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地域づくり型保健活動について
～だれもがいきいきと暮らせるまちを目指して～

発 表 者 三登 梓 （鳥取県：北栄町健康推進課）
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北栄町は鳥取県の真ん中に位置し、基幹産業は

農業です。

人口は１万６千弱の町です。
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北栄町では、健康ほくえい計画を策定し「だれ

もが生きがいをもち、自分らしく安心して暮ら

すことができる」生活を目指しています。

私たちは日々、町民の健康な生活を目指して活

動してきました。しかし、「健康とはなにか。

行政だけで行う活動に限界があるのではない

か。」と感じるようになってきました。

そんな時、ヘルスプロモーション研究センター

岩永俊博医師の提案する「地域づくり型保健活

動」の考え方に出会いました。

そして、平成２２年度と２３年度の２年間、公募で

集まった町民とこの考え方を一緒に勉強しまし

た。この方たちが「健康サポーター」となり、

現在活動中です。

その後、もっと地域に密着した活動をしようと、

平成２４年度、六尾自治会で「モデル自治会健康づ

くり事業」に取り組むことにしました。
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私たちは、健康を２つの要素（ベクトル）に分

けてとらえることにしました。

１つ目は「病気かどうかという意味の健康」で

す。

２つ目は「生き方としての健康」です。

私たちの目指す健康とは、どちらか一つだけで

なく、両方ともが重要と考えました。そして、

この２つの健康を合成したものが「目指すべき

健康な生き方」であると考えることにしました。

―４８７―



 !"#$%�����&'()

V[\

»¬ 	����QV[]^_9`a(b:cUdeQfg�hiZ���
jkUflm[Z
�bnSo

®¬ 	����pdJK]qrXostnZ�dRSb�uvw]xy
9bz{s9|}Xo

¶¬ 	�������~�o��d?�f�Q��nQ	�Z��UQ
�]��5�U�~�oy9bz{s9|}Xo�

2�\-.®¶/�»®�L�lL��
�$\�°�
T�\�>5��5�
��\��������65
��\»µ\¶m�®»\¶m
`a $\�Y»¯« 

次のことを目的としてモデル自治会健康づくり

事業を行いました。

１つ目は、健康づくりの目的を行政と参加者が

共有し、そのために必要な地域に根ざした主体

的な活動ができる。

２つ目は、健康づくりは生きがいや役割をもつ

ことが大切だと理解する。

３つ目は、自分たちの地域での健康な暮らしの

姿をイメージして考えることが大切だと理解す

る。

この事業の大きな特徴の一つは、住民と職員が

一緒になって考えるという点です。

今までは行政が作った計画を住民に知らせると

いった方法が多かったのですが、今回は始めか

ら住民と一緒に考えました。

この事業は７月から１２月の６か月間、主にグルー

プワーク形式で、合計８回行いました。
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まず初めに「誰もが安心して暮らせるいきいき

とした六尾の姿」を参加者みんなが真剣に考え

ました。

話し合った過程は次の通りです。

「健康な、いきいきとした六尾の姿」を考える

「健康な、いきいきとした六尾」を実現するため

にはどうしたら良いかを考える

その実現のために、だれがその「役割」をする

かを考える
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これらのことを、４つのグループに分かれてグ

ループワークしました。

そして、グループで考えた理想の姿と役割を「計

画書」として形にしました。これはその一部で

す。
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この８回の話し合いを終えて、話し合いに参加

した住民が、他の六尾の人たちに、話し合った

内容を知ってもらおうと自分たち主催で報告会

を開催しました。

開催された報告会は、司会や発表など住民が主

役の素晴らしい会となりました。

そして報告会の後も、六尾の住民と、ヘルスプ

ロモーション研究センター岩永俊博医師、役場

職員を交えて、今後の六尾の地域づくりを考え

る会が行われました。
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この事業に参加した住民の感想を紹介します。

色々な世代の人と集まって真剣に話せたので良

かった。

現在の自治会の活動の意味づけを考えた。

今まで自治会の活動には参加していなかった

が、今回自治会の人たちと話し合ったことによ

り、自分にもなにかできることがあるのではと

感じた。
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六尾は、今回の事業が行われる以前から様々な

自治会活動が行われている自治会ですが、今回

の事業を通して、あらためて自治会活動の目的

や方法を振り返る機会になったようです。また、

半年間にわたって自治会の住民同士でグループ

ワークを行ったことにより住民同士のつながり

が強くなったとの声もきかれました。
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「みつぎ」から発信する健康づくり
～「健康みつぎ２１」の検証から見えてきたこと～

発 表 者 佐藤 妙子 （広島県：公立みつぎ総合病院）

共同研究者 稲葉 千恵、�山 敬子、石田 奈奈恵、内海 香恵、
高瀬 奈美、高岡 未来子、国友 明美、大浦 秀子

今回の事業で作成された計画を今後の六尾自治

会活動に活かしていく会ももたれ、今後の六尾

の地域活動が期待されます。

この事業に携わったことにより、職員と六尾住

民の距離が近くなったと感じました。住民の持

つ力をより発揮できるような支援の大切さを感

じました。
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「健康みつぎ２１」は、平成１４年３月に「健康日

本２１」や「健康ひろしま２１」に呼応し、１０年間

の健康増進計画として策定しました。平成１７年

３月の合併後も生活習慣病を予防する「一次予

防」と、寝たきりや認知症を予防する「介護予

防」を柱とし、健康寿命の延伸を目標に、住民

の健康づくりに取り組んできました。

今回、「健康おのみち２１」とは別に、御調町で

の健康づくりの推進状況や成果を検証する目的

で、アンケートを実施したので若干の検討を加

え報告します。
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御調町の総人口と出生数・高齢化率を、平成１２

年と２２年で比較すると、総人口、出生数ともに

減少し、高齢化率は３３．２％と少子高齢化が進行

しています。
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次にアンケート調査の概要です。子どもたちの
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