
札幌市生涯歯科口腔保健推進計画の進捗状況(Ｒ１年度）について

１ 成果指標(１７指標）

資料

２ 取組一覧 別紙のとおり

３ Ｒ１年度に実施した主な事業

基本施策 歯と口の健康づくりを推進するための環境を
整備します

⑴ 災害時の避難所における歯科保健対策を検討するた
め検討委員会を開催し、災害時に必要な口腔ケアについ
ての手引き書を作成

４ 昨年度の進捗状況報告以降の取組と今後の取組について

・災害時の避難所における歯科保健対策の検討結果を受け、
手引書を作成した。

・障がい者（児）に対する歯科保健の取組は、施設巡回歯
科保健指導、歯科健診事業を開始した。

・計画の評価指標については、目標値に向かって推移して
いる指標もあるが、目標値から遠ざかっている指標もあ
る。次年度以降、目標達成に向けて引き続き様々な取組
を行う。

・今後に向けては、医科歯科連携の推進に向けた取組を検
討予定。

重点施策① かかりつけ歯科医をもつ人を増やします

⑴ かかりつけ歯科医普及啓発（大型ポスターの掲示）
令和１年11月4～10日 地下鉄南北線大通駅

（健康さっぽろ２１の推進に関する包括的連携協定企業と連携）

重点施策② むし歯や歯肉炎のない子どもを増やします

⑴ むし歯の多い区でのモデル事業の継続
フッ化物歯入り歯磨剤の利用促進

⑵ さっぽろ８０２０セミナーキッズ編の実施
キッズ編 52回 683人 学童編 5回 121人

⑶ 小学生へ普及啓発
小学１年生への「健口ノート」の配布(6月配布）

※今年度の進捗状況報告をもって、本計画の中間評価に振り替えることとする。

現状値 実績値 評価 目標値

計画策定時 平成35年度

かかりつけ歯科医のいる1歳６か月児の割合 32.0% 35.5% Ａ 45%

かかりつけ歯科医のいる３歳児の割合 65.9% 71.0% Ａ 75%

定期的に歯科健診を受ける人の割合（18歳以上） 19.2% 37.5% Ａ 30%

むし歯のない3歳児の割合【健】 83.3% 88.5% Ａ 90%

むし歯のない12歳児の割合 【健】 54.5% 60.3% Ａ 65%

むし歯になるおそれがある1歳6か月児(O2型）の割合 32.9% 32.3% Ｂ 20%

歯肉炎のある12歳児の割合 2.6% 1.8% Ａ 2%

妊婦歯科健診受診率 4.3% 5.0% Ａ 8%

40歳で歯周炎を有する人の割合【健】 48.5% 47.7% Ｃ 37%

50歳で歯周炎を有する人の割合 53.5% 54.4% Ｃ 45%

60歳で歯周炎を有する人の割合【健】 55.4% 57.5% Ｃ 45%

60歳で24本以上歯を有する人の割合【健】 79.7% 85.7% A 90%

さっぽろ市歯周病検診の受診率 1.9% 3.37% Ａ 10%

自分の歯を20本以上有する70歳以上の人の割合 39.7% 42.6% Ａ 50%

口腔がんを自分で発見できることを知っている人の割合（60歳以上） 33.6% 34.2% Ｂ 50%

70歳代で咀嚼が良好な人（咀嚼良好者）の割合【健】 ー
66.3%
(29年度）

Ｄ 75%

70歳代で飲み込む機能が良好な人の割合 ー
74.8%

（29年度） Ｄ 85%

【健】：「健康さっぽろ21（第二次）」「歯・口腔の健康」指標
塗りつぶしは毎年度評価指標を算出する指標
Ａ：目標値に向かって推移(10） Ｂ：変化なし（2） Ｃ：目標値から遠ざかっている（3） Ｄ：評価できない（2）

高齢になっても自分の歯を有
し、食べる力が良好な人を増
やします

施 策 指 標

かかりつけ歯科医をもつ人を
増やします

むし歯や歯肉炎のない子ども
を増やします

むし歯や歯周病のある人を
減らします

令和１年度



札幌市生涯歯科口腔保健推進計画取組一覧

強化 かかりつけ歯科医の普及啓発活動 企業との連携によるイベントの実施 市民 保）保健所 H２９年度実施

強化 かかりつけ歯科医の普及啓発活動 歯と口の健康づくりに関するホームページの充実 市民 保）保健所 通年

強化 かかりつけ歯科医の普及啓発活動 かかりつけ歯科医普及講演会の開催 市民 保）保健所 H２９年度実施

強化 かかりつけ歯科医の普及啓発活動 かかりつけ歯科医普及リーフレット作成 市民 保）保健所
乳幼児向けのﾘｰﾌﾚｯﾄ作成
（１０か月児健診時配布）

強化 かかりつけ歯科医の普及啓発活動 掲示物による普及啓発 市民 保）保健所
Ｒ１.11.4～10
地下鉄大通駅大型ポスター掲出

強化 歯と口相談窓口の周知 保健所が「歯と口の相談窓口」であることの周知 市民 保）保健所 通年

継続 乳幼児歯科健診 １歳６か月児・３歳児・５歳児を対象に歯科健診、歯科保健指導を実施
１歳６か月児
３歳児
５歳児

保)保健所
区）保健福祉部

１６健：12,109人1.2％02型：32.3％
３健：12,442人11.5％
５歳：582人

継続 むし歯予防教室の実施 各区保健センターにおいて１～２歳児を対象にむし歯予防に関する教室を開催 １～２歳児
保)保健所
区）保健福祉部

82回　671人

強化 区の状況に対応したむし歯予防対策 むし歯の多い区におけるモデル事業の実施 １歳6か月児
保)保健所
区）保健福祉部

手稲区

継続 フッ化物の利用促進 フッ化物塗布実施医療機関名簿の配布（１歳６か月児歯科健診時配布） １歳６か月児
保)保健所
区）保健福祉部

歯科健診時通年配布

新規 さっぽろ8020セミナー　キッズ編
児童会館・各種子育てサロンなどで乳幼児・学童を対象に
歯と口の健康づくりについて保健指導

乳幼児・学童
保）保健所
子）子ども育成部
　　子育て支援部

乳幼児編：52回　683人
学童編：5回　121人

継続 学校歯科健診 小中学生を対象に歯科健診を実施 小中学生 教）学校施設担当部 実施

新規 小中学生への情報提供 歯と口の健康ノートの配布 小学1年生
保)保健所
教）学校施設担当部

6月配布

継続 小中学生への情報提供 歯の健康に関するリーフレットの配布
小学３年生
中学1年生

教）学校施設担当部 配布

施策 種別 事業名 事業内容 対象者
所管課
（関係課）

取組状況
（Ｒ１年度）

かかりつけ歯科医を
持つ人を増やします

（重点施策）

むし歯や歯肉炎のない
子どもを増やします

（重点施策）

別紙



施策 種別 事業名 事業内容 対象者
所管課
（関係課）

取組状況
（Ｒ１年度）

継続 妊婦歯科健診 歯科健診と保健指導 妊婦
保)保健所
区）保健福祉部

112回　728人

継続 妊婦歯科健診受診勧奨 母子手帳交付時に歯科健診受診勧奨チラシの配布 妊婦
保)保健所
区）保健福祉部

母子健康手帳交付時通年配布

継続 母親教室 母親教室時の保健指導の充実と歯科健診受診勧奨 妊婦
保)保健所
区）保健福祉部

80回　885人

継続 歯周病検診 40.50.60.70歳の市民を対象に歯科健診と歯科保健指導を実施（指定医療機関）
40.50.60.70歳の
市民

保）保健所 3,813人受診　受診率3.46％

新規 さっぽろ8020セミナー　高齢者編 高齢者を対象として食べる力の維持・向上についての保健指導 高齢者 保）保健所 5回　108人

継続 口腔がん検診 歯と口の健康週間イベント時に口腔がん検診を実施 市民 保）保健所 .06.01実施55名

継続 口腔がん予防普及啓発 口腔がんの早期発見のために自己観察法を普及啓発 市民 保）保健所 各種イベント時自己観察票の配布

継続 高齢者口腔ケア研修事業
介護施設の医療介護職員及び要介護高齢者の家族を対象に口腔ケア等につい
て研修会を実施

施設職員・介護者
保）保健所
保）高齢福祉部

8回　372人

新規 医科歯科連携に係る検討 歯周病と糖尿病に関する医科歯科の連携体制の検討とモデル実施 医科歯科関係者 保）保健所 今後検討

新規 歯科と介護の連携に係る検討 歯科と介護関係者の連携体制の実態把握と対応策の検討 歯科介護関係者
保）保健所
保）高齢福祉部

今後検討

新規 災害時の口腔ケア対策 災害時に必要な口腔ケアについて手引書を作成のための検討 市民 保）保健所
Ｒ１年度検討会1回開催
手引き書作成

新規
障がい者(児）入所施設における歯科保健支

援事業
障がい者(児）入所施設に入所の障がい者(児）の歯科受診などの状況調査および
歯科健診・保健指導の導入支援事業

施設入所の障がい者(児）
施設職員

保）保健所
保）障がい福祉部

実施に向け検討
（Ｒ２年度実施）

新規 札幌8020推進員の養成 歯と口の健康づくりに参加する市民のボランティア養成 市民 保）保健所 今後検討

むし歯や歯周炎のある人
を減らします
(基本施策）

高齢になっても自分の歯
を有し、食べる力が良好

な人を増やします
(基本施策）

歯と口の健康づくりを
推進するための
環境整備をします
（基本施策）


