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住民主体の健康づくり活動に果たす行政と国保直診の役割
～尿中塩分量測定の取り組みから～

発 表 者 中村 智美 （鳥取県：江府町福祉保健課）

共同研究者 太田 愛里、盛山 絵理、大下 ゆう子、宮脇 圭子、景山 佳余子、松井 英樹、
藤森 史子、武地 幹夫 瀬島 明正
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健診未受診の理由は多岐にわたっており、健

診自体の意義の啓発や医療機関へのアプローチ

など今まで以上に積極的な取り組みが必要であ

ると思われました。また、一般的な啓発活動だ

けではなく、かなり個別的なアプローチをしな

ければ健診受診行動に結びつけることが困難で

あると思われる事例も確認できましたが、個人

的なアプローチでは受診勧奨があれば受診すれ

ばよいといった風潮となる危険性もあり、どう

いった取り組みをしていくべきかより慎重に検

討していかなければならないと感じました。
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１．はじめに
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この春、本町の宮市地区が、目的を持って自

主的に「尿中塩分量測定」に取り組んだ。これは、

本町が目指し取り組んできた、集落を単位とし

た「住民主体の健康づくり活動」の実現である。

このような、健康課題に積極的に取り組む集

落の姿が築けたのは何故か。先駆的集落の成功

要因を分析し、他地区への働きかけに生かすた

め、行政及び国保直診が住民に提供してきた取

り組みを振り返り、成功要因を整理したので報

告する。

２．江府町の概要
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本町は、中国地方最高峰「大山」の南側の麓

に位置する。高地での積雪は３m、町面積の８２．５

％を山林が占め、台地と谷あいに４０集落が点在
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している。町の中心地を国道が走り、県西部経

済圏の中心市街地まで２５kmの距離である。産

業は農業が基盤で、主な産物は米、野菜、和牛、

乳牛等である。

平成２５年３月末時点、人口３，３４５人、高齢化率

４０．５％、世帯数１，１２７戸である。平成１６年５月に

行われた、隣町との合併を問う住民投票では７６

％が反対の意思を示し、単独の道を選択した。

３．宮市地区で行った「尿中塩分量測定」の概要
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宮市地区は、平成２５年３月末時点、人口７８人、

高齢化率４２．３％、世帯数２５戸の地区である。

尿中塩分量測定の実施主体は、地区にある「ト

ンカチ屋さん」というグループで、今年の４月

に実施した。トンカチ屋さんが設定した検査の

対象者は、地区の希望者全員である。

検査は、随時尿に年齢・体重・身長のデータ

を加え、「１日の推定食塩摂取量」を推算するも

ので、国保直診からの外注にて結果を出した。

料金は国保直診が２１０円と設定した。

（１）トンカチ屋さんの紹介
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トンカチ屋さんは、平成１５年９月に設立され

たボランティアグループで、会員数１３名、平均

年齢７３歳である。発起人は健康推進委員２名（男

女各１名）である。発足のきっかけは、同年８

月に町が開催した健康推進委員会で、町から「町

民の健康づくりと地域活性化のためにボランテ

ィアグループを立ち上げて欲しい」と呼びかけ

られたことによる。

活動内容は、集会所や氏神様の掃除、花壇の

手入れといった環境美化活動や、高齢者の生垣

や庭木の剪定といった高齢者の手助け、そして

作業のない時期に教養講座（健康、防災、防犯、

自治問題）を行う等、自分達で内容を考え実践

されている。

運営費は年間１０万円程度であり、町がボラン

ティアグループ立ち上げのために用意した「し

あわせのまちづくり事業補助金（上限３万円）」

や、会費（１人当たり１千円）、作業したお宅か

らの寄付金を財源としている。

トンカチ屋さんの名称は、当時の活動想定が

便利屋のイメージだったので、道具の金槌から

生まれたとのことである。
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（２）トンカチ屋さん「尿中塩分量測定」取り

組みのきっかけ
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きっかけは、「出張福祉保健講座」での国保直

診医師のひと言だった。

「出張福祉保健講座」は平成１８年度から行って

いる。地区を会場とし、テーマ・講師は地区の

要望に応じる。トンカチ屋さんは毎年この講座

を利用されている。

そして、今年１月、講師として招かれた国保

直診医師が、「外来患者さんの尿中塩分量を測

ると、意外と塩分摂取量が少ない人もいる。こ

ういう検査を皆でしてみると面白いかもしれな

いね。」と言ったことに１人の参加者が興味を示

し、「それはどういう検査だ？詳しく教えてく

れ！面白そうだな、みんなでやらいや！」と声

を出した。そしてその方の「保健師さん、企画

書を作ってくれ！」との言葉を受け、グループ

の代表と何度か打ち合わせを重ね、段取りを一

緒に考えた。

（３）尿中塩分量測定を行うにあたって～住民

自身が気付いている課題と工夫～
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� グループ員以外の方が参加しやすい工夫

トンカチ屋さんは、この取り組みを自分達だ

けで行うのはもったいないので地区全体に声を

かけようと考えた。しかし、地区の中にはグルー

プに賛同していない方もある。そこで、グルー

プ員以外の人も参加しやすいよう、申し込み先

を区長にした。また、費用は運営費から払えた

が、グループ員以外の方が気兼ねしないよう自

己負担制とした。

� 働きに出ている人が参加しやすい工夫

この検査は、当日の尿を提出する必要がある。

すると、平日働きに出ている人が参加できなく

なってしまうため、少しでも参加できる人が増

えるよう、国保直診が営業している土曜日から

日にちを選んだ。

� 地区に配る資料の作成は保健師に任せた

“検査の説明を自分達で行うのが難しかった”

ということと、“文章作成は保健師が得意だろ

う”ということで、保健師にその役目を任せた。
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（４）結果説明会の開催
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検査後は結果説明会を開催した。説明会の内

容も代表の方々と事前に打ち合わせをしてい

る。はじめトンカチ屋さんは、「検査後は各自で

減塩に気を付けよう」と考えておられたが、保

健師は、地区全体にこの取り組みを発展させた

いと考えていた。そこで、その考えをお伝えし、

意見交換の場を設定した。その時「血管年齢測

定」を受けたことのある方の話から、この検査

もみんなでしたいということになり、直診医師

へ伝えたところ「いいねぇ」と快諾。しかも料

金は「いらん」と無料で行ってくれた。

（５）トンカチ屋さんのリーダーの紹介

��ÕÎ�ÌD�Ö÷"÷Â

��ÕÎ�ÌDè×

ÏÌDa�8qf

��ÕÎ�ÌDÃÀÄ

ÒÌDaaaqf

��ÕÎ�ÌDZ�Ä��ÅÆ

ÇÌDa�íqf

MNOP#QRSCS�T�UV
W�XYZ[\=]\^:_-`
/abcUdefg�hij\k
lmS-nopc[qrc

Ms>t\uvU
w'xyz
{�-|pcU}�~����=
j,�q��:�U

M&Émnocpê �q�

�.x��a��U9b�=�9
b���U�G�N�\����
�o�����[-��r���
�,������c�U

M���a���U�FG�
�U�r�� ¡p�¢-£
/��cU0� ¡p�¤¥
Fx��¦��U§¨FGq
¤¥©ª8�«¬

M&Émnocpê �q�

®¯q°±/c%'²³-
´µ���qa�¶·S¸�
h¹rcU� �º»���
�b��¼�½¾�¿Àx�
��cU

Mr¼üsUÁv§xÂoÃ[�Ä-�
�UÅÆ{�j�Çq,��ÈjÅÆ
'É¦���cÊo�ËÁ�ÌÍ'�
Î����oÏÐ���Unc���
�Ñ�-ÒÓ�aÔ�cp�Õ Ö×
-ØÙÚ'ÛpcUÑ²ÜPÝ=��
�ÎYÞß'qàár�ËÁn\g
²)²|â-|p�U

M	ãts��\uvUABCDEF
G�äSåRSCS

M¼
��,UæFG-çYèGo´é

uvr�:ê�ë²�ABCDEFG
©�c�U��-Iìoí�'îYc
¨'rc�Uïðñ·r���ò'
ó��������ô�½õ

ここで、トンカチ屋さんのリーダーを紹介す

る。まず、代表 Aさん、７４歳。退職後、民生委

員等を経験。健康推進委員歴は１０年以上。次に

副会長 Bさん、６６歳。主婦。次に紹介する Cさ

んの妻。この方も健康推進委員歴１０年以上。役

場の声掛けがなければ今の団結は無かった、と

言ってくださっている。そして、幹事長兼事務

局の Cさん、７１歳。役場 OB。在職中に培った

経験を大いに活かし、活動をバックアップして

いる。

４．住民活動を支援する保健師の体制について
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（１）「打てばすぐに響くような、この姿勢にと

ても感謝しています」

これは、この春本町で開催された県知事との

意見交換会で、Bさんからいただいた言葉であ

る。ここには、住民からの要望に速やかに応じ

ることのできる、行政の体制があることが示さ

れている。今でこそ、このような体制だが、保

健師不足が問題となっていた時期もあった。

宮市の話とは逸れるが、当時のことに触れる。

（２）保健師体制と地域医療研究部受入の歩み
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それは、今から１３年前、鳥取大学医学部の“地

域医療研究部”という学生サークルのフィール

ドワーク（現地活動）を、OBである国保直診
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医師が本町に持ち込んだ時だった。

ところが、当時、保健師はマンパワー不足に

より毎日が内勤で忙しく、私の思い描いていた

「保健師はいつも地域に出かけるもの」という保

健師像とは遠く、かけ離れていた。このような

状況下で、トップダウンで降りてきているフィー

ルドワークは、とても負担の大きい行事だった。

（３）保健師体制と地域医療研究部受入の歩み

～地医研フィールドワークを意義あるものに～
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本来、フィールドを活動の場とするべき保健

師が主体性を持てない状況を打開するため、平

成１９年度、当時の課長を含め話し合いを行った。

問題点は、「トップダウンのままにしていた」

ことにある。事務分掌にも上がっていなかった。

そこで率直に、「事務分掌にない、担当者が定まっ

ていないことが問題である」と意見を述べた。

その意見を聞いた医師は「事務分掌にないと仕

事をしないというのはおかしい」と怒っていた

が、実際、マンパワー不足の中で、業務として

位置付けられていないものに主体性を持つのは

難しかった。

結果、翌年（平成２０年度）、事務分掌に明記さ

れ主査が置かれた。また、その翌年（平成２１年

度）、保健係で“取り組みの意義を見出すための

話し合い”を行い、“担当係として納得して取

り組む”という意識の変容を図った。そして、

地区担当制を導入するべく保健師２名の増員が

叶った平成２２年度から保健師に主査を移し、保

健師の持つ企画力、コーディネート力で事業の

質は格段に向上した。

（４）保健師体制を整えるにあたっての、国保

直診の医師の役割
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ここで、保健師体制を整えるにあたっての国

保直診医師の役割について述べる。

� 行政トップへ考えを伝える役割

本町の医師は、参事という課長級の役職を与

えられている。医師は町長と意見を交わす場を

定例で設けており、そこで現状や意見を町長に

伝える。

� 保健師の意見に耳を傾ける役割

また、医師は保健師の愚痴を聞く役割も持つ。

「だってできないんだ」という保健師の言い分に

耳を傾ける。また、保健師に気を遣ってお菓子

の差し入れもしてくれる。

このように、「必要なのは分かるけど、パワー

不足で動けない」という保健師のジレンマに付

き合える上司の存在が、保健活動の発展には必

要であると思う。そしてその役割を担うのは「地

域医療」に身を置き、保健・医療・福祉の領域

を、行政の視点で、また住民目線で見渡せる存

在である、直診の医師が適していると思う。

―１２６７―



５．福祉保健課の今につながる基本理念を築いた

事業
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次に、今につながる基本理念を築いた事業を

紹介する。平成１４年度からの３か年取り組んだ

「健康づくりと地域活性化計画策定事業」であ

る。課長が指揮をとり、課内一丸となって取り

組んだ。課長は、基本理念に「健康なくして地

域の活性化なし」を掲げた。これは、健康と地

域活性化は車の両輪であり、どちらが欠けても

成り立たないという考えである。この時、集落

からは推進委員を出してもらっている。

推進委員は、平成１５年度から「健康推進委員」

として、自治会役員の中に正式に位置付けられ

た。また、現在トンカチ屋さんが活用している

「しあわせのまちづくり事業補助金」の創設（平

成１５年度～）や「出張福祉保健講座」の開講（平

成１８年度～）につながっている。

６．まとめ ～成功要因として考えられるもの～
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現在の宮市地区の姿を育てたと考えられる「成

功要因」を次の２つにまとめた。

（１）住民主体を目指す事業を提供し続けた

そこには、基本理念があった。理念を持ち、

事業を提供し続けることが住民の意識向上につ

ながり、また、きっかけを提供し続けていると、

住民側の条件が整ったタイミングで状況が進展

することがトンカチ屋さんの例から確認できた。

（２）住民の育成と並行して、保健師体制を整

えた

住民の支援には保健師のコーディネート能力

が必要である。保健師がコーディネートすると

いう役割を発揮するには、人的体制の整備が必

要であるということを、身を持って感じている。

７．おわりに
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本町が基本理念を掲げ取り組んでから、現在

の地区の姿に育つまで１０年かかっている。この

ことから、住民主体の健康づくりを実現するに

は、行政がしっかりと理念を持ち、目的を失わ

ず、住民に働きかけ続けることが大切だと思っ

た。

―１２６８―




