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協会けんぽ大阪支部との連携による府民の健康づくり

Ｈ２６年１１月に連携協定を締結 ～健康づくり分野における初の事業連携協定～
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大阪府と全国健康保険協会大阪支部は、府民の健康づくりの分野における取組みを相互に連携・協
力して進めるため、「大阪府民の健康づくりの推進に向けた連携に関する協定書」を締結しました。

【協定の概要】
(1)目的

大阪府と全国健康保険協会大阪支部は、相互に連携及び協力を行い、大阪府民の健康づくりの推進に向けた
取組みを通じて、府民のより一層の健康的な生活の実現を図る。
(2)内容

・健康づくりに関する広報、周知、啓発等に関すること
・医療・特定健康診査等の情報の調査、分析に関すること
・特定健康診査受診率、特定保健指導実施率等の向上に関すること

⦿特定健診と市町村がん検診の同時実施

⦿健康づくりの府民啓発・イベント展開（健活
１０やアスマイルのＰＲ、イベント実施など）

⦿健康経営の普及促進（健康宣言、健康経

営セミナー、健活セミナー、健康づくりア
ワードなど）

⦿医療費・特定健診データの分析

広報部鳥 けんぽん
©2018 協会けんぽ大阪支部

©2014 大阪府もずやん



１．府民の健康状況と健康づくり
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平均寿命と健康寿命

市町村の健康格差（健康寿命の差）

大阪府の健康指標

死因・介護の要因

［出典］平均寿命：厚生労働省都道府県別生命表（平成27年） ／ 健康寿命：厚生労働科学研究班報告書データ（平成28年）

〇府民の「平均寿命」、「健康寿命」は、男女とも

全国平均を下回る。

〇悪性新生物(がん)、心疾患、脳血管疾患など、

生活習慣と関わりが深い疾患(生活習慣病)が

５割を超え、脳血管疾患は介護が必要となった

要因の上位である。

〇府内市町村間においては健康格差（健康寿命の差）

が生じている。
出典：国保データベース(KDB)システム、大阪府調べ

最も高い自治体と低い自治体の差

●男性：4.9歳 ●女性：3.3歳

【平成30年・大阪府】

［出典］人口動態統計特殊報告（厚生労働省）

■主要死因の割合（平成27年・大阪府）
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キャッチコピー：【健活10 〈ケンカツ テン〉】

府民の健康づくりに向けて ～健活１０〈ケンカツ テン〉～
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●Youtubeでも公開中



緊急事態宣言中における府民の健康活動等の調査

●健康状態について
・ 自身の健康状態について、「とてもよい」「まあよい」と回答した人が約８割以上を占め、昨年（4月～5月）と比較
しても、大きな変化はみられませんでした。

＜調査概要＞
■①健康アプリ「アスマイル」によるアンケート

調査期間：2021年６月１日（火）～ 2021年６月20日（日）
調査対象：健康アプリ「アスマイル」の利用者
調査方法：健康アプリ「アスマイル」のアンケート機能
調査内容：健康活動・医療機関の受診行動の変化に関するアンケート
回答母数：23,214人

■②健康アプリ「アスマイル」の歩数データ調査
調査期間：2021年１月～６月の各月の７日～13日（７日間）
調査対象：健康アプリ「アスマイル」の利用者でアンケート回答者

（①のアンケート調査回答母数23,214人分）
調査方法：健康アプリ「アスマイル」の歩数データ（平均値）
調査内容：歩数
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●緊急事態宣言中の医療機関受診行動について
・昨年（4月～5月）は、コロナ禍で受診を控えようと思った人は約８割でしたが、今回は約５割に減少しました。

緊急事態宣言中における府民の健康活動調査
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●普段の生活について
・夕食を食べ始める時間、自宅で料理する回数等の緊急事態宣言中の食事について、「変わらない」と回答
した人が約２割増加し、コロナ禍での生活に順応してきた様子が見受けられました。



●普段の生活について
・運動する回数が減った人、対面等により人と会話する時間が減った人は、昨年（4月～5月）に引き続き一定数
みられ、ストレスの増加を感じている人も多くみられました。

緊急事態宣言中における府民の健康活動調査
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新しい生活様式のもとでの健康づくり
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こわいんやで熱中症！！
大阪府ＨＰ：http://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/nettyusyou/

もずやんTwitterでも発信中

府政だより・９月号（withコロナでも健活10）



２．健康経営推進にかかる取り組み
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❶❷生活習慣病予防健診・がん検診
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出典：特定健康診査・特定保健指導の実施状況に関するデータ(厚生労働省)

全国
34位

〇年々向上しているが、全国比較では低位にある。

全国
43位
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特定健診
特定保健指導

出典：特定健康診査・特定保健指導の実施状況に関するデータ(厚生労働省)

■がん検診受診率（2019年・大阪府・全国）
〇年々向上しているが、全国順位は依然として

低い状況にある。

胃がん：47位 大腸がん：41位 肺がん：46位

乳がん：43位 子宮頸がん：39位
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出典：国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」
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〇人工透析になった人に聞き取りすると、もともと糖尿病と高血圧であった人、健診結果を放置または治療中断してい
る人が多くを占めていた

〇初指摘から透析に至るまでの平均年数は、高血圧で約20年、糖尿病で約14年

20代高血圧
⇒30代糖尿
病⇒⇒50代
人工透析

働く世代からの健康増進・早期治療の重要性
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と糖尿病⇒⇒
60代 心筋梗
塞と人工透析

年齢
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出典：寝屋川市データヘルス計画



がんの現状【全国】

がんになる人

年間
約９９万人
（2018年）

男性：約55.9万人
女性：約42.2万人

がんによる
死亡者数

年間
約３８万人
（2019年）

男性：約22.0万人
女性：約15.6万人

生涯
がん罹患リスク

男性
65.0％

女性
50.2％

2人に1人ががんになる
（2018年データに基づく）

〇1981年以降、がんは死因の１位となり、
2人に1人ががんになり、
3人に１人ががんで亡くなっています。

14最新がん統計（国立がん研究センターがん情報サービス）



○AYA世代（15歳～39歳）のり患・死亡は、40歳以降の世代と比べ、男性は白血
病の割合が高く、女性は乳がん、子宮頸がんの割合が高い
○働く世代のうち40歳以降のり患と死亡は、男性は肺がん、胃、大腸の割合が高く、
女性は乳がん、大腸がんの割合が高くなり、AYA世代と比較して、上位を占めるがん種が
異なる

ライフステージ別でみた がんの現状【大阪府】

作成：大阪国際がんセンターがん対策センター
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がんの早期発見・早期治療

○ 無症状の『がん』のうちに早期発見することが大切です。

○ 無症状の人には 進行がんが少なく、早期のうちに がんを発見できます。

○ そのがんを治療することにより、がんによる死亡者を減らすことができます。

適切ながん検診による

早期発見 早期治療
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がん検診は万能ではありません。まずは、自分でできるがんの予防。

そして、がん検診は、メリット、デメリットを踏まえて実施を！



なお、上記以外の検査方法で、任意型検診として実施する場合には、現時点では効果が不明で、効果の有無が明らかになるにはまだ時間を要する状況
にあることと検診による不利益について十分説明する必要がある。その説明に基づく個人の判断による受診は妨げない。

〇科学的に有効な検診を正しく受けることが重要です。（対策型検診※１）
〇日本では、５つのがん検診で死亡率の減少効果が認められ推奨されています。

効果が認められた検診を受けることが重要！

がん種 推奨されている検診（それぞれ問診は必須） 対象年齢 頻度

胃がん
胃部エックス線検査または胃内視鏡

※当分の間、胃部エックス線は年１回、
40歳以上の実施も可

５０歳以上 ２年に１回※

大腸がん 便潜血検査 ４０歳以上 年1回

肺がん
胸部エックス線検査

喀痰検査（一定の喫煙者のみ）
４０歳以上 年1回

子宮頸がん 視診、子宮頚部の細胞診及び内診 ２０歳以上 ２年に１回

乳がん 乳房エックス線検査（マンモグラフィ） ４０歳以上 ２年に１回

※1 対策型がん検診：がん死亡率を下げることを目的として、公共政策として行うがん検診（自治体での提供など）。死亡率減少効果が確立してお
り、利益が不利益を上回ることが明らかながん検診。
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がん検診・特定健診等 職場における健診受診促進のお願い

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/file/kenshintebiki_0304P1-10.pdf
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がん検診と特定健診（生活習慣病予防健診）の受診をお願いします！！



実際のがん検診の流れ

異常なし
または

良性の病変

異常なし
次回の検診

異常あり

〇がん検診を受けて「要精密検査」と判断された場合には、精密検査を受診することが必要です。
〇精密検査や治療を受けなければがん検診の効果はなくなってしまいます。

治療

精密検査もスルーしないで！
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がんがありそう

がんがなさそう



肝炎ウイルス検査は一生に一度

○肝炎ウイルス検査（採血）は、 大阪府や市町村でも実施しています。
⇒委託医療機関や保健所・保健センター等で 無料・低額で受診できます。
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❹教育機会の設定（ヘルスリテラシーの向上）
❻コミュニケーションの促進



大阪府「健康経営」施策のイメージ図

健康経営
セミナー

●健康経営の認知度向上
●健康経営の知識の普及

●取組へのインセンティブ
●先進事例の情報発信

健活セミナー

●従業員向け
健康情報

第5回健康づくりアワード表彰式
（R2.2.18）

“健康経営”で
社員の

健康と活力
UP!!

【保険者】
健康宣言
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大阪府健康経営 検索

〇詳しくは大阪府ホームページで

（事例集）

健康経営
事例紹介

●健康経営の実践



健康経営関連セミナー① ～健康経営セミナー～

〇経営戦略として、従業員の健康づくりに取り組む「健康経営」 の考え方を普及啓発

〇事業者（経営者・人事・健康管理担当者等）を対象に実施

（R３年８月、９月、R４年3月予定）

【参考】昨年度（R２年度）の実施内容（3回開催）

〈プログラム〉

〇健康経営の取組み

〇職場における健康管理（感染予防対策、メンタルヘルス）

〇健康経営取組み企業等による事例発表
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★今年度（R３年度）の実施内容（3回開催）（予定含む）

〈プログラム〉

〇健康経営の取組み

〇職場における健康管理 （健康診断）

〇健康経営優良法人申請について

〇健康経営取組み企業等による事例発表



健康経営関連セミナー② ～健活セミナー～

〇府民のみなさまの健康への関心を高め、健康活動を実践していただくため、『健活セミナー』を

複数のテーマで実施。

〇自宅や職場等で、視聴できるようにオンラインにより配信（ライブ・録画）

【参考】昨年度（R２年度）の実施内容（７回開催）

〈テーマ〉

睡眠

栄養・食生活

女性の健康

女性のがん

腸の健康

フレイル予防

メンタルヘルス 24

★今年度（R３年度）の実施内容（５回開催）

〈テーマ〉

栄養・食生活

運動

女性のがん

歯と口の健康

生活習慣病予防



〇健康寿命の延伸・健康格差の縮小を目標に、大阪府民の健康づくりを推進する活動 『健活１０』
その取り組みの一環として、大阪府が運用する健康サポートアプリです

○歩数だけでなく、健康コラムやイベントのお知らせが配信されるほか、健診の記録、毎日の体重や睡眠時間などの記録もできます
○獲得ポイントによるキャラ変化、ポイントランキング、特典・クーポンなど、楽しみながらおトクに、「健活10」の健康づくりができます

歩数

ポイント

コラム・お
知らせ

キャラ
変化

ポイントラ
ンキング

メイン画面 健康コラム 健康イベント

健診記録 毎日の記録

おトクな健康アプリ『アスマイル』の主な機能

クーポン
歩数
体重
睡眠
血圧
脈拍
歯磨
朝食

健診
がん検診
歯科
肝炎

骨粗鬆症

健康ポイントは３種類
①府民 ②国保 ③市町村

※市町村会員は茨木市、河内長野市、豊中市、岬町、守口市の方が対象（R3.4現在） 25アスマイル公式ホームページ：
https://www.asmile.pref.osaka.jp/



健康管理担当

従業員のヘルスリテラシー向上に寄与 職場のコミュニケーションツールの１つに

健康イベントで、自発的な健康づくり

職場での健康増進プログラムに活用

職場での話題づくりに

今日は外回りでよく歩いたわ。
●●歩でした～

今月、アスマイルの抽選に当
たった！ ラッキー♡

今月ポイントどれくらい貯まった？

自宅の近くで健康イベントが開催
されているので、週末参加しよう
かな!?

健康セミナーに同僚の
みんなと参加します♪

歩数で部署別対抗戦を実施♪

月～金まで“週５日”健康コ
ラムが配信され、多くの健康
情報に触れられる。

〈イベント風景〉

〈健康コラムの配信〉

“職場ぐるみ”でアスマイルを活用

ウォーキングイベント
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https://4.bp.blogspot.com/-tJqQ3pNrSx4/UrlmpHG9Q5I/AAAAAAAAcJQ/YkHqoWqTniQ/s800/manager_woman.png
https://2.bp.blogspot.com/-ZQb9xZqXBWI/Vvpdxj-NWnI/AAAAAAAA5SI/lcHtGb2H2ewoK6ucF5Cf8RxkhkgH9Seiw/s800/job_koumuin_yakunin2.png
https://1.bp.blogspot.com/-gp7kC59aUmI/VfS6pmKqabI/AAAAAAAAxTI/LR7YtW5tU_I/s800/showroom_adviser_guide.png
https://2.bp.blogspot.com/-X5sjDhupoqo/VmFjZNHKpcI/AAAAAAAA1UY/e5dz6TqHvAE/s800/job_sagyouin.png
https://3.bp.blogspot.com/-vilfie6H9L4/VA7l71znPjI/AAAAAAAAmIA/I9c51V1vc0w/s800/business_eigyou_woman.png
https://3.bp.blogspot.com/-DP-LTf4b0lg/U7O8PZX-m1I/AAAAAAAAicY/mOHXDFxuEgc/s800/sales_eigyou_man.png
https://4.bp.blogspot.com/-pU2blRrCYrA/VZt5JzKjVrI/AAAAAAAAu0g/DNeFgff2DKw/s800/job_telephone_operator_man.png
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❼病気の治療と仕事の両立支援
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がん治療

開始前

56.8%

43.2%

<退職のタイミングについて＞

がん治療前：がんの疑いがあり 診断が確定する前から
診断後、初回治療を待っている間まで

出典：患者体験調査報告書(平成30年度調査)

治療開始前に

就労継続について

説明を受けた

39.5%

6

<治療開始時の就労継続相談について>

がん患者・経験者の就労の状況

● がん治療開始前までに、56.8％が動揺や不安から早まって退職を選択
● 治療開始前に就労継続について説明を受けたがん患者の割合が39.5%
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治療と仕事の両立はどうしたらいい？

企業向けガイドライン

事業場が、がん、脳卒中
などの疾病を抱える方々
に対して、適切な就業上
の措置や治療に対する
配慮を行い、治療と仕事
が両立できるようにする
ため、事業場における取
組などをまとめたもの

具体的な事例を通じ
て、ガイドライン掲載
の様式例（ガイドライン
「様式例集」）の記載
例を示すもの

患者向け

企業・医療機関連携のた
めのマニュアル（事例編）

職場における治療と仕事
の両立支援のためのガイ
ドライン

https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/index.html

〇両立支援については、

○「がん」については、

府内のがん拠点病院のがん相
談支援センターで相談できます。

https://ganjoho.jp/data/public/
qa_links/brochure/cancer-
work/cancer-work.pdf
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❽～ 社員の健康づくり



健康経営事例紹介（冊子・動画）

【事例集】

〇過去に大阪府の健康経営ナビゲーター事業に参加された企業の事例を紹介

〇事例集（冊子）だけでなく、わかりやすい短編動画も公開中

〇社員の健康づくりの参考に

31

【事例動画】



大阪府健康づくりアワード

食生活

●社食メニュー改善
●保健師・管理栄養
士等による指導

運動

●階段利用・徒歩移
動の推進

●運動会の実施

禁煙・受動喫煙防止

●禁煙プログラムの
導入

●建物内禁煙の実施

メンタルヘルス

●ストレスチェック
●臨床心理士による
ケアの実施

健康教育

●健康教室・セミナー
の開催

●ポスターの掲示

健診・検診

●特定検診の受診勧奨
●職場での血圧測定
の実施

歯と口

●歯磨きタイムの導入
●洗面設備の設置
●歯科検診の推進

治療と仕事の両立

●病気（がん等）に
なっても働くことが
できる環境整備

アワードに表彰されるメリットは？

企業の社会的信用力
が高まります！

従業員の活力が
向上します！

【職場・企業での取組み例】

〇大阪府内の職場・企業（医療・福祉・教育機関等を含む）や地域において、

自主的、主体的な健康づくり活動に取り組む企業や団体を募集

人材確保に
つながります！ 32
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取組み 内容

食生活 ・栄養バランスに配慮した仕出し弁当の提供（個人負担一部補助）

運動
・ラジオ体操の実施
・各種スポーツ大会の実施
・チューブトレーニングの提供（参加費用は会社負担）

メンタルヘルス
・新入社員に対するメンター制度、親子参観
・全社員を対象とした、社長との交換ノート
・社長、部長と行う部署間の懇親会

健診・検診
・健康診断受診率100％、要精密検査受診率100％
・インフルエンザ予防接種実施率100％

働きやすい環境
づくり

・社員への有給休暇取得の推進（「おやじ休暇制度」等）
・遺児育英金制度の制定
・勤続年数10年以上の社員を対象とした公休および旅行補助金の支給
制度

・産休・育休取得の推進

その他 ・SDGｓに沿った一般事業主行動計画の作成・実施

【令和元年度受賞】
中田製作所（八尾市）
○業務内容 アルミ精密部品の切削加工、超微細加工技術の開発
○従業員数 36名

健康づくりアワード受賞団体の取組事例



新しい生活様式のもとでの健康づくり（ＨＰでの展開）

家でもできるダンス、体操をピックアップ

おうちで健活

主なものをご紹介。詳細は府ＨＰをご覧ください
http://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/ouchide
kenkatsu/index.html

http://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/ouchidekenkatsu/kenkatsuwalk.html
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健活ウォーク ～ウォーキングマップ集～

健康レシピ集

【協力：大塚製薬】

ほかにも
～まだまだ拡充中

健活イベント情報

https://osaka.kenkatsu10.jp/event



新しい生活様式のもとでの健康づくり（ＳＮＳでの展開）

（１）第１弾 フォロー&リツイートキャンペーン（8/23～9/10）

（２）第２弾 #ぼちぼち健活 VS #めっちゃ健活 キャンペーン
（9/21～10/22、11/1～11/29）

35

みんなで「健活10」Twitterキャンペーン2021

内容：ご自身のTwitterアカウントより、

（１）「健活10」＠大阪府健康づくり課の公式アカウント

（＠kenkatsu10osaka）を検索してフォローする

（２） 大阪府民限定！みんなで「健活10」Twitterキャンペーン2021

対象固定ツイートをリツイートする

応募特典 ：公民連携企業等から協賛など

内容：ご自身のTwitterアカウントより、

（１）「健活10」＠大阪府健康づくり課の公式アカウント

（＠kenkatsu10osaka）を検索してフォローする

（２）大阪府民限定！みんなで「健活10」Twitterキャンペーン2021

対象固定ツイートをリツイートする

（３）ハッシュタグ「#ぼちぼち健活」もしくは「#めっちゃ健活」のどちらかを

つけ、ご自身の「健活（健康活動）」等の健活フォト(投稿画像)と

共に画像説明を含めた投稿をする（画像枚数は自由、画像説明

とは画像の内容、場所、時間帯などです）

※「#ぼちぼち健活」：無理のない範囲で取り組んだちょっとした健康活動

※「#めっちゃ健活」：個人的にはめっちゃがんばって取り組んだ健康活動

応募特典 ：公民連携企業等から協賛など
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受動喫煙対策



〇詳細は、ホームページをご覧ください。施設別PR資料、チラシやポスターなどもダウンロードできます。
・厚労省 なくそう！望まない受動喫煙。 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/

・大阪府受動喫煙防止対策 https://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/judoukitsuen/index.html

標識リーフレット・資料

受動喫煙防止対策（健康増進法・府受動喫煙防止条例）
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ポスター

その他

●飲食店への喫煙室設置補助金
（条件等あります）

●屋外分煙所の整備支援

https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/
https://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/judoukitsuen/index.html


《活動方針》
●みんなで健活 「健活１０」に掲げる健康づくり活動を府民“みんな”に取り組んでもらえるよう働きかけます。
●公民で健活 公民の多様な団体の参加と構成団体の具体的な活動により、健康づくり活動への支援機会を充実します。
●ひろげる健活 構成団体の支援活動を“見える化”し、交流を通じて、連携と協働の輪を広げます。

《主な活動》
●参画団体が一堂に会する総会を開催
●参画団体間の交流や取組み共有、情報交換を図るイベント等を開催
●参画団体間の産学官協働により、一体的なプロモーション展開を促進
●ホームページやメーリングリスト等を活用して健活会議や参画団体の情報を発信

★参画団体募集中！
健活会議の趣旨及び活動方針にご賛同いただくとともに、府民の健康
づくり活動に取り組んでおり、府内に活動拠点を有する団体が入会で
きます
⇒健康イベントなど「健活10」HPで紹介（告知）します
⇒健康イベントなど健康情報を入手できます
⇒健康づくりを推進する団体としてイメージアップにつながります
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入会方法はこちら▶
https://www.pref.osaka.lg
.jp/kenkozukuri/kenkatsu_
community/index.html



〇 「健活10」のキャッチコピー、ロゴマークを
ご活用ください

（使用例）
健康づくり関連の取組みに関連する
・ポスター、チラシ、冊子等に掲載
・ホームページ等Webサイトに掲載
・グッズ、啓発資材等に掲載
・イベント会場でのスクリーン、
テレビ画面に表示 など

©2014 大阪府もずやん

☞「健活10」使用管理要領・申請はこ
ちらから

https://www.shinsei.pref.osaka.lg.jp/
ers/input?tetudukiId=2018100019

ご清聴ありがとうございました！
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