


は じ め に 

 
本市では、市民一人ひとりの主体的な健康づくりを推進するために、平成16年

3月に「健康大阪さやま２１」計画を策定し、生活習慣病の一次予防を重視した

健康づくりを推進してまいりました。また、計画の中間年である平成21年3月に

は、特定健康診査と特定保健指導によるメタボリックシンドローム対策、食育の

推進など社会環境の変化を反映した見直しを行い、「新健康大阪さやま２１」計画

を策定し、市民一人ひとりのＱＯＬ（Quality of life＝生活の質）の向上と健康寿

命の延伸をめざし、健康づくりを推進してまいりました。 
そしてこのたび、平成25年度から始まりました「健康日本２１（第二次）」の

基本方針を踏まえ、本市における「新健康大阪さやま２１」計画の進捗状況と課

題を明らかにし、平成27年度から10か年の市の健康増進計画となる「健康大阪さ

やま２１（第２次計画）」を策定いたしました。 
本計画では、市民と関係機関の具体的な取組みと行動目標を掲げ、生活習慣病

の発生を予防する一次予防とあわせて、合併症の発症や進行を抑える重症化予防

にも重点を置いた健康づくり活動を推進してまいります。 
 本計画のスローガンのとおり「すこやかに 笑顔がつどう 大阪さやま」をめ

ざして、家庭、学校、職場、地域社会、行政等が一体となり、生涯にわたり継続

的に取り組む健康づくり運動となりますよう、市民の皆さまのより一層のご理解

とご協力をお願い申し上げます。 
最後に、本計画の策定にあたりまして、ご尽力をいただきました大阪狭山市健

康大阪さやま２１計画推進委員会の委員の皆さまはじめ、アンケート調査にご協

力いただきました多くの市民の皆さま、関係機関、関係団体の皆さまに心からお

礼を申し上げます。 

   
 

平成27年（2015年）3月  

 

                大阪狭山市長  田 友好 
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第１章 計画策定にあたって 

１ 計画策定の趣旨と背景 

 我が国の平均寿命は、生活環境の改善、医学の進歩等によって著しく延伸しました。その

反面、近年は認知症や寝たきりなどの要介護高齢者の増加や、さまざまな社会環境の変化な

どに伴う生活習慣病の増加が深刻な問題となっています。このような超高齢社会で、活力あ

る社会を実現するためには、生活習慣病の一次予防に努め、社会生活を営むために必要な機

能を維持・向上するなど、健康づくりを推進することが重要です。 

 国においては、平成12年に第３次国民健康づくり対策として、「21世紀における国民健康

づくり運動（健康日本２１）」を示し、平成15年には、その法的な裏づけとなる「健康増進

法」を施行しました。その中で、一次予防の重視や健康づくり支援のための環境支援などを

中心に健康づくりが推進されました。そして、平成24年7月には、すべての国民が共に支え

合い健康で幸せに暮らせる社会をめざして、｢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」が全部改正され、平成25年度から平成34年度までの具体的な計画である「21

世紀における第２次国民健康づくり運動〔健康日本２１（第二次）〕」が示されました。この

中では、健康寿命の延伸と健康格差の縮小の実現をめざし、生活習慣病の発症予防や重症化

の予防、生活習慣の改善、社会環境の整備を社会全体で取り組むことなどが示されています。  

また、大阪府でも国の方向性を踏まえ平成25年3月に、「全ての府民が健やかで心豊かに

生活できる活力ある社会の実現」をめざす「第２次大阪府健康増進計画」が策定されました。 

 本市においては、平成16年度に「健康大阪さやま２１」を策定し、「一次予防の重視」「健

康で暮らせる地域づくり」「具体的な達成目標の設定と評価」を基本理念として、市民の生

活の質を向上し、健康寿命を延伸することをめざした健康づくりに取り組んできました。10

年を経た平成25年度には、計画の最終評価を行い、課題を明らかにしました。 

平成27年度からの「健康大阪さやま２１（第２次計画）」では、前計画の基本理念を継承

しつつ、国や府が示す方針や本市の関連計画を踏まえ、生活習慣病の発症予防としての一次

予防とあわせて、合併症の発症や症状の進行を抑える重症化予防にも重点を置き、健康づく

りに取り組みます。また、市民一人ひとりの主体的な健康づくりを、地域を構成するさまざ

まな組織や関係機関等地域全体が連携して支え、守るための環境整備を推進していきます。 

  

２ 計画の位置づけ 

 本計画は「健康増進法」第８条第２項に基づく「市町村健康増進計画」の理念のもとに策

定したものです。 

 さらに、本計画は、「大阪狭山市総合計画」の部門別計画の性格をもっており、関連諸計画

との整合を図りながら、健康増進を推進します。 
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【計画の位置づけ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

   

３ 計画の期間 

  計画期間は、平成27年度から36年度までの10年間とし、5年後を目途に中間見直しを

行います。また今後も内容の整合性を図るため、国や府の健康増進計画の動向を注視しな

がら、計画を推進します。 

 

４ 計画の策定体制 

 ①推進委員会 

  市長が委嘱する学識経験者や各団体の代表者及び公募市民で組織し、「健康大阪さやま 

２１（第２次計画）」に関し、必要な調整及び審議を行いました。 

 

 ②市民アンケート調査 

  小学５年生、中学２年生、16～17歳、20歳以上の成人に対してアンケート調査を行い、

健康に関する実態や意識などを把握し、計画に反映しました。 

 

健康日本２１（第二次） 

（平成 25～34 年度） 

 

国 

 

大阪府健康増進計画（第２次） 

(平成 25～29 年度) 

大阪府保健医療計画 

大阪府医療費適正化計画 

大阪府食育推進計画 

第４次大阪狭山市総合計画 

（平成 23～32 年度） 

健
康
大
阪
さ
や
ま 

（
第
２
次
計
画
） 

関連計画 

 

○大阪狭山市食育推進計画 

○大阪狭山市高齢者保健福祉計画 

及び介護保険事業計画 

○第２期大阪狭山市特定健康診査 

等実施計画 

○大阪狭山市子ども・子育て支援事

業計画 

 

大阪府 

21  
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【調査の概要】 

         
調査対象者数 小学５年生 中学２年生 16～17 歳 20 歳以上 

配布数 580 549 300 2,100 

有効回収数 542 527 79 859 

有効回収率 93.4％ 96.0％ 26.3％ 40.9％ 

調査時期 
平成 25 年 11 月 15 日配布 

平成 25 年 11 月 21 日回収 

平成 25 年 11 月 13 日発送 

平成 25 年 11 月 19 日締切 

調査方法 学校にて配布、封筒に入れて回収 郵送による調査票の配布、回収 

 

③パブリックコメント 

 計画素案について、広く市民から意見募集を行いました。意見募集に際して、市のホーム

ページのほか、市内公共施設で計画素案が閲覧できるように配慮しました。について、広く 

 

④庁内体制 

 庁内に検討委員会を設置し、健康づくりの取組みについて調整、検討を行いました。 
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第 2 章 大阪狭山市の現状 

１ 人口 

（１）人口の推移 

 本市の総人口の推移をみると、減少が継続することが予測されます。高齢者人口は平成22

年には1万人を突破し本市でも超高齢社会となっています。 

 住民基本台帳及び外国人登録人口をみると、平成26年の高齢化率（人口全体のうち65歳

以上人口の占める割合）は25.1%と4人に1人が高齢者となっています。今後も高齢化の進

行は続くものと予測されます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-1大阪狭山市年齢３区分別人口及び高齢化率・後期高齢化率の年次推移 

資料：日本の地域別将来人口推計人口〔平成22(2010)年～52(2040)年〕 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2 大阪狭山市高齢者人口及び高齢化率の推移 

資料：住民基本台帳人口（外国人含む）（各年９月 30 日現在） 
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図 2-３人口構成の年次推移、大阪府・全国との比較（平成 2 年～平成 22 年） 

              

図 2-3 人口構成の年次推移、大阪府・全国との比較（平成 2 年～22 年） 

資料：総務省統計局「国勢調査データ」 

 

（２）世帯構成の推移 

 本市の世帯数は年々増加を続けておりますが、1世帯あたりの人数は逆に減少し、平成26

年では2.36人になっています。 

 

図 2-4 世帯数と 1 世帯当たり人員数の推移 

注 ：昭和 50～55 年は普通世帯数、昭和 60 年～平成 22 年は一般世帯 

資料：総務省統計局「国勢調査データ」より。ただし、平成 26 年のデータは「住民基本台帳」

より（国勢調査データよりも世帯数は多くなる傾向にあります）。 
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２ 要支援・要介護度別認定者数の推移 

要介護度別認定者数は、高齢化の進行を背景に年々増加し、平成25年度は2,803人で、平

成18年度に比べ774人増で、約1.4倍となっています。 

平成18年度と平成25年度を比較すると、軽度（要支援・要介護１）認定者数は増加して

います。中度（要介護２・３）認定者数は1.41倍、重度（要介護４・５）認定者数は1.48

倍に増加し、認定者の重度化が進んでいます。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-5 要支援・要介護認定者数の推移 

※平成 18 年度以降の要支援は、要支援１と要支援２を含む 

               資料：介護保険事業状況報告 
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３ 死亡と死因 

  本市の死亡者数平均を主要死因別でみると「悪性新生物」が148.0人（32.5％）で最も

多く、「心疾患」が76.0人（16.7％）「肺炎」58.0人（12.8％）と続いています。 

 
 図 2-6 死因別死亡数(平成 20 年～平成 24 年の 5 年間の平均) 

資料：大阪府人口動態統計データ（死亡） 

  

  大阪狭山市 大阪府 全国 

悪性新生物 32.5 32.3 29.4 

心疾患 16.7 16.0 15.8 

肺炎 12.8 10.7 9.9 

脳血管疾患 8.1 8.2 10.3 

不慮の事故 2.7 2.9 3.6 

自殺 2.9 2.6 2.4 

老衰 2.0 2.4 3.9 

腎不全 2.4 2.1 2.0 

肝疾患 1.2 1.9 1.3 

慢性閉塞性肺疾患 1.4 1.4 1.3 

その他 17.4 19.5 20.0 

表 2-7 死因別死亡数が死亡総数に占める割合(平成 20 年～平成 24 年) 

資料：大阪府人口動態統計データ（死亡） 
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下の表は標準化死亡比を示したものです。 

標準化死亡比は、年齢構成の違いの影響を除いて基準となる人口と死亡率を比較する指標

です。標準化死亡比は基準となる人口（この場合は全国）を 1.00 として、1.00 より大きけ

ればその地域の死亡状況は悪いということを意味します。 

 本市において、全国・大阪府全体と比べて特に死亡状況が悪い死因は、男性では「心疾患」

「肺炎」「白血病」、女性では「自殺」となっています。 

 なお男性の「乳がん」による死亡が、5年間で1人ありましたが、数が少ないため、標準化

死亡比の数値は掲載しておりません。 

表 2-8 主要死因別にみた標準化死亡比（全国＝1.00）（平成 20～24 年平均） 

資料：富田林保健所管内の公衆衛生の動向（平成 26 年 7 月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-9 主要死因別にみた標準化死亡比グラフ（全国＝1.00）（平成 20～24 年平均） 

資料：富田林保健所管内の公衆衛生の動向（平成 26 年 7 月） 

  
男性 女性 

大阪狭山市 大阪府 大阪狭山市 大阪府 

全死因 0.96 1.06 0.87 1.05 

悪性新生物 0.99 1.10 0.99 1.09 

胃がん 1.03 1.14 0.81 1.09 

大腸がん 0.72 1.07 1.06 1.06 

肝がん 1.07 1.32 1.04 1.32 

肺がん 1.05 1.15 1.03 1.25 

乳がん ― ― 1.03 1.03 

子宮がん ― ― 0.61 1.02 

白血病 1.33 0.95 0.87 1.02 

糖尿病 0.62 1.08 0.72 1.06 

心疾患 1.17 1.09 0.82 1.09 

急性心筋梗塞 0.80 0.81 0.65 0.79 

脳血管疾患 0.71 0.88 0.75 0.83 

肺炎 1.28 1.19 1.16 1.23 

肝疾患 0.78 1.36 0.76 1.28 

自殺 0.95 0.97 1.12 1.06 

  



9 
 

４ レセプトデータからみた疾病の状況 

（１）年齢別受診率 

大阪府国民健康保険疾病統計から、被保険者100人当たりの年齢別受診率を見ると、入院

では一部の年齢層で大阪府の受診率を上回っています。入院外では大阪府全体の受診率とほ

ぼ同じ傾向を示しており、乳幼児期、高齢期に受診率が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-10 年齢別受診率（入院）（平成 25 年 6 月審査分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-11 年齢別受診率（入院外）（平成 25 年 6 月審査分） 

       資料：大阪府国民健康保険疾病統計平成 25 年 6 月審査分 
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（２）疾病大分類別の受診件数及び診療費 

疾病大分類別の割合は、入院では受診件数、診療費ともに「新生物」「精神及び行動の障害」

「消化器系の疾患」「循環器系の疾患」が多くなっています。入院外の受診件数は「循環器系

の疾患」「内分泌、栄養及び代謝疾患」「呼吸器系の疾患」が上位3位を占めています。診療

費は「循環器系の疾患」「内分泌、栄養及び代謝疾患」「腎尿路生殖系の疾患」が上位3位を

占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受診件数                  診療費 

 

図 2-12 疾病大分類別受診件数・診療費の割合（入院） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受診件数                   診療費 

 

図 2-13 疾病大分類別受診件数・診療費の割合（入院外） 

資料：大阪府国民健康保険疾病統計平成 25 年 6 月審査分 
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（３）疾病中分類別診療点数 

国民健康保険分の平成25年6月審査分で、疾病中分類別の診療点数をみると「高血圧性疾

患」「腎不全」「糖尿病」の順に診療点数が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

       図2-14 疾病中分類別診療点数上位１０位 

       資料：大阪府国民健康保険疾病統計平成 25 年 6 月審査分 
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第 3 章 健康大阪さやま２１計画の最終評価のまとめ 

 

健康大阪さやま２１の最終評価は、Ｐ（Plan 計画の策定）・Ｄ（Do 計画の実施）・Ｃ

（Check 実施状況の評価）・Ａ（Action 計画の改善）に基づいて進めました。このマネ

ジメントサイクルを通じて、計画の進捗を管理・評価し、見直し計画の策定に向けて重点的

に取り組むべき内容を把握しました。この観点を踏まえて、計画の最終評価は以下のプロセ

スで行いました。 

 

図 3-1 PDCA サイクルの概念図 

 

（１）計画策定および計画推進のプロセス評価 

 プロセス評価は、策定組織の構成や現状把握やニーズ把握の状況といった計画策定のプロ

セスをはじめ、計画の推進、進捗管理・評価の状況、関係部局や住民などとの連携状況など

の計画の推進に関するプロセスを４段階（一部２択）で自己評価しました。 

 プロセス評価は、計画の策定から推進までを自己点検することにより、第2次計画を策定

するうえでの課題を把握し、今後の対策を立てるために行いました。 

 

（２）目標達成のための活動状況評価 

 活動状況評価は、「食生活」「運動」「休養・こころの健康」「たばこ」「飲酒」「歯の健康」

「健康チェック」の７分野にわたる課題や取組み状況を、「『健康大阪さやま２１』最終評価

のための健康意識調査」を通じて把握しました。 

 活動状況評価を通じて、「健康大阪さやま２１」に関する活動や事業を評価し、今後の施策

の方向と具体的な取組みを明確にしました。 

 

（３）目標達成度評価 

 目標達成度評価は、各分野別に平成15年に設定し、中間評価で修正した目標値について達

成状況を評価しました。 

 主に、「『健康大阪さやま２１』最終評価のための健康意識調査」をもとに、最終の実績値

（以下、最終実績値という）を把握し、平成15年の策定時のベースライン値に比べ、目標達

成に向けて改善、もしくは悪化の傾向を評価しました。 

  

計画の実施 

実施状況の評価 

計画の改善 
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１ 計画策定、および計画推進のプロセス評価 

 各プロセスについて、以下の表のように４段階評価を実施しました。 

（１）計画策定と計画推進プロセスの要素別評価得点 

 
 
 
 
 
 
 

評価内容 評価理由 点数 項目平均 

計 画 策 定 

組織 

策定組織には、必要な関

係者が含まれていまし

たか。 

計画策定の組織となった「大阪狭

山市健康大阪さやま２１計画推

進委員会」は保健医療に関する専

門機関、保健医療関係団体、関係

行政機関及び公募の市民など幅

広い委員から構成されていた。 

4 

3.5 

策定組織は、検討や議論

等を活発に行いました

か。 

「健康大阪さやま２１計画推進

委員会」と並行して、平成15年

計画策定時は大阪狭山市庁内の

関係部署から構成する連絡会を

設置し、検討を行った。しかし中

間見直し時は、個々の部署への連

絡のみで、関係部署間の検討は不

十分であった。大阪狭山市保健福

祉部健康推進グループ内では、ワ

ーキングチームを作り、学識経験

者とともに検討・議論した後、「健

康大阪さやま２１計画推進委員

会」にて、各団体との議論を行っ

た。 

３ 

 

現 状 把 握 及

び ニ ー ズ の

把握 

地域の健康課題は明確

に把握されていますか。 

平成15年3月と平成20年3月に

実施した健康意識調査の結果と

その他健診データ等をあわせて

活用し、健康の課題の把握をし

た。 

4 

3.5 

住民のニーズは充分に

把握されていますか。 

平成15年3月と平成20年3月に

健康意識調査を実施し、広くニー

ズの把握を行った。案策定後のパ

ブリックコメントについては、市

民の意見は得られなかった。 

３ 

  

【点数】 
4･･･「そうである」、「十分できている」、「はい」 

3･･･「どちらかというとそうである」、「ほぼできている」  

2･･･「どちらかというとそうではない」、「あまりできていない」  

1･･･「そうではない」、「できていない」、「いいえ」 
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評価内容 評価理由 点数 項目平均 

目 標 の 設 定

と共有 

計画の策定過程での議

論を住民や関係者に公

開していましたか。 

計画の策定過程では、計画推進委

員を通して、各関係団体内に議論

内容を公開したのみにとどまっ

た。 

1 

2.6 

地方計画の目標設定は、

独自性のあるものにな

っていますか。 

国や府の目標設定との整合性を

図りつつ、食事バランスガイドを

知っている人の増加やたばこの

健康影響について、禁煙について

の知識を持つ人の増加など本市

独自の目標設定も行った。 

3 

国が策定した「健康日本

２１」や大阪府が策定し

た「健康増進計画」との

整合性を図っています

か。 

国が策定した「健康日本２１」の

地方計画と位置づけるとともに、

大阪府が策定した「健康増進計

画」との整合性を図っている。 

4 

目 標 と 事 業

の関連 

目標を達成するための

事業が明確になってい

ますか。 

分野ごとに行動計画を作成した

が、目標を達成するための具体的

な事業計画については、「こころ

の健康」「飲酒」など明確になっ

ていない分野もあった。 

2 

3 

事業実施にあたり、優先

順位を検討して実施し

ていますか。 

事業実施に当たっては、平成20

年3月に調査した「『健康大阪さ

やま２１』中間評価のための健康

意識調査」や「大阪狭山市総合計

画」等を参考にして優先順位を検

討し、食育推進と関連する「食生

活」の分野やがんや生活習慣病対

策である「たばこ」「健康チェッ

ク」の分野についてより積極的に

実施した。 

４ 

具 体 的 な 取

組みの記載 

地方計画の取組み内容

や役割が住民・関係者ご

とに具体的に示されて

いますか。 

分野ごとに市民、関係機関の役割

や行動計画については具体的に

明記した。地域や企業の取組み等

具体性に欠けるところもあった。 

３ ３ 

環 境 整 備 の

記載 

地方計画の各目標分野

には、健康づくりを支援

する環境整備について

記載がありますか。 

 

分野ごとの行動計画に、可能な限

り環境整備を明記した。 

３ ３ 
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評価内容 評価理由 点数 項目平均 

計 画 の 周 知

及び活用 

地方計画や実施状況を、

わかりやすく住民に周

知していますか。 

概要版の全戸配布、ホームページ

の掲載、保健センターだよりにそ

の年度のスローガンを掲載、保健

センター内でのパネル展示や教

室ちらしへの関連分野の目標項

目の掲載等を通じて周知を行っ

た。ホームページ内容の工夫や、

定期的な内容の更新など継続し

た周知はできなかった。 

2 

３ 

地方計画は、他の事業の

計画や予算編成に活用

していますか。 

大阪狭山市が平成23年に策定し

た「第四次大阪狭山市総合計画」

の健康に関する部門計画に位置

づけるとともに、「健康大阪さや

ま２１推進事業」としての独立し

た項目として予算化していると

ともに、がん検診や歯科保健につ

いては、計画の推進につながる事

業ごとの予算化も行っている。 

４ 

住 民 活 動 へ

の支援、地域

の 活 動 状 況

の把握、環境

整備 

地方計画に基づく住民

や関係者の活動を支援

していますか。 

食生活改善推進員や熟年いきい

き事業実行委員会、食物アレルギ

ー・アトピーサークルSmile・

Smileとの協働事業の実施、場所

の提供等の活動支援や運動教室

終了後の自主グループ育成支援

を行った。また自治会等の企画で

健康づくりに関する出前講座を

行い、地区活動の支援も行った。

しかし、支援団体は限られてお

り、さらに市民の自主グループ育

成や、新たな団体への活動支援を

広げていく必要がある。 

３ 

3.3 

地域自主組織の活動状

況（活動数、活動内容）

について把握していま

すか。 

市としては、市民活動支援センタ

ーにより、市内で活動している市

民公益団体(平成25年度は320

団体)を把握し、紹介小冊子「し

みんのちから」に活動内容をまと

めている。 

4 

食環境や運動環境の整

備など、健康づくりを支

援する環境整備に取り

組んでいますか。 

「食生活」、「たばこ」の分野に

おいて環境整備に取り組んだ。ま

た「健康チェック」分野において

は、がん検診実施医療機関の拡大

を図るなどの環境整備に積極的

に取り組んだが、運動の環境整備

の取組みは十分でない。 

3 
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評価内容 評価理由 点数 項目平均 

部局、住民等

との連携 

関係部局との連絡、調整

が円滑に図れています

か。 

従来から実施している事業に関

しては他部局が関係する分野で

は連絡、調整が円滑に図れたが、

新たな事業展開に向けての調整

までには至っていない。 

3 

2.5 

関係機関・団体等との連

携が円滑に図れていま

すか。 

健康大阪さやま２１計画推進委

員会を構成する関係機関・団体等

とは常に連絡を密にし、連携が円

滑に図れたが、計画を推進するに

はさらに連携する関係団体の拡

大を図る必要がある。 

3 

企業との連携が円滑に

図れていますか。 

「たばこ」の分野では、終日敷地

内全面禁煙の店や施設を登録し、

市のホームページへの掲載と全

面禁煙の施設を周知するステッ

カーを掲示し、市民に周知するな

ど連携を図ったが、その他の分野

での企業連携は図れていない。 

１ 

住民組織、ボランティ

ア、ＮＰＯ等との連携が

円滑に図れていますか。 

食生活改善推進員や熟年いきい

き事業実行委員会、食物アレルギ

ー・アトピーサークル Smile・

Smile などの団体とは協働での

教室開催や、健康まつりなどイベ

ントでの連携が円滑に行えた。ま

た自治会と連携し運動や歯の健

康、食生活に関する出前講座を行

ったが、今後はさらに連携する団

体を増やしていく必要がある。 

３ 
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評価内容 評価理由 評価 項目平均 

計画の推進、

進捗管理・評

価 

地方計画を推進するた

めの体制を整備してい

ますか。（分野別の専門

部会の設置など） 

「たばこ」対策や「健康チェック」

の中のがん対策、「食生活」の食

育についてはチーム体制をとっ

て取り組んだ。また「歯の健康」

は歯科保健事業推進連絡協議会

を設置している。その他の分野は

専門部会としての設置はできて

いない。 

2 

2.7 

進行管理組織を設置し、

進捗状況について把握

していますか。 

「食生活」「たばこ」「歯の健康」

「健康チェック」について分野ご

とには、定期的に会議を開催し、

進捗状況の報告や計画の検討を

行ったが、全体としての進行管理

組織の設置や進行管理はできな

かった。 

2 

評価指標について、デー

タ収集の方法がありま

すか。 

全分野にわたっての経年的なデ

ータ収集はできていないが、中間

評価や食育推進計画策定時のア

ンケート調査、検診データ等のデ

ータ分析は実施した。 

3 

目標や評価指標につい

て、見直しを行っていま

すか。 

平成20年に中間評価を行い、目

標や評価指標の見直しを行った。 3 

目標に基づいて、事業の

評価を行っていますか。 

「食生活」「たばこ」「歯の健康」

「健康チェック」の分野について

は目標に基づいて事業の評価は

行っているが、「飲酒」「こころの

健康」については実施できていな

い。 

２ 

新規事業の開始だけで

なく、既存事業の見直し

を行っていますか。 

毎年事業の評価と見直しは実施

している。 
4 

 

（２）プロセス評価のまとめ 

 プロセス評価得点（図 3－2）に示されているように、計画策定、および計画推進のプロ

セスは全般的には比較的順調に実施されてきたと言えます。しかし、各要素別に見ると、「計

画の推進、進捗管理・評価」「部局、住民との連携」の項目で点数が低くなっています。食生

活やたばこ、歯の健康、健康チェックなど進捗管理・評価が行えた分野もありますが、継続

した全体的な管理体制は不十分でありました。また、庁内の関係部署との事業の企画、推進

や進行管理も不十分でした。さらに、企業との連携はほぼできていない状況で、今後の計画

を推進していく上での課題です。また、市民への計画の周知についても、概要版の全戸配布

やホームページへの掲載、保健センターだよりへの掲載等の周知を行いましたが、わかりや

すく計画の趣旨や内容を市民に周知する取組みは不十分でした。 

 第２次計画の推進にあたっては、分野ごとの専門部会の設置や庁内の関係部署との連絡会

の設置により、継続的にモニター管理する体制を確立し、代表的な評価項目について、特定
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健康診査での問診項目や学校でのアンケート調査等のデータを活用して定期的な事業の見直

しを行います。また、推進委員会にて計画全体の進捗管理を行っていきます。 

計画の周知については、ホームページなどを見直し、市民に親しみやすいよう情報の掲載

内容を工夫し、継続した情報発信により、市民がより積極的に健康づくりに取り組めるよう

な情報提供を行っていきます。 

 

図 3-2 計画のプロセス評価における各要素別平均得点 
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２ 計画実現のための活動状況評価 

（１）食生活 

 ①重点行動項目 

○朝食欠食の減少とバランスの良い食事（野菜摂取の増加）の普及を目的とした食育の推進 

○肥満を防ぐ食生活の啓発 

○市民がより効果的に健康づくりを実践するための適切な栄養・健康情報の提供と相談の充

実 

○地域ぐるみの食生活を通じた健康づくりネットワークの構築と拡大・充実 

 ②活動状況 

 指導者・リーダー対象事業 

 地域において、子どもの頃からの欠食予防、肥満をはじめとした生活習慣病予防の食生活、

バランスの良い食事などの正しい知識を普及、啓発する食生活改善推進員の養成講座や育成の

ための学習会などを開催しました。 

 一般市民対象事業 

 定期事業としての乳幼児健診、母子教室、保健栄養相談、健康教室や電話、面談、訪問など

随時の相談において、市民の健康づくり（食生活改善）の普及・啓発を実施しました。 

 「狭山池まつり」「健康まつり」などのイベントの中で、乳幼児から高齢者までの幅広い年

齢層に向けて、食生活の重要性について媒体などを使いわかりやすく啓発しました。 

 地域においても、講演会や出前講座で、食生活の重要性を説明し、健康づくりの支援をしま

した。 

環境整備事業 

 平成25年3月に大阪狭山市食育推進計画を策定し、行政と家庭、地域、学校、関係団体の取

組みを体系化し、連携しやすい環境づくりを行いました。 

 他団体との連携・ネットワーク構築 

 食育推進や食環境づくりのために、関係団体（食生活改善推進協議会、地域活動栄養士会、

食物アレルギー・アトピーサークル、市民ボランティア）、幼稚園、保育所（園）、学校、医療

機関などが連携し、幼児から高齢者までを対象とした総合的な取組みを進めてきました。 

 継続性 

 食生活改善の知識の普及や啓発は、単年度実施の事業では顕著な効果は望めないので、ほと

んどの事業が複数年にわたって継続的に実施されています。 

 ③活動状況評価 

 朝食欠食の減少、バランスの良い食事の普及を目的とした食育の推進、肥満をはじめとし

た生活習慣病予防の食生活の啓発などを、食生活改善推進協議会、地域活動栄養士会などと

協力して実施した結果、活動回数や参加者数の増加がみられました。参加者からは、「健康づ

くりの中での食生活の重要性がよくわかった」「今後の食生活改善に役立った」という意見が

多く寄せられました。保健栄養相談では、主治医と連携しながら、継続して関わることによ

り、検査結果の改善がみられるケースも増えています。成人の教室や相談に関しては、中年

期の男性の参加はほとんどなく、中年期男性へのアプローチは困難な状態でした。 

イベントでの情報提供や個別相談は、幅広い年齢層の参加がありました。若者や中年層な

どふだんの保健活動で関わることが少ない人々への啓発の重要な機会として、今後も活用し
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ていく必要があります。 

 地域におけるネットワークとして、食生活改善推進協議会は、大きな役割を担っており、

充実した内容の活動を続けていますが、推進員数は減少傾向です。今後、養成講座の開催、

講座への呼びかけの工夫、インターネットの利用などの改善が必要です。 

地域活動栄養士会は、地域において子どもたちの食育に力を入れており、平成23年「大阪

府知事表彰」を受賞しました。 

 保健センターでは、平成25年「大阪狭山市食育推進計画」を策定し、関係団体とも連携を

深め、協力しながら活動を実施し、より一層の食育の推進を行っています。 

 

（２）運動 

 ①重点行動項目 

○運動不足と生活習慣病の関連や身体活動についての正しい知識の普及・啓発 

○運動のきっかけにつながるような教室等の実施 

○ウォーキングや運動などの仲間づくりの支援 

 ②活動状況 

 指導者・リーダー対象事業 

 平成19年度から平成24年度まで、運動の効果や継続の効果を地域に普及する運動サポータ

ー養成講座を実施しました。 

 一般市民対象事業 

 実践型イベントである「健康ウォーキング」を年１回実施し、幅広い年代を対象にもっとも

身近な運動であるウォーキングを通して、運動習慣の大切さを周知しました 

 また、継続して実施している「はつらつ健康体操」について、毎年希望者が多く、定員を超

える申し込みがあるため、より多くの人に参加してもらえるように実施体制を見直しました。

その結果、平成24年度から「はつらつ健康体操」の実施体制を半年クールとし、教室終了者

に対し、地域での自主的な活動を促すことで、自主グループ育成にもつながりました。 

各種教室でも生活習慣病の内容に合わせた運動内容を指導・実践し、疾病の予防・改善に努

めました。 

 平成20年度から始まった特定保健指導では、「カラダすっきり運動教室」を月１回実施し、

効果的な運動について指導するとともに、歩数等の運動記録をつけることを促し、記録にはス

タッフがコメントを記入するなど、継続した運動につながるよう支援しました。 

 平成25年度からはロコモティブシンドロームの予防を目的に「貯筋体操教室」を実施し、

家庭でできる運動メニューを取り入れた実習を行いました。また、運動メニューを示したパン

フレットを配布し、教室終了後も家庭で継続した運動が行えるように指導しました。 

 自治会等からの要請で行った出前講座でも、歌に合わせた体操など家庭でも楽しくできる体

操の紹介を行い、継続することを勧めました。 

 環境整備事業 

 平成19年度には、手軽にできる運動としてウォーキングを広めるために、「ツール・ド・大

阪・おおさかさやまウォーキングコース」を設定して、コース看板を設置し、コースマップを

作成しました。平成19年度のコース開きのウォーキングイベント開催にあたり、市の関係部

署とともにコース周辺の環境整備も実施し、その後の整備も続けています。 
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 他団体との連携・ネットワーク構築 

 健康ウォーキングは、熟年いきいき事業実行委員会との協働で毎年実施しています。 

 また地域包括支援センター等と連携し、ご近所力アップ出前勉強会のメニューとして「家庭

でできる健康体操」の情報提供をしています。 

 継続性 

 各種健康教室はほとんどが継続して実施しているものです。また健康づくりウォーキングの

イベントも市民団体との連携により、継続して実施しています。 

 運動サポーター養成講座については内容を見直すため、平成24年度で終了しました。 

 ③活動状況評価 

 「健康ウォーキング」は、家族連れの参加が多く、ふだん保健センターを利用することが

少ない中年期へのアプローチの機会となっています。年々参加者も増加しています。 

 運動のきっかけづくりとして、各種健康教室で運動実習を実施しました。受講者の満足度

は非常に高く、また参加したいとの感想が多く寄せられました。ただ、自主的に日常生活の

中で継続に結びつけることが難しく、運動教室を定期的に実施して欲しいとの意見もあり教

室に頼る傾向もみられました。そこで、はつらつ健康体操では、継続した参加の中で参加者

同士の仲間意識も強くなっていることから実施体制を改め、１クール半年、連続2クールを

受講できないこととし、終了後は自主的に運動するよう勧めたところ、自主グループ化につ

ながっています。 

運動サポーター養成講座は、教室参加者が地域でサポーターとして活動するまでにはいた

らないため、健康サポーター的な人材の育成に切り替える方向で検討することとし、平成24

年度で終了しました。 

平成25年度からは、ロコモティブシンドローム予防を目的とし、自らの継続した運動につ

ながるよう「貯筋体操教室」を実施し、家庭でできる運動メニューを指導・実践しました。

参加者からは、教室終了後も継続したいとの感想が多く聞かれました。 

特定保健指導としては、「カラダすっきり運動教室」を月１回実施し、効果的な運動につい

て指導するとともに、歩数等の運動記録をつけることを促し、記録にはスタッフがコメント

を記入して継続を促しました。参加者には体重減少等の効果がみられました。 

 

（３）休養・こころの健康 

 ①重点行動項目 

○こころの健康づくり、ストレスの対処法の普及、啓発 

○子どもの頃から、健康な睡眠の重要性を啓発し、規則正しい生活リズムを普及する 

 ②活動状況 

 指導者・リーダー対象事業 

 平成24年度から庁内関係部署職員の相談スキルの向上を図り、自殺対策に取り組むための

人材養成研修会を実施しました。 

 一般市民対象事業 

 平成24年度まで自殺予防啓発事業として、市内主要駅前で自殺予防街頭啓発キャンペーン

を実施し、自殺防止のための相談窓口の案内を掲載した啓発物品の配布を実施しました。平成

24年度以降は、相談窓口の充実や人材の養成についての取組みを強化することとし、街頭啓
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発は終了しました。 

自殺予防週間にあわせ市広報誌に相談窓口等の掲載を行い周知しました。 

 妊娠届出時のアンケートや、平成20年度から実施している「こんにちは赤ちゃん事業（生

後４か月まで全戸訪問事業）」で、エジンバラ産後うつ病質問票（EPDS）を活用し、母親の

精神面の問題の早期発見に努め、支援しました。 

 乳幼児健診や母子教室などの場を利用して、規則正しい睡眠や生活リズムについての知識を

普及し、育児不安の強い母親には親子教室で心理職等の専門スタッフが話を聞く等のサポート

を実施しました。 

 環境整備事業 

 平成24年度に富田林保健所と共催で市職員を対象に、うつ状態の人を早期に発見し、専門

相談機関につなぐ等のスキルを身につけるため自殺対策人材養成研修を実施しました。平成

25年度には市民の問い合わせに応対する機会が多く、自殺対策の連携の必要性があると思わ

れる市民からの相談窓口業務のある部署の市職員を対象に、今後の連携支援体制の構築と対応

能力の向上を目的に、自殺対策研修会を実施しました。 

 他団体との連携・ネットワーク構築 

自殺予防キャンペーンを福祉グループと協力し実施しました。 

保健所と共催で自殺対策人材養成研修を実施しました。 

近畿大学医学部附属病院と富田林保健所管内市町村との事例検討会や意見交換会に参加し

ました。 

 継続性 

 今後継続して連携体制の構築、強化に向け事業を実施していきます。 

 ③活動状況評価 

 電話相談で問題が解決できない時には、こころの悩みを相談できる相談窓口の案内をしま

した。 

 子どもの規則正しい生活リズムの普及については、乳幼児健診や母子教室時に啓発したと

ころ、意識は高まったと思われます。さらに、母親の精神面のフォローを個別に行い、必要

時は医療機関とも連携して、問題をもつ母子の支援をしました。また、エジンバラ産後うつ

病質問票（EPDS）の利用は何らかの精神的な問題を抱える母親を早期に把握することに役

立ち、今後の成果が期待されます。 

 以上のように産後うつや育児ストレスについては多くの取組みができ、効果も期待されま

すが、一般成人については、目的を達成するために多くの対象者にアプローチするという第

一歩が十分にできませんでした。 

 市民の問い合わせに対応する機会が多く、自殺対策の連携のスキルが必要な相談窓口業務

の市職員を対象に、今後の連携支援体制の構築と対応能力の向上を目的に、自殺対策研修会

を実施しました。今後は成人、中でも中年期男性対策を念頭に置き、ストレスの軽減、スト

レスコーピング、早期対応について中心的役割を果たす人材の養成、対策ネットワークの構

築等、市民に身近な市での自殺対策力を強化していくことが課題としてあげられます。 
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（４）たばこ 

①重点行動項目 

○喫煙の健康影響についての正しい知識の普及・啓発 

○学校、公共の場、職場などの禁煙化、分煙化への支援 

○未成年者の喫煙防止対策の推進 

②活動状況 

 指導者・リーダー対象事業 

平成17年度に有効な喫煙防止教育に取り組めるよう市内小・中学校の養護教諭を対象に喫

煙防止教育についての講演会を実施ました。 

平成22年6月1日からの市内公共施設に敷地内禁煙実施に伴い、市職員から禁煙・受動喫

煙防止に対する理解を深め、市民に率先して取り組むため、本市職員（嘱託職員・非常勤職

員を含む）を対象に、禁煙及び受動喫煙防止についての研修会を実施しました。平成22年1

月には医師による禁煙講演会と保健師による呼気中一酸化炭素濃度測定と禁煙指導を実施

し、平成22年5月には卒煙講演会として禁煙治療の実際についての研修を行いました。平成

23年には受動喫煙防止の重要性について講演会を実施しました。 

 一般市民対象事業 

 平成18・19年度に保健センターが調整役となり、学校の養護教諭と連携して、小・中学

校の児童・生徒、保護者を対象に喫煙防止教育専門医による喫煙防止講演会を実施しました。 

平成23年度より、「大阪狭山市禁煙推進ポスターコンクール」を開催し、市内の小学生（5・

6年生）と中学生から、禁煙及び受動喫煙防止推進に関する作品を募集しました。作品制作

過程を通じて「喫煙と健康」についての認識を深めるとともに、入賞作品を「健康まつり」

で展示するなど、市民への普及啓発を図りました。 

また、世界禁煙デーに金剛駅西口周辺において、禁煙・受動喫煙防止啓発物品の配布を行

い、市民への普及啓発に努めました。 

平成24年度より、成人式においてたばこに関する啓発チラシを配布し、喫煙防止及び禁煙

を呼びかけています。 

 環境整備事業 

平成15年度から、幼稚園、保育所(園)、小・中学校で敷地内禁煙を開始しました。平成22

年4月1日より、保健センターにおいて敷地内禁煙を開始、同年6月1日より市内公共施設敷

地内禁煙を開始し、市民にも広く周知し、協力を呼びかけています。 

平成23年度より、市内循環バス停留所の「ひと休みベンチ」付近の路面に、受動喫煙防止

を呼びかける路面サインを、また、「大阪狭山市禁煙推進ポスターコンクール」の最優秀賞作

品をデザインとした「受動喫煙防止啓発看板」を市内の駅周辺・公園内等に設置し、受動喫

煙防止への理解と協力をお願いしています。 

平成24年度より、公共施設以外の飲食店・理美容店の全面禁煙化を推進するため、対象店

へ「大阪狭山市全面禁煙のお店」への登録を呼びかけ、全面禁煙実施を支援しました。登録

店へはステッカーを配布し、利用者に禁煙協力を呼びかけるとともに、市ホームページに「大

阪狭山市全面禁煙のお店」として紹介し、禁煙店を希望する利用者への目印として活用して

もらうなど、禁煙の推進と受動喫煙防止について市民への普及啓発を図りました。平成25年

度からは、対象を公共施設以外の店舗及び施設に拡大し、継続実施しています。平成25年3

月末日現在で30施設の登録があります。 
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 他団体との連携・ネットワーク構築 

 富田林保健所管内市町村たばこ対策連絡会において、情報の共有や、連携した取組みを実

施し、母子保健事業でのたばこ対策の啓発ちらし（妊婦版・乳児版・幼児版）を作成し、内

容の見直し、改訂もしています。 

 平成22年の市職員への講演会では、富田林保健所保健師とも連携し、禁煙指導を実施しま

した。 

 継続性 

 ほとんどの事業について継続して実施しました。 

 ③活動状況評価 

 市内公共施設敷地内禁煙の開始は、大阪府下でも率先した取組みでありました。本市の禁

煙・受動喫煙防止に対する取組みを市民に周知し、禁煙への動機づけにつながりました。 

第3回「大阪狭山市禁煙推進ポスターコンクール」は、500作品を超える応募があり、年々

関心が高まっているようです（初年度の6倍）。 

 「大阪狭山市全面禁煙のお店」は平成25年3月末日現在で30施設の登録があります。平成

24年度に実施した「禁煙店の現状に関するアンケート」では、「禁煙店にした理由」として

「タバコの臭いが不快だから」が1位で、次いで「お客様の健康のため」「飲食物の風味を

守るため」等でした。「禁煙のメリット・デメリット」の設問では、メリット85％、デメリ

ット15％とメリットが大きく上まわっていました。利用者の声も「臭いがなくてよい」「安

心して利用できる」等の賛成意見が多く、喫煙者も「時代が禁煙になっているから」と理解

を示してくれるとの回答がありました。社会的にも公共の施設や、多くの人が利用する施設

での禁煙について理解が広がってきていると思われます。今後も、受動喫煙による健康被害

を防止し、未成年者が喫煙に接する機会を減らすため、市内の施設等の禁煙化推進に力を入

れる必要があると思われます。 

 受動喫煙防止路面サインと看板については、設置場所から少し離れたところで喫煙してい

る喫煙者もあり、看板だけでは十分な防止効果あると言えない状況と思われます。建物内は

比較的禁煙への協力が得やすいようですが、多くの人が利用する屋外のスペースでの受動喫

煙防止対策の検討が必要だと思われます。 

 

（５）飲酒 

 ①重点行動項目 

○節度ある飲酒に関する情報提供 

○未成年者の飲酒を防止するための啓発活動と情報提供 

 ②活動状況 

 指導者・リーダー対象事業 

 とくに実施しませんでした。 

 一般市民対象事業 

 飲酒単独の事業はありませんでしたが、保健栄養相談や健康教室の中で、節度ある飲酒に関

する情報提供を行いました。 

 環境整備事業 

 とくに実施しませんでした。 
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 他団体との連携・ネットワーク構築 

 学校、保健所等との連携が必要ですが、実施されませんでした。 

 継続性 

 情報提供を継続的に実施しています。 

③活動状況評価 

 節度ある飲酒についての情報提供は、他の重点項目の情報提供と組み合わせて、個別相談

や健康教室で実施し、健康づくりの総合的範囲の中での啓発になりました。 

 未成年者の飲酒防止のための取組みは、ほとんどできませんでした。 

 飲酒対策については、単独での教室実施が困難であり、他の教室やイベントの中での情報

提供にとどまり、取組みが不十分でした。多量飲酒者に直接指導することが困難であるため、

今後は、学校等との連携により、未成年の飲酒を防ぐ取組みとあわせ、家庭や子どもを通し

て、大人の節度ある飲酒についての知識の普及、啓発を行っていく必要があります。 

 

（６）歯の健康 

①重点行動項目 

○むし歯予防、歯周病予防の方法についての市民への啓発 

○かかりつけ歯科医の普及 

○フッ化物配合歯磨剤使用の推奨 

○代用甘味料を用いた食品摂取の啓発 

 ②活動状況 

 指導者・リーダー対象事業 

 大阪狭山市・堺市美原区歯科医師会との共催により、関係機関等を対象とした歯科保健講演

会を実施し、生涯歯科保健推進のための知識やスキルの向上を行っています。 

 一般市民対象事業 

 「母子保健事業」では、健診結果に基づき、むし歯の場合は受診勧奨を行い、問診票の結果

から、ハイリスクと思われる場合には個別の歯科指導を行いました。 

 「幼稚園・保育所（園）歯科指導」では、幼稚園の保護者と園児を対象に、また保育園（所）

では園児を対象に歯科指導を行いました。平成25年度からは全園について年2回歯科指導を実

施しています。 

 成人対象の「デンタル教室」「8020相談会」「歯の個別相談」については、開催時期や対象

が重ならないよう、平成25年度から統合して「歯のお手入れ教室」と名称を変更し、定期的

な教室開催とし、むし歯・歯周病の予防と進行抑制、および改善に向けての指導を実施しまし

た。 

高齢者の二次予防事業として「お口の健康アップ教室」を実施し、介護予防の観点から、口

腔機能や状態の維持または改善にむけて指導しました。 

 歯科相談事業の「歯ッピー相談会」は毎年1回土曜日に実施しているので、家族連れの参加

も多く、ふだん保健センターを利用しない年齢層の参加が多くみられました。 

 環境整備事業 
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 他団体との連携・ネットワーク構築 

 「健康まつり」や「狭山池まつり」での歯の健康についての啓発活動では、大阪狭山市・堺

市美原区歯科医師会と大阪府歯科衛生士会と連携して実施しました。 

 継続性 

 各事業とも複数年にわたって継続して実施しています。  

③活動状況評価 

 年1回、土曜日に開催している「歯ッピー相談会」には、家族連れの参加が多く、ふだん

保健センターを利用することが少ない青年期や中年期男性の参加があり、啓発や受診勧奨の

機会となっています。 

乳幼児健診では、3歳6か月児健診において、う蝕有病率の増加がみられます。早期からの

指導が課題であることから、平成25年度から3歳6か月児健診後のフォロー教室として実施

していたピカピカ歯みがき教室を3歳に対象を早めて実施しました。教室の個別勧奨通知も

実施したことにより、参加率が増加しました。また、幼稚園保育所歯科指導についても平成

25年度より全園での実施とし、より多くの幼児、保護者に指導を行いました。 

 成人歯科健診は受診率向上に向け、がん検診無料クーポン送付時にちらしを同封したり、

医療機関にポスター貼付の協力依頼をしたり、イベント時の啓発等実施しました。その結果、

受診率のわずかの伸びがありました。しかし、なお不十分と思われます。 

 デンタル教室はその他の歯科事業（歯の個別相談や８０２０相談会等）と合併し、内容等

を整理して平成25年度より歯のお手入れ教室として実施しました。年間8回を定期的に開催

することで、時期を逃さずフォローできるようになりました。 

 お口の健康アップ教室は年々参加人数が増加しています。 

  

（７）健康チェック 

①重点行動項目 

○健康診査の受診率向上と治療の推進 

○生活習慣病予防を念頭においた食生活、運動などの指導の充実 

 ②活動状況 

 指導者・リーダー対象事業 

 食生活改善推進員養成講座に生活習慣病予防の食事指導に関する講義を組み入れています。 

 一般市民対象事業 

狭山池まつりや産業まつり等のイベント時に、がん検診受診啓発のぼりをたて、啓発ベスト

を着用し啓発物品を配布するなど、がん検診啓発活動を実施しました。 

日曜日に開催している健康まつりでは、がん検診啓発物品の配布とともに、平成23年度か

ら肺がんヘリカルCT検診の実施、平成25年度から乳がん検診を実施しました。 

子宮頸がん、乳がん、大腸がん検診については、節目年齢の方に無料クーポン券を配布し、

クーポン対象者で未受診者には再勧奨ハガキを送りました。また、乳がん、子宮がん検診につ

いては電話による個別受診勧奨も実施しました。 

 また特定健康診査の受診券送付時にがん検診のちらしを同封したり、成人式で子宮がん検診

啓発チラシやクリアファイルを配布しました。 

健康生活応援講座や脱メタボ講座等を実施し、糖尿病やその他生活習慣病予防に関する知識
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の普及啓発を行いました。 

特定保健指導としては、「血液サラサラ血管若返り法」の開催や個別面接により、特定健康

診査の結果説明と生活習慣改善の個別指導を実施しました。また必要時には、電話や面接によ

り継続した支援を実施しました。平成25年度から非肥満高血圧症の方にも受診勧奨等の個別

指導を実施しました。また、年1回の健康度測定「ミニ健康まつり」では、健康に対する意識

づけを行いました。 

 保健栄養相談では糖尿病やその他生活習慣病の予防や治療について個別指導も実施しまし

た。 

 がんの知識について定期的に講演会を実施しました。平成25年度には「ハートケアフェス

タ」と同時開催で講演会『がん医療から学んだこと～医者ががんになった時～』を実施しまし

た。 

 環境整備事業 

 がん検診の受診を促進するため、子宮がん、乳がん検診の受診機関の近隣市への拡大や集団

車検診の実施、女性限定５がんセット検診の実施により、受診しやすい環境の整備を行いまし

た。 

 他団体との連携・ネットワーク構築 

 健(検)診等、大阪狭山市医師会の協力連携のもと実施しました。また大阪狭山市医師会や大

阪府、有識者等とがん予防対策検討会を定期的に開催し、進捗状況の報告や受診率向上にむけ

た対策の検討を行いました。 

 継続性 

 継続して実施しました。 

 ③活動状況評価 

 がん検診受診率向上のための取組みとして、市内で実施医療機関が少なかった子宮がん検

診、乳がん検診に関して、近隣市への受診機関拡大や集団車検診の導入、女性限定５がんセ

ット検診の実施などを行いました。その結果、受診率の増加がみられました。 

 また、市広報誌や保健センターだより、ホームページやフェイスブックにがん情報の掲載

を行いました。また、イベント開催時には、がん検診受診啓発活動を行うとともに、子宮頸、

乳、大腸がん検診の無料クーポン対象者で検診未受診者に再勧奨ハガキの送付や電話等によ

り個別勧奨もあわせて実施しました。その結果、受診率の向上がみられました。 

 また、がんの知識についての講演会を実施し、正しい知識の普及啓発を行いました。がん

の正しい知識を伝えることで、がん検診の重要性を知ってもらうことにもつながりました。 

 各種教室、保健栄養相談等の参加者では、体重の減少や血糖値等の改善等がみられ、効果

が認められました。しかし、参加者には健康意識の高い人が多い一方、血糖値が高い人等の

参加が少なく、本当に必要な人への情報提供の方法等は今後の課題です。 

 特定保健指導は、指導を受けた人については、肥満の解消や血糖値の改善などがみられま

したが、指導実施率は伸び悩んでおり、特に中年期への指導を受けようという動機づけが今

後の課題となっています。 
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３ 目標達成度評価 

 「健康大阪さやま２１」では、平成15年に「食生活」「運動」「休養・こころの健康」「た

ばこ」「飲酒」「歯の健康」「糖尿病予防」の７分野にわたって多くの数値目標を掲げ、平成

20年の中間評価では「糖尿病予防」を「健康チェック」に項目修正を行うなど、見直しをし

ながら、その実現をめざしてきました。ここでは「健康大阪さやま２１」の第２次計画策定

に向けたアンケート調査をもとに目標達成状況を示します。目標値を設定している項目につ

いて、すでに目標を達成した場合を「達成」、達成はしていないものの改善傾向にある場合を

「改善」、あまり変化のなかった場合を「不変」、評価値が目標とは逆方向に変化してしまっ

た場合を「悪化」と分類しました。 

 

 （１）食生活 

 

中　 間 最　終 ﾍ゙ ｽーﾗｲﾝ値 中　 間 最　終
実績値 実績値 （平成15年） 実績値 実績値

小児の肥満を減らす 日比式(肥満度) 小学生 8.6% 1.1% 6.6% 5.5% -2.0% 日比式(肥満度)

　小学生男子 11.7% 1.4% 10.7% 9.3% -1.0% 不変
　小学生女子 5.9% 0.8% 2.3% 1.5% -3.6% 改善

中学生の肥満を減らす 日比式(肥満度) 中学生 3.4% 1.4% 1.9% 0.5% -1.5% 日比式(肥満度)

　中学生男子 4.5% 1.4% 2.3% 0.9% -2.2% 改善
　中学生女子 2.2% 1.4% 1.5% 0.1% -0.7% 不変

16～17歳の肥満(BMI25以 5.0%以下 16～17歳 6.2% 6.4% 3.8% -2.6% -2.4%
上）を 　16～17歳男子 9.0% 7.5% 7.9% 0.4% -1.1% 不変

　16～17歳女子 3.0% 5.3% 0.0% -5.3% -3.0% 達成
16～17歳のやせ（BMI18.5 15.0%以下 16～17歳 13.8% 19.1% 29.1% 10.0% 15.3%
未満）を 　16～17歳男子 12.8% 17.0% 23.7% 6.7% 10.9% 悪化

　16～17歳女子 15.2% 21.1% 34.1% 13.0% 18.9% 悪化
15.0%以下 成人男性 20.3% 20.9% 22.2% 1.3% 1.9% 不変 15%以下

15.0%以下 20歳代男性 21.7% 23.8% 16.9% -6.9% -4.8%
15.0%以下 30歳代男性 35.1% 23.8% 16.9% -6.9% -18.2%
15.0%以下 40歳代男性 27.6% 24.6% 32.1% 7.5% 4.5%
15.0%以下 50歳代男性 32.5% 24.6% 32.1% 7.5% -0.4%
15.0%以下 60歳代男性 17.5% 19.3% 28.9% 9.6% 11.4%
15.0%以下 70歳代男性 11.9% 19.6% 17.5% -2.1% 5.6%
15.0%以下 80歳以上男性 2.9% 15.4% 15.4% 0.0% 12.5%
15.0%以下 成人女性 13.8% 13.5% 11.9% -1.6% -1.9% 達成 15%以下

15.0%以下 20歳代女性 4.5% 4.3% 4.3% 0.0% -0.2%
15.0%以下 30歳代女性 9.1% 4.3% 4.3% 0.0% -4.8%
15.0%以下 40歳代女性 6.8% 10.7% 9.5% -1.2% 2.7%
15.0%以下 50歳代女性 17.9% 10.7% 9.5% -1.2% -8.4%
15.0%以下 60歳代女性 18.4% 23.6% 20.8% -2.8% 2.4%
15.0%以下 70歳代女性 20.7% 12.2% 12.5% 0.3% -8.2%
15.0%以下 80歳以上女性 12.2% 18.6% 12.9% -5.7% 0.7%
15.0%以下 成人男性 6.6% 5.8% 6.5% 0.7% -0.1% 達成 15%以下

15.0%以下 20歳代男性 6.5% 3.8% 5.1% 1.3% -1.4%
30歳代男性 5.3% 3.8% 5.1% 1.3% -0.2%
40歳代男性 3.9% 0.8% 3.6% 2.8% -0.3%
50歳代男性 1.3% 0.8% 3.6% 2.8% 2.3%
60歳代男性 1.7% 2.4% 1.2% -1.2% -0.5%
70歳代男性 11.0% 12.4% 10.3% -2.1% -0.7%
80歳以上男性 18.6% 11.5% 11.0% -0.5% -7.6%

15.0%以下 成人女性 12.8% 11.5% 11.9% 0.4% -0.9% 達成 15%以下

15.0%以下 20歳代女性 20.9% 19.7% 18.3% -1.4% -2.6% 27.5% 23.6% -3.9%
30歳代女性 10.2% 19.7% 18.3% -1.4% 8.1%
40歳代女性 12.5% 8.0% 7.6% -0.4% -4.9%
50歳代女性 4.3% 8.0% 7.6% -0.4% 3.3%
60歳代女性 3.5% 6.6% 5.2% -1.4% 1.7%
70歳代女性 14.1% 9.2% 13.8% 4.6% -0.3%
80歳以上女性 23.1% 14.2% 17.1% 2.9% -6.0%

成人の肥満（ＢＭＩ25以上）を

成人のやせ（ＢＭＩ18.5未満）を

項目

大阪狭山市

目標値判定

大阪府

（平成15年）
目標値 変化

中間との

比較

ベースライン値

ＢＭＩ25以上

ＢＭＩ18.5未満

ベースと

の比較

0.5%

23.0% 22.4% -0.6%

26.3% 26.8%
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（２）運動 

 

中　 間 最　終 ﾍ゙ ｽーﾗｲﾝ値 中　 間 最　終
実績値 実績値 （平成15年） 実績値 実績値

脂肪エネルギー比率を減ら
す

脂肪分の多い食事：
週に2日以下 20歳～40歳代 53.1% 46.3% 48.9% 2.6% -4.2%

25%以下（20歳～
40歳代）

27.9% 27.4% 27.6% -0.5%

果物の摂取を増やす 毎日摂る人：60%以上 成人 42.1% 38.7% 43.6% 4.9% 1.5% 不変
塩分の摂取を減らす 毎日摂る人：10%以下 成人 22.8% 20.2% 14.3% -5.9% -8.5% 改善 1日当たり10g未満 11.6g 10.7g -0.9g
豆類の摂取を増やす 毎日摂る人：30%以上 成人 22.1% 22.5% 1日当たり100g以上 62.0g 79.0g 17.0g
緑黄色野菜の摂取を増や 毎日摂る人：30%以上 成人 21.3% 21.6% 1日当たり120g以上 81.0g 101.0g 20.0g
カルシウム摂取を増やす 牛乳・乳製品を毎日２

個以上摂る人：30%以
上

成人 24.3% 21.9% 1日当たり130g以上 106g 151g 45.0g

朝食の欠食を減らす 0% 小学生 11.6% 9.9% 6.0% -3.9% -5.6% 改善
　欠食することのある人を 中学生 17.6% 14.7% 12.2% -2.5% -5.4% 改善

16～17歳 14.5% 15.5% 16.5% 1.0% 2.0% 悪化
15.0%以下 成人男性 11.8% 10.9% 18.8% 7.9% 7.0% 悪化
15.0%以下   20歳代男性 32.6% 28.8% 38.5% 9.7% 5.9% 悪化 44.7% 48.5% 33.9% 3.8%

  30歳代男性 22.8% 28.8% 36.7% 7.9% 13.9% 悪化 37.0% 29.6% 27.7% -7.4%
15.0%以下 成人女性 8.0% 8.0% 7.4% -0.6% -0.6% 達成
15.0%以下   20歳代女性 28.4% 19.7% 17.0% -2.7% -11.4% 改善

  30歳代女性 17.1% 19.7% 8.8% -10.9% -8.3% 達成
質・量ともにきちんとした食
事をする人を増やす

家族と一緒の夕食の
頻度：ほぼ毎日食べ
ている人

成人 70.9% 69.9% 81.7% 11.8% 10.8% 改善
80％以上

70.7% 72.5% 1.8%

食事バランスガイドを 小学生 － 34.7% 43.0% 8.3% 不変
　知っている人を 中学生 － 23.7% 41.9% 18.2% 不変

16～17歳 － 35.5% 50.6% 15.1% 達成
　 成人 － 25.8% 51.3% 25.5% 達成

50%以上

欠食する児童・生
徒：0%

欠食する成人：
15%以下

項目

大阪狭山市 大阪府

目標値
ベースライン値 中間との

比較
ベースと
の比較

判定 目標値 変化
（平成15年）

中　 間 最　終 ﾍ゙ ｽーﾗｲﾝ値 中　 間 最　終
実績値 実績値 （平成15年） 実績値 実績値

75%以上 成人男性 71.3% 69.9% 72.0% 2.1% 0.7% 不変
63%以上 20歳代男性 59.2% 52.5% 55.9% 3.4% -3.3%

63%以上 30歳代男性 59.2% 52.5% 55.9% 3.4% -3.3%
75%以上 40歳代男性 63.5% 68.5% 58.3% -10.2% -5.2%

75%以上 50歳代男性 63.5% 68.5% 58.3% -10.2% -5.2%
50%以上 60歳以上男性 79.6% 76.0% 79.7% 3.7% 0.1%
75%以上 成人女性 67.7% 71.4% 71.2% -0.2% 3.5% 改善
63%以上 20歳代女性 54.8% 59.0% 58.1% -0.9% 3.3%

63%以上 30歳代女性 54.8% 59.0% 58.1% -0.9% 3.3%
75%以上 40歳代女性 67.8% 69.3% 67.6% -1.7% -0.2%

75%以上 50歳代女性 67.8% 69.3% 67.6% -1.7% -0.2%
50%以上 60歳以上女性 72.3% 77.0% 78.0% 1.0% 5.7%
39%以上 成人男性 26.1% 35.0%
39%以上 成人女性 26.1% 27.4%
39%以上 20歳代 14.2% 20.4%

【旧目標】 39%以上 30歳代 13.0% 8.7%
39%以上 40歳代 12.8% 26.9%
39%以上 50歳代 27.4% 32.0%

50%以上 60歳代 40.6% 43.2%
50%以上 70歳代 35.4% 43.9%
50%以上 80歳以上 23.8% 25.7%

39%以上 成人男性 － 25.4% 32.6% 7.2% 改善
39%以上 成人女性 － 17.1% 22.5% 5.4% 改善
39%以上 20歳代 － 12.9% 13.8% 0.9%

【新目標】 39%以上 30歳代 － 7.7% 13.8% 6.1%
39%以上 40歳代 － 21.6% 21.2% -0.4%
39%以上 50歳代 － 16.3% 21.2% 4.9%

50%以上 60歳代 － 35.3% 38.5% 3.2%
50%以上 70歳代 － 30.6% 42.4% 11.8%
50%以上 80歳以上 － 10.5% 18.6% －

-3.6%34.2% 30.6% 29.1%

項目

63%以上

44.2%以上

１回２０分以上、週2
日以上、1年以上運
動している人を

１回３０分以上、週2
日以上、1年以上運
動している人を

健康のため意識的に
体を動かすことを心が
けている人を

70.5%

18.1%

17.7%52.8%

大阪府

（平成15年）
変化目標値

63%以上 52.6%

大阪狭山市

目標値

70.7%

ベースライン値 中間との
比較

判定
ベースと
の比較
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（３）休養・こころの健康 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中　 間 最　終 ﾍ゙ ｽーﾗｲﾝ値 中　 間 最　終
実績値 実績値 （平成15年） 実績値 実績値

睡眠で疲れがとれない人を減らす 15%以下 成人男女 16.5% 15.8% 18.5% 2.7% 2.0% 悪化
　20～30歳代 24.3% 29.9% 31.6% 1.7% 7.3%
　40～50歳代 30.8% 23.9% 32.3% 8.4% 1.5%
　60歳代 6.0% 8.5% 15.6% 7.1% 9.6%
　70歳代 6.0% 7.2% 7.9% 0.7% 1.9%
　80歳代以上 6.0% 5.2% 5.0% -0.2% -1.0%

睡眠を十分に取る人を増やす 80%以上 小学生 48.7% 51.6% 52.8% 1.2% 4.1% 改善
　1日の睡眠時間を８時間以上 70%以上 中学生 10.1% 12.3% 14.6% 2.3% 4.5% 改善

60%以上 16～17歳 7.6% 3.6% 1.3% -2.3% -6.3% 悪化
　1日の睡眠時間を７時間以上 50%以上 成人男性 34.4% 35.4% 34.1% -1.3% -0.3% 不変

　20～30歳代 23.3% 22.6% 25.4% 2.8% 2.1%
　40～50歳代 22.4% 23.8% 14.3% -9.5% -8.1%

　1日の睡眠時間を８時間以上 　60歳代以上 19.7% 21.3% 7.2% -14.1% -12.5%
　1日の睡眠時間を７時間以上 50%以上 成人女性 36.2% 32.5% 28.8% -3.7% -7.4% 悪化

　20～30歳代 38.7% 29.9% 29.0% -0.9% -9.7%
　40～50歳代 22.9% 19.4% 21.0% 1.6% -1.9%

　1日の睡眠時間を８時間以上 　60歳代以上 15.6% 16.1% 4.2% -11.9% -11.4%
睡眠補助品を必要とする人を減らす 15%以下 成人男性 20.9% 20.1% 18.1% -2.0% -2.8% 改善

　20～30歳代 9.7% 11.3% 10.2% -1.1% 0.5%
　40～50歳代 21.2% 17.7% 19.0% 1.3% -2.2%
　60歳代 18.3% 12.0% 12.0% 0.0% -6.3%
　70歳代 31.2% 26.8% 23.7% -3.1% -7.5%
　80歳以上 25.7% 33.3% 22.0% -11.3% -3.7%

15%以下 成人女性 20.6% 16.6% 19.1% 2.5% -1.5% 不変
　20～30歳代 9.0% 5.2% 8.6% 3.4% -0.4%
　40～50歳代 14.2% 6.7% 10.5% 3.8% -3.7%
　60歳代 24.5% 17.9% 17.7% -0.2% -6.8%
　70歳代 30.4% 32.6% 28.8% -3.8% -1.6%
　80歳以上 28.9% 26.6% 35.7% 9.1% 6.8%

ストレスを感じている人を減らす 49%以下 成人男性 59.5% 54.3% 51.0% -3.3% -8.5% 改善
　20～30歳代 77.7% 81.3% 79.7% -1.6% 2.0%
　40～50歳代 77.6% 76.2% 64.3% -11.9% -13.3%
　60歳以上 43.8% 34.9% 40.6% 5.7% -3.2%

49%以下 成人女性 58.7% 59.6% 64.0% 4.4% 5.3% 悪化
　20～30歳代 77.4% 81.2% 78.5% -2.7% 1.1%
　40～50歳代 74.1% 73.3% 74.3% 1.0% 0.2%
　60歳以上 43.7% 45.1% 54.5% 9.4% 10.8%

23.1%

46.2% 63.3% 17.1%

14.1%

25.3%

3.1%17.2%

27.4% 4.3%

ベースライン値 中間との

比較

項目

大阪狭山市 大阪府

（平成15年）
目標値

ベースと

の比較
判定 目標値 変化

睡眠による休養
が十分にとれて
いない人の減
少：21%以下

　最近1か月間にストレスを感じている人を

　睡眠の確保のための薬やアルコールを使
用することのある人（よく使うと時々 使う）を

ストレスを感じた
人の減少：42%
以下

睡眠の確保の
ための薬やアル
コールを使用す
ることのある人
の減少：13％以
下

睡眠による休養
が十分にとれて
いない人の減
少：25%以下

　睡眠で休養が取れていないと感じる人を
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（４）たばこ 

 

 
 

中　 間 最　終 ﾍ゙ ｽーﾗｲﾝ値 中　 間 最　終
実績値 実績値 （平成15年） 実績値 実績値

未成年者の喫煙を無くす 小学生 - - - -

中学生 2.6% 0.9% 0.8% -0.1% -1.8%
中学生男子 1.5% 0.9% 1.5% 0.6% 0.0% 不変 7.5% - -
中学生女子 4.0% 1.0% 0.0% -1.0% -4.0% 達成 3.8% - -

16～17歳 9.7% 2.7% 1.3% -1.4% -8.4%
16～17歳男子 11.5% 1.9% 2.6% 0.7% -8.9% 改善 36.9% - -
16～17歳女子 7.6% 3.5% 0.0% -3.5% -7.6% 達成 15.6% - -

たばこを吸う人を減らす 25%以下 成人男性 39.0% 31.7% 18.8% -12.9% -20.2% 達成 53.4% 40.6% 35.7% -12.8%
　現在、たばこを吸っている人を 30%以下　20～30歳代 38.8% 42.5% 33.9% -8.6% -4.9%

30%以下　40～50歳代 48.1% 35.4% 23.8% -11.6% -24.3%
30%以下　60歳以上 34.4% 26.3% 14.0% -12.3% -20.4%

5%以下 成人女性 10.4% 8.3% 7.2% -1.1% -3.2% 改善 17.5% 10.8% 12.1% -6.7%
5%以下　20～30歳代 17.4% 9.4% 9.7% 0.3% -7.7%
5%以下　40～50歳代 14.2% 14.7% 12.4% -2.3% -1.8%
5%以下　60歳以上 5.9% 5.0% 4.1% -0.9% -1.8%

小学生 89.2% 85.3% 90.8% 5.5% 1.6% 不変
中学生 93.3% 91.2% 91.3% 0.1% -2.0% 不変

　肺癌 16～17歳 95.2% 98.2% 94.9% -3.3% -0.3% 不変
成人男性 91.2% 91.7% 91.3% -0.4% 0.1% 不変 自己喫煙 84.5% 87.8% 81.0% 3.3%
成人女性 90.7% 87.3% 87.9% 0.6% -2.8% 不変 受動喫煙 75.4% 80.6% 77.9% 5.2%

　喘息や気管支炎 小学生 38.8% 39.4% 36.9% -2.5% -1.9% 不変 受動喘息

中学生 43.0% 44.4% 30.6% -13.8% -12.4% 悪化
16～17歳 62.1% 64.5% 44.3% -20.2% -17.8% 悪化 自己喘息 59.9% 65.9% 6.0%
成人男性 76.9% 76.1% 47.6% -28.5% -29.3% 悪化 受動喘息 56.5% 63.4% 6.9%
成人女性 77.8% 74.7% 51.2% -23.5% -26.6% 悪化 気管支炎 65.5% 73.2% 7.7%

　心臓病 小学生 53.0% 60.8% 64.2% 3.4% 11.2% 改善
中学生 34.7% 40.7% 52.0% 11.3% 17.3% 改善
16～17歳 24.8% 47.3% 45.6% -1.7% 20.8% 改善
成人男性 58.2% 57.3% 51.4% -5.9% -6.8% 悪化 自己喫煙 40.5% 57.6% 17.1%
成人女性 50.2% 48.3% 47.0% -1.3% -3.2% 悪化 受動喫煙 33.1% 47.3% 14.2%

　脳卒中 小学生 35.4% 39.8% 35.4% -4.4% 0.0% 不変
中学生 25.8% 33.0% 32.1% -0.9% 6.3% 改善
16～17歳 24.8% 47.3% 45.6% -1.7% 20.8% 改善
成人男性 39.8% 56.2% 55.1% -1.1% 15.3% 改善
成人女性 35.7% 42.1% 42.0% -0.1% 6.3% 改善

　胃潰瘍 小学生 21.3% 21.0% 19.0% -2.0% -2.3% 不変
中学生 10.8% 14.0% 13.9% -0.1% 3.1% 改善
16～17歳 8.3% 24.5% 17.7% -6.8% 9.4% 改善
成人男性 29.7% 33.8% 24.9% -8.9% -4.8% 悪化
成人女性 26.9% 21.4% 18.4% -3.0% -8.5% 悪化

　妊婦や胎児への影響 小学生 80.2% 72.2% 79.0% 6.8% -1.2% 不変
中学生 75.9% 81.9% 76.5% -5.4% 0.6% 不変
16～17歳 85.5% 88.2% 89.9% 1.7% 4.4% 改善
成人男性 74.0% 76.1% 70.8% -5.3% -3.2% 悪化 自己喫煙 79.6% 85.9% 6.3%
成人女性 84.2% 83.6% 85.6% 2.0% 1.4% 不変 受動喫煙 71.4% 78.5% 7.1%

　歯周病 小学生 35.0% 52.2% 34.5% -17.7% -0.5% 不変
中学生 30.6% 48.6% 45.9% -2.7% 15.3% 改善
16～17歳 29.7% 48.2% 50.6% 2.4% 20.9% 改善
成人男性 17.2% 30.1% 26.1% -4.0% 8.9% 改善
成人女性 23.1% 27.7% 29.7% 2.0% 6.6% 改善

　運動能力の低下 100.0% 小学生 - 42.9% 38.7% -4.2%
中学生 - 71.6% 61.9% -9.7%
16～17歳 - 84.5% 77.2% -7.3%

　動脈硬化 成人男性 57.0% 64.7% 60.4% -4.3% 3.4%
成人女性 47.8% 55.0% 57.1% 2.1% 9.3%

喫煙についての知識のある人を 成人男性 75.0% 76.6% 1.6% 76.6% 不変
増やす　　喫煙は依存症 成人女性 62.8% 66.3% 3.5% 66.3% 改善
禁煙のコツ 成人男性 27.6% 25.4% -2.2% 25.4% 不変

成人女性 24.0% 29.2% 5.2% 29.2% 改善
禁煙を助ける薬 成人男性 63.7% 65.5% 1.8% 65.5% 不変

成人女性 62.5% 67.6% 5.1% 67.6% 改善

100.0% 100.0%

100.0% 100.0%

100.0% 100.0%

100.0%

成
人

100.0%

11.6%

7.4%

100.0%

100.0%

34.1% 41.5%

27.3%

100.0%

38.9%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

中間との

比較
判定

100.0%100.0%

21.5%

100.0%

100.0%

56.6%35.1%

成
人

ベースと

の比較

30%以下

100.0%

成
人

100.0%

成
人

100.0%

項目

大阪狭山市

　現在、たばこを吸っている人を

たばこが体に及ぼす害を知ってい
る人を増やす

5%以下

0%

大阪府

（平成15年）
目標値

ベースライン値
変化目標値

0%

100.0%
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（５）飲酒 

 
 
（６）歯の健康 

 
 

中　 間 最　終 ﾍ゙ ｽーﾗｲﾝ値 中　 間 最　終
実績値 実績値 （平成15年） 実績値 実績値

未成年者の飲酒を無くす 0% 中学生 4.3% 5.6% 2.5% -3.1% -1.8% 0%

　酒を飲んでいる人を 　中学生男子 3.0% 2.7% 3.4% 0.7% 0.4% 不変
　中学生女子 5.8% 8.6% 1.5% -7.1% -4.3% 改善
16～17歳 11.0% 5.5% 3.8% -1.7% -7.2%
　16～17歳男子 7.7% 5.7% 5.3% -0.4% -2.4% 改善
　16～17歳女子 15.2% 5.3% 2.4% -2.9% -12.8% 改善

0% 中学生 32.0% 29.5% 15.9% -13.6% -16.1% 改善 0%

毎日飲酒する人を減らす 成人男性 35.3% 38.2% 35.5% -2.7% 0.2% 不変 6%以下

　現在、毎日飲酒する人を 20～30歳代男性 16.5% 21.3% 16.9% -4.4% 0.4%
40～50歳代男性 42.3% 47.7% 34.5% -13.2% -7.8%
60歳代以上男性 38.1% 38.8% 39.9% 1.1% 1.8%

成人女性 8.6% 7.0% 10.1% 3.1% 1.5% 悪化 1%以下

20～30歳代女性 5.2% 1.7% 6.5% 4.8% 1.3%
40～50歳代女性 18.0% 12.7% 18.1% 5.4% 0.1%
60歳代以上女性 5.2% 6.3% 8.1% 1.8% 2.9%

100% 成人男性 52.7% 49.4% 56.6% 7.2% 3.9% 不変
20～30歳代男性 39.2% 46.6% 57.1% 10.5% 17.9%
40～50歳代男性 50.0% 46.5% 55.6% 9.1% 5.6%
60歳代以上男性 60.0% 52.5% 56.8% 4.3% -3.2%

100% 成人女性 59.1% 57.6% 50.8% -6.8% -8.3% 悪化
20～30歳代女性 51.6% 49.3% 49.0% -0.3% -2.6%
40～50歳代女性 57.6% 58.3% 53.3% -5.0% -4.3%
60歳代以上女性 67.0% 63.5% 50.0% -13.5% -17.0%

成人 8.6% 3.1% 6.0% 2.9% -2.6% － －

4%以下 成人男性 12.2% 6.0% 7.5% 1.5% -4.7% 改善 4.1%以下 9.9% 7.9% 7.6% 0%
0%以下 成人女性 3.8% 0.9% 3.9% 3.0% 0.1% 不変 0.2%以下 0.6% 0.6% 2.2% 1.6%

54.0%100%

100%

53.7%

50.1%

中間との

比較

大人に勧められて飲酒し始めた
未成年者を無くす

1%以下

多量（日本酒換算で１日３合以
上）に飲酒する人を減らす

-

ベースと

の比較

-

変化

6%以下

飲酒の許容量は日本酒換算
で１日１合程度

節度ある適度な飲酒の知識を
持っている人を増やす

49.0%-

目標値

-

項目

大阪狭山市 大阪府

目標値
ベースライン値

判定
（平成15年）

中　 間 最　終 ﾍ゙ ｽーﾗｲﾝ値 中　 間 最　終
実績値 実績値 （平成15年） 実績値 実績値

虫歯のない幼児の割合 98%以上 1歳6か月児 96.7% 97.7% 98.8% 1.1% 2.1% 達成 98%以上 96.6% 97.4% 98.0% 0.6%

80%以上 3歳児 65% 79.6% 84.1% 4.5% 19.1% 達成 80%以上 61.7% 69.9% 78.4% 8.5%

歯の磨き方の正しい知識を普及する 80%以上 小学生 81.6% 85.5% 88.0% 2.5% 6.4% 達成
　歯科医師などから指導を受けた人を 中学生 70.4% 71.9% 77.6% 5.7% 7.2% 改善

16～17歳 74.5% 80.9% 81.0% 0.1% 6.5% 達成

フッ素物配合の歯磨き剤を使う人を増やす 90%以上 小学生 74.9% 86.7% 50.4% -36.3% -24.5% ※

　歯磨き剤を使用している人の割合を 中学生 90.3% 89.5% 44.4% -45.1% -45.9% ※
16～17歳 88.3% 81.8% 50.6% -31.2% -37.7% ※

歯間部清掃用具を使う人を増やす 50%以上 成人 16.2% 22.3% 25.1% 2.8% 8.9% 改善
だいたい毎日、糸ようじや歯間ブラシを使う人を 20～30歳代 8% 13.2% 19.1% 5.9% 11.1% 50％以上 19.3% 32.8% 13.5%
　 40～50歳代 14.9% 22.9% 24.9% 2.0% 10.0% 17.8% 48.0% 30.2%

60歳代 22.2% 27.5% 33.0% 5.5% 10.8%
70歳代 18.3% 31.3% 28.8% -2.5% 10.5%
80歳代以上 18.1% 15.2% 18.6% 3.4% 0.5%

定期的に歯科検診を受診する人を増やす 50%以上 成人 31% 39.2% 43.6% 4.4% 12.6% 改善
　過去１年間に歯科検診を受けた人の割合を 20～30歳代 26.1% 31.5% 35.6% 4.1% 9.5%

40～50歳代 29% 40.4% 41.3% 0.9% 12.3%
60歳代 39.3% 40.7% 50.9% 10.2% 11.6%
70歳代 35% 48.7%
80歳代以上 26.4% 33.0%

自分の歯を持ち続ける人を増やす 20%以上 80歳以上 13.7% 14.7% 20本以上

　８０歳で自分の歯を20本持っている人の割合を 40～50歳代 77.5% 82.9% 80.8% -2.1% 3.3% 20%以上

60歳代 55.6% 56.1% 66.7% 10.6% 11.1% 24本以上

70歳代 33.7% 39.0% 46.2% 7.2% 12.5% 改善 50%以上
56.8%

33.3%75～84歳 18.0%15.3%

※フッ素物配合の歯磨き剤を使う人の割合については、アンケートの質問項目の不備で比較困難になったため、判定から除外しました。
（ベース、中間は「ハミガキを使っていますか」の質問だが、最終評価では「フッ素入りハミガキ」とした）

57.4%

－

35～４４歳

45～54歳

15.3%

項目

大阪狭山市

目標値
ベースライン値 中間との

比較
判定

ベースと

の比較
変化

（平成15年）

大阪府

44.1% 43.2%55～64歳 13.6%

－

－

目標値

55～64歳 41.0%

－

－

30%以上 16.4%
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（７）健康チェック 

 
 
（８）目標達成度の総合評価  

①「健康大阪さやま２１」計画の周知状況 

 成人において、「健康大阪さやま２１」計画について「知っている」と答えた人は、全体の

6.1％、「聞いたことはある」を含めても23.9%でした。中間調査より3.9ポイント増加した

ものの、まだまだ周知できていない状況でした。若い世代でも「知らない」と答えた人が多

く見られ、小学生では、「知っている」と「聞いたことはある」をあわせて13.1％、中学生

では6.6％、16～17歳では19.0％で、16～17歳では「知っている」と答えた人は0％で、

周知できていない状況でした。（図3－3） 

 

図 3-3 「健康大阪さやま２１」計画の周知状況 

中　 間 最　終 ﾍ゙ ｽーﾗｲﾝ値 中　 間 最　終
実績値 実績値 （平成15年） 実績値実績値

毎年、健康診断を受ける人を増やす 90%以上 成人 66.5% 66.8% 72.2% 5.4% 5.7% 90%以上

　この１年に健康診断を受けた 90%以上 成人男性 70.6% 72.9% 74.6% 1.7% 4.0% 不変
　人の割合を 　20歳代 56.5% 74.6% 14.6% 18.1%

　30歳代 64.9% 74.6% 74.6% 9.7%
　40歳代 76.3% 79.8% -4.0% 3.5%
　50歳代 73.8% 79.8% 79.8% 6.0%

　 　60歳代 81.7% 72.3% 83.1% 10.8% 1.4%
　70歳代 67.0% 73.2% 74.2% 1.0% 7.2%
　80歳代以上 61.4% 67.9% 62.6% -5.3% 1.2%

90%以上 成人女性 63.8% 62.5% 69.7% 7.2% 5.9% 改善
　20歳代 62.7% 59.1% 6.1% -3.6%
　30歳代 46.6% 59.1% 59.1% 12.5%
　40歳代 60.2% 71.4% 5.4% 11.2%
　50歳代 72.6% 71.4% 71.4% -1.2%
　60歳代 71.9% 67.0% 72.9% 5.9% 1.0%
　70歳代 65.2% 68.4% 85.0% 16.6% 19.8%
　80歳代以上 61.5% 58.4% 60.0% 1.6% -1.5%

「メタボリックシンドローム」を周知する 成人 － 71.3% 73.7% 2.4% 不変 87.2%
　メタボリックシンドロームを知っている 　男性 － 70.3% 72.7% 2.4% －
　人の割合を 　女性 － 71.9% 76.0% 4.1% －

90%以上

23.1% 27.4% 4.3%

60.0%

83.8%

53.0%

66.0%

項目

大阪狭山市 大阪府

目標値
ベースライン値 中間と

の比較
判定 目標値 変化

（平成15年）

ベースと
の比較
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②目標の達成状況 

 「健康大阪さやま２１」計画のベースライン値と目標値、中間評価のアンケート結果をも

とに達成状況を検討しました。すでに目標を達成した場合を「達成」、達成はしていないもの

のベースライン値より改善傾向にある場合を「改善」、あまり変化のなかった場合を「不変」、

評価値が目標とは逆方向に変化してしまった場合を「悪化」と分類し、その全体の分布を図

3－4に、また各分野別には図3－5に示しました。 

 総合評価では、目標を達成したのは13%、ベースライン値より改善傾向にあった項目が

39%あり、両者で52%となりました。ベースライン値から変化のなかった項目は29％で、

悪化してしまった項目が19％ありました。 

 
図 3-4 全体で見た目標の達成状況（総合評価） 

 
  
「運動」「健康チェック」分野では達成項目はないのですが、改善は進んでいます。「休養・

こころの健康」「飲酒」分野は悪化した項目が増えており、目標達成が極めて困難な分野です。

「たばこ」分野では喫煙率や禁煙の知識について達成した項目もあり、改善が進んでいます

が、たばこの害についての知識の普及について悪化した項目数があります。「歯の健康」は、

達成、改善した項目が多い分野です。「食生活」も達成、改善項目が多い分野ですが、16～

17歳のやせの割合と、朝食欠食の割合が増加し、改善が進んでいません。



 

35 
 

  
図 3-5 分野別に見た目標の達成状況 

数字は各分野の達成度別項目数 

達成8

達成0

達成0

達成3

達成0

達成 4

達成0

改善7

改善 3

改善 4

改善 19

改善 5

改善 4

改善 1

不変 7

不変 1

不変 2

不変 16

不変 4

不変 0

不変 2

悪化6

悪化 0

悪化 4

悪化 9

悪化 2

悪化 0

悪化 0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

食生活

運動

休養・こころの健康

たばこ

飲酒

歯の健康

健康チェック

達成 改善 不変 悪化
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４ 分野別にみた評価と課題 

（１）食生活 

 ①目標達成状況 

 平成15年調査のベース値、平成20年調査の中間評価値と平成25年調査の最終値を比べる

と、小学生の男子と成人男性全体では肥満はほとんど横ばいですが、40～60歳代の男性の

肥満割合は増加し、目標値にはほど遠い状態です。やせについては成人全体では目標を達成

していますが、20～30歳代の若い女性と、80歳以上の高齢者の女性では目標値に達してい

ません。16～17歳については、男女ともにやせの頻度が悪化しています。 

    
 図 3-6 肥満（BMI：25 以上）の人の割合 

 

 
図 3-7 年齢階級別の成人男性の肥満度 
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図 3-8 朝食を欠食することがある人の割合 

 
 

 

図 3-9 家族と一緒に夕食を食べる人の割合（成人） 

 

朝食欠食の割合は全体的に改善されてきており、成人女性では目標を達成し、小・中学生

も改善がみられています。しかし、16～17歳と成人男性は目標値への到達には及びません。

塩分や脂肪の多い食品の摂取量については、控える人が増加しました。家族と一緒に夕食を

とる人の割合も増加し、質・量ともにきちんとした食事をする人が増えています。 

 食事バランスガイドについて知っている人の割合は、16～17歳及び成人では目標値を達

成しています。 
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 ②今後の課題 

 中年期の男性の肥満対策を考えなおす必要があります。平成20年度から始まった、特定健

康診査・特定保健指導を効果的に実施して成果が得られることが期待されますが、肥満の割

合が最も多い男性の40～50歳代は、働き盛りの年代であり、一定時間を要する保健指導等

への参加が困難な可能性もあります。休日のイベントや継続的な広報活動による改善に向け

た取組みや、学校との連携を強化し、食育活動を推進する中で、家庭や子どもを通じて、父

親世代である中年期の男性の肥満対策にも反映させるアプローチが必要です。 

また、若年女性や高齢者のやせの改善にむけての啓発の取組みも必要です。 

 

（２）運動 

 ①目標達成状況 

 意識的に体を動かすなどの運動を心がけている人の割合は、中間値及び最終値も計画策定

時とほとんど変化がありません。年代別にみると、20～50歳代が運動を心がけている人の

割合が少なくなっていますが、成人全体でみると平成21年3月策定の新計画で改訂した目標

値75％まであと少しとなっています。 

継続して運動している人の割合、すなわち1回の運動時間が30分以上、週2日以上、1年以

上運動している人の割合は、中間値で20.8%（男25%、女17%）、最終値で27.6％（男32.6％、

女22.5％）と大きく伸びています。 

 
 図 3-10 意識的にからだを動かすなどの運動を心がけている人の割合 
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         図 3-11 年代別にみた意識的な運動への心がけ 

 

 ②今後の課題 

運動は、食習慣の改善と相まって、生活習慣病予防の対策に効果があるだけでなく、スト

レスの解消にも効果があります。また、高齢者の認知機能や運動機能の低下などの社会生活

機能の低下を防ぐ効果もあり、超高齢社会では、健康寿命の延伸にも有用です。「運動」を「ス

ポーツ」と難しく考えるのではなく、歩数を増やすなど日常生活で意識的に体を動かす努力

を行うことが重要です。 

市においては、個人の意識や動機づけだけでなく、仲間づくり支援や、地域での運動等の

健康づくりをサポートする人材の育成を行う必要があります。 

 

（３）休養・こころの健康 

 ①目標達成状況 

 日頃の生活で最近1か月間にストレスを感じた人の割合は、男性で若干減少していますが、

女性では若干増加しています。男女あわせると計画策定時とほとんど変化がありません。ス

トレスを感じたことのある人の割合は、20～50歳代が高く、最終値で男女とも7割となって

います。「睡眠で疲れがとれていないと感じる」人の割合も、20～60歳代で増加しています。 
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図 3-12 ストレスを感じたことの有無 

 

 ②今後の課題 

今日、社会環境が複雑化・多様化する現代社会では、家族、職場、経済問題、人間関係な

どで、さまざまなストレスを感じることが多くなっています。ストレス自体を減らすことは

困難ですが、ストレスについての知識や具体的な対処法を身につけていくとともに、生活習

慣そのものを改善していく必要があります。また、学校教育の中で、家族と会話をする時間

を持つことの重要性を啓発し、子どもが親に声かけすることで、親世代への対策に反映させ

ることも必要です。 

不眠などを手がかりにうつを早期発見し、専門性、個別性の必要が高い場合は、カウンセ

リングや専門機関につなぐなど、早期発見の体制と支援体制作りを進める必要があります。 

 

（４）たばこ 

 ①目標達成状況 

成人男性の喫煙率は18.8％、女性は7.2％で、成人男性は目標(男性25%以下)を達成し、

女性も目標値（女性5％以下）に近づいています。中学生、16～17歳女子については、目標

値の０％を達成しました。しかし男子は、現在でも16～17歳の2.6％、中学生の約1.5%が

たばこを吸っていると答えています。 

たばこが健康に与える影響についての知識は、喘息や気管支炎など認知度が低くなった項

目もあります。 
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図 3-13 たばこを吸っている人の割合 

 

 ②今後の課題 

喫煙が喫煙者自身の健康に及ぼす影響、受動喫煙に関する知識の普及・啓発の方法を見直

し、より強力に行うとともに、禁煙の実践へとつなげていく必要があります。また、未成年

者の喫煙を容認しない地域づくりと、学校での喫煙防止教育も引き続き必要です。 

 

（５）飲酒 

 ①目標達成状況 

 未成年者の飲酒経験について「飲んでいる」人の割合についてみると、中学男子の3.4％、

中学女子の1.5％、16～17歳男子の5.3％、16～17歳女子の2.4％がお酒を飲んでおり、

女子については改善がみられていますが、男子では変化がありません。 

成人においては多量飲酒（日本酒換算で3合以上）の習慣のある人は、中間値で減少して

いましたが、最終値で増加し、特に成人女性が増加しています。 

 

 ②今後の課題 

 生活習慣病予防の対策を進めていくため、飲酒に関する自覚や知識の普及・啓発を強化す

る必要があります。特に女性は男性に比べて、アルコールによる肝障害を引き起こしやすい

ことが知られており、今後節度ある飲酒の知識などの普及や啓発が必要です。また、未成年

者の飲酒を容認しない地域づくりと、学校での飲酒防止教育が引き続き必要です。 
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図 3-14 未成年の飲酒（飲んでいる人）の割合 

 

 

 

図 3-15 成人の多量飲酒（日本酒換算 3 合以上）の人の割合 

 

（６）歯の健康 

 ①目標達成状況 

 むし歯のない幼児の割合は目標を達成しました。 

80歳以上で20本以上自分の歯がある人は今回の調査では確認できませんでしたが、70歳

代以上では中間値を上回っています。また、過去1年間に歯科健診を受診した成人は43.6％
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と、計画策定時、中間値からの増加がみられました。歯科医師などからの正しい歯みがきの

方法の指導を受けた割合も増加していました。 

 
図 3-16 20 本以上自分の歯をもつ人の割合 

 

図 3-17  年代別にみた歯科健診の受診状況 

 

 ②今後の課題 

 生涯にわたり自分の歯を健康に保つためには、歯の健康の意義を正しく理解することが大

切です。また、定期的に歯の健康状態を把握し、歯の健康づくりに役立てていくことが重要

です。引き続きライフステージにあわせ、歯の健康のための習慣を定着させ、現在残ってい

る歯の本数を保つ取組みを進めていく必要があります。
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（７）健康チェック 

①目標達成状況 

成人の健康診査受診率は 72.2％で、中間値から増加しています。 

糖尿病で治療中の人の割合は成人男性、成人女性ともにやや減少しています。 

 
図 3-18 この 1 年間に健康診断をうけた人の割合 

 
図 3-19 糖尿病で治療中の人の割合 

 ②今後の課題 

 一人ひとりが今の自分の健康状態を把握するために、定期的な健康診査を受診する

ことを推進するとともに、その結果を生活習慣の改善に役立て、疾病の予防・早期発見・

治療へとつなげ、重症化予防に力を入れていく必要があります。 

また、社会全体が健康に関心を持ち、健康づくりに取り組みやすい環境整備も必要で

す。 
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第４章 「健康大阪さやま２１（第２次計画）」の方向性 

 「健康大阪さやま２１（第２次計画）」では、第3章の「プロセス評価」「活動状況評

価」「目標達成度評価」に基づいてこれまでの取組みを総合的に評価し、方向性を見直

し、各分野について課題を再設定します。また、「新健康大阪さやま２１」（前計画）で

の「食生活」は、栄養素摂取量や栄養状態を良好にする取組みも含むことから分野名を

「栄養・食生活」に改めます。「運動」は、日常の生活活動を含めた身体活動全般に着

目することから「身体活動・運動」に改めます。また「歯の健康」については、歯だけ

でなく、口腔全体の健康を保つ必要があることから「歯と口腔の健康」に改めます。 

 目標の達成状況が十分ではなかった「休養・こころの健康」「飲酒」と、健康への影

響や受動喫煙による健康被害が大きい「たばこ」、食育推進計画とあわせてより推進し

ていかなければならない「栄養・食生活」、生活習慣病予防や介護予防に影響が大きい

「身体活動・運動」を、「健康大阪さやま２１（第2次計画）」の「より積極的に取り組

む分野」とします。 

また、比較的順調に改善している「歯と口腔の健康」「健康チェック」を「継続的に

改善を進めていく分野」と位置づけ、それぞれの分野で目指すべき新たな方向性を示し

ます。 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

１ より積極的に取り組む分野 

（１）栄養・食生活 

 40～60歳代男性の肥満は増加傾向にあり、目標の15％に向けて中年期の男性に対

する肥満対策を立てなおします。健診結果がメタボリックシンドロームの状態にある人

や予備軍の人に対しては、特定保健指導等により、個々に健康プランを作成し、継続的

に支援することを進めていきます。また、中年期層の人が特定保健指導の参加につなが

より積極的に取り組む分野 栄養・食生活 

身体活動・運動 

休養・こころの健康 

継続的に改善を進めていく分野 

たばこ 

飲酒 

歯と口腔の健康 

健康チェック 
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るような、勧奨方法や指導内容の改善に努めます。小学生男子の肥満も、中間評価では

改善がみられたものの、最終評価では増加しており、食育活動の中で、学校と連携して

重点的に取り組みます。学校との連携を強化して食育活動を推進する中で、家庭や子ど

もを通じて、父親世代である中年期の男性へのアプローチにも取り組みます。 

一方、若年女性のやせはわずかながら改善傾向にありますが、16～17歳のやせと

70～80歳女性のやせが増加しています。また、低栄養状態にある高齢者の割合を減少

させることは、要介護のリスクの減少につながりますので、積極的に取り組んでいきま

す。 

 朝食を欠食することがある人は、小・中学生、成人女性では減少し、改善がみられま

すが、成人男性と16～17歳で増加しており、食育活動の中で朝食を毎日食べることの

効用を啓発していきます。 

食事バランスガイドについての知識の普及は目標達成に近づいていますので、食育活

動の中で活用し、バランスのよい食生活をさらに強力に推進していきます。 

 

（２）身体活動・運動 

 運動は、生活習慣病予防の対策に効果があるだけでなく、高齢者の認知機能や運動器

機能の低下などの社会生活機能の低下を防ぐ効果もあり、超高齢社会では、健康寿命の

延伸に有用です。 

積極的に体を動かすことを心がけている人は40～50歳代男性では減少しています。

実際に日常的に運動している人は女性、男性ともに少しずつ増加傾向にあるものの、20

～30歳代の女性はかなり低く、今後の取組みが必要です。一日の歩数については、全体

の約5割の人が6,000歩以上歩いていますが、「健康づくりのための身体活動指針（ア

クティブガイド）」では、18歳～64歳は1日8,000歩を目安としています。「健康づく

りのための身体活動基準2013」では、身体活動量の増加でリスクを低減できるものと

して、従来の糖尿病・循環器疾患等に加え、がんやロコモティブシンドローム・認知症

が含まれることが明確化され、全年齢層において、現在の身体活動量を少しでも増やす

（例えば、今より１０分ずつ長く歩くようにする）ことを推奨しています。「健康大阪

さやま２１（第２次計画）」では、直接的かつ効果的方策であると思われる歩数の増加

も目標指標にあげ取り組んでいきます。また介護予防の観点からロコモティブシンドロ

ームの認知度を向上し、予防につながる取組みを行います。 

個人の意識や動機づけだけでなく、運動する仲間づくりを進め、従来の行政主導型の

健康づくりの場だけでなく、住民が楽しく主体性を発揮できる健康づくりの場や、運動

も含めた地域の健康づくりをサポートする人材の育成に努めていきます。  

 ※「健康づくりのための身体活動基準2013」「健康づくりのための身体活動指針（ア

クティブガイド）」とは・・・ 

    厚生労働省が、平成18年に安全で有効な運動を広く国民に普及することを目

的として策定した「健康づくりのための運動基準2006」「健康づくりのための

運動指針2006」を改定したものです。身体活動（生活活動及び運動）全体に着

目することの重要性から、「運動基準」から「身体活動基準」に改め、子どもか

ら高齢者までの基準を検討し、現在の身体活動や体力の評価と、それを踏まえた
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目標設定の方法、個人の身体特性及び状況に応じた運動内容の選択、それらを達

成するための方法を具体的に示したものです。 

 

（３）休養・こころの健康 

 こころの健康は前計画の中でもっとも改善が遅れている分野です。こころの健康を保

つために、十分な睡眠をとり、ストレスと上手につきあうことは、こころの健康に欠か

せない要素であります。しかし、現代社会では、さまざまなストレスを感じることが多

くなっています。アンケート調査の結果でも、40～50歳代でわずかに減少したものの、

男女とも20～30歳代では70%以上の人がストレスを感じています。また、睡眠によ

る休養が十分に取れていない人も増加傾向にあります。ストレス自体を減らすことは困

難ですが、ストレスの対処法の普及とストレス耐性を上げる生活習慣の改善を、引き続

き推進していきます。また、不眠などを手がかりにうつを早期発見し、専門的、個別的

対応の必要性が高い場合は、カウンセリングや専門機関につなぐなど、早期発見の体制

と支援体制作りを進めます。 

市民の問い合わせに対応する機会が多い窓口業務担当の市職員は、問題を抱える市民

の早期発見の中心的役割を果たすことから、関係機関との連携支援体制の構築と対応能

力の向上を行っていきます。 

 

（４）飲酒 

 飲酒は生活習慣病や肥満の重要な要因です。また、女性は男性に比べて、アルコール

による健康障害を引き起こしやすいことが知られています。 

本計画では多量飲酒者の減少や未成年者の飲酒を無くすことを目標に掲げました。未

成年者の飲酒は改善傾向にありますが、成人女性の多量飲酒者や毎日飲酒する人が、中

間値で減少したものの、最終評価では増加しています。未成年者の飲酒経験は喫煙経験

と同時期であることが多いため、今後はたばこ対策と並行して力を入れて取り組みます。

また、未成年者の飲酒を容認しない地域づくりを積極的にすすめていきます。 

成人、特に女性についてはイベントや市広報誌、市ホームページ等を利用して、節度

ある飲酒の知識や休肝日の重要性などの知識を普及していきます。また母子健康手帳交

付時等に妊娠中、授乳中の飲酒を控えるよう啓発の取組みを強化します。 

 

（５）たばこ 

 たばこは、喫煙率の大幅な減少がみられ、目標値に近づき、改善の見られた分野です。

今後も継続して改善を進めていきます。禁煙したいと考えている喫煙者が禁煙に成功で

きるような環境づくりをさらに進めていくために、今後も医療機関、飲食店、職場での

禁煙化をより強く働きかけます。 

喫煙が喫煙者自身の健康に及ぼす影響や受動喫煙による健康被害に関する知識の普

及については、中間値では改善したが、最終値では悪化しており、学校との連携を強め、

啓発活動の方法を見直し、より効果的な方法を実践します。また、長期の喫煙によって

もたらされるCOPD（慢性閉塞性肺疾患）についても周知していきます。 

  未成年者の喫煙は、大幅に減少し、16～17歳女性、中学生女子では喫煙率が0％で
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目標を達成しました。引き続き学校と連携しながら、学校の敷地内禁煙や、未成年者の

喫煙を容認しない地域づくりをすすめていきます。 

 

２ 継続的に改善を進めていく分野 

（１）歯と口腔の健康 

 「歯と口腔の健康」もかなり改善が見られました。今回の評価では、最終目標となる

80歳で20本自分の歯を持っている人の割合は確認できませんでしたが、70歳代以上

ではかなりの改善がみられています。またむし歯のない幼児の割合は目標を達成しまし

た。歯科医師などから正しい歯みがきの方法の指導を受けた割合も増加しており、歯間

部清掃用具を使用している人も増えています。 

生涯にわたって口から食べ、話す楽しみを保ち、健康で質の高い生活を営むために、

成人においては80歳で20本自分の歯を持っている人の割合を20%以上にすることを

目標とし、高齢期においては、口腔機能の維持・向上による介護予防を目標に、歯と口

腔の健康のための習慣を定着させていく取組みを進めていきます。 

 

（２）健康チェック 

 この分野は、中間評価で「糖尿病予防」として独立した１つの分野の取組みから、

他の生活習慣病予防も重要視する「健康チェック」の分野として導入した分野です。 

成人における何らかの健康診査の受診率は72.2％で、中間評価時から上昇していま

す。基本健康診査に代わる形で平成20年度から開始された、特定健康診査の伸びと、

無料クーポン券による個別勧奨や実施医療機関を拡大し受診環境の整備行ったがん検

診の受診率の伸びが考えられます。第２次計画においても日常的な健康管理に対する啓

発に努め、それによって糖尿病・循環器疾患・がん・骨粗しょう症・歯周病などの生活

習慣病について健診を受けるだけでなく、自分の健康状態を自らチェックして対応でき

るようにし、重症化を予防できるよう積極的に取り組みます。 

 

３ 計画推進体制、進捗管理体制の見直し 

 プロセス評価で見られたように、前計画では、計画の推進、進捗管理・評価が不十分

でした。また、計画の継続した周知や情報提供は十分に行われませんでした。 

 「健康大阪さやま２１（第2次計画）」の推進にあたっては、ホームページなどによ

り、市民に親しみやすいよう掲載内容を工夫し、継続した周知と情報提供を行うととも

に、分野ごとに数値目標だけでなくモニタリング指標を定め、継続的なモニタリング体

制を整備し、「健康大阪さやま２１計画推進委員会」において、計画全体の進捗管理を

定期的に行っていきます。 
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第 5 章 計画の基本的な考え方 

１ 基本理念 

  大阪狭山市は、市民の心のよりどころであり、本市のシンボルである狭山池の水が

きらめくように人が輝き、人と自然、人と人とのつながりが育まれています。また、

市民参画と協働を基調とし、市民と行政のパートナーシップによるまちづくりがすす

められ、さまざまな取組みを生み出すとともに、まちづくりを担う人材が育っていま

す。 

  本市の豊富な社会資源を、健康増進にも活用し、市民、地域、関係機関、行政がつ

ながりながら、健康づくりの輪を広げていきます。そして、すべての市民が生活の質

を高め、健康寿命をのばすことができるよう、乳幼児期から高齢期にわたるすべての

ライフステージにおいて、住みなれた地域の中で、ともに支え合い、楽しみながら、

主体的かつ継続的に健康づくりに取り組むことができるまちづくりをめざします。 

そのため、大阪狭山市では、 

 

 

 

をスローガンとして、健康づくりに取り組みます。 

 

 

２ 基本方針 

基本理念の達成に向け、本計画では、「生活習慣病の発症予防と重症化予防の推進」

「健康を支え、守るための社会環境の整備」「計画の進捗管理・評価による継続した

健康づくりの推進」の 3 つの基本方針を掲げます。 

 

（１）生活習慣病の発症予防と重症化予防の推進 

   健康寿命をのばすためには、がんや循環器疾患、糖尿病などの生活習慣病の予防

がもっとも重要であることから、食生活の改善や運動、禁煙、ストレスコントロー

ルなど、主体的に健康的な生活習慣に取り組むことにより、生活習慣病の発症その

ものを予防するため、前計画から進めてきた「一次予防」を重視した健康づくりに

取り組みます。 

   また、生活習慣病にかかった後も、早期発見による合併症の発症や症状の進行な

どを抑える「重症化予防」にも重点を置き、健康づくりに取り組んでいきます。 

 

（２）健康を支え、守るための社会環境の整備 

  健康づくりは一人ひとりが主体的に自らの健康について関心をもって取り組む

ことが必要ですが、実際の活動に取り組むきっかけを見つけられない人や継続でき

ない人も多く、生活習慣の改善や健康づくりは、個人の努力だけでは困難な面もみ

られます。 

「すこやかに 笑顔がつどう 大阪さやま」 
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一人ひとりの健康への取組みに対するやる気を高め、維持していくためには、地

域の人と人とのつながりや助け合いの力を高め、地域を構成するさまざまな組織や

関係機関が連携して、地域ぐるみで健康を支え、守るための環境整備、ヘルスプロ

モーションのまちづくり（図 5-1）が重要です。前計画から進めてきた行政、医療

機関、教育関係機関、地域などが「健康」という視点からの連携をさらに強化させ、

健康づくりを推進していきます。また、地域で健康づくりの担い手となる人材育成

にも取り組み、地域の絆、つながりを機能することも重視し、健康づくりに関心の

ない人も含めて、地域全体が一人ひとりの健康を守る環境整備を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-1 「健康大阪さやま２１（第 2 次計画）」におけるヘルスプロモーションの概念 

 

（３）計画の進捗管理・評価による継続した健康づくりの推進 

   本計画の目標を達成し、健康寿命の延伸を実現するためには、計画の進捗管理と

評価を行うことが重要です。各分野の取組状況や指標項目の進捗状況を数値目標だ

けでなく、健診での問診項目や学校のアンケート調査等の既存のデータを活用して

モニタリングを実施し、定期的な見直しを行っていきます。また、健康大阪さやま

２１計画推進委員会や庁内の健康大阪さやま２１検討委員会、保健事業推進協議会

等の会議によって計画の全体的な進捗状況の確認、評価、見直しをしながら達成度

について進捗管理をおこないます。 

計画を推進する上で重要な、計画の周知については、ホームページや各種イベン

トなどを通して、市民に親しみやすく、日常生活に取り入れやすい健康情報を、継

続して発信していきます。 
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第６章 各分野の取組み 

１ 栄養・食生活 

 

栄養・食生活は、生命を維持し、子どもたちが健やかに成長し、人々が健康で幸福な

生活を送るための基礎となります。その一方で、栄養の摂りすぎや偏りなど、食生活の

乱れは、糖尿病や高血圧をはじめとする生活習慣病を引き起こす原因や、高齢者の低栄

養は要介護のリスク要因にもなります。前計画の評価より、特に中年期男性の肥満や高

齢期女性のやせに重点的に取り組む必要があります。 

食生活の重要性を認識し、自分の身体状況に合わせた食事の量やバランスを考え、食

塩摂取量の減少や野菜の適正摂取を心がけ、健康の維持・増進に取り組みます。そして、

食に感謝し、食を楽しみ、食を通じた地域のつながりの強化をめざします。 

 

 

 

 

 

 

 

 ◎１日３食、バランスよく食べます 

 ◎自分の適正体重1を知り、維持します  

◎家族や仲間との食事を楽しみます 

 

 

 

 

 

 乳幼児期（親子）の取組み 

  ◇子どもはできるだけ母乳で育て、離乳食からだしをとって薄味で食べる習慣を身

につけさせます。 

  ◇子どもには、早寝早起きして、しっかり朝ごはんを食べさせます。 

  ◇子どもには、いろんな食品をバランスよく与えます。 

    ◇まわりの大人は、菓子、甘味飲料の与えすぎに気をつけます。 

  ◇家族そろって食べることを習慣にします。 

 

 学童・思春期の取組み 

◇早寝早起きして､朝食を毎日食べる習慣を身につけます。 

◇家族そろって食べる習慣を身につけます。 

                                                   
1 適正体重の指標として BMI（ワンポイントメモ③参照）があります。 

わたしたち市民はこうします！ 

おいしく 楽しく バランス考え、元気なからだ 
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◇学校給食や授業などを通じて、食に関する知識を身につけ、家庭でも家族に伝え

ます。 

  ◇間食（菓子・甘味飲料）の質と量に気をつけます。 

  ◇塩分を控え、野菜や果物をしっかり食べます。 

 

 青年期の取組み 

  ◇自分の適正体重を知って、食べ過ぎに注意します。 

  ◇女性は､やせすぎに注意します。 

◇朝食を食べ、規則正しい食習慣を心がけます。 

  ◇野菜料理を１日５皿食べるようにします。 

  ◇菓子・嗜好飲料のとりすぎに気をつけます。 

  ◇外食やインスタント食品などを利用する時は、栄養成分表示を参考にし、塩分や 

カロリーに注意します。 

   

壮年期の取組み 

 ◇自分の適正体重を知って、太りすぎに気をつけます。 

◇朝食を食べ、規則正しい食習慣を心がけます。 

◇夜遅い食事は控えます。 

  ◇「食事バランスガイド」を参考に、主食、主菜、副菜のそろったバランスのいい

食事をします。 

  ◇減塩を意識し、野菜を積極的に食べるよう心がけます。 

 

 高齢期の取組み 

  ◇自分の体調にあった食事を心がけます。 

  ◇主食とたんぱく質をしっかりとり、栄養不足に気をつけます。 

  ◇家族や仲間と食べる機会を増やします。 

  ◇水分補給を十分します。 

  ◇薄味を心がけ、減塩に取り組みます。 

   

 
   

◇食生活改善推進協議会などの食育推進団体は、料理教室や食育体験交流など、地

域に密着した食育活動をすすめます。 
◇地域活動栄養士会は、専門知識を活かし、地域での生活習慣病予防活動を行い、

食生活・栄養(食育)について学ぶ機会づくりをすすめます。 
◇食生活改善推進協議会と地域活動栄養士会は､市のイベント等で塩分を減らすポ

イントや野菜摂取の重要性等、食に関する正しい情報を提供します。 
◇医療機関は、肥満予防のための生活習慣の改善を指導し、定期健診の受診をすす

めます。 
◇医療機関は、高血圧予防のため、減塩の必要性を啓発します。 

  ◇地区福祉委員会は高齢者への配食や会食会を通して、地域での食を通した交流

や高齢者の適切な栄養摂取に取り組みます。 
   
 
 
 

地域と関係機関の取組み 
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◇保健センターは、各種母子保健事業で食育活動を充実します。 

◇保健センターは、保健栄養相談、健康教育、特定保健指導等で個別に肥満やや

せ等の栄養改善や減塩等、生活習慣病予防や重症化予防のサポートをします。 

◇保健センターは、食生活改善推進員養成講座や健康づくり応援団養成講座等を

実施し、地域の健康づくりをサポートする人材育成をより積極的に推進します。 

◇健康まつりなど多くの人が集まるイベントで、地域、関係団体と連携、協働し、 

減塩や野菜摂取量の増加等、生活習慣病予防につながる食生活や食育活動をす 

すめます。 

◇市ホームページの「健康」のページに、手軽な朝食のレシピや減塩レシピ、野

菜摂取の工夫、主な食品のカロリーなどの食育情報を定期的に発信していきま

す。 

   ◇学校は、PTA 活動等を通して、家族や中でも中年期である父親に肥満対策の

情報提供をおこないます。 

◇保育園、幼稚園、子育て支援センター（ぽっぽえん）、学校は、収穫した野菜

や果物を使用したおやつ作りの体験を通して、食べ物を大切に扱う心を育む食

育を推進します。 

  ◇保健所は、飲食店や給食施設が栄養成分表示を行い、ヘルシーメニューを提供

するよう指導します。 
 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ワンポイントメモ① 

◇食事バランスガイド 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲「食事バランスガイド」とは、１日に「何」を「どれだけ」食べたらよいのかが 

一目でわかる食事の目安です。(厚生労働省・農林水産省決定) 

 

行政の取組み 
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ワンポイントメモ② 

◇大阪狭山市食育推進計画 

本市では、平成 25 年 3 月に「大阪狭山市食育推進計画」を策定しました。大阪狭

山市における食の現状と課題を踏まえ、生涯にわたる食育を推進していくために、計

画において 7 つの目標を掲げています。水と緑に恵まれた大阪狭山市の食文化を育

み、市民の健康づくりを進めていきます。 

①食事を楽しむ 

②食に感謝する 

③水に感謝する 

④食べ物を知り、選択する力を持つ 

⑤バランスのとれた規則正しい食事をする 

⑥食の安全性に関心を持つ 

⑦大阪狭山の食文化を伝えていく 

 

 

ワンポイントメモ③ 

◇ＢＭＩって何？ 

ＢＭＩとは、体重と身長から肥満の度合いを調べるものです。 

ＢＭＩの計算方法＝体重（kg）÷身長（ｍ）÷身長（ｍ） 

＜目標とするＢＭＩの範囲（18 歳以上）＞ 

年齢（歳） 目標とするＢＭＩ（ｋｇ/㎡） 

18～49 18.5～24.9 

50～69 20.0～24.9 

70 以上 21.5～24.9 

目標とするＢＭＩの範囲を参考に、適正体重をめざしましょう。 

※子どもには別の基準があります。    
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２ 身体活動・運動 

 

身体活動や運動の量が多い人は、循環器疾患やがんなどの生活習慣病が重症化するリ

スクが低くなります。また、運動機能が低下し、転倒によって骨折したり、認知機能が

低下し、介護が必要となることを防ぐ効果もあります。さらに、運動は気分転換やスト

レス発散にもなり、生活の質の向上にも効果があります。 

身体活動や運動の意義や重要性を認識し、一人ひとりが意識して運動を習慣化し、楽

しく継続することをめざします。また介護予防の観点からロコモティブシンドロームに

ついて周知し、予防につながるよう取り組みます。 

日常的に取り入れやすい歩くことから運動をすすめ、運動する仲間づくりや、市民が

主体性を発揮できる健康づくりの場づくりを推進するとともに、運動も含めた地域の健

康づくりをサポートする人材の育成にも取り組みます。 

 

 

 

ワンポイントメモ④ 

◇減塩にチャレンジ 

日本人は世界的にも食塩摂取量が多く、高血圧になりやすいといわれています。 

高血圧を放置すると動脈硬化がすすみ、脳卒中や心筋梗塞などの病気を引き起こす危険

があります。 

 血圧を下げるには、まず減塩に取り組むことが大切です。 

 

〈減塩のポイント〉 

○むやみにしょうゆや塩をかけない。 

しょうゆなどは、かけて食べるより、つけて食べたほうが塩分の摂取量が少なくてすみます。 

○ラーメンやそばなどの汁は飲まない。 

○食塩量の多い漬物や加工品を控える。 

 漬け物は浅漬けか、塩出しすると塩分の摂取量が少なくなります。 

○汁物は野菜をたくさん入れて、具だくさんに。 

○ゆずやレモンなどの柑橘類や酢などを上手に使う。 

○とうがらしやコショウ、カレー粉などの香辛料を上手に使う。 

○味のしみこみを抑えるために煮物の味付けは最後に。 

○外食やインスタント食品などを利用する時は、栄養成分表示の食塩量を参考に。 

○せっかくの薄味も、たくさん食べれば塩分が多くなります。食べ過ぎには注意を。 
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◎歩くことを心がけ、運動する習慣を身につけます 

 ◎運動する仲間をつくり、楽しく運動に取り組みます 

 ◎ロコモティブシンドロームを知って、介護予防に取り組みます 

 

 
 
 
  

乳幼児期・学童・思春期の取組み 

◇テレビやゲームの時間を減らし、外で楽しくからだを動かして遊びます。 

◇体育の授業など、学校生活でしっかりからだを動かします。 

◇クラブ活動や地域のスポーツ活動に積極的に参加します。 

 

青年期・壮年期の取組み 

◇近い所には歩いて行くなど、今より１０分（1000歩）多く歩くことを心がけま 

す。 

◇家で、こまめにからだを動かし、手軽にできる運動を習慣にします。 

◇運動のイベントや催しなどに、家族で一緒に参加します。 

◇「楽しく歩く」を心がけ、地域でウォーキングの輪を広げます。 

  

 高齢期の取組み   

  ◇運動機能や筋力の低下を防ぐため、積極的にからだを動かします。 

  ◇自分の体力を定期的にチェックします。 

  ◇地域活動やボランティア活動等の機会をいかし、積極的に外出します。 

◇日常生活の中で、少しでも歩くことを心がけます。 

  ◇近所で仲間をみつけ、ウォーキングをします。 

   

 
 
  ◇自治会、子供会、老人クラブ等の地域団体は、スポーツやレクリエーション活

動等、家族で運動する機会を積極的につくります。 
◇「楽しく歩く」を心がけ、いきいきウォーキング等、ウォーキングの輪を広げま

す。 
◇自治会は集会所などをレクリエーションや運動の場として提供します。 
◇地区福祉委員会は、地域でのサロン活動を通して、身近な場所での運動を推進し

ます。 
◇職場は、職場内でのスポーツ・レクリエーション活動を積極的に推進します。 

わたしたち市民はこうします！ 

楽しく運動、続けて健康  

 

 

地域と関係機関の取組み 
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  ◇医療機関などは、運動に関する専門的な情報を提供します。 
 
 
  

◇子育て支援センター（ぽっぽえん）や保育園・幼稚園の地域交流事業で子どもの

遊び場を提供します。 

◇保健センターや学校等は子どもたちや保護者にからだを使った遊びの大切さを

啓発します。 

◇保健センターは、特定保健指導のカラダすっきり運動教室等の運動指導を充実

させます。 

◇保健センターは、健康づくり応援団養成講座を開催し、運動も含めた地域の健康

づくりをサポートする人材の育成に積極的に取り組みます。 

◇体育館など運動できる公共施設の利用を促進します。 

◇アクティブガイドを活用し、健康づくりのために＋10 分（プラス・テン）運動

をすすめます。 

◇狭山池やツール･ド･大阪 おおさかさやまウォーキングコースの活用をすすめま

す。 

  ◇歴史文化の振興を担当する部署は、大阪狭山の自然や歴史を楽しむウォーキング

コースなどを紹介します。 

◇高齢者向けの運動教室を積極的に行い、ロコモティブシンドロームを周知し、

介護予防につなげます。 

◇ウォーキングや運動などをするサークル活動や仲間づくりを支援します。 

◇学校は、PTA 活動等を通して、家族や中でも中年期である父親に運動の情報提

供をおこないます。 

◇市ホームページの「健康」のページに、毎日の生活行動に取り入れられる運動メ

ニューや運動の消費カロリーを掲載し、活用をすすめます。 

◇まちづくり円卓会議で実施されているウォーキング等の運動事業について、関係

部署が連携して支援します。 

◇社会教育やスポーツ振興を担当する部署は、あらゆる世代が気軽にスポーツを楽

しめるように、ファミリースポーツの運動教室や市民マラソン大会の実施などを

通じて、家族で参加できるスポーツを推進します。 

◇公園緑地の整備を担当する部署は、公園に健康遊具の設置を進め、活用を推進し

ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

行政の取組み 
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ワンポイントメモ⑤ 

◇ロコモティブシンドローム（運動器症候群） 

足腰の痛みなど運動器障がいのために自立度が低下し、介護が必要となる危険性の

高い状態と定義されています。ロコモティブシンドローム予防には、歩行能力の維

持向上が大切です。下記の「7 つのロコチェック」に一つでも当てはまる項目があ

れば、運動器の衰えを考える必要があります。まずは自分のロコモ度を確認してみ

ましょう。 

 

□ １．片足立ちで靴下がはけない 

□ ２．家の中でつまずいたり、滑ったりする 

□ ３．階段を上るのに手すりが必要である 

□ ４．15 分（約 1ｋｍほど）くらい続けて歩けない 

□ ５．横断歩道を青信号で渡りきることができない 

□ ６．2 ㎏程度の荷物（１ℓの牛乳パック 2 個程度）を持って歩くのが困難 

□ ７．掃除機の移動や布団の上げ下ろしなど力のいる家事が困難 

ワンポイントメモ⑥ 

◇運動を生活に取り入れましょう 

「運動」とは、スポーツやフィットネスなどの健康・体力の維持・増進を目的とし

て計画的・意図的に行われるものを指します。 

厚生労働省の「健康づくりのための身体活動指針（アクティブガイド）」は、18 歳

～64 歳の人は、1 日 8,000 歩が目安と推奨しています。また、全年齢層において、

今より毎日 10 分多くからだを動かす（＋１０プラス・テン）を推奨しています。

歩数の不足や減少は、高齢者の自立度低下や虚弱の危険因子でもあります。まずは、

歩く時間や距離を伸ばすことから始めてみませんか！ 
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３ 休養・こころの健康 

 

こころの健康を保つため、心身の疲労の回復と休養は重要です。日常生活の中で適切

な睡眠をとり、ストレスと上手につきあうことは、こころの健康に欠かせません。 

アンケート調査結果でも、睡眠による休養が十分に取れていない人やストレスを感じ

ている人が増加しています。こころの健康に関する知識やこころの病への理解、ストレ

スの対処法の習得などの促進を図るとともに、家庭や職場、地域において、お互いに見

守り、声をかけあう環境づくりをめざします。また、専門性、個別性の必要が高い場合

は、専門機関につなぐなど、早期発見や支援体制を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 ◎上手にストレスとつきあいます 

 ◎適切な睡眠や休養をとります 

 ◎身近な人の変化に気づき、声をかけます 

 ◎薬物の害を知り、絶対に手を出しません 

 

 

 

 
 

乳幼児期・学童・思春期の取組み 

◇まず早起きし、朝ごはんを食べ、しっかり眠ります。 

◇悩みがあれば、まわりの人に相談します。 

◇他人への思いやりの心をもちます。 

 

青年期・壮年期の取組み 

◇やすめる時には、しっかり休養をとります。 

◇自分にあったストレス解消法をみつけ、ストレスとうまくつきあいます。 

◇家族でゆっくり話をする時間をもちます。 

◇悩みや心身の不調を一人で抱え込まず、家族や仲間や専門機関に相談します。 

  ◇身近な人の変化(不眠など)に気づき、声をかけ、悩みや不調をしっかり聞きます。 

  ◇眠れなかったり、眠っても心身の回復感がないことが続くときは、専門機関に相

談します。 

 

 高齢期の取組み 

  ◇生きがいや趣味を持ちます。 

わたしたち市民はこうします！ 

ストレスと上手につきあい、悩みがあればこまめに相談 
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  ◇地域活動などに積極的に参加して、人とのふれあいを楽しみます。 

  ◇うつ病や認知症などに関する正しい知識をもち、必要なときは専門機関に相談し

ます。 

   

 
  ◇医療機関は、こころの病気とその予防法についての情報を提供します。 

◇かかりつけ医は、こころの健康や病気についての相談を受け付け、必要な場合、

専門のカウンセラーや専門医を紹介します。 
◇職場は、従業員のこころの健康を保持増進させるため、メンタルヘルスに取り組

みます。 
  ◇地区福祉委員等はサロン活動などを通して、子育て中の母親や高齢者が地域で

孤立しないよう、地域での見守り、支援をすすめます。 
 
  

◇保健センターは、こんにちは赤ちゃん事業で、母親の産後うつの早期発見、早

期サポートに努めます。 

◇保健センターでは、こころの健康について相談できる窓口を周知します。 
◇睡眠による休養感は、こころの健康に重要であることを周知し、市ホームページ

の「健康」のページに、よい睡眠をもたらす方法等の情報を掲載します。 
◇学校は、早寝早起き、朝ごはんの規則正しい生活リズムを促します。 

◇高齢者の生きがいづくりのため、住民参加型の居場所づくりを促進し、地域交

流や社会参加をすすめます。 

◇保健所と保健センターは連携し、市職員や関係機関を対象に、相談技術の向上

や連携支援体制の構築のための研修を実施します。 

◇保健所は、こころの健康や病気についての情報提供や相談支援をおこないます。 
◇こころの健康に不安がある人を専門相談機関に紹介し、切れ目なく支援する体制

作りを推進します。 

◇市民の窓口業務を行う部署では、市民のこころの問題をいつも念頭におき、問題

が感じられた場合は、関係機関や医療関係者などと連携し、相談支援機能の充実

をはかり自殺予防対策を推進します。 

   
 
 
  

ワンポイントメモ⑦ 

◇ゲートキーパーの役割 

「ゲートキーパー」とは、自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応（悩んで

いる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る）を図るこ

とができる人のことで、言わば「命の門番」とも位置付けられる人のことです。１

人でも多くの方に、ゲートキーパーとしての意識を持っていただき、専門性の有無

にかかわらず、それぞれの立場でできることから進んで行動を起こしていくことが

自殺対策につながります。 

（内閣府 自殺総合対策大綱より） 

 

地域と関係機関の取組み 

行政の取組み 
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４ 飲酒 

 
お酒は、飲みすぎると、生活習慣病のリスクを高めます。特に女性は、男性に比べて

肝臓障害などをおこしやすく、また、妊娠中の飲酒は、妊婦自身の妊娠合併症などのリ

スクを高めるだけでなく、胎児にも悪影響を及ぼします。未成年者の飲酒は健全な成長

を妨げます。 

アルコールがからだに及ぼす影響について正しい知識をもち、適正な飲酒を実践し、

妊婦や未成年者の飲酒を防止することをめざします。 

 

 

 

 

 

 

 ◎飲酒は節度を守って、週 2 日は休肝日をつくります 

 ◎未成年者・妊産婦はお酒を飲みません 

  

 

飲むのなら、節度を守って、楽しいお酒 
 

 

ワンポイントメモ⑧ 

◇健康づくりのための睡眠指針 2014 ～睡眠 12 箇条～  
睡眠は生活習慣病やこころの健康に大きく関係します。睡眠を見直し、良い睡眠で、

からだとこころの健康をめざしましょう。下記の 12 箇条を参考に、まずはできる

ことから始めてみましょう。 

１．良い睡眠で、からだもこころも健康に。 

２．適度な運動、しっかり朝食、ねむりとめざめのメリハリを。 

３．良い睡眠は、生活習慣病予防につながります。 

４．睡眠による休養感は、こころの健康に重要です。 

５．年齢や季節に応じて、ひるまの眠気で困らない程度の睡眠を。 

６．良い睡眠のためには、環境づくりも重要です。 

７．若年世代は夜更かしを避けて、体内時計のリズムを保つ。 

８．勤労世代の疲労回復・能率アップに、毎日十分な睡眠を。 

９．熟年世代は朝晩メリハリ、ひるまに適度な運動で良い睡眠。 

10．眠くなってから寝床に入り、起きる時刻は遅らせない。 

11．いつもと違う睡眠には、要注意。 

12．眠れない、その苦しみをかかえずに、専門家に相談を。 

（厚生労働省 健康づくりのための睡眠指針 2014 より） 
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学童・思春期の取組み 
◇お酒を絶対に飲みません。 
◇飲酒を周囲からすすめられても、絶対に断ります。 

 
 青年期・壮年期・高齢期の取組み 
  ◇お酒は節度を守ります。 

◇週に少なくとも２日の休肝日をつくります。 
◇妊産婦や未成年者にお酒を飲ませません。 
◇他人に無理にお酒をすすめません。 
◇アルコール依存が疑われたら、家族は保健所などに相談します。 
◇女性は男性に比べ、肝臓障害など飲酒による健康障害を起こしやすいことを自覚

します。 
   

 
   

◇医療機関や薬局は、飲酒の健康影響についての情報提供をします。 
◇医療機関は、アルコール依存の疑われる人には専門機関を紹介します。 
◇地域では、子どもが参加する行事での飲酒は控えます。 
◇地域では、未成年者がアルコール類をもっていたら注意するなど、未成年者の飲

酒を容認しない地域づくりを推進します。 
   

  
◇保健センターは、母子健康手帳の交付時や母子保健事業を通して、胎児や子ど

もへのアルコールの害について指導し、妊婦や授乳している女性の飲酒防止に

努めます。 

◇学校は児童、生徒および保護者への喫煙防止教育と連動して飲酒防止教育を行

います。 

◇保健センターは、健康まつり、健康教育、その他あらゆる機会を活かして、飲

酒が健康に及ぼす影響についての知識の普及・啓発をおこないます。 

◇市は、保健所と連携して、アルコール依存の恐れのある人に対する相談体制を

充実させます。 

◇未成年者の飲酒を容認しない地域づくりのために、地域の関係団体と連携を図り

ながら、年長者が未成年に飲酒を勧める機会がないよう定期的に市ホームページ

や市広報誌で呼びかけます。 

◇ストレスによる飲酒が多量飲酒につながらないように、節度ある飲酒の啓発に努

めます。 

◇アルコール依存症への移行を予防または早期発見・治療できるように家族や周囲

の人がスムーズに相談窓口を把握できるよう、広報体制を強化します。 

  
 

わたしたち市民はこうします！  

地域と関係機関の取組み 

行政の取組み 
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５ たばこ 

 
たばこには多くの有害物質が含まれており、COPD（慢性閉塞性肺疾患）、がん、循

環器疾患、糖尿病など様々な疾患の原因となります。また喫煙者だけでなく周囲の人も

「受動喫煙」により、がんや循環器疾患、乳幼児の突然死症候群などの原因となります。 

禁煙することで健康改善の効果について明らかにされており、肺がんをはじめ、たば

こに関連する疾患のリスクが、禁煙後の年数とともに確実に低下することがわかってい

ます。 

すべての市民が、たばこの害についての正しい知識をもち、たばこの害から自分自身

や家族、周囲の人を守ることと、未成年者の喫煙を容認しない地域づくりをめざします。 

 

 

 

 

 

 ◎たばこの害についての正しい知識を習得します 

 ◎たばこは吸わない、煙を吸わせない 

 

 

 
 
 学童・思春期の取組み 
  ◇たばこが健康に及ぼす影響について学び、絶対にたばこを吸いません。 
 
 青年期・壮年期・高齢期の取組み 
  ◇赤ちゃんへのたばこの影響について学び、妊産婦は、たばこを吸いません。 

わたしたち市民はこうします！ 

ワンポイントメモ⑨ 

◇生活習慣病のリスクを高める飲酒量 

国は、一日平均で純アルコール摂取量が男性で 40ｇ以上、女性で 20ｇ以

上としています。ただし、人には感受性があって、少量でも健康障害を起

こす可能性があります。 

純アルコール 20ｇの目安は、おおむね以下のとおりです。 

 

◆ビール中瓶 1 本（500ｍｌ） 

◆ウイスキーダブル（60ｍｌ） 

◆清酒 1 合（180ｍｌ） 

  

ストップ！ たばこ  
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◇子どもの前では、たばこを吸いません。 
◇子どもの手の届くところにたばこは置かないようにし、たばこの誤飲ややけどな

どの事故を防止します。 
◇たばこの害を正しく理解し、子どもにも教えます。 
◇未成年者の喫煙を注意し、やめさせます。 
◇喫煙者は、受動喫煙が周囲の非喫煙者に健康被害を与えることを自覚し、周囲の

人にたばこの煙を吸わせないようにします。 
◇喫煙者は、禁煙外来を活用するなど、積極的に禁煙にチャレンジします。 
◇禁煙したい人を、まわりの人は応援します。 
 

 

  
  ◇医療機関は、たばこの健康影響や禁煙の実際について、適切な情報を提供し、

禁煙外来では禁煙希望者を積極的にサポートします。 
  ◇医療機関や薬局は、COPD の主要原因は長期にわたる喫煙習慣であり、禁煙に

よる予防と悪化の防止が可能な疾患であることを周知し、早期発見・早期治療

をすすめます。 
◇すべての医療機関は、敷地内を禁煙にします。 
◇薬局は、たばこの健康影響や禁煙の実際について、適切な情報提供をします。 
◇薬局は、店内を禁煙にします。 
◇事業者は「大阪狭山市終日全面禁煙の施設」に積極的に登録します。 
◇職場は、禁煙を積極的にすすめます。 
◇地域では、未成年者がたばこをもっていたら注意するなど、未成年者の喫煙を容

認しない地域づくりを推進します。 
 
 

  
◇保健センターは、母子健康手帳の交付時や母子保健事業を通して、胎児や子ど

もへのたばこの害についてのリーフレットの配布や指導を行い、妊産婦や夫の

喫煙防止に努めます。 

◇保健センターは健康まつり、健康教育、その他あらゆる機会を活かして、たば

こが健康に及ぼす害についての知識の普及・啓発をおこないます。 

◇保健センターは、禁煙希望者に対する禁煙支援を充実させます。 

◇保健センターは受動喫煙の害の知識を普及し、「大阪狭山市終日全面禁煙の施設」

の登録の推進と登録施設の周知をすすめます。 

◇保健所は、保健センターなど関係機関と連携し、受動喫煙防止対策推進、未成 

 年者の喫煙防止対策、禁煙サポートの推進に取り組みます。 

◇学校は児童、生徒および保護者への喫煙防止教育を強化します。 

◇学校は関係機関とイベント等で連携し、女子児童・生徒が成人した後も喫煙に関

心を持たないよう、特に妊娠・出産期女性へのたばこの影響を周知します。 

◇保健センターは、受動喫煙防止キャンペーンの一環として、禁煙推進ポスターコ

ンクールや街頭キャンペーンを継続していきます。 

◇保健センターは、COPD について、肺がん検診・結核検診、ホームページやイ

ベント、街頭キャンペーンを通じて症状や予防方法など具体的に周知します。 

  

地域と関係機関の取組み 

行政の取組み 
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６ 歯と口腔の健康 

 
歯と口腔の健康は、口から食べる喜び、話す楽しみを保つ上でも大切であり、身体的

な健康だけでなく、精神的な健康にも大きく影響し、生活の質に大きく関連します。ま

た、高齢期の口腔機能の低下は、低栄養を招くリスク要因となり、生命予後にも影響し

ます。 

歯を失う主な原因は、むし歯と歯周病であり、歯と口腔の健康のためには、むし歯と

歯周病の予防が重要です。 

生涯を通じて充実した生活を送るため、子どもから高齢者まで、自分の歯と口に関心

をもち、正しい歯みがき習慣と定期的な歯科健診を心がけ、生涯自分の歯でおいしく食

事ができるよう、歯と口腔の健康づくりをめざします。 

ワンポイントメモ⑪ 

◇たばこと COPD（慢性閉塞性肺疾患） 

COPD は、主としてたばこの煙を長期間吸ったために肺に炎症が起きる病気で、階

段の上り下りなど体を動かしたときに息切れを感じたり、風邪でもないのにせきや

たんが続いたりすることが主な症状です。COPD の症状は、ありふれた症状である

ため、見過ごしてしまいがちで、発見が遅れることがあります。COPD が進行する

と少し動いただけでも息切れし、日常生活も困難になり、さらに進行すると呼吸不

全や心不全を起こす命に関わる病気ですので、早期発見、早期治療が重要です。長

期にたばこを吸っている人で以下のような症状がある場合は、軽く考えずに禁煙と

ともに早めに医療機関を受診しましょう。 

○階段の上り下りで息切れがする 

○せきやたんが出る 

○風邪が治りにくく、せきやたんが出る 

○喘鳴がある。呼吸のたびにゼーゼー、ヒューヒューと音がする。 

 

 

ワンポイントメモ⑩ 

◇禁煙にチャレンジ 

喫煙は、肺がんをはじめとする多くのがんや心疾患、脳血管疾患、COPD の重要な原

因です。また、喫煙者のみならず、周囲の人にも受動喫煙による肺がんや心筋梗塞の

危険因子となります。 

喫煙は「ニコチン依存症」という病気であり、医療機関での禁煙治療は現在「ニコチ

ン依存症管理料」として保険診療の対象となっています。 

禁煙は何度でもチャレンジできます。禁煙外来の紹介や禁煙に関する相談も保健セン

ターで行っています。 
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◎正しい歯みがき習慣を身につけます 

 ◎定期的に歯科健診を受けます 

 ◎「噛ミング３０（カミングサンマル）」（ひとくち３０回以上噛むこと）で 

口腔機能を保ちます 

 

 
 
 
 
 乳幼児期（親子）の取組み 

  ◇乳幼児健診などの機会を通じて、歯科健診を必ず受けます。 

◇むし歯予防のため、子どもの歯の仕上げみがきをします。 
◇おやつは、回数と時間を決めて与えます。 
◇子どもの歯のフッ素塗布を受けます。 

 
 学童期・思春期の取組み 
  ◇食べたら歯をみがく習慣を身につけます。 
  ◇正しい歯のみがき方を実践します。 
  ◇よく噛んで食べます。 
  ◇おやつは時間を決めていただきます。 
   
 青年期・壮年期の取組み 
  ◇歯ブラシだけでなく、歯間ブラシや糸ようじを使って口腔内の清掃を行います。 

◇かかりつけ歯科医をもち、定期的に歯科健診を受け、異常があれば早期に治療を

受けます。 
 

 高齢期の取組み 
  ◇よく噛んで食事をとります。 

◇かかりつけ歯科医をもち、定期的に歯科健診を受け、異常があれば早期に治療を

受けます。 
  ◇健口体操をおこない、口腔機能を保ちます。 
 

 
  ◇歯科医は、かかりつけ歯科医となって、口腔の総合的健康管理を行います。 

◇歯科医は、歯科健診の結果をわかりやすく伝え、むし歯予防や歯周病予防の指導

をします。 

わたしたち市民はこうします！ 

めざせ ８０２０
はちまる にいまる

（８０歳で２０本の自分の歯）  

 

 

地域と関係機関の取組み 
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◇歯科衛生士は、歯みがきや歯間ブラシ、糸ようじの使い方を指導します。 
◇歯科医と歯科衛生士は、乳幼児の歯のフッ素塗布の普及をおこないます。 
◇歯科医と歯科衛生士は、いつまでも自分の歯で食べることの幸せを伝えます。 
◇歯科医と歯科衛生士は、８０２０運動に積極的に取り組みます。 

  ◇歯科医と歯科衛生士は、噛ミング３０を推奨します。 
◇医療機関や薬局は、口腔の健康が全身の健康に関わっていることを啓発します。 

  ◇医療機関や薬局は高齢期に多い誤嚥性肺炎について、予防策として栄養管理と

ともに口腔ケアが重要であることを周知し、取り組みます。 
 

 

 

◇保健センターは、健康まつり、狭山池まつりで、歯科相談コーナーを設け、歯

科保健に関する正しい知識を普及します。 

◇８０２０運動を強力に推進します。 

◇保健センターで実施するママパパ教室では、妊婦の歯科健診の実施と妊娠中の歯

の健康について情報提供します。 

◇保健センターは、乳幼児歯科健診の受診率向上に努め、定期的に歯の健康を守る

ことの重要性や歯みがきの方法等を普及します。 

◇保健センターは、むし歯予防の知識や方法を定期的に親子で学べるよう、幼稚

園・保育所歯科指導の毎年全園実施を継続します。 

◇むし歯予防のために乳幼児のフッ素塗布を推進します。 

◇学校、幼稚園や保育所（園）では、歯みがきの仕方を指導し、歯みがき習慣を定

着させます。 

◇学校は、むし歯予防にとどまらず、学齢期からの歯周病の予防に取り組みます。 

◇保健センターは、成人歯科健診の受診を広く勧奨し、受診率の向上に努めます。 

◇保健センターで実施する歯のお手入れ教室では、歯周病予防を中心に成人期の

歯を守ります。 

◇保健センターは、親子で健康な歯の大切さを認識できる機会として、よい歯のコ

ンクールを継続して実施します。 

◇保健センターでは出前講座を通して、気軽にできる健口体操をすすめます。 

  
ワンポイントメモ⑫ 

◇歯周病 

歯周病は、プラーク（歯垢）によって歯ぐきに炎症を起こす病気です。たばこによって

歯ぐきの腫れや炎症がひどくなったり、治りにくくなったりすることが知られています。

歯周病は、単に歯と歯ぐきだけの病気ではなく、糖尿病や心疾患を悪化させます。また

妊娠中に歯周病が悪化すると、低体重児の出生や早産の危険が高まります。 

歯周病は生活習慣病です。日頃からの正しい歯みがきと定期的な健診で歯と口腔の健康

を守りましょう。 

 

 

行政の取組み 
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７ 健康チェック 

 
健診は、自分の健康状態をはかる指針であり、生活習慣病の発症予防を目的とした特

定健診やがんの早期発見を目的としたがん検診を定期的に受診することは重要です。 

自分の健康を過信したり、自己判断せず、自分の健康状態を客観的に確認するための

健康診査を受け、健診結果から生活習慣を修正することをすすめます。また、糖尿病や

高血圧などの生活習慣病にかかった後も、早期に適切な治療を開始し、治療を継続し、

合併症の発症等の重症化予防に取り組みます。市民一人ひとりが自らの健康維持・増進

に取り組む意識をもち、地域全体が積極的に健康づくりに取り組むことをめざします。 

 

 

 

 

 

 

 ◎定期的に健康診査、がん検診を受けます 

 ◎健診結果を健康づくりに活かします 

 ◎早期の治療を心がけ、病気の重症化を予防します 

 

 
 
  

乳幼児期（親子）の取組み 

  ◇妊婦健診、乳幼児健診、予防接種を受け、子どもの発育発達を見守ります。 
  ◇母子健康手帳を活用し、妊産婦や子どもの健康管理をおこないます。 
  

学童期・思春期の取組み 
◇自分の健康に関心をもちます。 
◇学校の保健だより等から、健康に関する情報を積極的に習得します。 
◇定期的に自分の体格と健康状態を確認します。 

 
 青年期・壮年期の取組み 
  ◇毎年、健診やがん検診を受け、自分の健康状態を把握します。 
  ◇健診後の指導を受け、生活習慣の改善に活かします。 
  ◇健診で要精密検査、要医療と診断されたら、必ず医療機関を受診します。 
   
 高齢期の取組み 
  ◇毎年、特定健康診査やがん検診を受け、自分の健康状態を把握します。 

◇健診後の指導を受け、生活習慣の改善に活かします。 
◇介護予防事業に積極的に参加します。 

確認しよう 健診受けて 自分の健康  
 

 

わたしたち市民はこうします！ 
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◇かかりつけ医師をもち、健康管理に努めます。 
◇必要な治療は継続し、病気と上手につきあいます。 
 

 
 

◇大阪狭山市医師会、医療機関は、受診率向上のため、検診体制の整備を行います。 
◇かかりつけ医は、普段から健康管理の相談にのります。 
◇医療機関、薬局は、患者やその家族に特定健康診査・がん検診の受診を勧奨しま

す。 
◇医療機関は、各種健診・がん検診のわかりやすい結果説明に努めます。 
◇医療機関は、検診後の指導や要精密検査・要医療者への受診勧奨を十分にします。 
◇地域は、地域の行事のなかで、健康に関する内容に積極的に取り組み、情報交換

をおこないます。 
 

 
 

◇保健センターは公費負担による妊婦健診を実施し、受診を勧奨します。 

◇保健センターは、子どもの安全と健康を守るため、乳幼児健診未受診者への勧

奨を徹底して行います。 

◇保健センターは乳幼児健診の受診しやすい体制を整えます。 

◇保健センターは健診実施の情報を様々な媒体を利用してわかりやすく伝えます。 

◇国民健康保険を担当する部署や保健センターは、特定健康診査やがん検診の受

けやすい体制を整備します。 

◇保健センターは、健診後には、わかりやすい媒体を用いて個々人のニーズにあ

った保健指導を行います。 

◇保健センターは、血圧や体重測定など、健康自己チェックの大切さと具体的方

法を普及・啓発します。 

◇特定健康診査、がん検診と連動した受診啓発キャンペーンや、イベントを利用し

た受診勧奨を行います。 

地域と関係機関の取組み 

行政の取組み 
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８ 健康づくりに関する数値目標 

 具体的に計画の進捗を評価できるよう、分野ごとに目標数値を定めます。 

 市民、地域、関係機関、行政が連携した取組みを推進し、目標達成をめざします。 

 
指標 対象 H15 年→H25 年 目標値 

①栄養・食生活 

１ 朝食を食べないことがある

人を減らす 

小学生 

中学生 

16～17 歳男女 

20～30 歳代男性 

20～30 歳代女性 

11.6％→6.0％ 

17.6％→12.2％ 

14.5％→16.5％ 

27.2％→37.5％ 

21.9％→11.6％ 

0％ 

0％ 

0％ 

15％以下 

15％以下 

２ 肥満の人の割合を減らす 小学生男子 

40～50 歳代男性 

60 歳代男性 

11.7％→10.7％ 

30.1％→32.1％ 

17.5％→28.9％ 

7％以下 

28％以下 

28％以下 

３ やせの人の割合の減少 16～17 歳 

20～30 歳代女性 

80 歳代以上女性 

13.8％→29.1％ 

14.8％→18.3％ 

23.1％→17.1％ 

15％以下 

20％以下 

22％以下 

4 家族と一緒に夕食を食べる

人の割合の増加 

成人 70.9％→81.7％ 現状よりも増やす 

②身体活動・運動 

５ 意識的にからだを動かす人

を増やす 

成人男性 

成人女性 

71.3％→72.0％ 

67.7％→71.2％ 

75％以上 

75％以上 

６ 定期的に運動している人を

増やす（1 週間に 2 日以上、1 回

30 分以上の運動を 1 年以上続けて

いる人） 

 

成人男性(20～60 歳代) 

成人男性(70 歳代以上) 

成人女性(20～60 歳代) 

成人女性(70 歳代以上) 

成人女性(20～30 歳代) 

    28.8％ 

    37.2％ 

    22.1％ 

    23.3％ 

     7.5％ 

36％以上 

58％以上 

39％以上 

48％以上 

39％以上 

７ 一日の歩数が 6,000 歩未

満の人を減らす 

成人男性 

成人女性 

4,927 歩 

3,244 歩 

7,000～9,000 歩 

6,000～8,500 歩 

８ ロコモティブシンドローム

を知っている人を増やす 

     11.9％ 80％以上 

③休養・こころの健康 

９ 睡眠による休養が十分にと

れていない人を減らす 

成人 

 

16.5％→18.5％ 15％以下 

10 ストレスを感じている人を

減らす 

成人 

20～30 歳男女 

58.8％→57.8％ 

77.5％→78.9％ 

49％以下 

49％以下 
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指標 対象 H15 年→H25 年 目標値 

11 睡眠の確保のための薬やア

ルコールを使用する人を減

らす 

成人 20.7％→18.9％ 15％以下 

12 自殺者の減少(人口動態統計)       17 人 現状よりも減らす 

④飲酒 

13 未成年者の飲酒をなくす 中学生男子       

中学生女子               

16～17 歳男性      

16～17 歳女性      

3.0％→3.4％ 

5.8％→1.5％        

7.7％→5.3％ 

15.2％→2.4％ 

0％ 

14 生活習慣病のリスクを高め

る飲酒を減らす〈純アルコー

ル量が 1 日 40ｇ以上（男性）、

20ｇ以上（女性）の人〉 

成人男性              

成人女性        

 

   →21.7％        

→29.3％         

13％以下 

6.4％以下 

⑤たばこ 

15 たばこを吸う人を減らす 成人男性 

成人女性 

39.1％→18.8％ 

10.4％→7.2％ 

12％以下 

5％以下 

16 未成年者の喫煙をなくす 中学生男子 

中学生女子 

16～17 歳男子 

16～17 歳女子 

1.5％→1.5％ 

4.0％→0％ 

11.5％→2.6％ 

7.6％→0％ 

0％ 

17 たばこの健康影響について

の知識を持つ人を増やす 

肺がん              

喘息や気管支炎            

心臓病              

脳卒中               

胃潰瘍                 

妊娠への影響（成人）  

      （小学生） 

      （中学生） 

歯周病         

90.8％→89.3％        

77.3％→49.1％        

53.5％→49.3％        

37.3％→48.3％        

27.9％→21.6％        

79.9％→78.2％ 

80.2％→79.0％ 

75.9％→76.5％ 

20.5％→27.8％ 

 

100％ 

18 COPD を知っている人を増

やす 

COPD を知っている人     19.3％ 80％以上 

⑥歯と口腔の健康 

19 むし歯のない幼児の割合を

増やす 

1 歳 6 か月児 

3 歳 6 か月児 

96.7％→98.8％ 

65.0％→84.1％ 

98％以上 

80％以上 
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指標 対象 H15 年→H25 年 目標値 

20 80 歳で自分の歯を 20 本

以上持つ人を増やす 

 13.7％→ 50％以上 

21 むし歯予防、歯周病予防に

取り組む人を増やす 

歯間部清掃機具を 

だいたい毎日使う人 

 

16.2％→25.1％ 50％以上 

 

22 定期的に歯科健診を受診す

る人を増やす 

過去 1 年以内に 

歯科健診を受けた人 

31.0％→43.6% 65％以上 

⑦健康チェック 

23 特定健康診査と保健指導の

受診率を上げる 

特定健康診査 

特定保健指導 

（積極的支援）    

（動機づけ支援） 

23.6％→32.1％ 

 

29.7％→未定 

35.1％→未定 

65％以上 

 

45％以上 

45％以上 

24 がん検診受診率を上げる 

※平成 25 年は 40～69 歳

（子宮がんは 20～69 歳）

の受診率で算定。 

 

胃がん検診           

大腸がん検診       

肺がん検診             

子宮頸がん検診       

乳がん検診  

4.8％→8.4％       

4.9％→21.7％ 

4.4％→17.2％      

7.9％→37.6％ 

5.1％→34.9％  

50％以上 

⑧健康支える環境づくり 

25 健康づくりに関する地域活

動に主体的に参加する人を

増やす 

 

成人男性 

成人女性 

（H20) 

7.3％→6.3％ 

6.8％→5.4％ 

 

25％以上 

25％以上 

26 地域の人たちとのつながり

は強い方だと思う人を増や

す 

成人男性 

成人女性 

22.5％ 

23.6％  

65％以上 

65％以上 
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第７章 それぞれの役割 

 

 計画は、市民やご近所（地域社会）、学校、事業者（職場）、医療機関、行政などが、

それぞれの役割を果たすとともに、連携を図り、社会全体が一体となって取組みを進め

ていきます。 

 

１ 市民の役割 

（１）妊産婦と乳幼児期（親子）～学童・思春期の子どもたち 

 生涯を通じ健やかで心豊かに生活するためには、妊娠中や子どもの頃からの健康が重

要です。妊娠前・妊娠期の心身の健康づくりを行うとともに、子どもの健やかな発育と

より良い生活習慣を形成することで、成人期、高齢期の生涯を通じた健康づくりを推進

していくことができます。また、子どもが成長し、やがて親となり、その次の世代をは

ぐくむという循環においても、子どもの健やかな発育や生活習慣の形成は、その基礎に

なる重要なものです。 

妊婦の喫煙や飲酒、偏った食習慣は妊婦自身の健康障害を引き起こすだけでなく、胎

児の低体重などの発育障害等のリスクになります。また、子どもが成人してからの肥満

や循環器疾患のリスクを高めることがわかっています。妊婦の生活習慣は本人だけでな

く、生まれてくる子どもの将来に大きな影響があることを認識しなければなりません。 

 乳幼児期（親子）～学童・思春期に生活習慣の基本的な部分は決まると言われ、この

時点で健康的な生活習慣を獲得しているか、していないかは子どもの将来に大きな影響

を及ぼします。子どもたちに前者の道を歩ませるには、学校で命と健康の大切さ、よい

生活習慣を身につけることの重要性などを学び、小さい頃から良い習慣を身につけさせ

ることが大切です。学校では食育をはじめとした取組みをすでに実施しています。しか

し、子どもたちが学校で習ったことを実践できるかどうかのカギを握っているのはまわ

りの大人たちです。子どもの生活習慣を決めてしまうのは大人であることを、市民は強

く認識する必要があります。子どもたちが健康的な生活習慣を身につけられるような環

境を学校で、家庭で、そして地域でつくることが大切です。このことは、大人たち自身

の健康づくりを進めることにもなり、子どもたちの健康づくりにもつながります。 

 

（２）青・壮中年期の市民 

 青年期は、学生から社会人になるなど、生活環境が大きく変化する時期です。この時

期は、体力もあり、病気にかかることも少ないので、健康や生活習慣について無関心に

なりがちです。しかし、不健康な生活を続けていても乗り切れてしまうこの時期こそ危

険な生活習慣の出発点です。生活習慣病を予防するためには、この時期に望ましい生活

習慣を実践することが大切です。そのために、「健康大阪さやま２１（第２次計画）」で

は青年期を中心とした健康づくりに積極的に取り組みます。青年期の男性の重点課題は

きちんと朝食を食べること、女性ではやせの人が多いことから過度のダイエットはしな

いことです。 

壮中年期は、仕事や家庭のことで忙しく、自分の健康について考えることがなかなか
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できない時期です。しかし生活習慣病が現実的で身近な問題となってくるのもこの時期で

す。多くの生活習慣病は発病していても自覚症状を伴わない場合が多く、定期的に生活

習慣をチェックし、不健康な習慣を発見し、改善する取組みと、健診による健康チェッ

クが必要です。また、実際に発病してしまっても、適切な治療や生活習慣の改善を行う

ことで、合併症や重症化予防に取り組むことができます。早期発見、早期治療ができれ

ば、これまでと同様の生活ができる可能性も高まります。 

また家庭を形成し、子どもを育てるこの時期は、家族を通して健康を考えるよいチャ

ンスであるといえます。子どもが学校で健康について学んできたことを、家庭での話題

とし、家族ぐるみで健康づくりに取り組みましょう。 

 

（３）高齢期の市民 

 国が平成24年7月に改正した「健康日本２１（第二次）」では、健康寿命の延伸の実

現を目指しています。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」をいいます。年齢が高くなってくると、１つや２つの病気を持っている

ことが普通になってきます。それでも生活の質を高く維持し、いきいきと暮らしている

人はたくさんいます。身体機能を維持し、自立した生活を送るために、まずは運動器の

健康維持が重要です。歩くことを心がけ、加齢に伴う運動機能の低下によるロコモティ

ブシンドローム（運動器症候群）や生活習慣病の予防やコントロールに取り組むことが

大切です。また「やせあるいは低栄養状態」は要介護のリスク要因となります。適切な

栄養を取ることは、介護予防につながります。ご近所同士で声をかけあい、ウォーキン

グや会食を行うなど、地域での交流を楽しみながら、体のみならず気持ちの面でも健康

的な生活を送りましょう。 

 

２ ご近所（地域社会）の役割 

 自らの健康について関心をもっている人が増え、健康に関する知識・情報が豊富な人

も増加しています。しかし、取り組むきっかけを見つけられない人や取組みを継続でき

ない人も少なくありません。生活習慣の改善や健康づくりは、個人の努力だけでは困難

な面もあります。そこで、個人のやる気を高め、がんばる個人を支える応援団が必要で

す。その応援団は身近にあることが望ましく、本計画においては、ご近所（地域社会）

が「健康づくり応援団」として、健康づくりの担い手となることを推進します。すなわ

ち、行政主導型だけでなく、市民が主体性を発揮し、ご近所の人たちと共に楽しみなが

ら健康づくりの取組みをすすめていきます。このことは、地域のつながりをさらに深め、

地域全体の健康を守ることにもつながります。地域の豊富な社会資源を、健康づくりに

も活用し、健康づくりの輪を広げていくことが必要です。 

 

３ 学校の役割 

 生活習慣が身につく時期として、学童期は非常に重要です。学校は、子どもたちが家

庭に次いで多くの時間を過ごす場であり、健康づくりや生活能力が養われる大切な場で

す。すでに、保健体育、理科、家庭科等の学習を通じて健康に関する教育は行われてい

ます。特に食育については、平成25年3月に策定した「大阪狭山市食育推進計画」を
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踏まえ、栄養教諭や養護教諭が中心となって、取組みをすすめています。今後はさらに、

保健センターをはじめ、関係機関とも連携を強化した取組みをすすめていきます。 

 また、保護者への啓発にも力をいれていきます。学校でせっかく習ったよい生活習慣

を家庭が実践していなかったり、逆のことをしていると子どもの身にはつきません。学

校を通じた保護者への適切で十分な情報提供をふくめ、学校と家庭のつながりを一層深

めます。そして、子どもたちに関するさまざまな情報や課題を共有し、それぞれが教育

や健康づくりについて連動していくことが必要です。 

 また、学校の運動場や体育館、音楽室や図書室、緑豊かな中庭は、地域に根付いたま

ちの資源、宝物でもあります。子どもたちを育む場だけでなく、まちの人々のコミュニ

ケーションの場として、学校のさらなる可能性を十分にいかしていきます。 

 

４ 職場（事業者）の役割 

 働く人にとって、職場は家庭に次いで一日の大半を過ごす場となります。そのため、

職場における健康づくりはとても重要です。たとえば、社員食堂でどんな昼食が提供さ

れているか、通勤は車か電車と徒歩か、社内の受動喫煙防止対策の状況はどうか、健診

の結果が活かされているか、仕事の量や自由度はどうか、夜勤者や交代勤務者への配慮

は十分か、その他業務の性質上、特別な検診を要する労働者への配慮はどうかなど多く

の課題があります。働く人の健康管理は事業者の責任であり、社員の健康は企業の利益

にもつながります。事業者は労働者と共に、積極的に社員の健康づくり・健康管理を考

え、細やかに工夫することが必要です。また、中小企業や個人事業者は健康づくりを推

進するうえで、市のがん検診や保健指導等の活用を進めることが重要です。 

 企業、個人事業者は従業員の健康に責任をもつ一方、直接市民に何らかのサービスを

提供する場合も多くあります。そういった企業は市民の健康づくりにも大きな影響を及

ぼす立場にあります。レストランなどの飲食店、スーパーマーケットやコンビニなどの

食品販売業は安全で健康的な食品と適切な情報を提供することで、市民の健康づくりに

重要な役割を演じることができますし、スポーツ関連企業は実際に運動の場を提供して

います。直接でなくても、地域の構成員として、地域と協働して健康づくりを推進する

役割を担っています。 

  

５ 医療機関の役割 

 「健康大阪さやま２１（第 2 次計画）」のめざすものは、健康づくりを促進し、生活

習慣病の発症や合併症の発症、重症化を未然に防ぎ、市民の QOL を向上させ、健康寿

命を延ばすことにあり、医療機関の役割は重要です。医療機関関係者は、健康を害し、

健康の大切さを感じ、それを取り戻し守りたいという気持ちになっている患者さんや家

族と接しています。日々の診療は、そういった健康に十分に配慮したいという気持のあ

る人たちに、専門的知識と技術、情報を提供し、一人ひとりにあった的確な健康づくり

の支援を行うことが期待されます。 

 「健康大阪さやま２１（第 2 次計画）」では、生活習慣病の発症予防だけでなく、生

活習慣病にかかった後も、合併症の発症や症状の進行などを抑える「重症化予防」にも

力をいれていきます。医療機関はすでに大きな役割を果たしていますが、さらに、特定
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健康診査では生活習慣病の発症リスクが高い対象者を早期に発見し、生活習慣の改善に

より発症と重症化の抑制をはかります。また、がん検診の受診率を上げ、がんの早期発

見と早期治療を進めます。また、高血圧や糖尿病などの疾患の継続した管理をすすめ、

これらが重症化して、脳卒中、心筋梗塞、失明、腎不全などに進行することを防ぎ、

QOL の向上、健康寿命の延伸に努めます。 

 

６ 大阪狭山市の役割 

 大阪狭山市は、市民一人ひとりが健康への関心を高め、主体的に実践することができ

るよう、関係機関等と連携し、総合的に支援していく役割を担っています。市は様々な

健康サービスを提供するだけでなく、「第４次大阪狭山市総合計画」に基づき、大阪府

の「第 2 次大阪府健康増進計画」と整合性を図り、本市の「特定健康診査等実施計画」

や「高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画」などに基づく施策の実施と歩調を合わ

せ、常に関連部局間の連携を図っていきます。 

 また、「健康大阪さやま２１（第２次計画）」の趣旨を市全体に広く周知するとともに、

保健や福祉、教育関係の部署だけでなく、すべての部署が連携を図り、市全体での健康

づくりの取組みを展開します。また、市民を支えるさまざまな関係機関との連携をさら

に密にしていきます。大阪狭山市立保健センターは、市民にとってもっとも身近な健康

づくりの拠点として、積極的に地域住民との接点をつくり、より幅広い相談を受け、的

確で迅速な助言、適切な機関の紹介などをできるよう健康増進事業の充実に努めます。

また、地域において、健康づくりを実践できる人材の育成や活動の場づくりを行い、市

民の主体性や行動力が発揮できるよう支援します。 

行政と市民の協働により、「健康大阪さやま２１（第２次計画）」を積極的に推進し、

市民が主体となった地域ぐるみの健康づくりの取組みをすすめ、いつまでもすこやかに、

笑顔がつどうまちづくりをめざします。 

 

７ 計画の推進体制と進捗管理評価体制 

 自分の健康に関心をもち、主体的かつ積極的に健康づくりを進めていくためには、健

康に関する正しい情報提供が不可欠です。健康に関する情報を、市広報誌やホームペー

ジはもとより、各種事業やイベント開催時に積極的かつわかりやすく提供していきます。 

また、本計画に参画するさまざまな主体と学識経験者を含む「健康大阪さやま２１計

画推進委員会」において、具体的な情報交換を行うと共に、協働して実践活動に取り組

み、計画を着実に推進します。本計画の推進には、健康部門だけでなく、福祉部門、教

育部門等、他部門との協働による一体的な事業の企画と推進が必要となるため、大阪狭

山市庁内においても、各部門の連携を図り計画の着実な実現をめざします。 

 また、計画の実現を担保するために、上記の「健康大阪さやま２１計画推進委員会」

が計画の進捗管理と評価を行います。分野ごとの数値目標だけでなく、学校で実施して

いるアンケート調査や各種健康診査の問診項目等の既存のデータを活用し、モニタリン

グ指標を定め、継続的なモニタリング体制を整備します。それに基づいた評価を定期的

に行い、事業評価につなげ、必要であれば、計画の微調整を行って、確実な計画の実現

を図ります。 
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資料 

大阪狭山市健康大阪さやま２１計画推進委員会規則 
 
 （趣旨） 
第１条 この規則は、大阪狭山市附属機関設置条例（平成２５年大阪狭山市条例第６号。

以下「条例」という。）第３条の規定に基づき、大阪狭山市健康大阪さやま２１計画推進

委員会（以下「委員会」という。）の組織及び運営について必要な事項を定めるものとす

る。 
 （組織） 
第２条 委員会は、委員２０名以内で組織する。 
２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 
  識見を有する者 
  市民 
  関係団体の代表者 
  関係行政機関の代表者 
  その他市長が必要と認める者  
 （任期） 
第３条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から大阪狭山市健康大阪さやま２１計画の期間

が終了するまでの期間とする。 
２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
３ 委員は、委嘱され、又は任命されたときにおける当該身分を失った場合は、その職を

失う。 
 （委員長及び副委員長） 
第４条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により、これを定める。 
２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 
３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 
 （会議） 
第５条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。 
２ 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 
３ 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 
 （委員以外の者の出席等） 
第６条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を

聴き、又は資料の提供を求めることができる。 
 （庶務） 
第７条 委員会の庶務は、保健福祉部において処理する。 
 （委任） 
第８条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委
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員会に諮って定める。 
 
   附 則 
 （施行期日） 
１ この規則は、公布の日から施行する。 
 （経過措置） 
２ この規則の施行後、最初に行われる委員会の会議の招集は、第５条第１項の規定にか

かわらず、市長が行う。 
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大阪狭山市健康大阪さやま２１計画推進委員会委員 
 

  平成 25 年 7 月 30 日現在 

構成  氏名 所属等 

識見を有する者 
◎ 伊木 雅之 近畿大学医学部公衆衛生学教室教授 

 甲田 勝康 近畿大学医学部公衆衛生学教室准教授 

市民 
 梶野 恵子  

公募の市民 
 吉岡 八恵子 

関係団体の代表者 

○ 砂川  満 一般社団法人大阪狭山市医師会会長 

 穴川 大三郎 一般社団法人大阪狭山市医師会副会長 

 山村 昌康 南河内歯科医師会会長 

 加藤 尚孝 南河内歯科医師会専務理事 

 南  啓二 大阪狭山市薬剤師会会長 

 新家  昇 大阪狭山市薬剤師会副会長 

 宮下 治晃 大阪狭山市社会福祉協議会常務理事 

 山本 正博 大阪狭山市老人クラブ連合会副会長 

 橋本 葉子 大阪狭山市婦人会会長 

関係行政機関の代表者  上林 孝子 大阪府富田林保健所企画調整課長 

その他市長が認める者 
 伯井 正美 市立南第一小学校校長 

 天見 文昭 市保健福祉部長 

◎委員長 ○副委員長 
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大阪狭山市健康大阪さやま２１計画推進委員会委員 
 

     平成 26 年 4 月 1 日現在 

構成  氏名 所属等 

識見を有する者 
◎ 伊木 雅之 近畿大学医学部公衆衛生学教室教授 

 甲田 勝康 近畿大学医学部公衆衛生学教室准教授 

市民 
 梶野 恵子  

公募の市民 
 吉岡 八恵子 

関係団体の代表者 

○ 砂川  満 一般社団法人大阪狭山市医師会会長 

 穴川 大三郎 一般社団法人大阪狭山市医師会副会長 

 山村 昌康 大阪狭山市・堺市美原区歯科医師会会長 

 加藤 尚孝 大阪狭山市・堺市美原区歯科医師会専務理事 

 南  啓二 大阪狭山市薬剤師会会長 

 新家  昇 大阪狭山市薬剤師会副会長 

 宮下 治晃 大阪狭山市社会福祉協議会常務理事 

 山本 正博 大阪狭山市老人クラブ連合会副会長 

 橋本 葉子 大阪狭山市婦人会会長 

関係行政機関の代表者  上林 孝子 大阪府富田林保健所企画調整課長 

その他市長が認める者 
 中田 智己 市立南第一小学校校長 

 天見 文昭 市保健福祉部長 

◎委員長 ○副委員長 
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【健康大阪さやま２１（第２次計画）の策定経過】 

年月日 会議等 内 容 

平成 25 年 7 月 30 日（火） 第１回大阪狭山市健康大阪

さやま２１計画推進委員会 

・委員委嘱・任命式 

・委員長及び副委員長の選出 

・国の健康日本２１（第２次）に関す

る概要について 

・健康大阪さやま２１計画最終評価の

ための健康意識調査について 

平成 25 年 9 月 24 日（火） 第２回大阪狭山市健康大阪

さやま２１計画推進委員会 

・健康大阪さやま２１計画最終評価の

ための健康意識調査項目について 

・健康意識調査の概要について 

健康意識調査の実施 

平成 25 年 11 月 13 日（水）から 11 月 19 日（火）  

〔20 歳以上〕配布数 2,100、回収率 40.9％ 〔16～17 歳〕配布数 300、回収率 26.3％ 

平成 25 年 11 月 15 日（金）から 11 月 21 日（木）  

〔中学２年生〕配布数 549、回収率 96.0％  〔小学５年生〕配布数 580、回収率 93.4％ 

平成 26 年 6 月 16 日（月） 第３回大阪狭山市健康大阪

さやま２１計画推進委員会 

・健康大阪さやま２１計画最終評価の

ための健康意識調査結果の報告 

・健康大阪さやま２１計画の最終評価

のまとめ 

・第２次健康大阪さやま２１計画骨子

素案 

平成 26 年 9 月 1 日（月） 第１回大阪狭山市健康大阪

さやま２１計画検討委員会 

・健康大阪さやま２１計画最終評価ま

とめの報告 

・第２次健康大阪さやま２１計画方向

性について 

・第２次健康大阪さやま２１計画の取

組み(案)について 

平成 26 年 9 月 25 日（木） 第２回大阪狭山市健康大阪

さやま２１計画検討委員会 

・第２次健康大阪さやま２１計画の取

組み修正(案)について 

平成 26 年 10 月 9 日（木） 第４回大阪狭山市健康大阪

さやま２１計画推進委員会 

・第２次健康大阪さやま２１計画素案 

 

平成 26 年 12 月 1 日（月） 第５回大阪狭山市健康大阪

さやま２１計画推進委員会 

・第２次健康大阪さやま２１計画（案） 

平成 27 年 1 月 19 日（月）から 2 月 9 日（月） パブリックコメント実施 

平成 27 年 2 月 26 日（木） 第６回 

大阪狭山市健康大阪さやま

２１計画推進委員会 

・パブリックコメントの報告 

・健康大阪さやま２１（第２次計画）

（案）について 
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