
（様式２）

施策評価（平成28年度）

4 政策名 元気な長寿社会を実現する健康・医療・福祉戦略

1 施策名 元気で長生きできる健康づくりの推進

健康福祉部

１ 施策の目的等（政策との関連、必要性、取組内容、取組後の姿 など）

２ 施策の状況

（１）代表指標の状況

目標

実績

達成率

目標

実績

達成率

※達成度の判定基準 Ａ：100％以上 Ｂ：80％以上100％未満 Ｃ：60％以上80％未満 Ｄ：60％未満

（２）代表指標の分析（推移の状況、実績・達成率の認識、全国順位等）

①脳血管疾患による人口10万人当たり年齢調整死亡率
生活習慣病の実態について県民の理解を深めるとともに、減塩やバランスのとれた食生活の推進、運動習慣

の定着、適正飲酒等の生活習慣の改善について普及啓発の取組を推進してきた結果、平成25年度の年齢調整死
亡率は41.3、平成26年度は38.5、平成27年度は38.0と順調に減少傾向を示しており、目標値以上に低下してい
る。全国順位については、平成27年度国勢調査の結果を踏まえ、平成29年6月頃に判明する。

②がんによる人口10万人当たり75歳未満年齢調整死亡率
市町村におけるコール・リコールの取組の推進や胃がん検診無料クーポンの配付、マスコミ等と連携した啓

発イベントの開催などによるがん検診受診率向上対策、拠点病院等の機能の充実やがん相談支援センターの連
携強化による質の高いがん医療の提供体制の整備などを講じてきた結果、代表指標実績はＨ25年度は88.2、Ｈ
26年度は86.5となっており、目標値に達していないものの少しずつ低下してきている。
（Ｈ26年度の全国順位は４位で、高い状況にある。）

BH24 88.2 86.5

出典：厚生労働省「人口動態統計」 － 93.5%

②

がんによる人口10万人当たり75歳未満年
齢調整死亡率

89.0 80.9 76.8 74.9 73.0

93.5%

AH24 41.3 38.5 38.0

出典：厚生労働省「人口動態統計」 － 107.5% 106.1%

①

脳血管疾患による人口10万人当たり年齢
調整死亡率

43.4 41.4 40.3 39.3 38.3

106.1%

健康推進課

施策評価調書

評価者・実施日 平成28年6月30日 平成28年7月29日

①生活習慣病の予防対策の推進
健康寿命の延伸を図るためには、全国平均に比べて死亡率が高い水準にある、がん、心疾患、脳血管疾患な

どの生活習慣病の予防が重要であることから、生活習慣病の実態について県民の理解を深めるとともに、生活
習慣の改善のため、減塩やバランスの取れた食生活の推進、運動習慣の定着、適正飲酒等について普及啓発を
行う。

②総合的ながん対策の推進
本県のがんによる人口10万人当たり死亡率は、平成９年から19年連続で全国で最も高い水準となっており、

がんは県民の健康を脅かす存在となっている。このため、がん予防のための受動喫煙防止対策や若い世代に対
するがん教育の推進、がんの早期発見・早期治療を可能とするがん検診受診率の向上対策、がん患者に対する
質の高いがん医療提供のための体制整備、がんと分かった時からの緩和ケアの充実など、総合的ながん対策を
推進する。

●施策目標（評価指標）
基準値

年度 Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
直近の
達成率

達成度
年度

政策コード

施策コード

幹事部局

２次評価（企画振興部長）１次評価（健康福祉部長）

担当課



（３）関連指標の状況

目標

実績

達成率

目標

実績

達成率

目標

実績

達成率

目標

実績

達成率

目標

実績

達成率

目標

実績

達成率

目標

実績

達成率

（４）関連指標の分析（推移の状況、実績・達成率の認識、全国順位等）

①特定健診実施率
H26年度の数値の公表が平成28年9月頃となっているが、市町村の法定報告及び協会けんぽからの聞き取りに

よると、実施率は37.1％であり、前年度(H25年度）の38.2％に比べ1.1ポイントの減少となっており、平成29
年度の目標である実施率62.0％達成に向けて一層の努力が必要である。

健診対象者の多い市町村国保、協会けんぽでの受診率が低く、特に協会けんぽでは被扶養者の受診率が低
い。これは、事業主健診データの医療保険者に対する提供が進んでいないことや、被保険者への健診受診の必
要性の啓発がまだ十分ではないことなどが考えられる。

②12歳児における１人平均う蝕数
県内施設・学校におけるフッ化物洗口実施率の上昇とともに平成25年度は1.3、平成26～27年度は1.1と平成

29年度の目標値である1.4を上回って改善している。しかし、全国平均も減少を続けていることから、平成27
年度の全国平均0.9には達していない。

③がん検診受診率（速報値：胃、大腸、肺、子宮、乳）
Ｈ27年度の速報値の公表がＨ28年9月となっているが、直近３箇年の実績値の推移（24年度→25年度→26年

度）をみると、胃（14.4%→14.1%→13.7%）、大腸（25.7%→26.4%→26.5%）、肺（22.5%→21.8%→22.0%）、
子宮（22.1%→22.7%→23.9%）、乳（22.5%→22.6%→23.6%）となっており、Ｈ29年度の目標値である受診率
50％の達成は厳しい状況と思われる。

がん検診受診促進に向けた啓発及び検診の必要性に対する県民意識への浸透がまだ不十分であると考えられ
る。

④健康づくりの場を通じたロコモティブシンドロームに関する研修会等への参加人数
予防教室への参加者数に加え、地域での減塩普及活動時等にロコモティブシンドローム予防啓発も併せて

行っており参加者数が大幅に増えている。

⑦

⑥

⑤

4,500人/年
増加
累計で
18,000人

H24 － 15,513 17,579

出典：健康推進課調べ 344.7% 195.3%

④

健康づくりの場を通じたロコモティブシンド
ロームに関する研修等への参加人数

－ 4,500 9,000 13,500 18,000

195.3%

・目標値は最終
年度のみ設定
・Ｈ27年度の速
報値（がん対策
室調べ）は１０月
に判明見込み

H24 14.1～26.4 13.7～26.5

地域保健・健康増進事業報告（厚労省）による －

③

がん検診受診率（速報値）
（胃、大腸、肺、子宮、乳）

14.4～25.7 － － － 50.0

-

・目標値は最
終年度のみ

設定
H24 1.3 1.1 1.1

出典：文部科学省「学校保健統計調査」 －

②
12歳児における１人平均う蝕数

1.6 － － － 1.4

-

・Ｈ26年度の
数値がＨ28
年9月頃に公
表される

H24 38.2 37.1

出典：健康推進課調べ － 79.8%

①

特定健康診査実施率
※市町村国保、協会けんぽ分

36.2 46.5 51.7 56.8 62.0

79.8%

●施策目標（評価指標）
基準値

年度 Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
直近の
達成率

備考
年度



（５）施策の推進状況（施策の方向性ごとに記載）

① 生活習慣病の予防対策の推進

② 総合的ながん対策の推進

③

④

⑤

⑥

減塩や適切な食習慣の普及のため、幼児とその保護者を対象とした「うすあじ教室」（32回、1,734人）、働き盛
り・高校生等を対象とした出前講座（20回、705人）などの開催や、減塩をテーマにしたラジオＣＭ放送、生活習慣病
の実態周知を目的にしたチラシの作成・配布により、普及啓発を行ったほか、運動習慣の定着のため、ロコモ予防・メ
タボ予防に関する研修の実施や、県北・中央・県南の地域ごとに総合型地域スポーツクラブ等を活用して運動機会の提
供を行った。

また、特定健診の受診率向上を図るため、関係者が一堂に会する地域・職域連携推進協議会及び専門部会において状
況や課題の把握を行い、商工会、理容組合等の団体の協力を得て、団体の会報等を通じた普及啓発、協会けんぽによる
事業主健診データ提供を依頼する3者連名通知（協会けんぽ、労働局、県）の発送など、関係機関が連携して実施率の
向上対策に取り組んだ。

さらに、地域における健康推進員、食生活改善推進員など多様な人材を対象に研修を実施し、協力して地域における
健康づくりに取り組む体制づくりを行った。

ライフステージに応じた歯科口腔保健の推進については、引き続き、「親子よい歯のコンクール」や「８０２０いい
歯のお年寄り表彰」、「よい歯の幼稚園・保育所（園）、学校表彰」などにより、乳幼児期・学齢期から成人期、高齢
期に向けた歯科口腔保健意識の向上を図ったほか、口腔保健支援センターを設置し、乳幼児期・学齢期に対する「フッ
化物洗口推進事業」によるう蝕予防や、障害者・要介護者等に対する歯科検診事業等による歯科疾患予防のための正し
い知識の普及啓発、配置した歯科衛生士による訪問歯科保健指導などを行った。

がん予防に関する啓発、がん教育の推進については、がんに関する正しい知識やがん予防に繋がる生活習慣を若い世
代に身に付けてもらうため、がん予防授業を21校（小学校3校、中学校14校、高校4校）において実施したほか、たばこ
の煙による受動喫煙の防止を効果的に推進するため、関係機関からなる検討委員会（３回、委員12名）を開催し、秋田
県受動喫煙防止対策ガイドラインを策定した。

がん検診受診率向上と検診体制の充実については、平成26年度から市町村において行われているコール・リコールの
平準化と質の向上を図るため、電話対応能力向上のための人材育成研修と取組状況の情報の共有化を図るための意見交
換を開催したほか、住民への発信能力の高いマスコミ等のメディアと連携したイベントによる啓発活動を行った。ま
た、がん検診の受診機会拡大と利便性の向上を図るため、休日検診を行う検診実施機関に対し経費の一部を助成したこ
とにより、延べ11,141名が受診したほか、死亡率の高い胃がんに対応するため、40歳、50歳を対象に無料クーポンを配
付し検診を促した結果、2,803名が受診した。

質の高いがん医療提供体制の整備と緩和ケアの推進については、国指定の「地域がん診療連携拠点病院」5病院、
「地域がん診療病院」3病院、県指定の「がん診療連携推進病院」2病院が実施する医療従事者研修、がん相談支援セン
ターの運営、普及啓発・情報提供等に要する経費に対し補助したほか、地域がん診療病院の指定を目指す北秋田市民病
院及び県内で一定のがん診療実績を有する２病院にも体制整備に要する経費に対し補助を行った。また、がん医療に携
わる専門性の高い医療従事者の育成を図るため、各病院に対し資格取得に必要な経費を助成し、8名が資格取得に必要
な研修を修了した。そのほか、緩和ケアに関する基本的な知識・技術を習得した医療従事者を育成するため各拠点病院
等で実施されている緩和ケア研修会の実施に要する経費に対する補助を行い、306名が修了したほか、緩和ケアに携わ
る医療従事者を対象とした専門的な実践研修を実施し、27名が修了した。



３ 総合評価

（１）施策幹事部長による１次評価

（２）企画振興部長による２次評価

４ 課題と今後の対応方針

① 課題（施策目標達成に向けた新たな課題、環境変化等により生じた課題 など）

② 今後の対応方針（重点的・優先的に取り組むべきこと）

５ 政策評価委員会の意見

評価理由

代表指標①の「脳血管疾患による人口10万人当たり年齢調整死亡率」は、生活習慣改善の普及啓発など
により目標を達成することができたが、特定健診の受診率が伸び悩んでいることなどから、更なる改善を
目指し、引き続き努力する必要がある。

代表指標②の「がんによる人口10万人当たり75歳未満年齢調整死亡率」及び関連指標③の「がん検診受
診率」は、市町村におけるコール・リコールの実施や死亡率の高い胃がん検診の無料クーポンの配付と
いった受診率向上対策や、医療従事者向けの緩和ケア研修会の実施、がん相談支援センターの運営強化な
どを図ったものの、目標を達成することはできなかった。

以上の理由から、本施策の総合評価は「やや遅れている」とする。

評価結果 やや遅れている

評価理由

生活習慣病の予防対策については、関連指標である「特定健康診査実施率」の向上のため、経営者への
特定健診への導入を促すための３者連名通知の発送など、対象に応じた対策を講じており、評価指標であ
る「脳血管疾患による人口10万人当たり年齢調整死亡率」についても目標値以上に低下している。

総合的ながん対策については、がん発症の大きな要因である受動喫煙を防ぐため「秋田県受動喫煙防止
対策ガイドライン」を策定したほか、がん検診の受診率向上と検診体制の充実を目途に平成26年度から全
市町村で実施しているコール・リコールの平準化と質の向上を図るとともに、北秋田市民病院の平成30年
度における地域がん診療病院の指定に向けた支援を行った。各取組により長期的には改善に向けた動きは
あるものの、評価指標である「がんによる年齢調整死亡率」の目標達成は厳しい状況であり、「がん検診
受診率」の目標達成も最終的な目標値である50％と大きな乖離が見られる。

以上のことから、施策全体としては「やや遅れている」と評価される。

代表指標である脳血管疾患による年齢調整死亡率は順調に減少しているものの、粗死亡率は、高止まりを続けてい
る。特定健診については、平成29年度が第２期計画の最終年度に当たるものの、目標と比較し低迷している。

75歳未満年齢調整死亡率は、年々少しずつではあるが減少してきているものの、胃がん、大腸がん等の消化器系のが
んや肺がんについては、依然として全国でも上位となっている。また、がん検診受診率については、近年ほぼ同率で推
移しておりどの部位も伸び悩んでいる。

減塩など、バランスの取れた食生活の普及啓発について、健康づくり推進員等、地域に根ざした健康づくりボラン
ティアの協力を得ながら、全県的な運動として県民に食生活改善意識の醸成を図っていく。特定健康診査の受診率向上
については、市町村等医療保険者との連携のほか、医師会など関係機関の協力を得ながら未受診者に対する受診勧奨等
を強化していく。

がんの大きな発症要因であるたばこについて、受動喫煙防止対策ガイドラインに基づく施策を推進するほか、がん予
防にもつながる生活習慣の改善に関する一層の取組が必要である。また、がん検診受診率の向上については、行政、検
診団体、医師会、企業等と一体となって検診受診の普及啓発に取り組むとともに、より効果的な検診体制及び支援策を
進めていく必要がある。

評価結果 やや遅れている


