
たな役割が期待される。
③病院から家族や地域に予防活動を広める事が出来

れば、地域全体の予防活動の活性化につながる
可能性がある。

【結論】

①病院所属保健師は院内での個別対応に終始しがち
であるが、院内の有効な人的資源を活用し、病
院から地域へ、地域から病院へとダイナミック
な予防活動を展開出来る可能性があることがわ
かった。そして、病院と地域をつなぐ架け橋を
築き、地域全体の健康づくりや予防活動への取
り組みも、病院所属保健師の大きな役割であり、
使命である。

②個の問題を地域の問題として捉え、地域の問題を
個の問題として捉える予防活動の視点は、病院
でも重要な視点である。

③保健師の活動は決して院内には留まらない。

∗病院から地域へつながる架け橋を築き、地
域全体の健康づくりや予防活動に取り組ん
で行くことも病院所属保健師の大きな役割で
あり、使命ではないだろうか 

∗個の問題を地域の問題として捉え、集団の
問題を個の問題として展開していく予防活動
の視点は、病院であろうが地域であろうが同
じである 

∗保健師の活動は決して院内には留まらない 

結論 

演  題
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住民がうごく健康づくり
～計画推進3年目の野菜の取り組みをとおして～

発　表　者 本田　友紀子 福井県　高浜町役場　保健課

共同研究者 安原　美香、越林　いづみ、北側　淳也

【1．はじめに計画策定のねらい】計画策定と5年間
の計画の推進をとおして、全ての住民に健康づくりの
働きかけができること、住民との協働による健康な町
づくりを展開すること、この2点の目標を実現させる
ための計画策定とした。計画策定では、策定に関わっ
た住民が、その後の計画の推進の担い手になることを
ねらって、会議を重ね、所属団体や世代などを超えて
つながりがもてるような策定過程をふんだ、

計画の理念は　みんなで取り組む　あなたが主役の
健康づくり。町の健康課題対策を、たかはま健康づく
り10カ条として、それを行動目標とし、評価は、10
カ条を知っている人、実行する人を増やすこととした。

【2．策定1年目、2年目の取り組み】翌年からは
策定に関わったメンバーを中心にワークショップを
開催し、10カ条やチャレンジプランを広めていく
ことを重点的に行い、2年目からは、各々の取り組
みだけでなく、他の機関と協力した取り組みにより、

２．わが町の計画の特徴 

たかはま健康チャレンジプラン 
    
    ◆基本理念   
 
   ◆行動目標 たかはま健康づくり10か条 
    
   ◆ 実施期間 9月～11月を健康チャレンジ期間 
 
   ◆ 評価指標 10か条を知っている人、 
                   実行する人を増やす 
 

１．計画策定にあたり大事にしたこと 

平成20年策定 紙面でおわらない、生きた計画に！ 
 ～策定の時から、「人づくり・つながりづくり」を～ 
ねらい 
 ●全ての住民に健康づくりの働きかけができること 
 ●住民との協働による健康な町づくりを展開すること 
 

参加して 
よかった 

次も 
来たい 

あの人に 
伝えたい 

策定に関わった 
住民さんが･･･ 推進の担い手に 
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より大きな展開となった。これらの取り組みを経て、
メンバーが自分たちでできることをするという視点
から、協力して取り組んで町の健康課題を改善して
いこうという意欲へと意識が変わっていった。

【3．3年目　戦略的な介入へ】また、特定健診の
開始以後新たに明らかになった健康課題もふまえ、
より戦略的に介入していくために、10カ条すべて
に取り組むのではなく【第1条野菜から先に食べ
る】と【第2条3食に野菜を食べる】の野菜に関
することに絞った。

さらに幅広い連携が実現できる体制が必要と考え、
これまでのワークショップを、たかはま健康チャレ
ンジプラン推進進捗管理運営委員会とした。委員に
は、これまでのメンバーに加え、JA やスーパー、
コンビニ店長らにも協力をお願いした。

委員には、健康課題に直接介入するためにステップを
ふんだ委員会を開催し、第1回では、町の健康課題、
野菜を食べることや野菜を先に食べることの効果に
ついて学ぶ機会を設け、第2回では、その学びを基に
第1条と第2条に取り組む人を増やすための企画作成
と連携相手をみつける場を提供した。9月から11月の
チャレンジ期間には、様々な企画が展開され、期間終
了後は、取り組み内容の共有と評価を行った。

（例）家で作っている野菜料理を町民から募集して、実
際にそのレシピを使った野菜料理教室が開催されたり、

 

レシピを使って 
料理教室 

観光協会 
職員の企画 

在宅栄養士 
も協力 

 

 
 

手軽にできる 
野菜料理の 
レシピ募集！ 

５．チャレンジ期間に向けていざ！ 

学
ぶ 

(

知
る) 

企
画
を 

作
成 

企
画
の 

展
開 

振
り
返
る 

町の健康課題 
第1条と第2条

の効果 

企画作成 
企画実現の
ための連携 

取り組みの
共有、評価 

 
健康チャレ
ンジ期間
（９～11月） 

第1回 第2回 第3回 

４．3年目 戦略的な介入へ 

新体制の構築 
 
 
 
◆たかはま健康チャレンジプラン推進進捗管理運営委員会 

 
 
 
 
 

◆40名 健康教室OB 保育所 育児サークル 手芸サークル 料理サークル 老人クラブ 観光協会  
           在宅栄養士 養護教諭部会 栄養教諭 食生活改善推進員  
           地域包括支援センター 婦人会 まちづくり課  
           子育て支援センター 保育所栄養士 保健課長 

  スーパーやＪＡ、コンビニなども委員に 
 
◆町長委嘱 1年任期 

幅広い 
連携が 

できる体制 

町の中の 
位置づけ 

体制の 
強化 

４．3年目 戦略的な介入へ 

新たな健康課題から取り組みの絞込み 
 特定健診の結果／死亡統計など 
                 

野菜から先に食べる 
３食に野菜を食べる 

第1条 

特に進めよう 

第2条 

ワークショップの開催 
  ●チャレンジプランと10か条を広める 
    身近な人から／各自の活動の場でできることを 
   
  ●実践者を増やす 
    他の機関と協力した取り組み 
     

３．1年目、2年目の取り組み 

自分たちの 
できること 
をする 

みんなで協力して取り組むことで、 
町の健康課題を改善していける！ 

推進の目的、 
方向性の共有 

さらに広く 
10か条を広めること 

ができた 
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保育所で給食の前のご挨拶が「野菜から先にいた
だきます」とされたり、

子育てサークルのおかあさんが協力して、こどもが
大好きな野菜レシピを提供され、それがスーパーの
広告に載って、野菜を食べることを PR する。

結果、これまでつながりのなかった組織や団体が連
携することで、大きな波及効果を生み出し、ひとつ
の家庭に子どもから高齢者まで重層的に情報が入る
ことで、何度も目にもしたり、耳にする機会があっ
た。取り組みは、行政が思いつかないようなユニー
クなアイディアばかりで、普段、保健課主体の取り
組みでは情報が届かないようなところまで、幅広く
情報が行き渡った。

委員らが実行した企画は、38。企画に関わった人、
参加した人は延べ14,000人。

さらに、平成23年、24年に10カ条の認知度と実践
状況を調査結果を比較したところ、第1条の野菜か
ら先に食べる人が有意差ありで、増加していた。第
2条は、変化なし。ただし、350グラムの野菜をと
る効能とコツについては、知っている人が増加とい
う結果が得られた。

委員会では、これらの取り組みを報告しあい、この
成果について全員で共有し、町民自らが取り組む事

 
全保育所で 
ごあいさつ 

   

 
学校で  

保護者に教育講演会 
テーマ；朝ごはんにやさいを 

野菜キャラ作成  

 
 

超簡単朝ごはんの 

調理実習・試食 
（児童健康体育委員会） 

養護教諭 
企画 

保育士 
企画 

７．野菜の取り組みをとおしての成果 

重層的な取り組みが展開された 
◆実践された企画数 ３８！！ 
◆企画に参加した人・関わった人は      

         …14,000人超！ 
◆町の健康課題を解決するような取り組みが 
生まれた！ 

６．チャレンジ期間に次々と！ 

様々な角度から、何回も！！情報が入る！ 

各種サークル・グループ 

野菜から 
先に食べよう！ 

老人クラブ 
地区サロン 

スーパー 
商業施設 

保育所 小学校 

大 人 

イ
ベ
ン
ト
・地
区
行
事
等 

広
報
・Ｈ
Ｐ
・折
込
み
チ
ラ
シ 

友
人
・知
人 

テレビ等 

 
お客さんに野菜をたっぷり食べる方法と 

野菜をしっかり取れる情報を発信 
 簡単レシピお子様大好き野菜メニューを教えて 
 

了解 
でーす 

スーパーの 
店長企画 

 
【1日350gの野菜を摂る効能と 

コツ（3食にを野菜）を知っているか】 
 
 

８．住民の変化 

 
【10カ条に取り組んでいるか】 
（10カ条第1条、2条抜粋） 

H23   H24 

たかはま健康づくり10か条の認知率と実践率を調査するアンケートをH23年、H24年に実施した。 
回答者は、町の検診対象者及びその家族  回答者人数 H23年3,387名 H２４年2,987名 

54.4 55.2 

59.8 60.3 

４０ 

５０ 

６０ 

％ 

効能 コツ 

H23   H24 

知っている人が増えた！！ 

53.8 
51.2 

59.8 

48.3 

４０ 

５０ 

６０ 

％ 

第1条 
野菜から先 

第2条 
3食に野菜 

第1条は取り組む人が増えた！！ 
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で、住民が動く、町が動くことを実感した。平成
24年度は、平成23年度の課題で出された、第1条
を20代～30代の男性に広めること、第2条に取り
組む人を増やす企画が、今まさに実践されており、
さらに発展した展開が期待できる。

【4．まとめ】策定から現在の推進過程は、まさに
住民と行政の協働による健康づくりといえる。だか
ら、「住民がうごく健康づくり」となった。住民が
主体となり自由な発想や方法で、各組織の得意分野
を生かし、機関や人のつながりを広げ、健康づくり
の仕掛けが楽しみながら行われたことも大きな要因
といえる。住民の力を引き出し、協働で行っていく
ための支援と体制作りのポイントは以下のとおりで
ある。

◆計画づくりは協働の基盤づくりであることが一貫
していること
ワークショップや委員会は健康づくりの担い手
を育てる機会、人と人とのつながりを生み出す
機会である

◆住民といっしょに方向性の確認、実践、報告評価
を行い、翌年の活動につなげること
毎年行ってきた。

◆取り組みの経験を共有し、成果を実感しあう機会
を設けた。
平成25年度は、計画改定の年である。今後も住
民との協働による健康な町づくりを基盤に計画
の理念と目標を実現させるべく大きな展開とし
ていきたいと考えている。

９．まとめ：協働による健康づくり 

【支援と体制づくりのポイント】 
◆計画づくりは協働の基盤づくり 

ワークショップや委員会は健康づくりの担い手を育てる機会、 
                     人と人とのつながりを生み出す機会 

◆住民といっしょに方向性の確認、実践、報告
評価を行い、翌年の活動につなげる 

 
◆取り組みの経験を共有し、成果を実感しあう
機会 

高浜町民の健康レベルアップ 
に向けて 

★もっともっと！たかはま健康づくり10か条を 
広めていこう★ 
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