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４ 青年期・壮年期の状況 

（１）肥満 

 20歳代で10.9％、30歳代で21.9％、40歳代で28.0％、50歳代で29.1％、60～64歳で

28.5％（男女計）が肥満（BMI25以上）で、その割合は30歳代から50歳代にかけて増加して

おり、特に男性の増加が目立ちます。 

 壮年期のメタボリックシンドローム 
※１

該当者・予備群の割合は28.1％で、県より低く、国

より高い状況です。 

（図表28）肥満の人の割合（ＢＭＩ25以上） 

     ～50歳代の男性の約３人に１人は肥満傾向～ 

資料：平成28年度福島市民の健康と生活習慣調査 

（図表29）メタボリックシンドロームの該当者・予備群の割合～国より高い状況～ 

資料：市：福島市国保年金課 平成27年度国保特定健診実施報告 

   県・国：厚生労働省「特定健康診査･特定保健指導・メタボリックシンドロームの 

       状況（都道府県別一覧）」より平成27年度市町村国保のデータを集計 

資料：福島市国保年金課 平成28年度特定健康診査 

青年期 壮年期 

 

（％） （歳） 

BMI(体格指数)：体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)で算出する。成人の肥満度を判定する。 

       【基準値】18.5～24.9がふつう、18.4以下がやせ、25.0以上が肥満 

※１メタボリックシンドローム： 

 ウエスト周囲径（おへその高さの腹囲）が男性85㎝女性90㎝を超え、高血圧・高血糖・脂質代謝異常の３つのうち
２つに当てはまるとメタボリックシンドローム該当、１つに当てはまると予備群となります。メタボリックシンド
ロームは動脈硬化を進め、危険因子の重なりの数が増えるほど、動脈硬化性疾患（特に虚血性心疾患）を発症させる
危険度が高まります。 
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（２）栄養・食生活 

 1日３食食べる人の割合は、年齢が上がるほど増加しています。野菜を毎日食べる人の割

合も青年期、壮年期ともに増加しました。また、甘い物をほとんど毎日食べている人の割合

も青年期、壮年期ともに増加しています。 

（図表30）一日３食食べる人の割合   ～年齢が上がるほど高い傾向～ 

（図表31）ほとんど毎日緑黄色野菜を食べる人の割合 

     ～緑黄色野菜を食べる人は増加～ 

（％） 

資料：平成28年度福島市民の健康と生活習慣調査 

（％） 

0 ～ ～ 

資料：福島市民の健康と生活習慣調査 

（年代） 
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（図表32）甘い物をほとんど毎日食べる人の割合 ～青年期・壮年期ともに増加～ 

資料：福島市民の健康と生活習慣調査 

（％） 
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（３）運動習慣 

 運動習慣のある人の割合は青年期、壮年期ともに増加しており、特にほとんど毎日運動す

る人は平成23年度より青年期、壮年期ともに増加しています。 

（図表33）週に２回以上運動する人の割合 ～運動習慣のある人は増加～ 

資料：福島市民の健康と生活習慣調査 

（４）ストレス 

 ストレスを感じている人の割合は、年々増加し、特に青年期の割合が高い状況にあります。 

（図表34）ストレスをとても感じている人の割合 

     ～ストレスを感じている人は増加～ 

資料：福島市民の健康と生活習慣調査 

（％） 

（％） 



24 

（５）喫煙 

 20歳以上の市民のたばこを吸う人の割合は、国や県に比べ低い状況にあります。また、

現在たばこを吸っている人のうち、62.7％の人が「たばこをやめたい」と思っています。 

（図表35）たばこを吸う人の割合 ～男女とも国や県より低い状況です～ 

   （図表36）禁煙の意思 

     ～たばこを吸っている人のうち、約６割の人が「禁煙したい」～ 

資料：市：平成28年度福島市民の健康と生活習慣調査（年齢20歳以上） 

   県：平成28年国民生活基礎調査（年齢20歳以上） 

   国：平成28年国民健康･栄養調査（年齢20歳以上） 

資料：平成28年度福島市民の健康と生活習慣調査 

注）20～84歳の現在喫煙している者で集計 

（％） 
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（６）飲酒 

 お酒をほとんど毎日飲む人の割合は、青年期・壮年期ともに減少傾向にあります。 

 ほとんど毎日飲む人のうち、適正飲酒を超える１合以上を飲んでいる人の割合は、青年期で

73.0％、壮年期で76.2％でした。 

（図表37）ほとんど毎日、お酒を飲む人の割合 

     ～ほとんど毎日、お酒を飲む人は減少しています～ 

資料：福島市民の健康と生活習慣調査 

資料：平成28年度福島市民の健康と生活習慣調査) 

（図表38）ほとんど毎日、お酒を飲む人の一日平均飲酒量           

      ～ほとんど毎日飲む人のうち、７割以上が毎日１合以上飲酒～ 

（％） 

※無回答数を除く 

（％） 
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（７）歯の健康 

 一日３回以上歯みがきをする人は、平成23年度に増加しましたが、平成28年度では青年

期・壮年期ともに減少し、約３割となっています。 

（図表39）一日３回以上歯みがきをする人の割合      

     ～一日３回以上歯みがきをする人は減りました～ 

資料：福島市民の健康と生活習慣調査 

（８）がん 

 がん検診受診率は、「肺がん」「大腸がん」「乳がん」はわずかに上昇しています。「胃がん」

「子宮頸がん」と「前立腺がん」は横ばいで経過しています。 

 精検受診率は「胃がん」「乳がん」「子宮頸がん」は平成27年度の結果では90％を超えています

が、「大腸がん」の精検受診率は低い状況が続いています。 

    （図表40）がん検診受診率 

     ～肺がん・大腸がん・乳がんの受診率はわずかに上昇しています～ 

資料：福島市市民検診 胃・大腸・肺がん検診は40歳～／子宮頸がん検診は20歳～／前立腺がん検診は55～74歳で算出 

（％） 

0 
～ ～ 

～ ～ 
 0 

～
 

（％） 

～
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（図表41）がん検診精検受診率 

     ～胃がん・乳がん・子宮頸がんの精検受診率は90％を超えています～ 

資料：福島市市民検診 

（％） 

～ ～ 
0 ～

 
～

 
注）前立腺がん検診は平成19年度から実施のため、平成17年度はデータなし。 
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５ 高齢期の状況 

（１）高齢化率の推移 

 本市の高齢化率は全国平均より若干高く、県より低い状況で推移しています。本市でも全国

同様、高齢化が急速に進んでいます。 

    （図表42）高齢化率の推移～４人に１人が高齢者～ 

（２）要介護（要支援）認定者数の状況 

 要介護認定者数は年々増加し、高齢者人口に対する要介護（要支援を含む）認定者数率も増加す

る傾向にあります。 

（図表43）要介護認定者数の推移～高齢者の約５人に１人が要介護認定を受けています～ 

資料：福島市市民課 住民基本台帳（各年10月１日現在） 

区分／年度 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 

第1号被保険者数（65歳以上）①（人） 70,212 72,711 74,806 76,771 78,646 

要介護認定者数②(人) 13,425 14,322 15,306 15,705 15,960 

  

要支援1 1,817 1,978 1,986 1,954 1,881 

要支援2 1,823 1,941 2,213 2,185 2,162 

要介護1 2,383 2,703 3,120 3,211 3,288 

要介護2 2,553 2,675 2,761 2,875 2,962 

要介護3 1,739 1,831 1,934 2,054 2,149 

要介護4 1,632 1,677 1,686 1,759 1,896 

要介護5 1,478 1,517 1,606 1,667 1,622 

要介護認定者率（②／①）% 19.1% 19.7% 20.5% 20.5% 20.3% 

      

0 
～ ～ 

資料：福島市長寿福祉課 （各年10月１日現在） 

（％） 
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（３）寝たきり高齢者の状況 

 平成28年度高齢者調査結果によると寝たきり高齢者は922人でした。その原因の第１位は脳血

管疾患です。 

（図表44）寝たきり高齢者の原因 

  ～男女ともに脳血管疾患が一番多く、男性は４割、女性は３割を占めてます～ 

（資料：平成28年度福島市高齢者調査） 
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（４）栄養 

 高齢者の低栄養の基準とされるＢＭＩ20以下の割合は18.2％で、平成23年度よりわずか

に減少しました。 

（図表45）低栄養（ＢＭＩ20以下）の高齢者の割合（65～84歳） 

     ～低栄養高齢者は18.2％～ 

（図表46）80～84歳で20本以上自分の歯がある人の割合 

     ～男女ともに増加しています～ 

（５）歯の健康 

 食品の咀嚼が容易であるとされている残存歯数が20本以上ある80～84歳の割合は、男性

40.7％、女性37.5％で平成23年度より増加しています。 

資料：福島市民の健康と生活調査 

資料：福島市民の健康と生活調査 
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（６）社会参加 

 何らかの地域活動に参加している人の割合は、年代が上がるごとに増加しています。65～

84歳の高齢者が一番高く38.3%となっています。 

（図表47）地域活動に参加している人の割合 

     ～高齢者の約４割は地域活動に参加しています～ 

資料：平成28年度福島市民の健康と生活習慣調査 

% 
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６ 医療の状況 

（１）医療機関の状況 

 本市の医療機関施設数は、平成17年度より病院数は減少し、一般診療所・歯科診療所は増

加しています。病床数では、病院で383床、一般診療所で321床の減少が見られます。今

後、地域医療構想に基づく機能分化と病床削減が進められます。 

（図表48）医療施設数・病床数の推移  

       ～病院数・病床数は減少、一般診療所・歯科診療所施設数は増加しています～ 

（図表49）国民健康保険医療費の推移 ～１人当たりの医療費は年々増えています～ 

資料：福島県県北保健福祉事務所業務概要 

資料：「福島市の国保」より  

（２）国民健康保険医療費の状況 

 本市の平成28年度の国民健康保険加入者の医療費は203.7億円となっています。１人当た

り医療費は322,711円で年々増加しています。 

 内訳をみると、生活習慣病（がん、高血圧症、糖尿病など）に対する医療費は、医療費全

体の38.4％を占めています。 

年度 
施設数 病床数 

病院 一般診療所 歯科診療所 病院 一般診療所 

17 24 260 132 4734 638 

20 21 278 139 4444 461 

23 21 279 145 4436 455 

26 21 274 146 4413 415 

27 21 268 142 4413 352 

28 21 267 143 4351 317 
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（図表50）主な生活習慣病に対する医療費の割合（平成28年度）  

      ～生活習慣病にかかった医療費は全体の４割弱～ 

資料：ＫＤＢ「健診・医療・介護データからみる地域の健康課題」 
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７ 放射線健康管理の状況 

（１）市内の空間線量率の推移 

 原子力災害により放出された放射性物質は、本市では特に平成23年3月15日夜半の雨に

よって地表に落下し、土壌等を広く汚染したとみられます。
※１

                 

 その後の計画的な除染等を経て、市内の空間線量率は減少し、平成29年3月測定の市内各

地区の平均空間線量率は0.21マイクロシーベルト/時で、「福島市ふるさと除染実施計画＜

第2版再改訂＞」の将来目標にあげられている、空間線量率0.23マイクロシーベルト/時を下

回っています。
※２

この数値を平成23年６月測定時と比較すると、84.2%の減少となっていま

す。 

                          ※1 「福島市ふるさと除染実施計画＜第2版再改訂＞」ｐ.1より 

                          ※2         〃              ｐ.5より 

資料：福島市 環境課 放射線モニタリングセンター 

（図表51）市内各地区の空間線量率の推移 

      ～平成23年６月から市内各地区平均でマイナス84.2%の減少～ 

地区 
①平成23年6月測定 
（マイクロシーベルト/時） 

②平成29年3月測定 
（マイクロシーベルト/時） 

増減率（①-②間） 

（％） 

中央 1.59 0.17 -89.30 

渡利 2.23 0.29 -87.00 

杉妻 1.17 0.13 -88.90 

蓬莱 1.55 0.18 -88.40 

清水 1.80 0.17 -90.60 

東部 1.60 0.26 -83.80 

大波 2.24 0.40 -82.10 

北信 1.43 0.21 -85.30 

吉井田 1.19 0.16 -86.60 

西 0.63 0.13 -79.40 

土湯温泉町 0.26 0.06 -76.90 

信陵 1.63 0.23 -85.90 

立子山 1.76 0.30 -83.00 

飯坂 1.05 0.24 -77.10 

茂庭 0.33 0.10 -69.70 

松川 1.16 0.24 -79.30 

信夫 0.91 0.17 -81.30 

吾妻 1.15 0.17 -85.20 

飯野 1.58 0.28 -82.30 

全体平均 1.33 0.21 -84.20 
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（２）外部被ばく・内部被ばく検査 

 原子力災害による放射能汚染を踏まえ、平成23年12月に福島市健康管理実施計画を策

定、外部被ばく・内部被ばくの検査を実施しています。 

 ①個人線量計（ガラスバッジ）による外部被ばく検査 

 平成28年度３か月間測定した3,062人のうち、年間積算線量の推計値で1mSv未満は99.1%

となっています。平成23年度から平成28年度までの結果については、福島市放射能対策ア

ドバイザーや市医師会の医師等で構成された「福島市健康管理検討委員会から、『将来、

放射線によるがんの増加などの可能性は少ない』と判断される」との見解を得ています。 

資料：放射線健康管理課 

※平成23年度は妊婦も含む。 

（図表52）中学生以下の３か月間追加被ばく線量平均値年次推移 

     ～平成23年度以降、減少を続けています～ 

 ②ホールボディカウンタによる内部被ばく検査 

 平成29年３月末現在、受検者全員（延べ153,328人）の預託実効線量
※３

は１mSv未満となっ

ています。平成23年度からこれまでの結果については、福島市健康管理検討委員会より

「健康に影響を与えるような数値ではない」との見解を得ています。  

 

 

 

 ※３ 預託実効線量：成人では50年間、こどもでは70歳までに体内から受ける内部被ばく線量 

（mSv） 
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（３）東日本大震災後の生活習慣の変化 

 東日本大震災後の市民の生活習慣の変化を、平成23年度と平成28年度を比べてみると、

健康の３本柱である「栄養」「運動」「休養」の全てにおいて、「東日本大震災前」と比

べて「現在」が良くなった（「かなり良くなった」「多少良くなった」）と答えた人の割

合が増加しています。 

（図表53）「東日本大震災前」と「現在」を比べ、生活習慣が良くなった人の割合 

        ～震災後５年を経て、生活習慣が良くなっている方が増加しています～ 

【栄養・運動・休養の生活習慣で 

 「かなり良くなった」「多少良くなった」と答えた人の割合（18～84歳）】 

【飲酒・喫煙の生活習慣を「やめた」「減った」と答えた人の割合（18～84歳）】 

資料：福島市民の健康と生活習慣調査 

資料：福島市民の健康と生活習慣調査 

（％） 

（％） 
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（４）健康への放射線の影響の不安 

 健康への放射線の影響の不安を、原子力災害が起きた直後と平成28年度で比べると、

「たくさん」「非常に」不安を感じていた人の割合は減り、「全くない」と答える人の割

合は増加しています。特に中学・高校生は約半数が不安は「全くない」と答えています

が、18～84歳では半数以上が「いくらか」以上の不安を感じています。 

（図表54）健康への放射線の影響について不安を感じている割合 

                （原子力災害直後と平成28年度の比較） 

  ～強く不安を感じていた割合は原子力災害後５年を経て減少していますが、 

     18歳以上の市民は、現在も半数以上の人が何らかの不安を感じています～ 

資料：平成28年度福島市民の健康と生活習慣調査 

（５）放射線に関する知りたいこと 

 中学生・高校生では「放射線について知りたいことがある」と答えた人の割合は25.5%

で、「ない｣という人は73.3%でした。 

（図表55）放射線に関する知りたいことの有無  

               ～知りたいことがある中高生は25.5%～ 

資料：平成28年度福島市民の健康と生活習慣調査 


