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「地域健康づくりシンポジウム&がん検診推
進タウンミーティング｣事業が
実施市町保健師にもたらしたもの

秋田県在宅保健師等ゆずり葉の会 太田敦子
1

１．はじめに

•秋田県在宅保健師等ゆずり葉の会は、平成22年度から２６年

度までの5年間、県内１３市町（25市町村中）において、がん予

防の方策を住民と行政が一緒に探ることを目的に「地域健康づ

くりシンポジウム＆がん検診推進タウンミーティング｣事業を実施

した。実施に関わった機関は、当該市町、県庁がん対策室、国

保連合会であり互いに密接な連携を図りながら実施した。

•今回この事業が、実施市町の保健師にどのような影響を与えた

かを報告する
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１．はじめに
秋田県在宅保健師等ゆずり葉の会は、平成22年度

から平成26年度までの５年間、県内13市町において、
がん予防の方策を住民と行政が一緒に探ることを目
的に「地域健康づくりシンポジウム&がん検診推進
タウンミーティング」事業を実施した。実施に関わっ
た機関は、当該市町、県庁がん対策室、国保連合会
であり密接な連携を図りながら実施した。今回この
事業が、実施市町の保健師にどのような影響を与え
たかを報告する。

２．事業実施状況
項 目 内 容

実施年度
平成２２年度から２６年度まで毎年２～３市町
当日の所要時間は６時間（開会から閉会までは３時間）

参加対象者 健康推進員等住民組織 参加延数１，３３８人

実施市町の
保健師の役割

住民の話し合いにおける記録係（司会は住民、コーディ
ネーターは在宅保健師会員）

実施内容

事前 実施市町との事前打ち合わせ会

当日
・打合せ、準備 ・首長挨拶 ・基調講演 ・情報提供
（県） ・ﾐﾆｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ（住民・保健師） ・住民話し合い
・住民アンケート ・反省会（司会、スタッフ）

事後 報告書の作成（在宅保健師会、国保連合会）、事後報告会
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当
日

・打合せ、準備 ・首長挨拶

・基調講演 ・情報提供
（県） ・ﾐﾆｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ（住民・保
健師） ・住民話し合い

・住民アンケート ・反省会（司
会、スタッフ）

１３０人位が
参加した
一場面
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２．事業実施状況
１）実施年度；平成22年度から26年度まで毎年２～

３市町
２）参加対象者；健康推進員等住民組織　参加延数

は1,338人
３）実施市町の保健師の役割；住民の話し合いにお

ける記録係（司会は住民、コーディネーターは
在宅保健師会員）

４）実施内容
①事前；実施市町との事前打ち合わせ会（打ち合

わせ会以外の様々な問い合わせには国保連合会
が電話等で応じた。）

②当日；a打ち合わせ・準備（スタッフ全員）b
首長挨拶c基調講演d情報提供（県）eミニシン
ポジウム（住民・保健師）f住民話し合いg住民
アンケート（当日と後日の２回）h反省会（司
会・スタッフ）

③事後；報告書の作成（在宅保健師会、国保連合
会）、事後報告会

３．事業を通じた保健師への影響把握方法

影響把握の方法は、次の３つを用いて、それぞれ保健師

への影響に関する記載を抽出し、整理した。

１．【事業実施報告書】

２．【事業実施報告会の記録】

３．実施市町の保健師を対象とした【アンケート調査結果】

（平成２６年度実施；１３市町中１２カ所の回答有り）
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３．事業を通じた保健師への影響把握方法
保健師への影響を把握するため、①事業実施報告

書　②事業実施報告会の記録　③実施市町の保健師

演 題
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を対象としたアンケート調査（平成26年度実施）の
結果を用いて、保健師への影響に関する記載を抽出
し、整理した。

４．結果 １．【事業実施報告書】

•住民の話し合いは活発で驚いた。自分の地域でもやっていく

• 自分達の活動に対する要望等住民の声を聴いてこなかった。

⇒自分達に努力が必要とわかった。

• 組織の方々の苦労を知った。

•自分達だけで考えていたと強く反省を促された。

• 「住民のため」という保健師魂が呼び起こされた。

• 地域住民と繋がって、一緒に業務を進めていきたい。

•住民は様々なアイディアを持っていた。
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結果 １．【事業実施報告書の要約】

•住民の話し合いは活発で驚いた。自分の地域でもやっていく

• 自分達の活動に対する要望等住民の声を聴いてこなかった。

⇒自分達に努力が必要とわかった。

• 組織の方々の苦労を知った。

•自分達だけで考えていたと強く反省を促された。

• 「住民のため」という保健師魂が呼び起こされた。

• 地域住民と繋がって、一緒に業務を進めていきたい。

•住民は様々なアイディアを持っていた。

➣住民の話を良く聞かなければ
ならないと思った。

➣住民の話し合いは活発でアイ
ディアが豊富であり驚いた。

➣業務は住民と一緒に進めて
いかねばならないと思った。

7

４．結果
１）事業実施報告書
（要約）

➣住民の話を良く聞かなければならないと思った。
➣住民の話し合いは活発でアイディアが豊富であ

り驚いた。
➣業務は住民と一緒に進めていかねばならないと

思った。

結果 ２．【事業実施報告会の記録】

•住民（組織）と共に話し合う機会が必要で、話し合いは有効な

方法である ⇒意見をすぐに業務に活用した。

•住民（組織）との繋がりを強くし、一緒に業務を進めていくと

効果は大きい

• 住民の声を形にしていく

•健康推進員の力に今更ながら気づき感謝したい

• 健康推進員の育成は、互いに知恵を出し合うと良いと感じた
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結果 ２．【事業実施報告会の記録の要約】

•住民と共に話し合う機会が必要で、話し合いは有効な方法であ

る ⇒意見をすぐに業務に活用した。

•住民との繋がりを強くし、一緒に業務を進めていくと効果は大

きい

• 住民の声を形にしていく

•推進員の力に今更ながら気づき感謝したい

• 推進員の育成は、互いに知恵を出し合うと良いと感じた

➣住民の話し合いは、「声を形にしてい
く」ために有効な方法だと思った。

➣住民組織との繋がりを強くし、
共に業務を進めていく。

➣健康推進員が持つ「力」に気づいた。
9

２）事業実施報告会の記録
（要約）
➣住民の話し合いは、「声を形にしていく」ため

に有効な方法だと思った。
➣住民組織との繋がりを強くし共に業務を進めて

いく
➣健康推進員が持つ力に気づいた。

結果 ３．実施市町の保健師を対象とした
【アンケート調査結果】

活動に変化があった者は、１２人中９人

•地域組織活動の重要性を再確認できた

•住民と良く話し合うことが、住民の主体性を高めることと考えられるようになった

•組織の力を信じて活動している

•住民の声や力を活かして地域づくりを行っている

• 住民の声や地区組織の力を健康づくり活動にしっかり位置づけている

•住民の声を具体的に活動に取り入れている

• 住民組織と一緒に健康課題を解決すると言う意識が定着した。 10

３）保健師対象のアンケート調査結果
アンケート調査の目的は、実施市町の保健師の

住民組織との関わりに対する意識の変化や、事業
実施を契機に活動への影響の有無を把握するた
め、平成27年２月１日から２月28日に、郵送によ
り実施した。13市町中12市町から回答を得た。活
動に変化があったと回答した者は12人中９人だっ
た。（変化のなかった３人は当時の担当者ではな
かったと回答した。）

調査項目は、①回答者の保健師職歴　②実施年
度　③当時の担当者か否か　④事業内容で良かっ
た内容　⑤住民の話し合いやアンケート結果か
ら、自身の活動への変化の有無とその内容　⑥住
民の話し合いやアンケート結果から、所属組織の
活動への変化の有無とその内容　⑦本事業のがん
検診受診率への影響の有無　⑧所属組織のがん検
診受診率の推移　の８項目であるが、このうち今
回の報告では、⑤⑥の項目を用いた。
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結果 ３．実施市町の保健師を対象とした
【アンケート調査結果の要約】

•地域組織活動の重要性を確認できた

•住民と良く話し合うことが、住民の主体性を高めることと考えられるようになった

•組織の力を信じて活動している

•住民の声や力を活かして地域づくりを行っていく

• 住民の声や地区組織の力を健康づくり活動にしっかり位置づけている

•住民の声を具体的に活動に取り入れている

• 住民組織と一緒に健康課題を解決すると言う意識が定着した。

➣住民の声や地区組織を、業務
推進体制の中にしっかりと位置
づけ、共に良く話し合い、声を
地域づくりに活かしている

➣地区組織の重要性を認識した
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（要約）
➣住民の声や地区組織を、業務推進体制の中に

しっかりと位置づけ、共に良く話し合い、声を
地域づくりに活かしている。

➣地区組織の重要性を認識した。

５．考察
•実施市町の保健師は、住民の声をじっくり聴くことを通じて、住民ニーズや

行政に対する要望、業務に関する様々なアイディアを持っていることを知り、

住民と共に活動していくことでより効果が大きくなると感じていた。このこと

は、これまでの活動は、住民との接点が薄く、多くの行政保健師が一方的

な活動展開であったことを意味すると考えられた。

•しかしこの事業実施を契機に、これまでの自分達の地区組織とのかかわり

方を、いわゆる「お願い型」から、住民の声を聴くことの重要性に気づき、住

民組織との「協働型」への移行と意識が変わる機会となり、実際の活動にも

変化をもたらした。

•実施市町保健師の多くは、住民組織を業務推進上のパートナーと感じ、有

効な社会資源として認識したと思われる。
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５．考察
実施市町の多くの保健師は、住民の声をじっくり

聴くことを通じて、住民ニーズや行政に対する要望、
業務に関する様々なアイディアを持っていることを
知り、住民と共に活動していくことでより効果が大
きくなると感じていた。このことは、これまでの活
動は住民との接点が薄く、行政保健師が一方的な活
動であったことを意味すると考えられた。

しかしこの事業を契機に、これまでの自分達の地
区組織とのかかわり方を、いわゆる「お願い型」か
ら、住民の声を聴くことの重要性に気づき、住民組
織との「協働型」への移行と意識が変わる機会とな
り、実際の活動にも変化をもたらした。

また、実施市町保健師の多くは、住民組織を業務
推進上のパートナーと感じ、有効な社会資源として
認識したと思われる。

６．結論

「地域健康づくりシンポジウム＆がん検診推進タ

ウンミーティング」事業が保健師にもたらした影

響は、住民組織への関わり方において、住民の

考えを真摯に受け止める場を持ち、話し合い、協

働していくことが保健活動の展開には重要であ

るという、意識と活動の変化であった。
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６．結論
「地域健康づくりシンポジウム＆がん検診推進タ

ウンミーティング」事業が保健師にもたらした影響
は、住民組織への関わり方において、住民の考えを
真摯に受け止める場を持ち、話し合い、協働してい
くことが保健活動には重要であるという、意識と活
動の変化であった。




