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なら健康長寿基本計画を策定しました

平成２５年６月定例県議会提出

全会派賛成で承認

平成２５年７月策定

計画期間：H２５～H３４（１０年間）

最終目標：10年後の健康寿命を

男女とも日本一にする

特徴：関連する７つの分野別計画

を横串に刺した上位計画

重点健康指標（約３０項目）

を設定



なら健康長寿基本計画と関連計画の関係（イメージ）

２２２２

8020運動の推進

介護予防事業参加者数の増加

80歳で20歯以上ある（8020）人の割合の増加

だれもが、いつでも、どこでも運動・ｽﾎﾟｰﾂに親しめる環境づくり
がん検診受診率の増加がん死亡率の減少

地域医療連携の推進
がん医療提供体制の構築

重点健康指標
重点健康指標

心臓病、脳卒中死亡率の減少

要介護前期高齢者の減少

重点健康指標 重点健康指標
歯と口腔の
健康づくり
計画

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

高齢者福祉計
画・介護保険事
業 支援計画

運動習慣者の割合の増加重点健康指標日本型食生活の実践者の割合の増加

歯科検診受診率の増加

高齢者の地域活動の参加

食育推進計画を策定する市町村の増加

健康長寿基本計画
（健康増進計画）

注）医療費適正化計画についても、基本計画の関連計画の一つであるが、この図には示していない。



55.0%55.0%55.0%55.0% （（（（HHHH34343434、、、、10101010ポイントポイントポイントポイント増加増加増加増加））））43.3% 43.3% 43.3% 43.3% （（（（H2H2H2H23333））））歯歯歯歯とととと口腔口腔口腔口腔のののの健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり計画計画計画計画８０２０８０２０８０２０８０２０達成者率達成者率達成者率達成者率 70.070.070.070.0 （（（（HHHH29292929、、、、死亡率死亡率死亡率死亡率20202020％％％％減少減少減少減少、、、、対対対対H19H19H19H19））））80.080.080.080.0 （（（（H23H23H23H23））））がんがんがんがん対策推進計画対策推進計画対策推進計画対策推進計画がんがんがんがん死亡率死亡率死亡率死亡率（（（（※※※※））））（（（（75757575歳未満歳未満歳未満歳未満、、、、年齢調整死亡率年齢調整死亡率年齢調整死亡率年齢調整死亡率、、、、人口人口人口人口10101010万対万対万対万対））））
52.0%52.0%52.0%52.0% （（（（HHHH34343434、、、、10101010％％％％増加増加増加増加））））47.147.147.147.1% % % % （（（（H24H24H24H24））））食育推進計画食育推進計画食育推進計画食育推進計画日本型食生活実践率日本型食生活実践率日本型食生活実践率日本型食生活実践率 50%50%50%50% （（（（HHHH34343434、、、、10101010ポイントポイントポイントポイント増加増加増加増加））））男性男性男性男性33.033.033.033.0%%%%、、、、女性女性女性女性39.639.639.639.6% % % % （（（（H23)H23)H23)H23)歯歯歯歯とととと口腔口腔口腔口腔のののの健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり計画計画計画計画歯科検診受診率歯科検診受診率歯科検診受診率歯科検診受診率

70,00070,00070,00070,000人人人人・・・・150150150150クラブクラブクラブクラブ （（（（HHHH34343434））））10,35510,35510,35510,355人人人人・・・・55555555クラブクラブクラブクラブ （（（（H24H24H24H24））））スポーツスポーツスポーツスポーツ推進計画推進計画推進計画推進計画総合型地域総合型地域総合型地域総合型地域スポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブ会員数会員数会員数会員数・・・・クラブクラブクラブクラブ数数数数 39393939市町村市町村市町村市町村 （（（（H28H28H28H28、、、、全市町村全市町村全市町村全市町村））））18181818市町村市町村市町村市町村 （（（（H25H25H25H25））））食育推進計画食育推進計画食育推進計画食育推進計画食育推進計画策定市町村数食育推進計画策定市町村数食育推進計画策定市町村数食育推進計画策定市町村数 27272727市町村市町村市町村市町村 （（（（HHHH34343434、、、、毎年毎年毎年毎年１１１１市町村増加市町村増加市町村増加市町村増加））））17171717市町村市町村市町村市町村 （（（（H22H22H22H22））））歯歯歯歯とととと口腔口腔口腔口腔のののの健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり計画計画計画計画妊婦歯科指導実施市町村数妊婦歯科指導実施市町村数妊婦歯科指導実施市町村数妊婦歯科指導実施市町村数 50505050% % % % （（（（H29H29H29H29、、、、死亡率死亡率死亡率死亡率20202020％％％％減少減少減少減少、、、、対対対対H19H19H19H19））））胃胃胃胃がんがんがんがん29.3%29.3%29.3%29.3%、、、、肺肺肺肺がんがんがんがん20.2%20.2%20.2%20.2%、、、、大腸大腸大腸大腸がんがんがんがん24.7%24.7%24.7%24.7%子宮子宮子宮子宮がんがんがんがん35.7%35.7%35.7%35.7%、、、、乳乳乳乳がんがんがんがん35.7%35.7%35.7%35.7% （（（（H22H22H22H22））））がんがんがんがん対策推進計画対策推進計画対策推進計画対策推進計画がんがんがんがん検診受診率検診受診率検診受診率検診受診率 9.99.99.99.9% % % % （（（（HHHH34343434、、、、やめたいやめたいやめたいやめたい人人人人がやめるがやめるがやめるがやめる））））14.2%14.2%14.2%14.2% （（（（H23H23H23H23））））健康長寿基本計画健康長寿基本計画健康長寿基本計画健康長寿基本計画喫煙率喫煙率喫煙率喫煙率

減少減少減少減少 （（（（HHHH34343434））））4.114.114.114.11% % % % （（（（H23H23H23H23））））高齢者福祉計画及高齢者福祉計画及高齢者福祉計画及高齢者福祉計画及びびびび介護保険事業支援計画介護保険事業支援計画介護保険事業支援計画介護保険事業支援計画前期高齢者前期高齢者前期高齢者前期高齢者のののの要介護認定率要介護認定率要介護認定率要介護認定率（（（（要支援及要支援及要支援及要支援及びびびび要介護要介護要介護要介護））））
心臓病心臓病心臓病心臓病 男性男性男性男性73.373.373.373.3、、、、女性女性女性女性43.7 (H3443.7 (H3443.7 (H3443.7 (H34、、、、10%10%10%10%減少減少減少減少))))脳卒中脳卒中脳卒中脳卒中 男性男性男性男性35.35.35.35.3333、、、、女性女性女性女性18.6 (H18.6 (H18.6 (H18.6 (H29292929、、、、10%10%10%10%減少減少減少減少))))心臓病心臓病心臓病心臓病 男性男性男性男性81.481.481.481.4、、、、女性女性女性女性48484848....6 (H22)6 (H22)6 (H22)6 (H22)脳卒中脳卒中脳卒中脳卒中 男性男性男性男性39.339.339.339.3、、、、女性女性女性女性20.7 (H22)20.7 (H22)20.7 (H22)20.7 (H22)保健医療計画保健医療計画保健医療計画保健医療計画心臓病心臓病心臓病心臓病・・・・脳卒中死亡率脳卒中死亡率脳卒中死亡率脳卒中死亡率（（（（年齢調整死亡率年齢調整死亡率年齢調整死亡率年齢調整死亡率、、、、人口人口人口人口10101010万対万対万対万対）））） 高血圧高血圧高血圧高血圧 男性男性男性男性22226.66.66.66.6%%%%、、、、女性女性女性女性11117.87.87.87.8% % % % （（（（HHHH34343434、、、、10101010％％％％減減減減))))糖尿病糖尿病糖尿病糖尿病 現状維持現状維持現状維持現状維持 (H34) (H34) (H34) (H34) 高血圧高血圧高血圧高血圧 男性男性男性男性29.6%29.6%29.6%29.6%、、、、女性女性女性女性19191919.8.8.8.8%%%%（（（（H2H2H2H22222国保国保国保国保））））糖尿病糖尿病糖尿病糖尿病 男性男性男性男性9.6%9.6%9.6%9.6%、、、、女性女性女性女性3.83.83.83.8%    %    %    %    （（（（H2H2H2H22222国保国保国保国保））））健康長寿基本計画健康長寿基本計画健康長寿基本計画健康長寿基本計画高血圧高血圧高血圧高血圧・・・・糖尿病有病率糖尿病有病率糖尿病有病率糖尿病有病率

45454545% % % % （（（（HHHH34343434））））35353535% % % % （（（（H23H23H23H23））））スポーツスポーツスポーツスポーツ推進計画推進計画推進計画推進計画運動習慣者運動習慣者運動習慣者運動習慣者のののの割合割合割合割合行動指標行動指標行動指標行動指標(output)(output)(output)(output)
増加増加増加増加 （（（（HHHH34343434））））一次予防一次予防一次予防一次予防 15151515市町村市町村市町村市町村（（（（H23H23H23H23））））二次予防二次予防二次予防二次予防 21212121市町村市町村市町村市町村 （（（（H23H23H23H23））））高齢者福祉計画及高齢者福祉計画及高齢者福祉計画及高齢者福祉計画及びびびび介護保険事業支援計画介護保険事業支援計画介護保険事業支援計画介護保険事業支援計画介護予防事業実施市町村数介護予防事業実施市町村数介護予防事業実施市町村数介護予防事業実施市町村数（（（（参加者割合参加者割合参加者割合参加者割合がががが全国平均以上全国平均以上全国平均以上全国平均以上）））） 20202020市町村市町村市町村市町村 （（（（H26H26H26H26、、、、半数以上半数以上半数以上半数以上のののの市町村市町村市町村市町村））））4444市町村市町村市町村市町村 （（（（H24H24H24H24））））健康長寿基本計画健康長寿基本計画健康長寿基本計画健康長寿基本計画健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり事業実施市町村数事業実施市町村数事業実施市町村数事業実施市町村数（（（（地域地域地域地域のののの多職種連携多職種連携多職種連携多職種連携のののの取組取組取組取組））））

男性男性男性男性191919193333、、、、女性女性女性女性101010103333 （（（（HHHH34343434、、、、10%10%10%10%減少減少減少減少））））男性男性男性男性212121215555、、、、女性女性女性女性111111115555 （（（（H2H2H2H23333））））健康長寿基本計画健康長寿基本計画健康長寿基本計画健康長寿基本計画６５６５６５６５歳未満死亡率歳未満死亡率歳未満死亡率歳未満死亡率（（（（人口人口人口人口10101010万対万対万対万対））））結果指標結果指標結果指標結果指標(outcome)(outcome)(outcome)(outcome)
健診健診健診健診60606060%%%%、、、、保健指導保健指導保健指導保健指導60606060% % % % （（（（H29H29H29H29国保国保国保国保））））健診健診健診健診25.125.125.125.1％、％、％、％、保健指導保健指導保健指導保健指導14.214.214.214.2％％％％ （（（（H23H23H23H23国保国保国保国保））））医療費適正化計画医療費適正化計画医療費適正化計画医療費適正化計画特定健診受診率特定健診受診率特定健診受診率特定健診受診率特定保健指導利用率特定保健指導利用率特定保健指導利用率特定保健指導利用率

17.5% 17.5% 17.5% 17.5% （（（（H34H34H34H34、、、、10101010％％％％増加増加増加増加））））15.9%15.9%15.9%15.9% （（（（H24H24H24H24））））健康長寿基本計画健康長寿基本計画健康長寿基本計画健康長寿基本計画健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり地域活動参加者率地域活動参加者率地域活動参加者率地域活動参加者率構造指標構造指標構造指標構造指標(structure,(structure,(structure,(structure,input)input)input)input)過程指標過程指標過程指標過程指標(process)(process)(process)(process)
健康指標健康指標健康指標健康指標 目標値目標値目標値目標値（（（（年度年度年度年度、、、、考考考考ええええ方方方方））））現状値現状値現状値現状値（（（（調査時点調査時点調査時点調査時点））））関連計画名関連計画名関連計画名関連計画名種類種類種類種類重点健康指標一覧

３３３３
※ がん対策推進計画では、「がんによる75歳未満の死亡者数を1,749人（H23）から1,500人（H29）にする」としている。



なら健康長寿基本計画の概要（平成25～34年度）新新新新たなたなたなたな計画策定計画策定計画策定計画策定のののの必要性必要性必要性必要性についてについてについてについて１．急速な高齢化が進む中、「「「「健康長寿健康長寿健康長寿健康長寿のののの奈良県奈良県奈良県奈良県づくりづくりづくりづくり」」」」をよりをよりをよりをより強力強力強力強力にににに進進進進めるめるめるめる必要がある。２．健康長寿に向けての施策が分野別に漫然と推進され、県県県県としてのとしてのとしてのとしての方向性方向性方向性方向性がががが不明確不明確不明確不明確なななな現状現状現状現状がある。３．健康指標健康指標健康指標健康指標のののの定期的定期的定期的定期的・・・・統一的統一的統一的統一的なななな評価評価評価評価に基づき、効果的効果的効果的効果的でででで着実迅速着実迅速着実迅速着実迅速なななな施策施策施策施策のののの推進推進推進推進がががが必要必要必要必要である。
■ 計画計画計画計画のののの目的目的目的目的とととと最終目標最終目標最終目標最終目標健康指標健康指標健康指標健康指標のののの科学的科学的科学的科学的なななな観察観察観察観察・・・・評価評価評価評価に基づく、保健・医療・福祉・介護の総合的な推進により、１０１０１０１０年後年後年後年後のののの県民健康寿命県民健康寿命県民健康寿命県民健康寿命のののの日本一日本一日本一日本一（（（（都道府県順位第一位都道府県順位第一位都道府県順位第一位都道府県順位第一位））））達成達成達成達成をををを目指目指目指目指すすすす。（※）健康寿命とは、狭義には「日常的に介護を必要とせず、健康で自立した生活ができる期間」のことで、65歳平均自立期間（65歳時点から介護保険制度の要介護2に至るまでの平均期間。本県はH23時点で男性全国第2位、女性全国第22位）を指すが、健康寿命日本一を目指す取り組みには、若くして亡くならないための取り組み（早世・疾病の重症化の防止）を含め、総合的に取り組む必要がある。この計画では、要介護状態とならないための対策などにより、健康寿命を延ばし、介護を必要とする期間を短くすることを目指す。■ 計画計画計画計画のののの位置位置位置位置づけづけづけづけ健康寿命日本一を目指す施策を総合的・統一的に進めるための県の基本計画であり、保健・医療・福祉・介護にかかる分野横断的な計画（横串計画）として、県の関連関連関連関連計画計画計画計画のののの上位計画上位計画上位計画上位計画としてとしてとしてとして位置位置位置位置づけづけづけづけ、関連計画関連計画関連計画関連計画のののの効果的効果的効果的効果的なななな連動連動連動連動をををを図図図図るるるる。併せて、健康増進法に基づく都道府県健康増進計画と位置づける。（※）関連計画とは、保健医療計画、高齢者福祉計画及び介護保険事業支援計画、がん対策推進計画、スポーツ推進計画、医療費適正化計画、食育推進計画、なら歯と口腔の健康づくり計画の７計画を指す。■ 計画計画計画計画のののの期間期間期間期間平成平成平成平成２５２５２５２５～～～～３４３４３４３４年度年度年度年度（（（（１０１０１０１０年間年間年間年間））））、平成３０年度に中間見直し

計画内容計画内容計画内容計画内容第1章：基本的事項

第2章：計画の推進
新新新新たにたにたにたに「「「「ならならならなら健康長寿基本計画健康長寿基本計画健康長寿基本計画健康長寿基本計画」」」」にににに基基基基づきづきづきづき、、、、毎年実施毎年実施毎年実施毎年実施

関連計画関連計画関連計画関連計画健康寿命の延長に関係する健康指標（目標値）と施策重点指標設定１．重点指標の観察（調査により把握） ３．専門家等の評価推進方策の検討２．重点指標の評価（市町村別に公表）
県、市町村等が効果的に施策を推進（第４章参照）

戦略的政策提言データ提供

第３章：５つの柱建てに基づく施策の展開
健 康 寿 命 日 本 一

関連計画の成果が評価できる重点健康指標を選抜・設定 健康データの積極的な提供 専門家等による戦略的政策提言
健康指標健康指標健康指標健康指標によるによるによるによる定期的定期的定期的定期的・・・・統一的統一的統一的統一的なななな観察観察観察観察・・・・評価評価評価評価とととと評価結果評価結果評価結果評価結果にににに基基基基づくづくづくづく着実着実着実着実・・・・迅速迅速迅速迅速なななな施策施策施策施策のののの推進推進推進推進

構造指標構造指標構造指標構造指標・・・・過程指標過程指標過程指標過程指標・健康づくり地域活動参加者率・健康づくり事業実施市町村数・介護予防事業実施市町村数等 行動指標行動指標行動指標行動指標・運動・日本型食生活実践率・健診・がん検診受診率・喫煙率等 結果指標結果指標結果指標結果指標・死亡率（がん、心臓病、脳卒中）・有病率（高血圧、糖尿病）・前期高齢者の要介護認定率等 健康寿命日本一！

基本的基本的基本的基本的方向性方向性方向性方向性 要介護要介護要介護要介護とならないためのとならないためのとならないためのとならないための予防予防予防予防とととと機能回復機能回復機能回復機能回復のののの取組取組取組取組のののの推進推進推進推進 若若若若くしてくしてくしてくして亡亡亡亡くならないためのくならないためのくならないためのくならないための適時適時適時適時・・・・適切適切適切適切なななな医療医療医療医療のののの提供提供提供提供５５５５つのつのつのつの柱柱柱柱のののの推進推進推進推進（１） 健康的健康的健康的健康的なななな生活習慣生活習慣生活習慣生活習慣のののの普及普及普及普及 （→ 運動、食生活、禁煙等の普及）（２） 要介護原因要介護原因要介護原因要介護原因となるとなるとなるとなる疾病疾病疾病疾病のののの減少減少減少減少 （→ 健診による高血圧、糖尿病等の早期発見）（３） 要介護要介護要介護要介護とならないためのとならないためのとならないためのとならないための地域地域地域地域のののの対応対応対応対応 （→ 介護予防や機能回復の取組）（４） 早世原因早世原因早世原因早世原因となるとなるとなるとなる疾病疾病疾病疾病のののの減少減少減少減少 （→ がん、心臓病、精神疾患等の早期発見）（５） 早世早世早世早世・・・・疾病疾病疾病疾病のののの重症化重症化重症化重症化をををを防止防止防止防止するするするする医療体制医療体制医療体制医療体制のののの充実充実充実充実（→ がん、脳卒中、急性心筋梗塞等の医療提供体制の構築）
健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり・・・・予防対策予防対策予防対策予防対策のののの基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方１． 働働働働きききき盛盛盛盛りりりり世代世代世代世代がががが心身心身心身心身のののの健康健康健康健康づくりづくりづくりづくりにににに取取取取りりりり組組組組めるめるめるめる仕組仕組仕組仕組みをつくるみをつくるみをつくるみをつくる２． 誰誰誰誰もがもがもがもが無理無理無理無理なくなくなくなく身近身近身近身近でででで健康健康健康健康づくりづくりづくりづくりができるができるができるができる環境環境環境環境をつくるをつくるをつくるをつくる３． 健康健康健康健康づくりにづくりにづくりにづくりに取取取取りりりり組組組組みたくなるみたくなるみたくなるみたくなる情報情報情報情報をををを適切適切適切適切にににに提供提供提供提供するするするする

・・・・身近身近身近身近なところでなところでなところでなところで無理無理無理無理なくなくなくなく健康健康健康健康づくりづくりづくりづくりをををを 実践実践実践実践するためのするためのするためのするための拠点拠点拠点拠点づくりづくりづくりづくり。。。。・・・・新新新新たなたなたなたな健康健康健康健康ﾎﾎﾎﾎﾞ゙゙゙ﾗﾝﾃｨｱﾗﾝﾃｨｱﾗﾝﾃｨｱﾗﾝﾃｨｱのののの養成養成養成養成やややや活用活用活用活用。。。。・・・・調査研究調査研究調査研究調査研究やややや情報提供情報提供情報提供情報提供のののの充実充実充実充実。。。。
・・・・特定健診特定健診特定健診特定健診・・・・がんがんがんがん検診検診検診検診のののの受診率受診率受診率受診率やややや有所見者有所見者有所見者有所見者のののの治療率治療率治療率治療率のののの向上向上向上向上。。。。・・・・自分自分自分自分でででで歯歯歯歯とととと口腔口腔口腔口腔のののの健康健康健康健康づくりにづくりにづくりにづくりに取取取取りりりり組組組組めるようめるようめるようめるよう正正正正しいしいしいしい情報情報情報情報のののの提供提供提供提供。。。。
・・・・容易容易容易容易にににに取取取取りりりり組組組組めるめるめるめる健康食習慣等健康食習慣等健康食習慣等健康食習慣等のののの情報情報情報情報をををを確実確実確実確実にににに提供提供提供提供。。。。・・・・日常生活日常生活日常生活日常生活のののの中中中中でででで手軽手軽手軽手軽にににに取取取取りりりり組組組組めるめるめるめる運動運動運動運動のののの普及普及普及普及とととと環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり。。。。・・・・ｽﾄﾚｽｽﾄﾚｽｽﾄﾚｽｽﾄﾚｽ解消解消解消解消のためののためののためののための取組取組取組取組みのみのみのみの検討検討検討検討。。。。・・・・受動喫煙対策受動喫煙対策受動喫煙対策受動喫煙対策のののの充実充実充実充実。。。。方 向 性

（（（（１１１１））））（（（（２２２２））））（（（（３３３３））））（（（（４４４４））））
（（（（２２２２））））（（（（４４４４））））（（（（５５５５））））
（（（（１１１１））））（（（（３３３３））））５つの柱対応関係

・・・・健康健康健康健康づくりをづくりをづくりをづくりを行行行行うううう身近身近身近身近なななな拠点拠点拠点拠点がないがないがないがない。。。。・・・・健康健康健康健康ﾎﾎﾎﾎﾞ゙゙゙ﾗﾝﾃｨｱﾗﾝﾃｨｱﾗﾝﾃｨｱﾗﾝﾃｨｱのののの養成養成養成養成やややや活用活用活用活用のののの見直見直見直見直しししし。。。。・・・・市町村別市町村別市町村別市町村別のののの健康指標健康指標健康指標健康指標やややや県民県民県民県民へのへのへのへの健康情報健康情報健康情報健康情報のののの提供提供提供提供がががが不十分不十分不十分不十分。。。。
・・・・特定健診特定健診特定健診特定健診・・・・特定保健指導特定保健指導特定保健指導特定保健指導・・・・がんがんがんがん検診検診検診検診のののの受診率受診率受診率受診率がががが低低低低いいいい。。。。・・・・健診健診健診健診でででで病気病気病気病気がががが発見発見発見発見されてもされてもされてもされても、、、、治療治療治療治療ににににつながっていないつながっていないつながっていないつながっていない場合場合場合場合があるがあるがあるがある。。。。・・・・歯周病者歯周病者歯周病者歯周病者のののの割合割合割合割合がががが増加増加増加増加しているしているしているしている。。。。
・・・・食生活食生活食生活食生活にににに注意注意注意注意するするするする県民県民県民県民はははは増加増加増加増加するするするするもももも、、、、食塩摂取量等食塩摂取量等食塩摂取量等食塩摂取量等にににに改善改善改善改善がみられないがみられないがみられないがみられない。。。。・・・・働働働働きききき盛盛盛盛りのりのりのりの運動習慣者運動習慣者運動習慣者運動習慣者がががが少少少少ないないないない。。。。・・・・ｽﾄﾚｽｽﾄﾚｽｽﾄﾚｽｽﾄﾚｽをををを感感感感じるじるじるじる人人人人がががが全国全国全国全国よりよりよりより多多多多いいいい。。。。・・・・受動喫煙対策受動喫煙対策受動喫煙対策受動喫煙対策がががが不十分不十分不十分不十分。。。。・・・・健康健康健康健康にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした飲酒量飲酒量飲酒量飲酒量のののの啓発啓発啓発啓発がががが必要必要必要必要。。。。

主 な 課 題
（３）健康づくりがしやすいまちをつくる○○○○ 健康健康健康健康まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり○○○○人材開発人材開発人材開発人材開発○○○○ 調査研究調査研究調査研究調査研究 ○○○○情報提供情報提供情報提供情報提供
（２）生活習慣病の発症と重症化を予防する○○○○ 健診健診健診健診・・・・生活習慣病生活習慣病生活習慣病生活習慣病 ○○○○がんがんがんがん○○○○ 歯歯歯歯・・・・口腔口腔口腔口腔のののの健康健康健康健康
（１）より良い生活習慣をつくる○○○○ 栄養栄養栄養栄養・・・・食生活食生活食生活食生活 ○○○○喫煙喫煙喫煙喫煙○○○○ 身体活動身体活動身体活動身体活動・・・・運動運動運動運動 ○○○○飲酒飲酒飲酒飲酒○○○○ 休養休養休養休養・・・・こころのこころのこころのこころの健康健康健康健康項 目

基本計画基本計画基本計画基本計画でででで観察観察観察観察・・・・評価評価評価評価をををを行行行行うううう重点健康指標重点健康指標重点健康指標重点健康指標

○ 市町村での取組が推進されるよう、県県県県・・・・保健所保健所保健所保健所がががが積極的積極的積極的積極的なななな関与関与関与関与やややや支援支援支援支援。○ 市町村毎市町村毎市町村毎市町村毎のののの健康指標健康指標健康指標健康指標のののの積極的積極的積極的積極的なななな公表公表公表公表により、市町村での取組を促進。○ 県、専門家、市町村関係者で構成する会議で、毎年毎年毎年毎年のののの健康指標評価健康指標評価健康指標評価健康指標評価とととと推進方策推進方策推進方策推進方策をををを検討検討検討検討。第４章：施策の効果的推進
基本計画関連計画

→ 基本計画及び関連計画に基づき対策を推進

４４４４

第５章：健康づくりと予防の推進
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健康寿命

（平均自立期間）
＝ 平均余命 － 平均要介護期間

（※）平成18年は、85歳以上の都道府県人口が公表されていないため、算出できない。
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 平均余命（女）（点線は全国値）
健康寿命（女）（点数は全国値）平均余命（男）（点線は全国値） 健康寿命（男）（点線は全国値）

平均要介護期間
平均要介護期間

健康寿命（65歳平均自立期間）について
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（※）平成18年は、85歳以上の都道府県人口が公表されていないため、算出できない。

3.333.333.333.33（（（（3.393.393.393.39））））1.571.571.571.57（（（（1.611.611.611.61））））H24

0.390.390.390.39(0.36)(0.36)(0.36)(0.36)0.200.200.200.20(0.17)(0.17)(0.17)(0.17)H24－H17H23H22H21H20H19H17平均要介護
期間の推移

3.393.393.393.39（（（（3.473.473.473.47））））1.511.511.511.51（（（（1.651.651.651.65）））） 3.223.223.223.22（（（（3.353.353.353.35））））1.581.581.581.58（（（（1.591.591.591.59））））3.443.443.443.44（（（（3.483.483.483.48））））1.671.671.671.67（（（（1.641.641.641.64））））3.193.193.193.19（（（（3.393.393.393.39））））3.273.273.273.27（（（（3.363.363.363.36））））2.942.942.942.94（（（（3.033.033.033.03））））県女性
（全国）

1.531.531.531.53（（（（1.621.621.621.62））））1.571.571.571.57（（（（1.621.621.621.62））））1.371.371.371.37（（（（1.441.441.441.44））））県男性
（全国）

23.8323.8323.8323.83（（（（23.8223.8223.8223.82））））19.2019.2019.2019.20（（（（18.8918.8918.8918.89））））H24

0.870.870.870.87(0.66)(0.66)(0.66)(0.66)1.031.031.031.03(0.79)(0.79)(0.79)(0.79)H24－H17H23H22H21H20H19H17平均余命
の推移

23.8923.8923.8923.89（（（（23.8923.8923.8923.89））））18.9718.9718.9718.97（（（（18.8618.8618.8618.86）））） 23.6923.6923.6923.69（（（（23.6623.6623.6623.66））））19.4119.4119.4119.41（（（（18.6918.6918.6918.69））））24.0524.0524.0524.05（（（（23.9723.9723.9723.97））））19.2119.2119.2119.21（（（（18.8818.8818.8818.88））））23.2823.2823.2823.28（（（（23.6423.6423.6423.64））））23.4523.4523.4523.45（（（（23.5923.5923.5923.59））））22.9622.9622.9622.96（（（（23.1623.1623.1623.16））））県女性
（全国）

18.8118.8118.8118.81（（（（18.6018.6018.6018.60））））18.6418.6418.6418.64（（（（18.5618.5618.5618.56））））18.1618.1618.1618.16（（（（18.1118.1118.1118.11））））県男性
（全国）

20.5120.5120.5120.51（（（（20.4320.4320.4320.43））））17.6217.6217.6217.62（（（（17.2817.2817.2817.28））））H24

0.480.480.480.48(0.30)(0.30)(0.30)(0.30)0.830.830.830.83(0.62)(0.62)(0.62)(0.62)H24－H17H23H22H21H20H19H17健康寿命
の推移

20.5020.5020.5020.50（（（（20.4220.4220.4220.42））））17.4617.4617.4617.46（（（（17.2017.2017.2017.20）））） 20.4720.4720.4720.47（（（（20.3020.3020.3020.30））））17.8417.8417.8417.84（（（（17.1017.1017.1017.10））））20.6120.6120.6120.61（（（（20.4920.4920.4920.49））））17.5417.5417.5417.54（（（（17.2417.2417.2417.24））））20.0920.0920.0920.09（（（（20.2520.2520.2520.25））））20.1820.1820.1820.18（（（（20.2320.2320.2320.23））））20.0320.0320.0320.03（（（（20.1320.1320.1320.13））））県女性
（全国）

17.2817.2817.2817.28（（（（16.9816.9816.9816.98））））17.0717.0717.0717.07（（（（16.9516.9516.9516.95））））16.7916.7916.7916.79（（（（16.6616.6616.6616.66））））県男性
（全国）

平均余命、平均要介護期間、健康寿命の推移



７７７７

健康寿命の都道府県順位

健康寿命

（平均自立期間）
＝ 平均余命 － 平均要介護期間

29292929位位位位

22222222位位位位

（（（（2222位位位位））））

12121212位位位位

2222位位位位

2222位位位位

（（（（1111位位位位））））

21212121位位位位

H23H23H23H23

40404040位位位位

38383838位位位位

（（（（3333位位位位））））

14141414位位位位

10101010位位位位

8888位位位位

（（（（1111位位位位））））

11111111位位位位

H20H20H20H20

32323232位位位位

34343434位位位位

（（（（2222位位位位））））

22222222位位位位

18181818位位位位

16161616位位位位

（（（（1111位位位位））））

18181818位位位位

H19H19H19H19

33333333位位位位

33333333位位位位

（（（（2222位位位位））））

21212121位位位位

20202020位位位位

13131313位位位位

（（（（1111位位位位））））

11111111位位位位

H17H17H17H17

23232323位位位位

19191919位位位位

（（（（1111位位位位））））

21212121位位位位

26262626位位位位

27272727位位位位

（（（（2222位位位位））））

20202020位位位位

22222222位位位位

18181818位位位位

（（（（1111位位位位））））

25252525位位位位

〔〔〔〔女性女性女性女性〕〕〕〕

65656565歳平均余命歳平均余命歳平均余命歳平均余命

65656565歳健康寿命歳健康寿命歳健康寿命歳健康寿命

（（（（近畿順位近畿順位近畿順位近畿順位））））

65656565歳要介護期間歳要介護期間歳要介護期間歳要介護期間

8888位位位位

5555位位位位

（（（（2222位位位位））））

18181818位位位位

17171717位位位位

11111111位位位位

（（（（2222位位位位））））

5555位位位位

9999位位位位

10101010位位位位

（（（（1111位位位位））））

27272727位位位位

〔〔〔〔男性男性男性男性〕〕〕〕

65656565歳平均余命歳平均余命歳平均余命歳平均余命

65656565歳健康寿命歳健康寿命歳健康寿命歳健康寿命

（（（（近畿順位近畿順位近畿順位近畿順位））））

65656565歳要介護期間歳要介護期間歳要介護期間歳要介護期間

H24H24H24H24H22H22H22H22H21H21H21H21

（※）平成18年は、85歳以上の都道府県人口が公表されていないため、算出できない。



なら健康長寿基礎調査に基づく市町村別の
重点健康指標（H23,24）

８８８８

※ 平成２５年度調査結果（市町村別）については、速報値では回収数が少ないため、結果確定後に公表。



なら健康長寿基礎調査に基づく市町村別の
重点健康指標（順位）（H23,24年度）

９９９９
※ 平成２５年度調査結果（市町村別）については、速報値では回収数が少ないため、結果確定後に公表。



〔参考資料〕
健康寿命に寄与する要因等研究事業の概要について（補正予算対応）

日本人を対象とした論文、文献、統計データを

網羅的にチェックし、食生活、運動習慣、禁煙等、
各健康指標が改善すれば、死亡率や要介護者率が
どの程度減少するかを整理し、本県の健康指標の改善
による健康寿命の伸びを推計する。

方法

健
康
寿
命
の
寄
与
度
分
析

特定された健康寿命に影響する健康行動（食生活、
運動習慣、禁煙等）を普及するため、効果的な事業
実施方法のあり方（個別教育、集団教育、マスメデ
ィアの活用等）を国内外の科学的知見に基づき整理・
検討する。

方法

効
果
的
な
施
策
の
検
討

健康寿命が１０年間で１歳延長した場合の、全国及び
本県の医療費や介護費の減少額を試算する。

（既存の要介護者数の減少による介護費試算
（表参照→）や各種健康づくり事業による医療費試算
の方法を参考に算出。）

方法

医
療
費
等
の
影
響
試
算

期待される効果（イメージ）

期待される効果（イメージ）

期待される効果（イメージ）

（図） 健康指標の改善による死亡者数減少の効果判定

（図）要介護2以上者が10年間で１割減少した場合の医療費・介護費減少額の試算（全国・億円）

（図） 食生活改善、禁煙等の普及方法の有効性の評価
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