催されますので、それにも併せて「乳がん検診」を実施する予定です。その他、「総合がん検診」

や土曜や休日の開催についても平成 27年度より、実施回数を増やしてまいります。 

24 ページには、「⑦精度管理の推進」ですが、がん検診精検受診率を掲載しております。平成

28 年 4 月 13 日現在、大腸がん・肺がんでは、国が定める許容値 70％に届いていませんが、精密

検査の受診率が低い医療機関へ訪問指導し、精検受診率の向上に努めています。25 ページの「⑧

精度管理の充実」では、外部の専門家を招いて生活習慣病検診会議等を開催し、精度管理の充実

を図っています。27 年度は、症例検討会として医療機関における子宮頸がん検の精検受診率の向

上を図るため、子宮頸がん検診取扱医療機関に対して、精密検査にかかる症例に関する講演会を

開催した。26 ページの「⑨特定健康診査・特定保健指導受診啓発の充実」ですが、特定健診の受

診啓発とともに集団検診会場において、胃・大腸・肺・乳がん検診との併設回数の増加に努めて

います。また、特定健診の未受診者への受診勧奨については、26ページ中段から 27ページに記載

しておりますように、勧奨はがきの送付や電話による受診勧奨を行っています。 

次に、資料１－1の５ページ、資料１－２では２８ページをご覧ください。⑩の「大阪市国保特

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」につい

て説明させていただきます。すこやか大阪 21（第 2 次）の計画では、生活習慣病予防対策として

重症化予防を推進する観点から、大阪市国民健康保険の加入者に特定健診の受診を啓発するとと

もに、医療が必要な方を医療機関受診に結びつけ、治療を継続させる取組みを進めています。 

血圧・血糖値コントロール不良者への受診勧奨として、特定健診等の結果で、血圧や血糖値が

相当程度高い方に、保健福祉センターの保健師が、受療確認を行い、医療機関を受診していない

方に対しては、受診勧奨を実施しています。平成 27年度は、血圧・血糖コントロール不良者、約

2,500名の方に受診勧奨と保健指導を実施しました。 

また、２９ページをご覧ください。平成２７年度の新たな取組みである「糖尿病性腎症重症化

予防事業」を説明させていただきます。２６年度の特定健診の受診結果を基に、糖尿病性腎症の

重症化の恐れがあるにもかかわらず、糖尿病の受療に結びついていない被保険者を対象に、医療

機関への受療勧奨及び、６か月間の個別プログラムによる保健指導を事業者に委託して実施した。 

412 名の方に対して受療勧奨を実施した結果、（レセプトにより）162 名、約 4 割の方が糖尿病の

受療につながりました。また、個別プログラムについては、27 名が参加し、主治医の治療方針を

確認のうえ６か月間の訪問、電話による保健指導を実施しました。 

続いて、31ページをご覧ください。「⑫地域職域保健実務者会議の発足」ですが、働き世代であ

る壮年期層への生活習慣病対策については、職域保健と地域保健の連携が重要であることから、 

「地域職域保健実務者会議」を今年の 3月に開催しました。参加団体は、記載しているとおりで

す。会議の内容ですが、初回でもありましたので、本市の事業を説明するとともに参加団体から

も活動や取り組んでいる事業について紹介をいただきました。その後、紹介いただいた事業等を

もとに、意見交換をさせていただき、主な内容としては、記載しているとおりですが、それぞれ

の団体において、対象者に向けた情報発信について苦慮されていることもあり、他の団体で工夫

されていることや、行政との連携の可能性について、活発なやりとりが交わされ、有意義な会議

となりました。次回は、7月に開催を予定しており、がん検診や特定健診の受診率向上に向けた普

及啓発などについて順次検討を進めることとしている。 

32ページをご覧ください。「こころの健康づくり」に関する取り組みについては、主に、普及啓

発事業を実施しており、実績はご覧のとおりです。また、次の 33～34ページには自殺予防対策の

取り組みを記載しており、33ページの資料下段には、警察と連携し、自殺未遂者支援を行ってい

る状況を記載している。 

続いて、35ページの「アルコール」に関する取り組みでは、適正飲酒の普及啓発に向けて、生

活習慣の改善に関する取り組みと、アルコール依存症等の問題に関する取り組みを実施していま

す。 



 

 

次の 36ページには「未成年者および妊婦の飲酒防止の推進」について、まとめています。各区

保健福祉センターでは、母子健康手帳交付時に妊婦に対して、飲酒防止に関する保健指導を実施

しています。未成年者への取り組みについては、ＰＴＡだよりへの掲載や専門学校において出前

講座を実施しました。 

資料１－1の７ページ、資料１－２では３８ページをご覧ください。「たばこ」に関する取組の

うち、「⑱未成年者・妊婦の喫煙防止の推進」について説明させていただきます。妊婦面接・妊婦

教室等での禁煙指導として、各区の保健福祉センターにおける母子健康手帳の交付時面接の際に、

保健師が保健指導を行っています。しかしながら、母子健康手帳を交付した後は、保健福祉セン

ターとの関わりが薄くなるため、妊婦が定期的に受診する産科医療機関との連携による継続した

禁煙支援が必要であると考えています。そこで、平成 27年度は、③の産科医療機関等との連携に

よる禁煙支援として、妊婦健診等の機会を通じて医療従事者からアプローチしてもらうための啓

発媒体を作成しました。これをもとに産科医療機関での活用をお願いしたところ、５３施設から

活用したい旨の回答をいただきましたので、平成28年度から取組んでまいります。参考資料１に、

リーフレットを添付しておりますので、ご参照ください。「未成年者に対する喫煙防止教育の推進」

に関しては、都島区保健福祉センターが、都島中学校および高倉中学校の１年生に対して喫煙防

止教育を実施しました。また、小学生に対しては、親の喫煙は子の喫煙に何らかの影響を与える

といわれていることから、6年生の保護者に対して、チラシによる啓発とアンケート調査を実施し

ました。 

次に、資料１－２の３９ページをご覧ください。「⑲の受動喫煙防止に向けた環境整備」につい

てですが、「家庭や学校に対する受動喫煙防止に関する啓発」として、大阪市ＰＴＡだよりに受動

喫煙防止に関する記事等を掲載して保護者へ啓発を行うとともに、市内の私立学校９１校に対し

て文書を送付し、たばこの健康被害や受動喫煙と疾病との関連について啓発を行いました。今後

は、禁煙化がなされていない学校を中心に、電話などによる啓発を行い、教育施設の禁煙化を推

進していきたいと考えています。また、市民に対する知識の啓発としては、肺がん検診の個人票

等に受動喫煙の害等の情報を掲載し啓発を行っています。大阪府では、平成 26年度に「受動喫煙

防止に関するガイドライン」を策定し、将来的な全面禁煙を目標に、飲食店等で全面禁煙と時間

禁煙の 2種類のステッカーによる店頭表示を推奨しています。しかしながら、一方で、時間禁煙

は、空間内にたばこの煙がなくても残留した有害成分により健康被害がもたらされるという三次

喫煙の害が報告されております。今後、受動喫煙防止対策状況の店頭表示が広がる中で、市民が

適正な選択をできるように、科学的な根拠に基づいた正しい知識の啓発をするため、ホームペー

ジのリニューアルを行いました。 

４０ページには、たばこに関する取組みについて、とりまとめています。対象を大きくわけて

２つ、市民に対してアプローチするものと、環境に対してアプローチするものとがあります。市

民を対象としたものについては、市民全般以外にも、たばこをやめたい市民や、妊婦・未成年者

など、ターゲットをしぼって取り組みを行っています。 

続いて、資料１－１では８ページ、資料１－２では４１ページをご覧ください。「⑳歯・口腔の

健康に関する普及啓発」についてですが、平成２７年度から新たに青・壮年期層への普及啓発の

充実を図るために、「職域保健に対する歯科保健普及啓発事業」として、市内の小規模事業所の従

業員等を対象とする啓発を委託事業により実施しました。ここで言う小規模事業所とは、50人未

満の従業員規模の事業所を指しており、それは、50人未満の事業者は、産業医の選任義務がなく、

自発的な啓発や健康管理が進みにくい傾向にあるため、この事業の対象としたものです。また、

実施にあたっては、単なる知識の普及啓発だけでなく、歯科医師や歯科衛生士による専門的知識

を活用し、歯みがき習慣やセルフケアを促すなど行動変容に向けた内容とし、平成２７年度は、

78事業所の 1,052名の方へ啓発を行いました。啓発後のアンケートでは、意識に変化が有った方

が 74％、歯磨きの頻度が増えた方が 26％でした。 



 

 

42ページには、各区保健福祉センターで実施している、地域住民への啓発や、歯周病検診の実

績についてまとめています。各区では、地域住民向けの健康講座や、歯科医師による歯科健康相

談を実施しています。実績については記載のとおりです。また、歯周病検診の受診啓発を目的と

して、事業案内ポスターを作成し、各区歯科医師会、保健福祉センターに配布しました。 

43ページには、「う蝕予防の推進」として、幼児期や学童期のこどもに対する取り組みについて、

まとめていますので、御参照ください。 

続いて、資料１－１では９ページ、資料１－２では４４～４５ページをご覧ください。「㉓地域

の健康づくり団体との協働の活性化及びすこやかパートナーの充実」ですが、平成 27年度の取り

組みとして、パートナー同士の情報共有と、協働事業を進みやすくするため、団体紹介シートの

作成や協働推進のためのマニュアルを作成いたしました。これにより協働事業数は、平成 26年度

の 297件から平成 27年度には 320件と着実に増加するとともに、行政以外との協働事業数も前年

度の 19件に比べて、38件と 2倍に増加したところです。参考資料２には、協働事例を紹介してい

ます「すこやかパートナーつうしん」第１８号を添付しておりますので、ご参照いただけたらと

思います。 

  45ページの一番下に記載しておりますが、平成 28年度は、新たに健康に関する啓発媒体として

市民向けのパンフレットを作成しました。 参考資料３をご覧ください。「人とのつながりが私と

私たちのまちを健康にします！」と題しまして、人とのつながりを多く持つことが、こころとか

らだの健康に良い影響をもたらすとの調査結果をもとに作成したものです。すでに各区へは資料

を提供し活用をお願いしており、地域で活動されている団体や、本日委員の皆様におかれまして

も、このリーフレットを活用いただけたらと思います。 

36～37 ページの「職員研修の充実・職員向け情報発信の充実」では、各区において、地域特性

に応じた健康づくりの取り組みを推進するため、関係職員に対し各種講習会を実施しています。

内容や参加状況については資料にお示しているとおりです。 

以上が、各分野における主な取組の進捗状況の報告になります。よろしくお願いします。 

 

 

稲葉座長 

ただいまの事務局からの説明について、地域職域実務者会議を 3月に開催し討議いただいたよ 

うですが、国保連合会の田中委員からご意見いただいてよろしいでしょうか。 

 

田中委員 

 直接、地域や職域に関わっている訳ではありませんが、データの活用等について意見を述べ

る立場で参加させていただいた。今後、会議に期待することとして、壮年期世代に対する特定

健診未受診者対策や重症化予防事業の課題等について、今後、共通の目的をもって取り組んで

いき、各保険者への支援につなげていけることを期待したいと思います。 

 

稲葉座長 

 同じく地域職域実務者会議に参加されている大阪産業保健総合支援センター寺村委員、ご意

見いただけますか。 

 

寺村委員 

 私どもの団体は労働者に対する安全衛生、健康管理に関する問題、特に中小企業に対する健

康増進について取り組んでいる。ストレスチェックなど衛生面での問題について、十分配慮で

きるような取組みを一緒に進められるのではないかと思い期待しています。 

 



 

 

稲葉座長 

 歯科についても小規模施設に対し重点的に取り組んでいるようですが、市原委員いかがでし

ょうか。 

 

市原委員 

 ある大阪市内の地区歯科医師会では、6事業所 30～50 人規模の事業所に対し取組みをおこな

いましたが、対象となる事業所を探すのに苦労しました。各方面に声をかけたが、結果的には

普段からお付き合いのある事業所に対して取組みをおこないました。アンケート結果として、

意識が変わったが 74％とそれなりの効果は上がったと思うが、事業を継続することで効果はさ

らに出ると思うので各方面に対する周知啓発にご協力いただけたら有り難いと思います。 

 

稲葉座長 

 小規模事業は手が届いていないところなので、啓発活動に取り組んでいたけたらと思う。が

ん検診の受診率については上がっていると思われるが、クーポン利用率はどれくらいあります

か。 

 

 渡部課長 

クーポン対象者はその年によって違うが、おおよそ対象者の 2 割前後の方が利用されていま

す。資料２０ページに記載のとおり、平成 26年度は約 193,000人にクーポン券を配布しており

ます。子宮頸がんは約 90,000人にクーポン券を送付し、受診者が約 14,000人で受診率は約15％。

大阪市はクーポン対象者に対する受診率はあがっていない。がん検診事業は対象者の約 2 割が

受診され、未受診の 8 割の方に再度送付した場合でもそのうち 1 割程度の方しか受診されてい

ない。平成 28年度実施の 5大がんの個別受診勧奨について、無料クーポン事業ではないが約 25

万件送付する予定でして、推移を見てできるだけ継続して受診していただきたいと考えていま

す。平成 23年度に個別勧奨をした方が今年度の対象者なので、未受診の方について受診しても

らいたいと考えております。 

 

稲葉座長 

  乳がん検診車両の配車等によって受診率は向上しましたか。 

 

渡部課長 

  新しい乳がん検診車は平成 27年度 139 回稼働して好評でございます。休日の受診率は高いの 

ですが、平日夜間の受診率は低い状況です。周知不足と思われるので、引き続き啓発に努めて 

参ります。また、イオンモールにおいて、検診車を使ってがん検診を実施する宣伝も兼ねて行 

っていきたいと考えています。協会けんぽと併設実施も好評で、予約開始後 2 日間でいっぱい 

になりましたので、出来る限り回数を増やしていきたいと思っています。 

 

稲葉座長 

  がんの分野について、全般的にご意見いただきたい。 

 

福岡委員 

 がんの受診率は徐々に上がっているが、全国比では大阪は低い。がん検診については学校教 

育で若い人への教育が重要と考えます。受診率を上げるのは難しいので、若年への取組み含め 

長い目でみていくことが大事だと思います。がん生存率の地域格差が TV 等メディアで話題と 

なって、大阪市は府の中でも低い方なので、がん検診やたばこ対策は重要ですので市の取組み 



 

 

に対しては敬意を表したい。その上で若年を重点的にお願いしたいと思います。 

  

稲葉座長 

社会環境の整備について、市民団体の委員からご意見をいただきたい。 

 

五嶋委員 

検診の啓発はすすめますが、それ以前に自分たちの減塩や野菜の摂取といったことを啓発し 

ています。いま力を入れて取り組んでいるのは中学生の食育です。 

 

澤田委員 

「自分の健康は自分で守ろう」を合言葉に、地域で運動や保育、笑いに取組んでいます。病 

  気は笑いが足りないからだと思いますので。自分の健康は自分で守ることを会員とともに推進

していきたいと思います。 

 

前田委員 

女性会では、ふれあい喫茶、食事サービス等、高齢者の心をすこやかにすることで健康増進 

  を図っています。各地域で毎月 4 回、地域の高齢者を会館に集めて歌をうたったり食事をした

りしておりまして、地域活動協議会から資金をもらい、女性会のお手伝いや高齢者の見守りを

行っています。 

 

 

稲葉座長 

人とのつながりは健康寿命を増進させる上で重要です。また、すこやかパートナー同士の協 

働事業数も大きく増えていますが、どのようにして増えたのか、資料などがあれば教えてもら

えますか。 

 

渡部課長 

参考資料２のパートナー通信で各事業を紹介しています。2 ページと 3 ページにおいて、団 

体同士で協働を行った事例を紹介しておりまして、各団体が色々な強みを生かし弱みを補いあ 

って協働しています。 

 

稲葉座長 

地域において、つながりを広め孤立させない取組みはすばらしいと思いますが、このような 

取組みについて市民目線からご意見いただきたい。 

 

森原委員 

私は、NPO 法人マイフィットネス道で活動しており、「地域を元気に、住民を健康に、みん 

なに笑顔を届けよう」をテーマに事業を行っています。体操をメインとしており、すこやかパ 

ートナーに初期に登録し、区役所やすこやかパートナーの雪印さんやカゴメさんと「食と運動」 

をテーマとしたと協働事業を実施してきました。壮年期、親子向けのプログラムで「楽しみま

しょう」をテーマとしたイベントを実施しており、その際にがん検診のチラシ等を配布するな

ど協働して啓発することもできると思います。 

 

稲葉座長 

生活習慣病については、壮年期はなかなか受診されませんが、糖尿病性腎症重症化予防事業 



 

 

で一定の成果ありとあったが、何かご意見ありますか。 

 

（意見なし） 

 

 

 稲葉座長 

   では、つづいて、議題２「すこやか大阪２１（第２次）の評価について」事務局よりご説明 

願います。 

  

 高野医務主幹 

   健康局健康推進部生活習慣病担当医務主幹の高野でございます。議題２について説明させて

いただきます。資料２「すこやか大阪２１（第２次）評価・新計画策定スケジュール」をご覧

ください。平成２８年度はすこやか大阪２１（大２次）の評価年で７月に中高生アンケート、

８月に市民アンケートを実施し、引き続いてアンケート結果の分析を行い評価の素案を作成し、

年度末の推進会議において評価について委員の皆様にご意見を頂戴しながら進めてまいりたい

と考えております。 

平成２９年度は２次計画評価案・新計画案を作成し、８月のすこやか大阪推進会議で検討を

行い、新計画策定のための会議を予定しております。１２月に評価報告書を発行し推進会議で

新計画案の最終検討を行い３月策定の予定です。 

引き続いて資料３をご覧ください。２次計画の目標項目の一覧については、資料６をご覧く

ださい。右端に記載しておりデータソースを用いて評価します。 

もう一度資料３に戻ってください。市民アンケートは住民基本台帳から無作為抽出した２０

歳から８４歳の 5,000人に郵送自記式法で行います。督促を 2回行い回収率 50％を目指してい

ます。 

次は中学生アンケートです。前回、回収率が６１％と低かったことを踏まえ、教育委員会や

校長会のご協力をいただき方法を変更し市内２４中学校の 2年生、各学校２クラス全員 1600人

程度に行います。無記名で生徒本人が記入後、封筒に入れて封をし回収します。 

次は高校生アンケートです。前回同様、大阪市立の高校から普通科・工業科・商業科を考慮

し、4校を抽出し 2年生全員８００人程度に行います。中学生と同様に記入後、封筒に入れて封

をし回収します。 

次の「高齢者の「歯の喪失」状況の実態把握」は、実施時期は今年１０～１２月で過去 1 年

前にさかのぼり、大阪市非常勤歯科医師に依頼し、７５～８４歳の市民の残存歯の数を調査し

ていただきます。 

学校の禁煙化状況については市内公立小中高は１００％敷地内禁煙ですが、私立学校の禁煙

化状況について大阪府独自調査から把握し、市内学校の建物内禁煙の割合を評価します。 

裏面をご覧ください。左端の「大阪市国保特定健康診査」は毎年 11月頃に公表される法廷報

告データを用い、平成 27年度データで評価します。その他の検診と下段の既存統計データは資

料をご覧いただき、ご確認をお願いいたします。 

引き続きまして、資料４をご覧ください。アンケートの質問項目は、第 1 次計画の評価に用

いた前回アンケート項目を活かして、第 2 次計画の取組みの評価をしたり、現状を把握し次期

計画に反映させていくために、昨年度から検討会議等で精査し取りまとめました。前回アンケ

ートに新たに追加や変更のあった項目を中心に、資料に沿ってご説明します。３ページ問６で

回答者の自立度を聞いています。アンケートから算定するがん検診受診率等の分析の際に自立

度を考慮します。 

「栄養・食生活」について、問８～１０で「家族や友人等と一緒に食事をとる共食の頻度」



 

 

問 13で「主食・主菜・副菜を３つ揃えて食べる、栄養のバランスに配慮した食生活をしている」、

問 14で「食品や惣菜を買う際や外食で栄養成分表示を参考にしている」市民の割合を把握しま

す。 

これらは、第 2次大阪市食育推進計画や食育の次期計画を踏まえた項目となっています。 

「Ｃ．身体活動・運動」について、問 16では、日常生活において、通勤・通学、買い物等で

の歩行に加え、運動としてのウォーキングを併せた 1 日あたりの平均的な歩行時間を聞いてい

ます。2013 年に出された「健康づくりのための身体活動基準」で、「18～64 歳は、歩行または

同等の活動を毎日 60分、65歳以上は強度を問わず 40分が推奨」され、身体活動量の歩数にか

わる評価指標として、次期計画に活用したいと考えます。 

問 17は、運動の継続状況についての設問です。市内では高齢者の介護予防として百歳体操を

取り組んでおられる方も多いことから、具体例として注釈をつけました。 

問 18のロコモティブシンドロームは健康寿命の延伸を阻む要因の１つで、運動器の健康維持

の重要性が指摘されており、啓発をかねて認知割合の現状を把握します。 

6ページ「Ｄ.たばこ」について、問 23では COPDは喫煙が主な原因疾患ですが、認知度が低

く啓発をおこなっており、COPDの認知割合の現状を把握します。 

7ページ「Ｆ．歯・口腔の健康」について、問 27の自己評価での歯の本数から、「歯の喪失状

況」を把握します。目標項目である「80 歳で 20本以上の自分の歯を有する者の割合」は、「高

齢者の歯の喪失状況実態把握結果」との整合性をみたうえで評価を行います。８ページ問 28、

29では口腔機能について、咀嚼と嚥下状況を把握し口腔機能の維持について現状を把握します。 

「Ｇ.休養・ストレス」の問 32 では「睡眠による休養が取れているか」で「睡眠による休養

の確保」について現状を把握します。 

9ページ「Ｈ．がん検診」では、胃・大腸・肺・乳・子宮頸がん検診の受診状況を把握し、市

民のがん健診受診率を把握し評価していきます。また、未受診者の未受診理由を把握し、受診

率向上策の検討に活用していきます。 

１４ページ「健康づくり」について、15ページ問 57・58では「住んでいる地域について、ご

自分と地域の人たちとのつながりの状況」や「町会・自治会、ボランティア活動など様々な活

動へ参加されているか」について現状を把握します。市民アンケートは以上になります。 

次は資料５中高生アンケートをご覧ください。中高生アンケートは前回と同じ質問項目とし、

比較評価できるようにしています。栄養・食生活の目標項目である朝食の状況、身長・体重、

睡眠時間、たばこの目標項目である喫煙状況のほかに、たばこに関する知識及び受動喫煙状況、

アルコールの目標項目である飲酒状況のほかに飲酒の害に関する知識についての項目です。こ

れらについて評価していきます。説明は以上です。 

 

 稲葉座長 

   ただいまの説明について、ご意見ございますか。 

 

福島委員 

問 18のロコモティブシンドロームと問 23の COPDで認知度を聞いており、どちらも認知割 

合を評価するものですが、問 18の方が詳しく聞いているのは、どういう考え方からこうなって 

いるのでしょうか？ 

 

高野医務主幹 

文言を合わせることを検討しましたが、問 18は国の調査を参考にしておりまして、問 23は 

GOLD委員会のものを参考にしておりまして、それぞれ比較できるようにするために、このよ 



 

 

うな表現としました。 

 

福島委員 

比較対象があるのでこうなったということで、分かりました。それと問 34 は、勤務先はどこ 

までをさしていますか。記入者本人は勤めていることが前提となっているのか。あるいは記入 

者は職をお持ちでないことも想定しているのか。職域において、がん検診を受診することがあ 

るのか、ということと、職域でなくても国民健康保険に加入していれば、がん検診を受ける機 

会はあるので、すべての人にがん検診受診の機会が担保されているとすれば、認知度を知りた 

いということになるか。どちらになるのでしょうか。 

 

高野医務主幹 

職域の対象者は国のがん検診受診率に合わせています。アルバイトやパートも含めて仕事を 

  されている方として、問 4 で聞いています。この方たちは職域のがん検診対象者となるが、が 

ん検診を受ける機会があるかどうか職域を対象に状況を把握したいと考えています。 

 

福島委員 

それなら、「あなたのご自身の勤務先や健康保険組合、または家族の勤務先や健康保険組合…」 

を繰り返し記載することを検討してほしいと思います。そうすると勤め先のことを聞いている 

のが、より分かるので。くどくなるかもしれないが検討してもらいたい。あと、中学生アンケ 

ートの回収率は前回 61％とあり、今回対象を狭めているが、前回は市内で広く協力を求めた結 

果、61％という結果であったということでしょうか。 

 

高野医務主幹 

前回は市内の公立中学校を対象とし、協力いただけたのが 61％。今回は関係部署とも相談し 

市内 24 校 2 クラスずつ実施するということになりました。 

 

福島委員 

高校生のアンケート回収率が 100％近かったので、授業内で答えさせたからではないのかと 

思われます。中学生も授業中に回収するよう考えてもらえたらと思います。それと先生もこれ

を機に保健の授業への活用などコラボレーションされることを期待します。 

 

稲葉座長 

看護の観点から、アンケートの理解度や識別度が高くなるような工夫はありませんか。 

 

髙嶋委員 

アンケートは対象が広くなるほど難しいが、見た限りではよくできていると思うので意見は 

あまりありません。中高生に対するアンケートには特に関心をもっております。少子化が進む

中、より健康に暮らすためにも意義があるものだと思います。 

 

北吉委員 

事前に見たとき質問数が多いと感じたが、読んでいくとこれだけの内容が必要であることが 

が分かりました。それを思うとすっきりした質問内容で計画のために網羅できているのだと思

います。これだけの質問数なので、回答する側としても時間を要して大変になるので、お答え

いただいた内容については次に生かせるようしっかりしてほしいと思います。それと、先ほど、

がん検診の無料クーポンについて、なかなか効果が上がらなかった、とありましたが、お金の



 

 

問題ではなく、受診機会の問題ではないのかと感じました。このアンケートの中に「なぜ受け

なかったのか」という項目がありますので、回答結果を生かしてほしいと思います。 

 

岡本委員 

中高生アンケートについては設問数１０問で、まとまっていてよいと思います。学校歯科の 

立場で生活習慣の調査を実施した経験として、今回のアンケートにないものに TV を見る時間 

とかゲームをどれくらいするのか、などを聞きました。それらに費やす時間が長い子供は生活

習慣が悪いという評価をしています。もうすぐ学校歯科においては、「歯と口の衛生週間」が始

まり、区の健康展においても取組みがあります。明日もライオンによる市内 27 の小学校を対象

とした取組みがあります。 

 

稲葉座長 

中高生へのアンケートでアルコールとタバコについて、正直な回答が得られるかは分かりま 

せんが、評価の貴重なデータになると思いますが、内容はこのままでいいでしょうか。 

 

市原委員 

７ページ、８ページは歯科の項目になっています。歯科では最近、メンテナンスといって早 

めに定期的にチェックすることで効果があり、それが全身の予防となります。8 ページ問 30 の 

「オ 定期的に歯科医療機関で、歯石の除去や汚れをとってもらっている」ということが治療 

ではなくメンテナンスということになっていますが、ここに○されたら、問 26 における健診と 

捉えてよいのでしょうか。整合性を整理してほしいと思います。人によって受け取り方が異な 

ると思うので。 

 

高野医務主幹 

治療後のメンテナンスも定期健診に含まれます。 

 

市原委員 

「治療目的」がキーワードとなるので、ここを分かるように目立たせてほしいと思います。 

 

稲葉座長 

アンケートは今からの訂正は難しいので、そういう意図でやるという認識でいきたいと思い 

ます。では、次の案件について、事務局より説明をお願いします。 

 

高野医務主幹 

それでは資料６をご覧ください。計画策定時に分野別に目標項目を定め、現状値と目標値を

設定しております。策定時に目標項目や評価指標を定めていなかった網掛けの部分は先ほどの

市民アンケートで数値を把握できるものは、次期計画に反映できるよう目標項目や評価指標を

追加しました。 

1 ページ「（１）生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底およびこころの健康づくり」にお

いて、下から２行目「COPD」は、項目・目標項目を「COPD の認知割合の増加」としました。

今回アンケートで初めて調査しますので、目標値は設定せず現状を把握し次期計画に反映させ

ていきたいと思います。 

2 ページ「（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」において、「栄養・

食生活」の分野で取組みの柱「共食」では目標項目を「朝食または夕食を共食する回数の増加

とし」、現状を把握します。 



 

 

取組みの柱「食を取り巻く環境の整備」では目標項目を「栄養成分表示等に注意している者

の割合の増加」とし、アンケート結果から増加したか評価します。「栄養成分表示店の指定店舗

数の増加」は、第 2 次大阪市食育推進計画に合わせて目標値を定め評価します。 

次に「身体活動・運動」の分野で、取組みの柱「身体活動量の増加」は目標項目を「軽く汗

をかく運動継続者の増加」とし、アンケート結果と比べて増加したか評価します。「ロコモティ

ブシンドロームの認知割合の増加」は今回初めて調査しますので、現状を把握していきます。 

次に「休養」の分野で、取組みの柱「睡眠による休養の確保」は目標項目を「睡眠で休養が

十分に取れていない者の減少」とし、現状を把握していきます。 

３ページ「歯・口腔の健康」の分野で、取組みの柱「口腔機能の維持・向上」は、目標項目

を「60 歳代おける咀嚼良好者の割合の増加」としました。今回初めて調査し、現状を把握して

いきます。 

「（３）健康を支え、守るための社会環境の整備」において、「地域のつながりが強い方だと

思う者の割合の増加」「健康づくりを目的とした活動に主体的にかかわる者の割合の増加」を目

標項目とし、今回の結果を次期計画に反映させていきます。説明は以上です。 

 

稲葉座長 

「高血圧有病者割合の減少」の項目が理解しにくい。指標には「収縮期 140mmHg または拡 

張期 90mmHg 以上の者及び服薬者」となっているが、服薬して血圧が下がっても評価されな 

いということでしょうか。この点について、大阪府薬剤師会の宮田委員いかがですか。 

 

宮田委員 

服薬きっちりすることで血圧は下がる。家庭用の血圧計で測ると上がることもある。服薬指 

導することで目標に近づくことを意図している気もするが。 

 

稲葉座長 

服薬で目標値以下になればそれを足さないと高血圧有病者の率は下がらない。指標に服薬者 

がある限り、治療を増やすと数値が上がってしまうことになりますが、この点は事務局として 

どう考えますか。 

 

高野医務主幹 

データソースが国保の特定健診で、その考え方に則っています。 

 

稲葉座長 

ということであれば、治療によって適正な血圧に下げても現状値は下がらないので、ここは 

生活習慣で血圧を下げていく有病者ととらえている。それと、がんの項目について、受診率を 

一律 50％以上にしていますが、肺がんの現状値は 55.1％。目標値を下げているのはどのような 

意図があるのか。これについて、福岡委員いかがですか。 

 

福岡委員 

肺がん 55.1％は間違いないものですか。 

 

高野医務主幹 

市民アンケートの結果に基づいたものです。地域保健での受診率は把握できているのですが、 

職域の受診率は把握できておりませんので、市民アンケートで把握しているところです。 

 



 

 

福岡委員 

がん検診全体で 50％以上ということでしょうか。 

 

高野医務主幹 

各々の検診の目標値です。受診率の目標値を分けることは、今回の結果を踏まえて検討した 

いと思います。 

 

稲葉座長 

この表現だと、肺がんはこれ以上増やす努力をしなくてよいとなってしまう。「脂質異常有病

者割合の減少」の項目についても、服薬者を入れているが服薬した努力はここには反映されな

いということですか。 

 

高野医務主幹 

目標が達成できたら、別の指標を検討します。 

 

田中委員 

国保連合会の PR となってしまいますが、毎年、各保険者と協働で特定健診の啓発ポスター 

を作成しており、リーフレットの作成も検討しているので受診率向上を支援していこうと思っ 

ています。 

 

稲葉座長 

大阪市の取組み自体は目標に向かって少しずつ上昇していることをご理解いただいて、アン 

ケートの結果より新たな取組を取り入れてほしいと思います。 

  本日の議題は以上です。ありがとうございました。以降の進行は事務局にお返しします。 

 

林健康づくり課長代理（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、

アンケート調査を実施するとともに、「すこやか大阪２１（第２次）」の推進に努めてまいります。 

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。 

 

 


