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「宮古市歯と口腔の健康づくり基本計画」中間評価について(概要版) 

 

Ⅰ 計画の概要について 

１ 計画の目的 
   「宮古市⻭と⼝腔の健康づくり条例」に基づき、⼝腔の健康づくりに関する施 

  策を総合的かつ計画的に推進するために策定したものです。 

 

２ 基本理念 
   ⻭と⼝腔の健康づくりによって、市⺠が⾷事や会話といった⼝腔の機能を最⼤ 

  限に発揮し、一生涯にわたりいきいきと安心して豊かで幸せな生活を送ることを 

目指します。 

 
３ 計画の期間 

   計画の期間は、平成 26年度から平成 35年度までの 10年間です。計画策定の 
中間年度(平成 30年)に進捗状況の評価を⾏い、⽬標数値の達成状況について確認 
します。 

 

４ 計画の位置づけ 
   ⻭科⼝腔保健の推進に関する法律第 13 条第 1 項に基づく市町村⻭科⼝腔保健 

  推進計画であり、宮古市総合計画及び宮古市地域福祉計画の個別計画に位置づけ 

られ、「第２次いきいき健康宮古 21 プラン」「第２次宮古市食育推進計画」と整 

合性を保った計画とします。 

 

５ 基本目標 
噛
か

み噛
か

みで 元気⻑⽣き ⻭っぴぃ〜笑顔
スマイル

 

 
６ 基本方針 

「むし⻭や⻭周病の予防」「口腔機能の獲得・維持・向上」「⻭科健康診査、⻭ 

科医療を受けやすい環境づくり」「社会環境の整備（災害時含む）」の４つの方針 

  に基づき、具体的な施策を進めます。 

 

７ 施策の方向性 
「ライフステージ別の取り組み」「⻭と⼝腔の健康づくりと⾷育」「災害時の⻭ 

科保健」の 3つの施策を掲げ、市⺠の役割、市⺠の役割を⽀えるための関係機関 

及び⾏政の役割を定め推進します。 
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Ⅱ 中間評価の目的と方法 
１ 中間評価の目的 

   平成 30年度に中間評価を⾏い、⽬標項⽬の進捗状況や取り組み状況の成果を 

検証し、⽬標年度に向けて充実・強化すべき取り組みの整理を⾏います。 

 

２ 中間評価の方法 
国の「⻭科⼝腔保健の推進に関する基本的事項」評価の⽅法に準じて、各目標 

の指標達成状況について、策定時の値と直近値を比較し、その達成状況により、 

５段階（a1、a2、b、c、d）で評価しました。 

 

a１ 改善しており、目標を達成している 

a２ 改善しているが、目標は達成していない 

b  変わらない 

c  悪化している 

ⅾ  設定した指標⼜は把握⽅法が異なるため評価が困難 

 

Ⅲ 中間評価の結果 
１ 具体的指標の目標値達成状況等の評価 

  ５つのライフステージの全指標 20 項目について、その達成状況を評価した結果
は下表のとおりです。 

 

策定時の値と直近値を比較 項目数 

a１ 改善しており、目標を達成している ９(45.0％) 

a２ 改善しているが、目標は達成していない ４(20.0％) 

b  変わらない  ３(15.0％) 

c  悪化している ４(20.0％) 

ⅾ  設定した指標⼜は把握⽅法が異なるため評価が困難 － 

合    計 ２０(100％) 

 

 

策定時の値と 

直近値を比較 



基準値
中間

実績値
目標値

(Ｈ24） (Ｈ29） （変更前）

100%

（95%）

72%

（65%）

15%

（20%）

78%

（75%）

①障がい(児)者施設におけ
る歯科健康診査の実施割合

50.0% 50.0% 60% 100% b

100%

(71.4%)

③協力歯科医のいる施設数
（介護施設等）

6施設 7施設 増加 増加 a1

　　　＊ 目標値を変更したもの

②について
・保健師による電話や訪問等の切れ目ない支援や
家族と地域の理解を深める取り組み
・ハロー赤ちゃん教室等での支援強化

③について
・正しい仕上げ磨きと歯間清掃用具使用方法の指
導強化と歯磨きボランティア事業の継続
・補食や飲料や菓子についての正しい知識の普及
を継続

⑤について
◎かかりつけ歯科医を持つことの必要性を周知徹
底（特に管理が良好な方に対し強化）
◎未就園児歯科健康診査事業

◎フッ化物洗口事業

①②③について
◎フッ化物洗口事業（Ｈ32年までに市内全小中学
校で実施）
・成人期の歯肉炎予防を視野に入れた歯科保健指
導
・歯科健康診査、歯科保健指導の継続

①⑤⑥⑦について
◎事業所での歯科健康教育
◎40歳と50歳成人歯科健康診査未受診者への再受
診勧奨
・幼児歯科健康診査・健康相談で親子歯科健康診
査を勧奨
◎60歳と70歳歯科健康診査事業で口腔機能向上と
保持についての知識普及。受診後の要観察者や要
精密者へ継続した口腔管理勧奨通知
・地区歯科健康教室での体験型指導の継続

③について
基準値から改善していない。
特に２歳６か月から３歳にかけ
てむし歯のない人の割合が急激
に減少するので正しい手技の仕
上げみがきや歯間清掃用具を
使ったむし歯予防が行われてい
ないと考える。

⑤について
中間目標値から離れた数値に
なっている。口腔内の管理がよ
い家庭であってもかかりつけ歯
科医を持つ必要があることの認
識が低いと考える。

②について
・妊婦の喫煙をなくす取り組みが必要。

①③は順調に改善している。

②は基準値からは大きく改善し
ているが中間目標値には達して
いない。
乳幼児期から学齢期にかけての
取り組みの成果といえるが、更
なる強化も必要。

①について
中間目標値から離れた数値に
なっている。仕事が忙しく、歯
科受診の優先度が低くなってい
ると考える。

⑤⑥について
中間目標値から離れた数値に
なっている。歯磨きが行われて
いても、正しい歯磨きや良好な
口腔機能の維持管理がなされて
いないと考える。

⑦について
基準値から改善していない。
成人期以降の歯の喪失の原因が
歯周病によるものが多く、定期
的に歯科健康診査を受けて予防
することが大切との認識が低い
と考える。

①について
・歯間清掃用具による歯周病予防の効果や喫
煙及び受動喫煙による歯・口腔に生じる健康
被害、歯周病が健康に及ぼす影響について、
特に働き盛り年代を対象に普及啓発を強化す
ることが必要。

⑤⑥について
・歯肉の衰えや唾液分泌減少による歯周炎の
増加に対し、正しいケアの仕方や定期的な受
診の必要性について普及啓発することが必
要。

⑦について
・かかりつけ歯科医を持ち、定期的な歯科健
康診査や歯科保健指導を受ける成人や高齢者
を増やす取り組みが必要。

①②とも目標に近づき、順調に
改善している。
妊娠期の歯と口腔の健康づくり
についての理解が深まっている
と考える。

39.2% 38.7% 53% 65% b

10% c

26.8% 23.9% 35% 40% c

a2

29.4% 43.2% 40% 50% a1

⑦定期的に歯科健康診査を
受けている人の割合

21.0% 41.4% 18% 15%

60.5% 75.9% 70%

52.6% 37.9% 30% 10%

15.9% 19.7% 13%

③40歳で未処置歯を有する
人の割合

④60歳で24本以上の自分の
歯を有する人の割合

⑤65歳以上で口腔機能の低
下がある人の割合

①1歳６か月児歯科健康診査
でむし歯のない人の割合

②1歳６か月児で仕上げみが
きをしてもらっている人の
割合

③３歳児歯科健康診査でむ
し歯のない人の割合

⑥80歳で20本以上の自分の
歯を有する人の割合

23% a1

①40歳で進行した歯周炎を
有する人の割合

②40歳で喪失歯のない人の
割合

c

a1

60% a1

1.55本 1.24本 1.2本 0.8本 a2

①中学１年生で永久歯のむ
し歯のない人の割合

②中学１年生一人あたりの
永久歯のむし歯本数

③高校３年生で歯肉炎のあ
る人の割合

53.4% 68.6%

27.4% 16.3%

100%

85.9% 85.0% 93% 100%

90.6% 96.6% 93%

99% 100%

88.2% 95.9% 95%

今後の取り組み
（◎は重点的な取り組み、　は新規事業）

（５）
要
援
護
者
等

（２）
乳
幼
児
期

（３）
学
齢
期

（４）
成
人
期

②について
・１人あたりのむし歯の多発を防ぐために、
歯磨き・補食・定期的な歯科健康診査につい
て家族間で共通認識を持つことが必要。
・学齢期に培われた歯と口腔の健康を維持す
る力が、成人期まで継続実践されるための取
り組みが必要。

・施設として歯科健康診査を行う必要性があ
ることについての理解が必要。

①について
基準値から改善していない。歯
科健康診査を学校や個人に任せ
ており、施設として歯科健康診
査を行うことの重要性が低いと
考える。

・施設として取り組むことの重要性について普
及。多職種連携を強化。

評価
区分

④３歳児で甘い食べ物や飲
み物をおやつとして1日２回
以下にしている人の割合

a2

a1

b

a1

56% 65% a1

4.6%

②介護施設等における歯科
健康診査の実施割合

28.6% 71.4% 30% a1

２ 指標の達成状況、評価・課題及び今後の取り組み

③について
・特に２歳６か月から３歳に向けてむし歯予
防の強化が必要。

⑤について
・むし歯がなくても定期的に歯科健康診査を
行っていけるよう、かかりつけ歯科医での継
続管理につなげることが重要。
・保護者自身の歯と口腔に関する正しい知識
を普及し、家族ぐるみでかかりつけ歯科医を
持つことを普及啓発することが必要。

主な項目の評価 課題中間
目標値指　標

ラ
イ
フ

ス
テ
ー

ジ

①妊婦歯科健康診査を受け
る人の割合

②妊婦の妊娠中の喫煙する
人の割合

（１）
妊
娠
期

46.7% 59.3%

31.9% 44% 50% c
⑤３歳児でかかりつけ歯科
医のいる人の割合

98.0% 98.5%

3.1% 2.3% 0% a2

37.0%
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