
80 

第５章 参考資料 

１ 和歌山市の健康寿命算出に用いた定義と数値 

定  義：日常生活動作が自立している期間の平均 

算出方法：「厚生労働研究 健康寿命のページ」に掲載されている「健康寿命の算定プログラム」

を使用。 

算出に用いた和歌山市の基礎資料 

人口 
◆住民基本台帳の人口（各年９月末現在） 

※男女別５歳階級別の総人口を使用 

死亡数 ◆人口動態統計 

不健康割合の分母 
◆０～６４歳…人口 

◆６５歳以上…介護保険の第１号保険者数（各年９月末現在） 

不健康割合の分子 
◆０～３９歳…０ 

◆４０歳以上…要介護２～５の認定者数（各年９月末現在） 
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２ 中間評価に当たって実施した調査 

（１）和歌山市が実施主体の調査 
 

調査名 ５歳児相談アンケート調査（2017（平成 29）年度） 

対象 市内の公私立の幼稚園、保育所、認定こども園に通う５歳児クラスの幼児 

方法 各幼稚園・保育所・認定こども園を通じて保護者に配布・回収 

回収数 5,155 件 

 
調査名 和歌山市生活習慣調査（2017（平成 29）年度） 

対象 
①市立保育所３歳～５歳児クラスの幼児とその保護者 
②小学生③中学生④高校生（各学年３００人程度） 

方法 各保育所・学校を通じて直接配布・回収 

回収数 

①  673 人（３歳児クラス 221 人､４歳児クラス 221 人､５歳児クラス 229 人､クラス不明 2人） 
②1,734 人（１年生 268 人､２年生 272 人､３年生 287 人､４年生 317 人､５年生 297 人､６年生 293人） 
③  902 人（１年生 361 人､２年生 251 人､３年生 290 人） 

④  926 人（１年生 317 人､２年生 313 人､３年生 296 人） 

 
調査名 市政世論調査（2016（平成 28）年度・2017（平成 29）年度） 

対象 満 18歳以上の男女 2,000 人 

方法 郵送による配布・回収 

有効回収数 
2016（平成 28）年度 1,026 人（有効回収率 51.3％）（内､20 歳以上 985 人） 
2017（平成 29）年度 1,027 人（有効回収率 51.4％）（内､20 歳以上 1,006 人） 

 
調査名 和歌山市介護予防・日常生活圏域ニーズ調査（2017（平成 29）年度） 

対象 要介護認定を受けていない 65 歳以上の方 4,800 人 

方法 郵送による配布・回収 

回収数 2,747 件（回収率 57.2%）（65～74歳 1,588 人､75 歳以上 1,159 人） 

 
調査名 和歌山市透析療法受療者調査（2017（平成 29）年３月末現在） 

対象 平成 29 年３月 31 日現在、透析を受けている患者（在宅透析患者含む） 
※医療機関が回答 

方法 透析医療機関（市内 17か所、市外近隣 4か所）に配布・回収 

回収数 透析医療機関 21 件（患者数 1,136 人） 

・乳幼児健康診査アンケート、２歳６か月児歯科健康診査、３歳児健康診査 
・妊娠届出時アンケート 
・歯周病検診、がん検診 

（２）その他の調査 
 

調査名 県民健康・栄養調査（2016（平成 28）年） 

実施主体 和歌山県 

対象 30 単位区の 1,066 世帯及び 2,492 世帯員（内、和歌山市 11単位区 354 世帯） 

方法 
＊関連調査のみ抜粋 

①栄養摂取状況調査、②生活習慣・健康意識調査：訪問等で直接配布・回収 

調査世帯数 
603 世帯（内、和歌山市 167 世帯） 
和歌山市①160 世帯 363 人②376 人（内､20 歳以上は､①318 人②326 人） 

・定期健康診断結果報告書、児童生徒の体力・運動能力調査（和歌山県教育委員会） 
・特定健康診査（国民健康保険組合、全国健康保険協会和歌山支部） 
・介護保険事業状況報告、人口動態統計（厚生労働省） 
・学校基本調査､児童生徒の問題行動･不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査（文部科学省） 
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３ 和歌山市健康わかやま２１推進協議会条例 

（設置） 

第１条 本市に、和歌山市健康わかやま２１推進協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

 （所掌事務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。 

（１）２１世紀における市民健康づくり運動（第３号において「健康わかやま２１」という。）の

基本計画（次号において「計画」という。）に基づく措置の進捗の状況について検証するこ

と。 

（２）計画の案について調査審議し、市長に意見を述べること。 

（３）その他健康わかやま２１の推進に関し市長が必要と認める事項 

 （組織） 

第３条 協議会は、委員２０人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。 

（１）保健及び医療に関する学識経験を有する者又はその関係者 

（２）地域組織団体が推薦する者 

（３）関係行政機関の職員 

（４）市職員 

（５）その他市長が必要と認める者 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、２年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

 （会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理

する。 

 （会議） 

第６条 協議会の会議（以下この条において単に「会議」という。）は、会長が招集する。ただ

し、委員の全員が新たに委嘱され、又は任命された後最初に招集すべき会議は、市長が招集す

る。 

２ 会長は、会議の議長となる。 

３ 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。 

４ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

５ 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して会議への出席を求め、その意見

若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。 

 （守秘義務） 

第７条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

 （庶務） 

第８条 協議会の庶務は、健康局健康推進部において処理する。 

 （委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って

定める。 

   附 則 

 この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 
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４ 和歌山市健康わかやま２１推進協議会委員名簿 

 氏名 所属等 

会長 宮﨑 孝夫 和歌山市医師会会長 

副会長 森岡 郁晴 和歌山県立医科大学 保健看護学部教授 

委員 阪井 哲司 和歌山市薬剤師会会長 

委員 渕野 征四郎 和歌山市老人クラブ連合会副会長 

委員 和中 美喜夫 和歌山市歯科医師会会長 

委員 川村 護 ＮＰＯ法人日本健康運動指導士会 和歌山県支部長 

委員 石井 太郎 和歌山市自治会連絡協議会会長 

委員 堰本 信子 和歌山市女性会議連絡会会長 

委員 瀬戸 美行 和歌山市食生活改善推進協議会会長 

委員 上村 味加 和歌山商工会議所 総務部参事 

委員 伊藤 智子 和歌山県栄養士会理事 

委員 東 睦広 日本赤十字社和歌山医療センター 精神科部長 

委員 南 弘一 和歌山県立医科大学 小児成育医療支援室講師 

委員 坂田 滋樹 和歌山市保育所保護者会連合会副会長 

委員 長谷 綾子 和歌山市小学校ＰＴＡ連合会副会長 

委員 田邊 邦規 和歌山市中学校ＰＴＡ連合会会長 

委員 秋山 雅子 和歌山県養護教諭研究会 和歌山支部長 

委員 津守 和宏 和歌山市教育局長 

委員 佐伯 正季 和歌山市健康局長 

委員 永井 尚子 和歌山市保健所長 

（敬称略）（順不同）（平成 31 年 3 月現在） 
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５ 和歌山市健康わかやま２１（第２次）中間評価の経過 

 開催年月日 議 題 

第 15 回 平成 30 年４月 26 日（木） 
●中間評価報告書の骨子（案）について 

●「栄養・食生活」分野の評価について 

第 16回 平成 30 年８月 30 日（木） 

●「身体活動・運動」分野の評価等について 

●「健康管理と重症化予防」分野の評価等について 

●「介護予防」分野の評価等について 

●「地域の絆」分野の評価等について 

第 17回 平成 30 年 11 月 15 日（木） 

●前回まで協議した分野の評価等について 

●「こころの健康」分野の評価等について 

●「たばこ」分野の評価等について 

●「アルコール」分野の評価等について 

●「歯と口腔の健康」分野の評価等について 

第 18回 平成 31 年２月 28 日（木） 
●中間評価報告書（最終案）について 

●中間評価後の取組の推進について 
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