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介介介介 護護護護

食育推進計画

スポーツ推進計画
がん対策推進計画

保健医療計画（地域医療構想）
医療費適正化計画

健康増進計画
歯と口腔の健康づくり計画

健康づくりの推進健康づくりの推進健康づくりの推進健康づくりの推進 適正な食生活の推進適正な食生活の推進適正な食生活の推進適正な食生活の推進
歯科口腔保健の推進歯科口腔保健の推進歯科口腔保健の推進歯科口腔保健の推進

がんの予防とがんの予防とがんの予防とがんの予防と医療体制の充実医療体制の充実医療体制の充実医療体制の充実

介護サービス提供介護サービス提供介護サービス提供介護サービス提供体制の整備体制の整備体制の整備体制の整備

医療医療医療医療提供体制の構築提供体制の構築提供体制の構築提供体制の構築
医療費の適正化医療費の適正化医療費の適正化医療費の適正化

高齢者福祉計画・介護保険事業支援計画

医医医医 療療療療

健健健健 康康康康

だれもが、いつでも、だれもが、いつでも、だれもが、いつでも、だれもが、いつでも、どこでもスポーツにどこでもスポーツにどこでもスポーツにどこでもスポーツに親しめる環境づくり親しめる環境づくり親しめる環境づくり親しめる環境づくり

KGI 食塩摂取量（g/日） 男性男性男性男性10.6g10.6g10.6g10.6g、、、、女性女性女性女性9.2g (H28)9.2g (H28)9.2g (H28)9.2g (H28)→→→→ 8g (H34)8g (H34)8g (H34)8g (H34)野菜摂取量（g/日） 男性男性男性男性279g279g279g279g、、、、女性女性女性女性263g (H28)263g (H28)263g (H28)263g (H28)→→→→ 350g (H34)350g (H34)350g (H34)350g (H34)KPI 低栄養傾向(BMI20以下）の高齢者の割合 22.0%22.0%22.0%22.0% (H29)(H29)(H29)(H29) →→→→ 21.2%21.2%21.2%21.2% (H34)(H34)(H34)(H34)KGI 糖尿病有病者率 男性男性男性男性8.2%8.2%8.2%8.2%、、、、女性女性女性女性3.1% (H27)3.1% (H27)3.1% (H27)3.1% (H27)→→→→ 現状維持現状維持現状維持現状維持 (H34)(H34)(H34)(H34)喫煙率 12.0% (H29)12.0% (H29)12.0% (H29)12.0% (H29)→→→→ 9.9% (H34)9.9% (H34)9.9% (H34)9.9% (H34)KPI 肥満者(BMI25以上）の割合男性：20～60歳代女性：40～60歳代 男性男性男性男性30.1%30.1%30.1%30.1%、、、、女性女性女性女性18.2% (H29)18.2% (H29)18.2% (H29)18.2% (H29)→→→→男性男性男性男性26.0%26.0%26.0%26.0%、、、、女性女性女性女性14.0% (H34)14.0% (H34)14.0% (H34)14.0% (H34)
KGI 65歳平均要介護期間 男性男性男性男性1.691.691.691.69年、女性年、女性年、女性年、女性3.643.643.643.64年年年年 (H28)(H28)(H28)(H28)→→→→ 全国平均を下回る全国平均を下回る全国平均を下回る全国平均を下回る (H32)(H32)(H32)(H32)KPI ケアプラン点検実施市町村数 21212121市町村市町村市町村市町村 (H28)(H28)(H28)(H28)→→→→ 39393939市町村市町村市町村市町村 (H32)(H32)(H32)(H32)地域づくりによる介護予防取組市町村数 18181818市町村市町村市町村市町村 (H28)(H28)(H28)(H28)→→→→ 39393939市町村市町村市町村市町村 (H32)(H32)(H32)(H32)
KGI 糖尿病性腎症による新規人工透析導入患者数 197197197197人（平成人（平成人（平成人（平成26262626～～～～28282828年度の平均）年度の平均）年度の平均）年度の平均）→→→→ 減少減少減少減少 (H35)(H35)(H35)(H35)KPI 特定健康診査実施率 42.5% (H27)42.5% (H27)42.5% (H27)42.5% (H27)→→→→ 70.0% (H35)70.0% (H35)70.0% (H35)70.0% (H35)特定保健指導実施率 14.6% (H27)14.6% (H27)14.6% (H27)14.6% (H27)→→→→ 45.0% (H35)45.0% (H35)45.0% (H35)45.0% (H35)
KGI 急性心筋梗塞年齢調整死亡率（人口10万対） 男性男性男性男性10.510.510.510.5、、、、女性女性女性女性4.1 (H27)4.1 (H27)4.1 (H27)4.1 (H27)→→→→男性男性男性男性9.59.59.59.5、、、、女性女性女性女性3.7 (H35)3.7 (H35)3.7 (H35)3.7 (H35)脳卒中年齢調整死亡率（人口10万対） 男性男性男性男性29.029.029.029.0、、、、女性女性女性女性17.8 (H27)17.8 (H27)17.8 (H27)17.8 (H27)→→→→男性男性男性男性21.621.621.621.6、、、、女性女性女性女性16.0 (H35)16.0 (H35)16.0 (H35)16.0 (H35)KPI 救急搬送時間 42424242分（県平均）（分（県平均）（分（県平均）（分（県平均）（H29H29H29H29．．．．4444～～～～9999月月月月))))→→→→ 搬送時間の短縮搬送時間の短縮搬送時間の短縮搬送時間の短縮退院支援加算の届出医療機関数 退院支援加算退院支援加算退院支援加算退院支援加算1111 15151515施設施設施設施設 (H29)(H29)(H29)(H29)退院支援加算退院支援加算退院支援加算退院支援加算2222 18181818施設施設施設施設 (H29)(H29)(H29)(H29)→→→→ 増加増加増加増加 (H35)(H35)(H35)(H35) KGI がん75歳未満年齢調整死亡率（人口10万対） 72.3 (H27)72.3 (H27)72.3 (H27)72.3 (H27)→→→→ 52.8 (H39)52.8 (H39)52.8 (H39)52.8 (H39)KPI がん検診受診率 36.2%36.2%36.2%36.2%（胃）～（胃）～（胃）～（胃）～40.9%40.9%40.9%40.9%（乳房）（乳房）（乳房）（乳房） (H27)(H27)(H27)(H27)→→→→ 50.0% (H34)50.0% (H34)50.0% (H34)50.0% (H34)がん5年相対生存率 現状値現状値現状値現状値 (H30(H30(H30(H30設定予定設定予定設定予定設定予定))))→→→→ 増加増加増加増加 (12(12(12(12年後評価年後評価年後評価年後評価)))) KGI 自殺死亡率(人口10万対) 13.6 (H28)13.6 (H28)13.6 (H28)13.6 (H28)→→→→ 11.411.411.411.4以下以下以下以下 (H34)(H34)(H34)(H34)KPI 自殺者のうち、自殺未遂歴のある人の割合 34.7% (H28)34.7% (H28)34.7% (H28)34.7% (H28)→→→→ 全国平均を下回る全国平均を下回る全国平均を下回る全国平均を下回る ((((HHHH33334444))))若年者（39歳以下）の自殺死亡率（人口10万対） 11.211.211.211.2人人人人 (H28)(H28)(H28)(H28)→→→→ 減少減少減少減少(H34)(H34)(H34)(H34)

KGI 運動習慣者の割合 44.044.044.044.0 % (H28)% (H28)% (H28)% (H28)→→→→ 50.0% (H34)50.0% (H34)50.0% (H34)50.0% (H34)KPI 1日60分以上の運動をする子どもの割合 小学小学小学小学5555年生年生年生年生41.0%41.0%41.0%41.0%、、、、中学中学中学中学2222年生年生年生年生70.5% (H2870.5% (H2870.5% (H2870.5% (H28））））→→→→ 小学小学小学小学5555年生年生年生年生55.5%55.5%55.5%55.5%、、、、中学中学中学中学2222年生年生年生年生77775555....0000%%%%    ((((HHHH33334444))))総合型地域スポーツクラブ会員数 13,81413,81413,81413,814人人人人 (H28)(H28)(H28)(H28)→→→→ 20,00020,00020,00020,000人人人人 (H34)(H34)(H34)(H34)

KGIKGIKGIKGI：重要：重要：重要：重要目標達成目標達成目標達成目標達成指標指標指標指標(key Goal(key Goal(key Goal(key Goal Indicator)Indicator)Indicator)Indicator)最終目標が達成されているかを計測するための指標KPIKPIKPIKPI：重要業績評価指標：重要業績評価指標：重要業績評価指標：重要業績評価指標((((key key key key Performance IndicatorPerformance IndicatorPerformance IndicatorPerformance Indicator))))KGIを達成するための過程を計測する中間指標健康寿命日本一健康寿命日本一健康寿命日本一健康寿命日本一をををを目指目指目指目指すすすす

【【【【健康寿命健康寿命健康寿命健康寿命（（（（65656565歳平均自立期間歳平均自立期間歳平均自立期間歳平均自立期間））））】】】】

男性男性男性男性３３３３位位位位、、、、女性女性女性女性18181818位位位位(H28)(H28)(H28)(H28)

男女男女男女男女ともともともとも１１１１位位位位（（（（H34H34H34H34）））） 自殺対策の推進自殺対策の推進自殺対策の推進自殺対策の推進自殺対策計画

KGI 80歳で20歯以上ある(8020)人の割合 43.7% (H29)43.7% (H29)43.7% (H29)43.7% (H29)→→→→ 55555555....0000%%%%    ((((HHHH33334444))))KPI 60歳で24歯以上ある(6024)人の割合 76.2% (H29)76.2% (H29)76.2% (H29)76.2% (H29)→→→→ 77776666....5555%%%%    ((((HHHH33334444))))歯科検診受診率(20歳以上) 44.9% (H29)44.9% (H29)44.9% (H29)44.9% (H29)→→→→ 55550000....0000%%%%    ((((HHHH33334444))))
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なら健康長寿基本計画と関連計画の関係図（案）なら健康長寿基本計画と関連計画の関係図（案）なら健康長寿基本計画と関連計画の関係図（案）なら健康長寿基本計画と関連計画の関係図（案）



平成２８年平成２８年平成２８年平成２８年都道府県別健康寿命都道府県別健康寿命都道府県別健康寿命都道府県別健康寿命

18.66

18.36

17.89

16.53

15.0

16.0

17.0

18.0

19.0

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

65歳健康寿命（歳健康寿命（歳健康寿命（歳健康寿命（男性）男性）男性）男性）

21.53

21.04
20.92

19.95

19.0

20.0

21.0

22.0

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

65歳健康寿命（歳健康寿命（歳健康寿命（歳健康寿命（女性）女性）女性）女性）

（年）

（年）
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策 定 年 度策 定 年 度策 定 年 度策 定 年 度 Ｈ１９Ｈ１９Ｈ１９Ｈ１９ Ｈ２０Ｈ２０Ｈ２０Ｈ２０ Ｈ２１Ｈ２１Ｈ２１Ｈ２１ Ｈ２２Ｈ２２Ｈ２２Ｈ２２ Ｈ２３Ｈ２３Ｈ２３Ｈ２３ Ｈ２４Ｈ２４Ｈ２４Ｈ２４ Ｈ２５Ｈ２５Ｈ２５Ｈ２５ Ｈ２６Ｈ２６Ｈ２６Ｈ２６ Ｈ２７Ｈ２７Ｈ２７Ｈ２７ Ｈ２８Ｈ２８Ｈ２８Ｈ２８ Ｈ２９Ｈ２９Ｈ２９Ｈ２９

策 定 市 町 村 数策 定 市 町 村 数策 定 市 町 村 数策 定 市 町 村 数 ４ ６ ８ １１ １３ １８ ２４ ２６ ２９ ３２ ３５

策 定 割 合策 定 割 合策 定 割 合策 定 割 合 (((( %%%% )))) 10.3 15.4 20.5 28.2 33.3 46.2 61.5 66.7 74.4 82.1 89.7

【【【【未策定市町村の策定見込み時期未策定市町村の策定見込み時期未策定市町村の策定見込み時期未策定市町村の策定見込み時期】】】】

市町村名市町村名市町村名市町村名 策定見込み時期策定見込み時期策定見込み時期策定見込み時期 市町村名市町村名市町村名市町村名 策定見込み時期策定見込み時期策定見込み時期策定見込み時期 市町村名市町村名市町村名市町村名 策定見込み時期策定見込み時期策定見込み時期策定見込み時期

明日香村 平成30 年3月 下市町

平成30年3月

→平成30年度中に変更
上北山村 平成30年3月

上牧町 平成30年3月 天川村 策定予定なし 川上村 平成31年3月予定

河合町 策定予定なし

○平成30年3月末策定市町村数（見込み含む）：35市町村（策定率89.7%）

○平成30年3月末までに策定予定：明日香村・上牧町・上北山村

○平成30年度中に策定予定：下市町・川上村

○策定なし：河合町・天川村
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応 募 期 間

平成２９年７月３日（月）～９月２２日（金）

テ ー マ

「食に関する感謝の気持ち」

応 募 部 門

①小学校の部 ②中学校の部

③高等学校の部 ④一般の部

表 彰 式

【日時】平成３０年１月２０日（土）１０時３０分～

【場所】イオンモール橿原 サンシャインコート

※「なら健康フェア」内で実施

〈表彰式の様子〉

（小学校の部） （中学校の部）

（高等学校の部） （一般の部）
表彰式終了後、入賞作品を

ステージ上に掲示

応 募 総 数

１,４０３作品〈内訳〉①小学校の部 ３７０作品 ②中学校の部 ５０２作品③高等学校の部 ５１２作品 ④一般の部 １９作品
入 賞

各部門 最優秀賞１名 優秀賞２名

次世代を担う小学生をはじめ、多くの世代が「食」に関心

を持ち、それぞれの食生活について考える機会とすると

ともに、県民すべてが健全な食生活を実践するという機

運の醸成を目的に、なら食育作文コンテストを実施。

事 業 概 要
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事 業 概 要

まほろば元気１００菜プロジェクト、「がん検診を受けよ

う！」奈良県民会議および健康ステーションの活動の一

環で、イオンモール来場者に対して野菜摂取、がん検診

受診、運動習慣について啓発し、県民の健康意識を高

めることを目的にイベントを実施。

イベント内容

〇野 菜 摂 取 啓 発：１日に必要な野菜の計量体験、

野菜クイズ、県産野菜の配布

〇がん検診受診啓発：がんを知る展、がんクイズ

〇運 動 普 及 啓 発：出張健康ステーションの設置、

健康機器による測定、活動量

計の体験

イベント会場

イオンモール大和郡山 南小路コート

日 時

平成２９年９月３日（日）１０：００～１６：００

来 場 者 数

約１０００名

〈イベントの様子〉
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事 業 概 要

まほろば元気１００菜プロジェクト、「がん検診を受けよう！」

奈良県民会議の活動の一環で、イオンモール来場者に対

して、野菜摂取、がん検診受診啓発の実施に加え、奈良県

保険者協議会の協力による健康測定の実施により、県民

の健康意識の向上を目指す。

イベント会場

イオンモール橿原 サンシャインコート

来 場 者 数

①１月２０日 約８００名 ②１月２１日 約４００名

〈イベントの様子〉

日 時

①平成３０年１月２０日（土）１０：００～１６：００

②平成３０年１月２１日（日）１１：００～１８：００

イベント内容

〇野菜摂取啓発･１日に必要な野菜の計量体験・野菜クイズ・県産野菜の配布・味の素(株)との協働による野菜啓発
〇がん検診受診啓発・がんを知る展の展示・胃内視鏡モデル展示(協力：オリンパス(株))

〇健康測定・健康機器による健康測定(協力：奈良県保険者協議会)

①①①①１１１１月月月月２０２０２０２０日日日日
②②②②１１１１月月月月２１２１２１２１日日日日 〈マーケティング課主催｢ならジビエPRフェア｣に参画〉
〇野菜摂取啓発・１日に必要な野菜の計量体験・野菜クイズ・県産野菜の配布

①１月２０日①１月２０日①１月２０日①１月２０日

②１月２１日②１月２１日②１月２１日②１月２１日
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事 業 概 要

減塩対策として、子育て世代の親子（小学生とその保護者）

を対象に、県が作成した「減塩ツール」を活用した、日常生

活で減塩のコツを学ぶ「親子減塩教室」を、市町村が主体

的に実施できることを目指し保健所が支援する。

実 施 状 況

郡山保健所

H29年8月20日 場 所：山添村保健センター

参加者：子ども18人 大人12人

H29年10月21日 場 所：安堵町福祉保健センター

参加者：子ども9人 大人23人

中和保健所

H30年1月13日 場 所：御所市生き生きライフセンター

参加者：子ども26人 大人28人

H30年2月18日 場 所：大和高田市総合福祉会館

（予 定）

吉野保健所

H29年11月26日 場 所：吉野保健所

参加者：子ども6人 大人7人

H30年2月23日 場 所：天川保育所

（予 定）

〈親子減塩教室の様子〉
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まほろば元気100菜

プロジェクト推進店

県民の野菜摂取量の向上の推進（健康的な食生活の実践）

一部対象

ロゴマークの使用

啓発物品の設置

対象施設：健康的なメニューを提供する飲食店等

（233店）

情報提供

登録の促進登録の促進登録の促進登録の促進

おいしい奈良産協力店（226店）

担当課：マーケティング課

県産農産物の取扱に積極的な店県産農産物の取扱に積極的な店県産農産物の取扱に積極的な店県産農産物の取扱に積極的な店

拡

大

健康なら協力店

・従来、健康的なメニューを提供する飲食店を「健康なら協力店」として登録してきたが、県民の野菜摂取の促進が必要

なことから、「まほろば元気100菜プロジェクト推進店」として、店舗数の拡大と県民への効果的な啓発に取り組む。

県ホームページへの

店舗情報の掲載

・県民への野菜摂取を推進（健康的な食生活の実践）

する店舗を増やし、各店舗で啓発を実施。

例：飲食店、ｽｰﾊﾟｰ、直売所等の各店舗で掲示物

の設置、主体的な取組

事 業 概 要

利用者への啓発

イベントへの参画
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