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主な健康づくり関連指標の全国比較と

市町村別比較について



１１１１

66.760.658.856.854.854.148.646.245.945.945.044.442.541.740.739.038.737.537.137.035.034.934.834.733.733.333.332.431.729.729.228.627.325.625.623.522.221.920.835.8
010203040506070

山添村 黒滝村 上北山村 天川村 御杖村 十津川村 川上村 野迫川村 下市町 宇陀市 吉野町 五條市 曽爾村 平群町 葛城市 高取町 下北山村 明日香村 大和郡山市 桜井市 東吉野村 大和高田市 斑鳩町 橿原市 天理市 安堵町 上牧町 奈良市 香芝市 生駒市 三郷町 御所市 大淀町 川西町 河合町 三宅町 田原本町 広陵町 王寺町 奈良県
％

日本型食生活実践率（男性、H25）

出典：なら健康長寿基礎調査

55.855.353.353.352.251.550.048.948.848.446.345.544.441.841.741.241.140.840.539.539.438.837.937.837.136.435.735.632.831.831.731.630.830.830.329.026.726.224.136.8
010203040506070

川上村 明日香村 黒滝村 天川村 下北山村 曽爾村 宇陀市 山添村 御杖村 御所市 東吉野村 川西町 平群町 五條市 天理市 上牧町 王寺町 吉野町 高取町 大和郡山市 下市町 田原本町 野迫川村 十津川村 大和高田市 桜井市 三郷町 大淀町 斑鳩町 香芝市 橿原市 奈良市 葛城市 三宅町 上北山村 生駒市 広陵町 河合町 安堵町 奈良県
％

日本型食生活実践率（女性、H25）

出典：なら健康長寿基礎調査

日本型食生活実施率 市町村別順位（H25)

【【【【 奈良県奈良県奈良県奈良県 】】】】 【【【【 全国全国全国全国 】】】】

食塩摂取量（H２３) 食塩摂取量の平均値の年次推移食塩摂取量の平均値の年次推移食塩摂取量の平均値の年次推移食塩摂取量の平均値の年次推移(20歳以上歳以上歳以上歳以上)（全国）（全国）（全国）（全国）

県民健康・栄養調査 国民健康・栄養調査



成人の喫煙率 成人喫煙率（平成22年、男女計、低い順）
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010
2030

島根県 奈良県 鹿児島県 徳島県 山口県 福井県 愛媛県 兵庫県 鳥取県 京都府 滋賀県 和歌山県 広島県 岐阜県 岡山県 熊本県 長野県 大分県 石川県 高知県 香川県 三重県 東京都 沖縄県 富山県 長崎県 山形県 静岡県 新潟県 宮崎県 佐賀県 茨城県 山梨県 愛知県 神奈川県 大阪府 岩手県 秋田県 福岡県 埼玉県 群馬県 栃木県 千葉県 宮城県 福島県 青森県 北海道 全国
％

出典：平成22年国民生活基礎調査

成人喫煙率の推移（男女計）30.5 28.5 25.6 21.229.029.029.029.0 24.224.224.224.2 21.921.921.921.9 18.218.218.218.2010
2030
40

平成13年 平成16年 平成19年 平成22年
％ 全国奈良県

出典：国民生活基礎調査

○ 都道府県順位（H22）

２２２２

2位

11.812.812.913.514.617.117.518.620.020.620.820.821.922.222.522.623.323.723.924.524.625.025.025.327.027.027.327.827.928.028.228.632.432.833.335.235.437.746.224.8
01020304050

上北山村 河合町 下北山村 下市町 三郷町 高取町 東吉野村 葛城市 川上村 三宅町 平群町 上牧町 大和郡山市 山添村 曽爾村 御杖村 香芝市 奈良市 斑鳩町 御所市 生駒市 明日香村 吉野町 橿原市 五條市 天川村 大淀町 安堵町 宇陀市 桜井市 川西町 天理市 十津川村 広陵町 黒滝村 田原本町 王寺町 大和高田市 野迫川村 奈良県
％

喫煙率（男性、H25）

出典：なら健康長寿基礎調査 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 2.0 2.1 2.2 2.3 3.0 3.3 3.4 3.6 4.3 4.5 4.8 5.0 5.0 5.5 5.6 6.1 6.1 6.2 6.3 6.7 6.9 7.0 7.1 7.3 7.4 7.8 8.1 8.1 8.2 8.4 9.112.812.813.86.401020304050
三郷町 吉野町 黒滝村 十津川村 広陵町 上牧町 明日香村 下北山村 御杖村 曽爾村 天川村 野迫川村 王寺町 山添村 田原本町 高取町 大和高田市 天理市 五條市 大和郡山市 下市町 上北山村 香芝市 斑鳩町 大淀町 宇陀市 川上村 河合町 東吉野村 平群町 生駒市 御所市 橿原市 桜井市 奈良市 川西町 葛城市 三宅町 安堵町 奈良県

％
喫煙率（女性、H25）

出典：なら健康長寿基礎調査

○ 市町村別順位（H25）



特定健診受診率（H23）
25.1 32.7

0102030
405060

宮城県 東京都 富山県 山形県 長野県 石川県 新潟県 岩手県 大分県 群馬県 島根県 山梨県 三重県 香川県 鹿児島県 愛知県 沖縄県 長崎県 千葉県 岐阜県 福島県 徳島県 秋田県 佐賀県 埼玉県 滋賀県 熊本県 茨城県 静岡県 高知県 兵庫県 栃木県 宮崎県 青森県 京都府 福井県 和歌山県 福岡県 鳥取県 大阪府 奈良県 神奈川県 岡山県 北海道 愛媛県 山口県 広島県 全国
％

出典：国民健康保険中央会

３３３３

41位

特定健診受診率

○市町村別順位(H25)53.4 51.5 48.9 45.7 44.0 41.3 39.6 37.7 37.1 36.3 34.5 34.0 33.1 32.8 32.1 31.5 31.3 31.0 30.1 29.5 29.5 28.4 27.9 27.7 26.7 26.4 26.2 25.1 24.8 24.6 24.3 24.1 23.7 23.2 22.4 21.2 20.3 15.0 13.1 27.3 
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4060

下北山村 山添村 御杖村 曽爾村 上北山村 平群町 野迫川村 十津川村 川西町 明日香村 生駒市 三宅町 王寺町 黒滝村 三郷町 高取町 御所市 香芝市 斑鳩町 橿原市 安堵町 広陵町 奈良市 天川村 下市町 東吉野村 吉野町 田原本町 上牧町 大和郡山市 宇陀市 川上村 葛城市 桜井市 河合町 天理市 五條市 大和高田市 大淀町 奈良県
％

特定健康診査受診率（県内市町村国保、H24）

出典：奈良県国民健康保険団体連合会（平成25年11月）

○都道府県順位(H23)



0.0 0.0 3.7 5.3 7.1 8.711.111.212.213.013.013.515.215.415.415.715.716.016.116.216.716.716.717.017.017.217.518.218.518.819.019.420.020.722.722.925.027.928.616.40102030405060
野迫川村 川上村 安堵町 山添村 吉野町 御杖村 下北山村 平群町 斑鳩町 上牧町 広陵町 天理市 五條市 曽爾村 桜井市 田原本町 王寺町 生駒市 宇陀市 明日香村 橿原市 川西町 大和郡山市 奈良市 香芝市 葛城市 三郷町 下市町 河合町 天川村 十津川村 御所市 東吉野村 三宅町 大和高田市 高取町 上北山村 大淀町 黒滝村 奈良県

％
高血圧有病率（50歳代、女性、H24）

市町村国保特定健診結果 出典：奈良県健康づくり推進課

４４４４

高血圧有病率 市町村別順位(H24)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 1.4 1.7 2.2 2.3 2.7 2.9 2.9 2.9 3.0 3.3 3.4 3.4 3.5 3.7 3.7 3.7 3.7 4.5 4.8 5.2 5.3 6.1 6.3 9.114.314.316.720.0
50.0

3.101020304050
川西町 三宅町 曽爾村 御杖村 高取町 上牧町 吉野町 下北山村 上北山村 香芝市 五條市 大和高田市 平群町 大淀町 明日香村 御所市 宇陀市 奈良市 大和郡山市 葛城市 田原本町 王寺町 天理市 橿原市 生駒市 安堵町 河合町 桜井市 三郷町 広陵町 山添村 斑鳩町 天川村 下市町 黒滝村 十津川村 川上村 東吉野村 野迫川村 奈良県

％
糖尿病有病率（50歳代、女性、H24）

市町村国保特定健診結果 出典：奈良県健康づくり推進課0.0 0.0 0.0 3.7 3.8 4.0 4.5 4.7 5.1 5.9 6.6 6.8 7.0 7.1 7.1 7.4 8.0 8.1 8.2 8.5 8.7 8.7 9.1 9.1 9.1 9.7 9.910.510.511.912.012.514.316.719.025.033.333.342.9
8.701020304050

天川村 下北山村 上北山村 山添村 上牧町 宇陀市 田原本町 広陵町 三郷町 河合町 天理市 吉野町 桜井市 香芝市 曽爾村 葛城市 大淀町 奈良市 生駒市 大和郡山市 三宅町 高取町 御杖村 王寺町 下市町 五條市 大和高田市 安堵町 十津川村 御所市 橿原市 斑鳩町 明日香村 平群町 川西町 川上村 野迫川村 東吉野村 黒滝村 奈良県
％

糖尿病有病率（50歳代、男性、H24）

市町村国保特定健診結果 出典：奈良県健康づくり推進課

0.0 0.0 5.312.514.314.815.415.817.517.618.218.819.920.320.521.423.123.824.125.425.926.126.527.329.330.430.430.431.832.032.733.333.935.635.836.438.150.057.1
26.6

0102030405060
下北山村 上北山村 安堵町 川上村 黒滝村 山添村 上牧町 十津川村 五條市 河合町 御杖村 斑鳩町 天理市 広陵町 田原本町 曽爾村 三郷町 明日香村 平群町 香芝市 橿原市 奈良市 葛城市 王寺町 生駒市 桜井市 三宅町 高取町 下市町 大淀町 大和高田市 野迫川村 大和郡山市 宇陀市 御所市 吉野町 川西町 東吉野村 天川村 奈良県

％
高血圧有病率（50歳代、男性、H24）

市町村国保特定健診結果 出典：奈良県健康づくり推進課
糖尿病有病率 市町村別順位(H24)



20.2 24.7 0102030405060
山形県 岡山県 宮城県 新潟県 岩手県 富山県 山梨県 栃木県 福島県 長野県 青森県 熊本県 高知県 静岡県 愛媛県 石川県 鳥取県 鹿児島県 秋田県 福井県 香川県 群馬県 島根県 佐賀県 茨城県 千葉県 大分県 埼玉県 三重県 岐阜県 沖縄県 神奈川県 広島県 愛知県 山口県 宮崎県 徳島県 東京都 京都府 和歌山県 長崎県 北海道 兵庫県 奈良県 福岡県 滋賀県 大阪府 全国

%
肺がん検診受診率（40～69歳、H22）

出典：平成22年国民生活基礎調査

がん検診受診率（胃がん、肺がん）

○ 都道府県順位（H22、胃がん、肺がん）

５５５５

胃がん検診受診率（40～69歳、H22） 29.3 32.3
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山形県 新潟県 宮城県 富山県 福島県 長野県 岩手県 岡山県 熊本県 山梨県 秋田県 石川県 福井県 群馬県 青森県 栃木県 静岡県 鳥取県 島根県 大分県 佐賀県 香川県 高知県 千葉県 鹿児島県 愛媛県 三重県 広島県 茨城県 神奈川県 岐阜県 滋賀県 埼玉県 沖縄県 宮崎県 愛知県 東京都 京都府 山口県 奈良県 兵庫県 福岡県 和歌山県 北海道 徳島県 長崎県 大阪府 全国
％

出典：平成22年国民生活基礎調査
40位

44位



24.7 26.0 0102030405060
山形県 宮城県 新潟県 岩手県 岡山県 秋田県 長野県 福島県 青森県 島根県 富山県 熊本県 山梨県 栃木県 香川県 鳥取県 静岡県 群馬県 千葉県 福井県 大分県 埼玉県 石川県 愛媛県 鹿児島県 東京都 岐阜県 滋賀県 佐賀県 愛知県 茨城県 三重県 京都府 奈良県 神奈川県 高知県 宮崎県 兵庫県 広島県 沖縄県 北海道 山口県 福岡県 徳島県 和歌山県 長崎県 大阪府 全国

％
大腸がん検診受診率（40～69歳、H22）

出典：平成22年国民生活基礎調査

がん検診受診率（大腸がん、子宮がん）

○ 都道府県順位（H22、大腸がん、子宮がん）

６６６６

子宮がん検診受診率（20～69歳、H22、2年に1回） 35.7 37.7
0102030
405060

山形県 宮城県 熊本県 岡山県 大分県 長野県 秋田県 沖縄県 福島県 富山県 群馬県 新潟県 高知県 香川県 岩手県 佐賀県 福井県 山梨県 鹿児島県 広島県 千葉県 愛媛県 東京都 栃木県 青森県 三重県 宮崎県 神奈川県 石川県 岐阜県 静岡県 島根県 茨城県 徳島県 北海道 奈良県 鳥取県 長崎県 愛知県 福岡県 滋賀県 山口県 京都府 埼玉県 大阪府 兵庫県 和歌山県 全国
%

出典：平成22年国民生活基礎調査

34位

36位



乳がん検診受診率（40～69歳、H22、2年に1回） 39.135.7
0102030
405060

宮城県 山形県 山梨県 熊本県 富山県 大分県 沖縄県 岩手県 新潟県 長野県 高知県 岡山県 群馬県 千葉県 福島県 福井県 秋田県 栃木県 東京都 三重県 静岡県 愛媛県 鹿児島県 香川県 茨城県 鳥取県 宮崎県 岐阜県 青森県 石川県 神奈川県 佐賀県 滋賀県 愛知県 広島県 京都府 徳島県 奈良県 長崎県 埼玉県 北海道 島根県 和歌山県 福岡県 山口県 大阪府 兵庫県 全国
％

出典：平成22年国民生活基礎調査

がん検診受診率（乳がん）

○ 都道府県順位（H22、乳がん）

38位

７７７７

66.760.052.450.047.646.245.545.043.540.640.039.438.538.138.136.835.735.335.334.633.332.632.331.931.831.029.629.429.229.128.628.127.627.326.726.326.224.017.635.9
010203040506070

曽爾村 下北山村 斑鳩町 山添村 三宅町 黒滝村 御杖村 安堵町 生駒市 奈良市 平群町 五條市 川上村 高取町 王寺町 下市町 上北山村 明日香村 吉野町 三郷町 天川村 橿原市 大和高田市 天理市 川西町 上牧町 宇陀市 河合町 田原本町 香芝市 広陵町 葛城市 桜井市 野迫川村 大淀町 東吉野村 大和郡山市 御所市 十津川村 奈良県
％

大腸がん検診受診率（40～69歳、男性、H25）

出典：なら健康長寿基礎調査

66.766.764.762.560.953.352.950.050.050.047.643.542.942.140.740.540.039.336.436.236.035.735.735.735.133.831.331.030.930.530.430.328.626.924.123.522.221.416.736.2
010203040506070

曽爾村 野迫川村 明日香村 安堵町 山添村 天川村 十津川村 御杖村 広陵町 上北山村 川上村 下北山村 三宅町 下市町 大淀町 葛城市 黒滝村 上牧町 宇陀市 生駒市 高取町 奈良市 三郷町 川西町 橿原市 大和高田市 大和郡山市 平群町 桜井市 天理市 河合町 斑鳩町 東吉野村 香芝市 王寺町 田原本町 五條市 御所市 吉野町 奈良県
％

大腸がん検診受診率（40～69歳、女性、H25）

出典：なら健康長寿基礎調査

市町村別がん検診受診率順位（大腸がん）



８８８８

52.248.447.544.142.642.441.741.539.639.138.838.237.537.537.437.335.935.035.034.433.733.333.232.532.431.830.029.329.028.627.927.023.122.922.222.221.615.47.535.2
0102030405060

斑鳩町 御杖村 曽爾村 上北山村 田原本町 黒滝村 平群町 大和高田市 上牧町 奈良市 御所市 三宅町 三郷町 広陵町 生駒市 葛城市 河合町 香芝市 吉野町 大和郡山市 天理市 王寺町 橿原市 東吉野村 天川村 大淀町 桜井市 高取町 下北山村 五條市 宇陀市 十津川村 川西町 川上村 山添村 安堵町 下市町 野迫川村 明日香村 奈良県
％

歯科検診受診率（男性、H25）

出典：なら健康長寿基礎調査

57.654.954.553.651.951.751.650.147.646.746.545.845.545.244.944.844.243.343.142.742.442.041.441.141.040.540.440.340.139.339.136.435.635.134.033.332.723.322.044.4
0102030405060

曽爾村 上牧町 五條市 三郷町 平群町 広陵町 斑鳩町 奈良市 河合町 天川村 香芝市 天理市 川西町 御所市 葛城市 安堵町 御杖村 田原本町 橿原市 桜井市 下市町 生駒市 野迫川村 王寺町 三宅町 高取町 明日香村 宇陀市 大和郡山市 大和高田市 下北山村 上北山村 大淀町 十津川村 山添村 黒滝村 吉野町 川上村 東吉野村 奈良県
％

歯科検診受診率（女性、H25）

出典：なら健康長寿基礎調査

歯科検診受診率 市町村別順位（H25)
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健康づくり地域活動参加率 市町村別順位(H25)47.836.736.636.436.230.629.728.624.223.323.323.221.821.821.721.220.520.419.619.419.117.917.817.316.716.314.714.314.013.812.812.512.211.711.610.910.710.36.118.201020304050
下北山村 黒滝村 東吉野村 曽爾村 山添村 宇陀市 十津川村 高取町 上北山村 天川村 御杖村 王寺町 五條市 葛城市 広陵町 下市町 三宅町 平群町 上牧町 御所市 桜井市 田原本町 大淀町 奈良市 大和郡山市 吉野町 生駒市 河合町 香芝市 安堵町 明日香村 三郷町 橿原市 天理市 川上村 斑鳩町 大和高田市 野迫川村 川西町 奈良県

％
健康づくり地域活動参加者率（女性、H25）

出典：なら健康長寿基礎調査

37.835.032.432.328.626.526.223.122.521.620.319.419.419.218.818.518.217.617.516.916.116.015.615.015.014.614.614.314.313.213.012.712.512.511.611.38.6 2.6 0.015.801020304050
下市町 曽爾村 天川村 御杖村 川上村 上北山村 宇陀市 河合町 東吉野村 十津川村 葛城市 山添村 安堵町 野迫川村 三郷町 田原本町 黒滝村 三宅町 明日香村 生駒市 下北山村 桜井市 広陵町 香芝市 吉野町 高取町 平群町 天理市 御所市 橿原市 斑鳩町 五條市 上牧町 王寺町 奈良市 大和高田市 大和郡山市 川西町 大淀町 奈良県

％
健康づくり地域活動参加者率（男性、H25）

出典：なら健康長寿基礎調査
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介護予防事業参加高齢者割合

○ 一次予防事業の都道府県順位（H23）

○ 二次予防事業の都道府県順位（H23）

介護予防事業参加高齢者割合（一次予防事業、延人員）
21.5 33.4 23.3 27.0 28.5 26.713.413.413.413.4 16.716.716.716.7 13.913.913.913.9 16.816.816.816.8 15.015.015.015.0 19.519.519.519.501020

3040
平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

％ 全国奈良県
出典：厚生労働省　「介護予防事業の実施状況に関する調査結果」

介護予防事業参加高齢者割合（二次予防事業、実人員）
0.15 0.35 0.42 0.47 0.50 0.56
0.110.110.110.11 0.260.260.260.26 0.360.360.360.36 0.400.400.400.40 0.400.400.400.40 0.450.450.450.45

0.00.10.2
0.30.40.5
0.6

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度
％ 全国奈良県

出典：厚生労働省　「介護予防事業の実施状況に関する調査結果」

介護予防事業参加高齢者割合（平成23年度、二次予防事業、実人員、高い順）1 .34 1.34 1 .24 1 .20 1.14 0 .97 0 .95 0.93 0 .88 0 .79 0.78 0 .76 0 .75 0.72 0 .70 0 .70 0.69 0.68 0 .67 0 .67 0.66 0 .64 0 .62 0.61 0 .59 0 .55 0.54 0 .53 0 .50 0.48 0 .47 0 .47 0.46 0 .45 0 .43 0.42 0 .42 0 .40 0.38 0.37 0 .37 0 .36 0.35 0 .32 0 .31 0.27 0 .26 0 .560.00.5
1.01.5

島根県 佐賀県 福井県 長野県 香川県 大分県 山形県 富山県 鹿児島県 熊本県 群馬県 山梨県 岩手県 静岡県 広島県 石川県 長崎県 新潟県 福島県 三重県 鳥取県 栃木県 京都府 沖縄県 愛知県 茨城県 岡山県 埼玉県 福岡県 東京都 宮崎県 北海道 徳島県 奈良県 岐阜県 滋賀県 千葉県 大阪府 秋田県 青森県 兵庫県 宮城県 山口県 愛媛県 和歌山県 神奈川県 高知県 全国
％

出典：厚生労働省　「介護予防事業の実施状況に関する調査結果」

介護予防事業参加高齢者割合（平成23年度、一次予防事業、延人員、高い順）75.9 67.0 66.2 55.5 51 .3 50 .5 49 .0 48 .9 47 .4 44 .4 42 .8 39 .5 38 .4 38 .0 36 .7 35 .2 34 .5 33 .4 33.0 32.8 32.3 31.7 31.6 28 .4 28 .2 28 .1 26 .8 26 .6 25 .2 24 .9 24 .3 22 .5 22 .3 22 .0 21 .3 20 .8 20.2 19.5 19.4 19.3 17.0 15.3 14 .9 14 .0 13 .9 13 .0 12 .4 26 .702040
6080

沖縄県 福井県 鹿児島県 福岡県 群馬県 富山県 新潟県 佐賀県 岡山県 熊本県 岐阜県 岩手県 山梨県 茨城県 島根県 徳島県 山形県 石川県 長野県 高知県 鳥取県 宮崎県 青森県 福島県 静岡県 三重県 香川県 長崎県 京都府 秋田県 北海道 和歌山県 大分県 広島県 愛媛県 愛知県 兵庫県 奈良県 滋賀県 山口県 埼玉県 栃木県 大阪府 千葉県 宮城県 神奈川県 東京都 全国％
出典：厚生労働省　「介護予防事業の実施状況に関する調査結果」

38位

34位
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1.39 1.79 2.33 3.17 3.21 3.24 3.42 3.50 3.52 3.56 3.60 3.61 3.84 3.85 3.97 3.98 3.99 4.05 4.12 4.33 4.34 4.37 4.38 4.39 4.58 4.61 4.65 4.65 4.70 4.73 4.82 4.98 5.23 5.26 5.32 5.48 5.51 5.60 5.67 4.02 
012
345
6

野迫川村 上北山村 黒滝村 川上村 生駒市 香芝市 田原本町 明日香村 川西町 三宅町 王寺町 橿原市 奈良市 河合町 葛城市 斑鳩町 広陵町 平群町 東吉野村 大和高田市 桜井市 上牧町 大和郡山市 宇陀市 吉野町 三郷町 下北山村 天理市 山添村 安堵町 御杖村 曽爾村 五條市 天川村 御所市 下市町 大淀町 十津川村 高取町 奈良県
％

前期高齢者要介護認定率（H25.3月末）

出典：介護保険事業状況報告月報（平成25年3月）

前期高齢者要介護認定率 市町村別順位（H25.3月末）


