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青森県
青森中央短期大学看護学科

菊池 美智子

在宅保健師を活用した
地区組織育成支援の取り組み

－青森県国保連合会の実践から―

１．事業の背景

近年、多様化・高度化する国民のニーズに応えるため、改
めてソーシャルキャピタルを活用した地域の健康づくり支
援体制が求められている。

☆「社会における信頼・規範・ネットワーク」
保健師活動におけるソーシャルキャピタルとは「住民や組織
同士がつながり、地域に根ざした信頼やネットワークなどの
社会関係」である。

「これまでも保健活動推進員や食生活改善推進員等のソー
シャルキャピタルの核となる人材により、地域における健康
づくりに関する共助の取組が進められているが、（中略）そ
の核となる人材の育成等に関し、国、都道府県、市町村が取
り組むことが必要である」

（2012年 厚生労働省健康局長通知
「地域保健対策の推進に関する基本的な指針の一部改正」）

近年、多様化・高度化する国民のニーズに応える
ため、改めてソーシャルキャピタルを活用した地域
の健康づくり支援体制が求められています。

　保健師活動におけるソーシャルキャピタルと
は、「住民や組織同士がつながり、地域に根ざした
信頼やネットワークなどの社会関係」とされており、
ソーシャルキャピタルの醸成や、それらを活用した
住民の自助及び共助の支援の推進は、2012年「地域
保健対策の推進に関する基本的な指針の一部改正」
あるいは2013年「地域における保健師の保健活動に
関する指針」においても通知されているところです。

地区組織育成を担当する現職保健師の現状
～地区組織活動員の育成や協働に悩む保健師たちの声～

保健師活動は、地域の「場に」おいて「みる・つなぐ・
うごかす」の実践。その大きな協力者が保健協力員をは
じめとする地区組織活動員である。

しかし、社会情勢や保健師活動体制の変化の影響の中
で、事業やデスクワークに忙殺され、地域に足を運べず、
地域や住民に愛着を持てない保健師が多くなっているの
では？（危機感！）

「地区活動を通じてソーシャルキャピタルの醸成を図り、そ
れらを活用して住民と協働し、住民の自助及び共助を支援し
て主体的かつ継続的な健康づくりを推進すること」

（2013年 厚生労働省健康局長通知
「地域における保健師の保健活動に関する指針）

このギャップを
なんとかしたい！

しかし、地区組織育成を担当する現職保健師から
は、社会情勢や保健師活動体制の変化の影響の中で、
地域の「場に」おける「みる・つなぐ・うごかす」
の実践が難しくなっている現状や、地区組織活動員
の育成・協働に悩む保健師たちの声が多く聞かれて
いました。

２．本報告の目的

ソーシャルキャピタルの核となる保健協力員等の

人材育成について、退職後も地域活動を実践して

いる保健師（以下、在宅保健師）を活用し、組織間の

連携強化と活動の活性化を足がかりとした研修会の

開催によって市町村支援を実践している青森県国保

連合会の取り組みについて報告する。

ソーシャルキャピタルの核となる保健協力員等の
人材育成について、退職後も地域活動を実践してい
る保健師（以下、在宅保健師）を活用し、組織間の
連携強化と活動の活性化を足がかりとした研修会の
開催によって市町村支援を実践している青森県国保
連合会の取り組みについて報告します。
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３．在宅保健師とは

在宅保健師が、現職保健師活動の理解者・支援者（マ
ンパワー）・応援者としての役割を担うこととなった。

現職保健師を支援する
社会資源として

平成10年頃、国保中
央会では、主に行政を
退職した保健師のOBで
ある「在宅保健師」を
活用し、その経験知を
市町村保健活動に活か
す方針を提案。

在宅保健師の
活動基盤の整備
国保中央会が各都

道府県の国保連合会
に呼びかけ、在宅保
健師の人材発掘と、
在宅保健師等会の組
織化を図る。
平成11年「在宅保健婦

長連絡会」設立。

全国組織
平成20年「都道府

県在宅保健師等会連
絡協議会」設立。

25年4月現在、41
都府県の在宅保健師
等の会を基盤に
3,068名の保健師会
員が活動している。

「在宅保健師」とは、主に行政を退職した保健師
のOBのことで、国保中央会では、平成10年頃、在
宅保健師の経験知を市町村保健活動の支援に活かす
方針を提案しました。そこで、国保中央会が各都道
府県の国保連合会に呼びかけ、在宅保健師の人材発
掘と、在宅保健師等会の組織化を図り、在宅保健師
は現職保健師活動の理解者・支援者・応援者として
の役割を担うこととなりました。

平成25年４月現在、全国では3,068名の保健師が
会員となっています。

４．青森県在宅保健師の会

☆平成10年「青森県在宅保健師の会」設立。

会員数176名（平成27年３月末現在）
☆青森県国保連合会は、在宅保健師の会の設立支援とともに、設

立当初から在宅保健師を保健事業に積極的に活用している。

☆青森県の在宅保健師の背景

市町村国保保健婦や派遣・駐在保健婦として、昭和30年代～近

年まで、青森県が抱える地域の健康問題に国保連合会とともに
取り組んできた経緯があった。

青森県在宅保健師の会が実施している行政や国保連合会との
協働活動や、自主的なボランティア活動は全国的にも高く評価
され、それがまた会員のモチベーションにもつながっている。
今後、ますます在宅保健師への期待が高まると思われる。

国保中央会の働きかけにより、青森県では青森県
国保連合会の支援を受けて平成10年に「青森県在宅
保健師の会」が設立され、現在は176名の在宅保健
師が会員となっています。青森県国保連合会は、会
の設立当初から在宅保健師を保健事業に積極的に活
用しており、その活動は全国的にも高く評価され、
活動のモチベーションにもつながっています。

５．青森県の保健協力員活動と活動への支援

平成19年

青森県保健協力員会等連絡協議会

平成６年

各地方保健協力員連絡会

昭和30年～

市町村保健協力員会等（約6000名）

青森県の保健協力員組織

☆青森県では昭和30年に岩手県の活動例から「保健協力員制
度」を導入。近年までの長い地域保健活動の歴史の中で、
行政との重要な協働活動を実践。

☆青森県国保連合会は県とともに市町村における地区組織育成
支援に積極的に取り組み、保健協力員の組織化と活動の活性
化を中心とした支援を継続している。

【支援】育成研修会
「在宅保健師と保健協力員等
の連携強化のための研修会
（21・22年）」
【国保連合会・

青森県在宅保健師の会】

【支援】育成研修会
「在宅保健師を活用した地区
組織育成支援事業（23年～）」
【国保連合会・
青森県在宅保健師の会】

青森県では昭和30年に「保健協力員制度」が導入
されました。

青森県国保連合会は県とともに地区組織育成支援
に積極的に取り組み、現在も保健協力員の組織化と
活動の活性化を中心とした支援を継続しています。

６．「在宅保健師と保健協力員等の連携強化のため
の研修会」

１．在宅保健師と保健協力員等の連携強化のための研修会
～地区組織活動の認識・理解・連携強化～

＜主催＞
青森県国民健康保険団体連合会・青森県在宅保健師の会

＜開催方法＞
県内の６保健所管内毎に３ブロックずつ２年間に分けて開催

＜参集範囲＞
保健協力員・食生活改善推進員・在宅保健師の会会員
行政の地区組織育成担当職員・保健所職員

＜開催の目的＞
①地域住民の健康の保持・増進を図るために活動している
在宅保健師、保健協力員、食生活改善推進員が一堂に会し、
特定健診受診率向上のための実践例を基に、それぞれの役
割を認識するとともに、連携を強化する。

②保健所、市町村の担当者が参加することにより、各組織の
役割が再認識されるとともに、行政関係者との意思疎通
を図る。

青森県の連合会は、在宅保健師の「自分たちも地
区活動組織活動の一員として、保健協力員等ともっ
とつながりたい」との思いを受け、平成21年と22年
に保健所ごとの地域活動の関係者が一堂に会し、そ
れぞれの役割を認識するとともに、連携を強化する
ことを目的とした研修会を開催しました。

参集者は保健協力員・食生活改善推進員・在宅保
健師の会会員といった地区組織活動員の他、市町村
や保健所の地区組織育成担当職員も共に学ぶ対象と
しました。
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＜プログラム（各管内共通）＞

（１）事例・活動発表
①保健協力員、食生活改善推進員等活動の実践報告（各管内２組織）

②青森県在宅保健師の会の紹介・活動発表

〇地区組織員から
保健協力員の活動事例・食生活改善推進員の活動事例
保健協力員と食生活改善推進員の協働事例

〇在宅保健師の会から
地域活動の経験を活かし、地区組織活動の推進や人材育成
支援に協力できる体制をＰＲ。

（２）グループワーク
テーマ「地域でいきいきと活動するヘルスパートナーを目指して

～受診率アップのために私達ができること～」

〇地区組織員から
「お互いの役割が理解できた」「市町村内で協力員と食改
が一緒に研修したり、情報交換する機会が欲しい」

〇在宅保健師の会から
「地区組織の会議や学習会にオブザーバー参加できる」
「地域の地区組織をつなぐパイプ役になれる」

発
表
内
容

意
見
・
要
望

研修会では、各組織の活動実践報告のほか、在宅
保健師の会からは地区組織活動の推進や人材育成支
援に協力できる体制をＰＲしました。

また、後半ではグループワークを取り入れたとこ
ろ、地区組織活動員からは「お互いの役割が理解で
きた」「今後も情報交換する機会が欲しい」といっ
た声が、在宅保健師からは「地区組織をつなぐパイ
プ役になれる」といったような役割認識の声が聞か
れました。

７．「在宅保健師を活用した地区組織育成支援事業」

２．在宅保健師を活用した地区組織育成支援事業
～地域の健康課題の把握と解決のための連携～

＜主催＞

青森県国民健康保険団体連合会・青森県在宅保健師の会

＜開催方法＞

健康づくり地区組織を対象に行う市町村の研修会に、国保連合会

が在宅保健師を講師とした地域の健康づくり並びに各組織間の連

携強化のための合同研修プログラムを出前講座方式で提供する。

＜開催の目的＞

①保健協力員や食生活改善推進員等の健康づくり地区組織活動員

並びに在宅保健師が、自らを健康なまちづくりに資する人的社

会資源（ソーシャルキャピタル）であることを自覚できる。

②合同研修の機会を通じ、それぞれの組織の役割や活動を互いに

理解し合い、同じ目標に向かって連携して活動することの意義

を理解できる。

③地域の健康課題と課題の解決に向けた地区組織の役割を理解し、

それぞれが連携を図りながら実践活動につなげる事ができる。

２年間の保健所単位での研修会で得られた成果を
もとに、平成23年からは地区組織活動を地域でより
実践的なものに発展させることを目的として、在宅
保健師を講師とした合同研修を市町村への出前講座
方式で開催する「在宅保健師を活用した地区組織育
成支援事業」を実施しました。

＜プログラム（各市町村と協議して決定）＞
（１）地域の健康状況に関する情報提供
「〇〇（市町村）の健康課題について」

情報提供者：開催市町村の保健師
（２）講話
「健康づくり・地区組織活動・ボランティア活動など、

地域の活動実践例」
講師：青森県在宅保健師の会会員

（３）グループワーク
「情報提供や講話での学びを踏まえ、『連携』を
テーマとしたグループワーク」

コーディネーター：在宅保健師

グループワーク：自由に
思いを語る場が大切で
あることに気づきました

内容は開催する市町村と事前協議のもとに企画し
ますが、「開催市町村の保健師による地域の健康状
況に関する情報提供」「在宅保健師による講話」「グ
ループワーク」という研修会のモデルは提示しまし
た。

☆健康で安心・安全な暮らしができる地域づくりのために

～私たちの役割は～

☆生き生きとした活動を目ざして

～自分が楽しいと相手も変わる～

☆ボランティア活動における高齢者への上手な声のかけ方

☆住民と行政をつなぐ保健協力員の役割

☆地域に根ざしたボランティア活動を目指して

～今、私達ができること～

☆拡げよう こころの健康づくり、うつ病対策

～地域の中でできることから始めてみよう～

☆年老いてもいつまでも、その人らしく

暮らしてゆけるために～認知症の理解～

☆「男性の健康づくりとこれから…」

市町村の健康課題を主としたテーマで内容は豊富

「在宅保健師による講話」は、それぞれの地域の
健康課題をみんなで理解し、地区組織活動につなげ
るきっかけとなるようなテーマを選んでいます。

８．参加者の学び

全研修会で９割以上が
「とても参考になった」
「参考になった」 との回答。

参加者の学び
・一緒に集まって有意義だった。
・地域の健康課題を、みんなで知
る事ができた。

・グループワークが良かった。
・地域のいろいろな組織が単独で
活動するより、同じ目標で協力
して活動することが大切だと
思った。

・みんな同じような悩みがあるこ
とが分かった。

・在宅保健師の会員の進行がとて
も楽しかった。

今後の活動に向けて

参加した地区組織活動会員の声（アンケートより）

そして…

☆これからも合同研修
を続けて欲しい。

☆お互いの活動をもっ
と理解し合いたい。

☆保健師ともっと地域
で協働活動がしたい。

☆息長くボランティア
活動を続けるコツは、
あまり頑張りすぎな
いこと。

☆自分でできることか
ら始めたい。
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地区組織活動員からは『各組織が単独で活動する
よりも、組織同士がつながり、連携しながら活動す
ることが大切である』という気づきが生まれていま
した。

開催した市町村保健師等の
気づき

☆グループワークにより、
組織間の役割と連携の必
要性が理解されたようだ。

☆日頃あまり聞く事ができな
い意見や活動での悩みなど
を聞く機会となった。

☆在宅保健師の傾聴・受容的
な姿勢や、共感的な語りか
けがとても参考になった。

☆地区組織の育成に悩んでい
たが、会員の前向きな声に
対して今後どのように育成
に関わっていけば良いか担
当として考えていきたい。

在宅保健師の役割
・事業協力への思い

☆現職の保健師達を支
援したい。

☆地域活動で得た経験
を地域に還元したい。

☆地域と行政をつなぐ
パイプ役になりたい。

参加した地区組織
活動員の声や思い

役
割
の
再
認
識

ソーシャル
キャピタル
の自覚

動かす

動かす

動かす

役
割
の
再
認
識

また、在宅保健師からは「現職の保健師達を支援
したい」「保健師としての経験を地域に還元したい」
「地区組織活動と行政とをつなぐパイプ役になりた
い」などの役割の再認識と目標が聞かれました。

さらに、行政の担当者からは「日頃あまり聞く事
ができない色々な声や意見を聞く機会となった」「今
後も在宅保健師の協力を得て、地域で継続して取り
組んで行きたい」などの声が聞かれました。

９．考察

〇保健協力員等の地区組織活動員は『それぞれの組織が単独で活動

するよりも、組織同士がつながり、連携しながら活動することに

よって、よりよい成果が表れるのではないか』という気づきによ

り、モチベーションの向上につながった。

〇保健師を含む行政の地区組織育成担当者の地区組織のエンパワメ

ントへの気づきは、連携を図りながら自主的な活動を推進するた

めの行政の役割について改めて考える機会となった。

また、研修会は地区組織の育成について、行政が持つ課題や悩み

について、担当者同士が語り合う機会ともなっていた。

〇在宅保健師は本研修会において地域の健康づくりを支援するため

のオブザーバー的役割を果たし、行政の担当者に対しても地区組

織がより円滑に活動できるような示唆を与える存在となっていた。

研修会並びに支援事業を通じて、保健協力員等の
地区組織活動員は「組織間の相互理解と連携の重要
性」に対する気づきが地域協働活動へのモチベー
ションの向上につながったものと思われます。また、
在宅保健師からは地域の健康づくりを支援するため
のオブザーバー的役割が引き出され、地区組織活動
がより円滑に活動できるような示唆を与える存在と
なっていました。

更に、地区組織育成担当者は改めて地区組織のエ
ンパワメントに気づき、行政の役割について検討す
る機会となりました。

10．結論と今後の展望

〇在宅保健師は、行政保健師として長年に渡る地域活動と、

地区組織との協働による経験知から、地区組織活動の活

性化に向けた支援活動においても重要なソーシャルキャ

ピタルにおける人的社会資源となりうる。

〇在宅保健師を含む人的社会資源の育成や地区組織活動の

活性化への働きかけなど、市町村支援に寄与する国保連合

会の役割は大きい。

〇本事業は現在も継続されていることから、今後の市町村

の地区組織育成機能の充実が図られるとともに、本研修

会を活用した後の活動の活性化や他市町村への波及効果

を期待する。

在宅保健師は、行政保健師として長年に渡る地域
活動と、地区組織との協働による経験知から、地区
組織活動の活性化に向けた支援活動の中で重要な
ソーシャルキャピタルにおける人的社会資源の一員
となり得えます。国保連合会はこのような在宅保健
師を含む、人的社会資源の育成や地区組織活動の活
性化への働きかけなどにより、市町村支援に大きく
寄与しています。

青森県では現在も本事業が継続されていることか
ら、事業を活用した市町村の地区組織育成機能の充
実が図られるとともに、他地域への波及効果を期待
します。

青森県在宅保健師の会「保健師の歴史を学ぶ研修会」
保健婦資料館（長野県安曇野市穂高）

ご静聴ありがとうございました。




