（様式４

実施結果の公表）

つくば市特定健康診査等実施計画（第３期）(案)の
パブリッ クコメ ン ト手 続 の実 施 結果

つくば市

平成30年２月
保健福祉部 国民健康保険課

■ 意見集計結果
平成29年12月１日から平成30年１月９日までの間，つくば市特定健康診査等実施
計画（第３期）(案)について，意見募集を行った結果，２人（団体を含む）から３件の意
見の提出がありました。これらの意見について，適宜要約した上，項目ごとに整理
し，それに対する市の考え方をまとめましたので，公表します。
提出方法別の人数は，以下のとおりです。
提出方法
人数（含む団体）
直接持参
0人
郵便
0人
電子メール
0人
ファクシミリ
0人
電子申請
２人
合 計
２人

■ 意見の概要及び意見に対する市の考え方
○

人間ドック
№
1

○

について
意見概要
意見数
市の考え方
人間ドックなども支援があると
本市では，すでに，疾病の早期発見
本当にありがたい。
１件 ・早期治療のため，30歳以上の国民健
康保険加入者に対して，人間ドック・
脳ドック・総合ドックの受診費用の一
部助成を実施しております。
歯科検診

№
1

について
意見概要
意見数
市の考え方
もう少し積極的な予防歯科の検
特定健康診査では予防歯科に関する
査を取り入れることはできなでし
１件 検査は実施しておりません。しかし，
ょうか。
予防歯科の重要性は本市としても十分
認識しており，健康増進計画において，
重点施策の一つとして取り組んでおり
ます。歯科検診につきましては，若い
頃から関心を持っていただけるように
30歳から70歳までの10歳刻みを節目年
齢として補助を行い，歯科検診を推進
しております。今後も歯と口腔の健康，
歯周病予防に積極的な取組を実施して
まいります。
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○
１

特定保健指導 について
特定保健指導対象者の抽出にあ
たり，腹囲またはＢＭＩを用いる
とあるが，これでは筋肉質の人は
高 め の結 果とな り不 正確 だっ た
り，自分の体調とまったく一致し
ていない指摘がなされることが多
い，などの理由から受診率が上が
らないという分析を目にしたこと
がある。体脂肪率を目安にするほ
うが確実ではないか。指摘が的確
だと判断する人が多くなれば受診
率も上がると思われる。

１件

特定保健指導の対象者は，国が定め
た指針に基づきすべての保険者が同一
の基準に従い事業を実施することにな
っていることから，御指摘いただきま
した基準では特定保健指導の対象者を
抽出することは困難であります。しか
し，保健センターで実施する特定保健
指導の中で，体脂肪率を計測する体組
成計を活用し，対象者の状況に即した
指導・支援を実施しております。今後
も，体脂肪率等を考慮した保健指導を
継続して実施してまいります。

■ 修正の内容
○

第２章

特定健康診査・特定保健指導の実施状況 第１節 特定健康診査について
修正前
修正後
ｐ20 ２ 特定健診受診率の推移
ｐ20 ２ 特定健診受診率の推移
1）受診率
1）受診率
つくば市の受診率は，平成28年度に全国
つくば市の受診率は，平成28年度に全国
平均を上回り，男女ともに少しずつ伸びて 平均を上回り，男女ともに少しずつ伸びて
きています。平成26年度から平成28年度の きています。平成26年度から平成28年度の
伸び率は2.5で，平成28年度の受診率は34. 伸び率は2.5で，平成28年度の受診率は34.
4％です。男性の受診率は女性の受診率に 5％です。男性の受診率は女性の受診率に
比べ低く，平成28年度は約5.6％の差があ 比べ低く，平成28年度は約5.6％の差があ
ります。
ります。
グラフ
ｐ21

Ｈ28の受診率

34.4

グラフ 受診率の推移（男）
つくば市 31.5

グラフ
ｐ21

グラフ 受診率の推移（女）
つくば市 37.1

○

Ｈ28の受診率

34.5

グラフ 受診率の推移（男）
つくば市 31.6
グラフ 受診率の推移（女）
つくば市 37.2

第２章

特定健康診査・特定保健指導の実施状況 第２節 特定保健指導 について
修正前
修正後
ｐ34 ２ 実施率の推移
ｐ34 ２ 実施率の推移
1）特定保健指導対象者数
1）特定保健指導対象者数
平成26～平成28年度の特定保健指導対象
平成26～平成28年度の特定保健指導対象
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者数はほぼ横ばいで，平成28年度の対象者
数は1,221人です。男女比は2：1で男性が
多くなっています。（※平成28年度の数値
は，平成29年8月末現在の速報値です。）」

者数はほぼ横ばいで，平成28年度の対象者
数は1,223人です。男女比は2：1で男性が
多くなっています。（※平成28年度の数値
は，平成29年8月末現在の速報値です。） 」

特定保健指導対象者数の図表
Ｈ28 男
823
女
398
市全体 1,221

特定保健指導対象者数の図表
Ｈ28 男
821
女
402
市全体 1,223

ｐ35 2）特定保健指導利用者数・利用率 ｐ35 2）特定保健指導利用者数・利用率
特定保健指導の利用者数は男女ともに年
平成28年度の特定保健指導の利用者数は
々増え，平成28年度の利用者は428人です。 男女ともに年々増え，利用者は431人です。
平成28年度の男性の利用者数は女性の約1. 平成28年度の男性の利用者数は女性の約1.
5倍となっています。
5倍となっています。
特定保健指導利用者数の図表，
Ｈ28 女
167
市全体 428

特定保健指導利用者数の図表
Ｈ28 女
170
市全体 431

特定保健指導利用率の図表，
Ｈ28 35.1

特定保健指導利用率の図表，
Ｈ28 35.2

ｐ36 3）特定保健指導実施者数・実施率 ｐ36 3）特定保健指導実施者数・実施率
特定保健指導の実施者数は男女ともに年
平成28年度の特定保健指導の実施者数は
々減り，平成28年度の実施者は387人です。 男女ともに年々減り，実施者は400人です。
利用者に占める実施者の割合は男女ともに 利用者に占める実施者の割合は男女ともに
７割程度となっています。
９割を超えています。
特定保健指導実施者数の図表，
Ｈ28 男
240
女
147
市全体 387

特定保健指導実施者数の図表，
Ｈ28 男
239
女
161
市全体 400

特定保健指導実施率の図表，
Ｈ28 31.7

特定保健指導実施率の図表
Ｈ28 32.7

○

第３章

特定健康診査・特定保健指導の達成目標等 第１節 特定健康診査 について
修正前
修正後
ｐ46 ３ 達成目標
ｐ46 ３ 達成目標
特定健診受診率 現状値 Ｈ28年度
特定健診受診率 現状値 Ｈ28年度
34.4％
34.5％
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※平成28年度特定健康診査実施率の現状値 ※平成28年度特定健康診査実施率の現状値
は，平成29年8月末時点の速報値
は，平成29年8月末時点の速報値

○

第３章

特定健康診査・特定保健指導の達成目標等 第２節 特定保健指導
修正前
修正後
ｐ50 ３ 達成目標
ｐ50 達成目標の表
特定保健指導実施率(全体）
特定保健指導実施率(全体)
現状値 Ｈ28年度 31.7％
現状値 Ｈ28年度
32.7％
(実施人数） （387人）
(実施人数） （400人）
動機付け支援実施率
現状値 Ｈ28年度 40.0％
(実施人数） （378人）

動機付け支援実施率
現状値 Ｈ28年度 40.6％
(実施人数） （384人）

積極的支援実施率
現状値 Ｈ28年度 3.2％
(実施人数） （9人）

積極的支援実施率
現状値 Ｈ28年度 5.8％
(実施人数） （16人）

特定保健指導対象者数
現状値 Ｈ28年度 1,311人

特定保健指導対象者数
現状値 Ｈ28年度 1,223人

特定保健指導対象者数
Ｈ30年度からＨ35年度の目標値
Ｈ30年度 1,272人
Ｈ31年度 1,233人
Ｈ32年度 1,180人
Ｈ33年度 1,115人
Ｈ34年度 1,049人
Ｈ35年度
984人

特定保健指導対象者数
Ｈ30年度からＨ35年度の目標値
Ｈ30年度 1,120人
Ｈ31年度 1,086人
Ｈ32年度 1,040人
Ｈ33年度
982人
Ｈ34年度
924人
Ｈ35年度
866人

について

※平成28年度の実施率の現状値は，平成29 ※平成28年度の実施率の現状値は，平成29
年8月末時点の速報値
年8月末時点の速報値
ｐ50 特定保健指導の表
特定保健指導利用勧奨率
Ｈ27年度の現状値 66.1％
(勧奨人数） （831人）
Ｈ28年度の現状値 66.4％

ｐ50 特定保健指導の表
動機付け支援利用勧奨率
Ｈ27年度の現状値 72.3％
(勧奨人数） （638人）
Ｈ28年度の現状値 74.5％

(勧奨人数） （870人）
Ｈ30年度の目標値 73.3％
Ｈ31年度の目標値 80.2％
Ｈ32年度の目標値 87.1％
Ｈ33年度の目標値 94.0％

(勧奨人数） （705人）
Ｈ30年度の目標値 100.0％
Ｈ31年度の目標値 100.0％
Ｈ32年度の目標値 100.0％
Ｈ33年度の目標値 100.0％
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特定保健指導利用率
Ｈ27年度の現状値 35.5％
(利用人数） （411人）
Ｈ28年度の現状値 35.1％
(利用人数） （428人）
Ｈ30年度の目標値 36.7％
Ｈ31年度の目標値 40.1％
Ｈ32年度の目標値 43.6％
Ｈ33年度の目標値 47.0％
Ｈ34年度の目標値 50.0％
Ｈ35年度の目標値 60.0％

動機付け支援利用率
Ｈ27年度の現状値 44.3％
(利用人数） （391人）
Ｈ28年度の現状値 43.6％
(利用人数） （412人）
Ｈ30年度の目標値 45.5％
Ｈ31年度の目標値 47.5％
Ｈ32年度の目標値 51.5％
Ｈ33年度の目標値 56.0％
Ｈ34年度の目標値 60.5％
Ｈ35年度の目標値 65.0％
表に追加
積極的支援利用勧奨率
Ｈ27年度の現状値 70.4％
(勧奨人数） （193人）
Ｈ28年度の現状値 75.8％
(勧奨人数） （210人）
Ｈ30年度の目標値 100.0％
Ｈ31年度の目標値 100.0％
Ｈ32年度の目標値 100.0％
Ｈ33年度の目標値 100.0％
Ｈ34年度の目標値 100.0％
Ｈ35年度の目標値 100.0％
積極的支援利用率
Ｈ27年度の現状値 7.3％
(利用人数） （20人）
Ｈ28年度の現状値 6.9％
(利用人数） （19人）
Ｈ30年度の目標値 10.7％
Ｈ31年度の目標値 15.2％
Ｈ32年度の目標値 19.7％
Ｈ33年度の目標値 29.2％
Ｈ34年度の目標値 38.7％
Ｈ35年度の目標値 45.0％

※利用勧奨率，利用率は，動機付け支援，
積極的支援を合わせたもの
※平成28年度の利用勧奨率，利用率の現状
値は，平成29年8月末時点での速報値」

※利用勧奨率，利用率は，動機付け支援，
積極的支援を合わせたもの
※平成28年度の利用勧奨率，利用率の現状
値は，平成29年8月末時点での速報値
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