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2008年４月から、高齢者の医療の確保に関す

る法律に基づき、内臓脂肪症候群（メタボリツ

クシンドローム）に着目した生活習慣病予防の

ための国家的事業、特定健康診査（特定健診)・

特定保健指導が開始された。この事業は２型糖

尿病等の有病者や予備群を減少させ、循環器疾

患を予防することによって、中長期的な医療費

の伸びを適正化することを目的としたものであ

るが、同時に地域の健康管理の進め方に変化を

生じさせる内容も含んでいた。

生活習慣病を予防するという目的を達成する

ために、腹囲の基準が適切かどうかといった医

学的な問題や非肥満者における危険因子集積状

態には対応をしなくてもよいのかといった保健

予防対策の妥当性などについて様々な識論がな

されているが、ここでは健康管理を推進する市

町村の仕組みに影響を及ぼした問題を２つ取り

上げ考えてみる。

住民が保険で区分された

まず一つ目の問題は、「医療保険者」が４０～

74歳の被保険者・被扶養者に対して特定健診と

特定保健指導を実施するように義務づけられた

ことによって、住民であっても国保以外の保険

に加入している人は市町村で健診を受けにくく

なり、住民が健康管理について保険の種類に

よって区分されてしまったことである。

国保加入者は以前と同様に市町村で健診・検

診を受けることができている。一方、被用者保

険の被扶養者は、特定健診は保険者の指定する

ものを受け、がん検診や肝炎ウイルス検診、骨

粗しよう症検診等は市町村で受けるという具合

になった。特定健診の前は、住民であれば医療

保険の種類に関係なく市町村健診を受けていた

わけだから、健診受診の利便性は著しく低下し

た。

国はこの事業によって医療費の低減につな

がったかどうかを検証するためには、医療費を

把握している医療保険者を特定健診の実施主体

にしなければと考えたのだろうが、国保以外の

多くの住民は新制度に戸惑った。なお、集合契

約が結んであれば、被用者保険の被扶養者であ

る住民も市町村健診の機会を利用することは可

能だが、健診内容や費用が保険の種類によって

違うという状況も発生した。

もしこのことで、例えば被用者保険の被扶養

者である女性たちが健診の受診を控え、地域活

動にも参加しなくなってしまえば、地域の健康

づくりは支障を来してしまうだろう。地域ぐる

みで保健・福祉の活動を展開している市町村で

は、多くの女性たちが住民リーダーとして活躍

してきたのである。特定健診という新しいシス

テムに変わっても、住民が保険の種類に関係な

く地域の健康づくりを進めるために不可欠の存

在として市町村や地域の組織・団体と協働して

活動できるか否かは、市町村担当者の見識がか

なり影響することになるだろう。

また、市町村の保健担当者が特定健診で把握

できる結果は主として国保加入者のものであり、

地域全体としての健康課題を把握しづらくなっ

た。特に被用者保険の被扶養者については、健

康管理を効果的に行うために、当然、地域生活

者としての実情を踏まえるべきであり、被用者

保険の事業に組み入れるよりも市町村として対

策を進めた方が合理的である。市町村保健担当

者は該当する住民との話し合いによって了解を

得た上で個人情報保護に留意しながら健康実態

の把握に努めることが望ましい。

成果目標の設定と実施方法の細かい指示

もう一つの問題は、この事業が開始された時

点では、特定健診・特定保健指導という介入が

地域全体の健康状態にどの程度の効果をもたら

すのかまだ明らかにされていなかったが、国は

2015年の目標値として、特定健診実施率80％、

保健指導実施率60％、メタポリックシンドロー

ムの該当者および予備群の減少率25％（2008年
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度比）を定め、その目標達成が不十分であれば、

保険者の後期高齢者支援金について＋１０％まで

の加算をするという方針を打ち出したことであ

る（ただし、目標達成が十分であれば-10％ま

での減算もあるのだが)。

確かに、内臓脂肪症候群に早期から対処する

ことで２型糖尿病や循環器疾患の予防に繋げよ

うという考え方は評価できる。しかし、上記の

目標値や後期高齢者支援金の増額があり得るこ

とがどんな根拠から決定されたのか、健診対象

者である国民が納得する情報を提示することが

必要だったと考える。もし根拠が不明確である

ならば、金銭的ペナルティという方針はやりす

ぎだったということになる。

市町村は余分な支出を防ぎ保険財政を維持す

るために、特定健診・特定保健指導の効果につ

いて確信を持てなくても、この事業に力を注が

なくてはならなくなった。特に特定保健指導に

ついては、厚生労働省が標準的な健診・保健指

導プログラムを作成し事細かく実施方法を示し

ている。特定保健指導の内、最も濃厚な個別介

入である「積極的支援」をみると、初回面接の

後に３か月以上の継続的支援を必要とし、その

内容は、個別支援、グループ支援、電話･ファッ

クス、メール・手紙について、それぞれに与え

られたポイントの合計が基準以上に達するよう

に組み合わせて実施することが求められている。

しかも特定保健指導の実施者も「保健指導に

関する専門的知識及び技術を有する者として厚

生労働省令で定めるもの」に限定された。国は

保健指導の外部委託も可としたが、地域によっ

ては保健指導を担当できる人材、保健師や管理

栄養士は限られているため、外部に求めるのは

難しい。限られた人材で地域の生活実態を見き

わめながら子どもから大人まで様々な保健課題

に対応しなくてはならないため負担が増した。

佐久穂独自の工夫

2005年、八千穂村と佐久町が合併し佐久穂町

がスタートしたが、その際、保健予防事業につ

いては八千穂村の健康管理の進め方を基本的に
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継続することが確認されていた。そして特定健

診のときには、制度変更による住民の健康への

影響を考慮して佐久穂町独自の工夫が加えられ

た。

・内臓脂肪症候群に限らず、地域として重要と

判断した保健課題（例えば、高血圧、慢性腎

臓病など）には対応する。

・健診の検査については、国の指定する項目に

限定せず、従来と同様な内容を確保する。

・保険の種類や健診を受ける機関が異なっても、

同じ住民として健診の内容や費用に大差がつ

かないように配慮する。

・住民とともに地域活動ができる保健専門職

（保健師・管理栄養士）を確保する。

・住民主体の保健学習の場（地区ブロック会、

地域健康づくり員会、福祉と健康のつどいな

ど）を継続し、また、町もその活動を引き続

き支援する。

・その他、住民と自治体が意見交換できる機会

（健康管理合同会議、健康づくり推進協議会

など）を継続する。

佐久穂町で上記のような状況が確保された要

因としては、健康管理の歩みの中で築かれてき

た「住民の主体的な活動」とともに「自治体の

住民とともに健康づくりを進めようとする姿

勢｣、そして「住民と自治体職員との対等の関

係性」が重要だったと考えられる。先に述べた、

保険の種類によって健診内容に大差がつかない

ようにしたことは、住民（地域健康づくり員）

が事業の開始に先立って学習会を行い、健康づ

くり推進協議会等で出した意見でもあった。こ

のように住民が自らの健康を守るために町の保

健事業に澗極的に関っていること、また町とし

ても住民と意見を交わす機会を確保しているこ

とは特筆すべきことである。

大切にしたい佐久穂の社会的ネットワーク

特定健診に際して佐久穂町が選択した健康管

理の進め方は、決して広く行われているもので

はない。市町村合併や特定健診が行われる過程

で、住民活動が少なくなり、行政専門職も住民



の生活実態を把握しながら活動することが難し

くなり、住民と行政担当者との連携協力ができ

なくなってきている地域もある。

社会の関係性の弱体化が問題視されている今

こそ、地域のくらしを踏まえて地域づくりを協

働してすすめる住民、自治体、各種団体・組織

の「社会的ネットワーク」を大切にしていきた

い。佐久穂町の健康管理を推進する人々のネッ

トワークは、単に特定の生活習慣病の予防対策

に役立つというレベルに留まるものではなく、

｢社会的支援」の基盤となり住民の健康と福祉

に資する重要なものである。

（前島文夫）

コラム ｢健康」と「福祉」をめぐるある対話

Ａ：この本の中では、「つどい」については、「福祉と健康のつどい」と「健康と福祉のつどい」の両方が使わ

れているね。どちらが本当なのか。

Ｂ：正式には、前者の「福祉と健康のつどい」となっている。最初は八千穂村で「健康まつり」として長くやって

いたのだが、福祉も一緒に含めようということで、この名前になったと聞いている。

Ａ：健康と福祉を一緒にやろうというのは賛成だ。「つどい」だけでなく、多くの面で両者がこれからも一体に

なってやらなければならないことは当然だね。しかし長年、全村健康管理を続けてきた町としては、健康

を守るということを、真っ先に出すべきではないかな。臼田町でも「健康と福祉のつどい」としている。

Ｂ：たしかにその点はあるけど、福祉の面でも福祉大会の開悩など、取り組みの歴史は長い。ただ住民が主体

的に参加する「まつり」や「つどい」としての活動は、少し弱い面があった。そこで領極的に、このつど

いに参加してもらおうと、福祉を前面に出したということらしい。

Ａ：多くの行政で、健康と福祉は切り離せないということで、部や課の名前に両者を含めた名に変えてきてい

るね。その場合、「健康福祉部」とか「健康福祉課」というのがふつうと思う。福祉健康部とか福祉健康課

というのは、まず見当らないね。

Ｂ：佐久穂町でも、今度「健康福祉課」という課が発足した。大体、「けんこうふくし」という言葉は言いやす

いけど、「ふくしけんこう」はちょっと言いにくい面があるね。

Ａ：まず病気を早期発見して早めに治療する、また病気にならないように予防するというのが健康管理で、そ

のあと、不幸にも病気になったり、陣がいを残して、日常生活が不自由になってしまった人に対して、生
活上の援助をしてあげるのが福祉でしょう。だから、まず健康管理が実際面でも先に来るのじやないかな。

Ｂ：そういう意見も多いけど、八千穂村で「福祉と健康のつどい」と福祉を先に出したのは、役場で決めたの
だから、こちらで勝手に直すわけにはいかないのでは。それに、一旦決めたことを直すには相当時間がか
かる。いずれ直してもらいたいとは思っているが。

Ａ：若い人はどう思っているだろうか。本当は、会の名前よりもその「つどい」に皆がどれだけ参加するとい
うことが大事なんだけど。最近は若い人の「つどい」への関心も少なくなり、参加者も減ってきていると
いう。

Ｂ：でも、「つどい」における各地区ブロックごとの研究発表や衛生指導員を中心とした演劇は、若い人が中心
で頑狼っているね。もっと多くの若い人が参加してほしいね。

Ａ：この二つは、「つどい」の中の華だね。他の市町村ではやっていない。これからどう「つどい」を発展させ
（Ｓ）

ていくか。若い人に大いに期待している。
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康管理の

評価（Ⅱ）

康管理に対する

住民の評価 「

粁手県和側郡沢内村、長野県下伊那郡松川町、

そして南佐久郡八千穂村の３地域を対象に、福

祉・医療・保健に関する制度の知識・認識、権

利意識、そして地域活動や住民組織活動への参

加状況を訓べた河合克義（明治学院大学教授)、

井上英夫（金沢大学法学部教授）らの調査があ

る。これは国民医療研究所で行なったものであ

る。

澗街人口は男女合わせて八千穂村751人、岩

手県沢内村546人、長野県松川町638人であった。

その中から、とくに八千穂村住民自身の評価に

ついて以下に検討した。調査は平成９（1997）

年12月から平成１０年１月にかけて、健康診断時

に合わせて行われた。従って、この調査は、対

象を無作為に選んだものでないので、若干の偏

りがあることを承知しておかねばならない。

｢全村健康管理」について

「全村健康管理」についての評価では、全村

健康管理が「大変役役立っている」と答えた人

は、全体の81.5％であった。年代別にみると、

2４４

50～60歳代で81.9％、７０歳以上で89.1％が「大

変役立っている」と答えており、高齢者に高く

みられた。若い人では、高齢者に比べて低かっ

たが､｢大変役立っている」「少し役立っている」

の二つをを合わせた数字では、いずれも80％以

上を示した。（表ｌ）

｢健康と福祉のつどい」について

「健康と福祉のつどい｣については､集会に｢毎

年参加している」と答えた人は、全体では

24.9％と約４分の１を占め、「何度か参加した」

との答えも24.4％を占めた。年代別にみると、

70歳以上では「毎年参加している」と答えた人

が般も多かった。逆に若年30～40歳代では１割

弱で最も少なかった。やはり高齢者ほど参加率

が多いといえる。若年者の参加をどう増やすか

ということがこれからの課題である。（表２）

表１全村健康管理の評価（％）

20～29歳３０～49歳'50～69歳'70歳以上

大変役に立っている’５４．５１６７１８１．９１８qｌ

少し役に立っている’２７．３２２．９１２．８１５．３

役に立っていない’０１０．９１１．６ ２

わからなし、 18.21９．２１３．６３－ｆ

計 100１００１００１１００



70歳以上

６２．２

２０．４

４．５

１２．５

表２健康と福祉のつどいへの参加（％）

表８参加している活動グループ(523人の複数回答）

表６婦人の鯉康づくり推進要員(健康の知職)の解価（%）

70歳以上

６２．２

２０．４

４．５

１２．５

70歳以上

４０．８

２３．４

１２．２

２３．７

１００

51.6

29.6

5.3

12.8

０．７

大変役に立っている

少し役に立っている

役に立っていない

わからない

その他

回答なし

計

12.1

30.3

12.1

45.5

28.4

29.4

12.8

29.4

印
“
乃
迦
伽

１
２

２
１
２
５
Ｏ

ａ
９
乱
乳
旧

１ 鴎
細
郵
咽
的１

毎年参加している

何度か参加した

1～2度参加した

参加したことなし

計

四
ｍ1００１１００１１００

表３健康と福祉のつどいの評価（％）

表７婦人の健康づくり推進委員(民意の反映)の評価(％）70歳以上

６１．８

２０．４

２．３

１５．５

１００

70歳以上

５２．３

２２

４．６

２０．７

34.9

38.8

23

２４

１００

大変役に立っている

少し役に立っている

役に立っていない

わからない

計

３
３
０
郵
伽

□
■

犯
犯

“
到
邸
型
的
４
１

大変役に立っている

少し役に立っている

役に立っていない

わからない

その他

回答なし

計

24.2

18.2

9.1

48.5

22.9

27.5

10.1

39.4

４７

２６．６

8.2

18.1

“
伽1００１１００１１００

表４衛生指導員（健康の知職）の評価（％）

1００１１００

1００１１００１１００１１００
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大変役に立っている

少し役に立っている

役に立っていない

わからない

その他

回答なし

計

12.1

36.4

9.1

42.4

24.8

30.3

17.2

27.5

46.4

30.6

8.6

14.4

表５衛生指導員（民懲の反映）の評価（％）

３
閲
０
１

叩
伽

表９年齢階層別グループ参加状況（％）

の役（区長・ＰＴＡ・梅准団弗

、

]６１ＺＣ

21.2

27.3

3

48.5
〃
明
弘
“
伽

１

１

27.5

51.6

48.6

34.6

１００

45.1

27.6

9.2

17.8

０．３

70歳以上

５７．６

１７．１

４９

２０．４

大変役に立っている

少し役に立っている
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集会の評価については、「大変役だっている」

との答えが全体の43.4％、「少し役立っている」

との答えが30.0％であった。年代別には「大変

役だっている」と答えた人の占める割合が最も

高かったのは70歳以上で、多く参加している高

齢者ほど評価は高かったといえる。また参加率

の低い若年者では､評価も同様に低かった。「健

康と福祉のつどい」の内容や進め方は、各町村

に比べて格段にすぐれていると思われるので、

評価の上昇につなげるには、やはり参加者をふ

やすことが、第一であろう。（表３）

｢衛生指導員」について

衛生指導員（現・地域健康づくり員）の活動

の評価については、「健康の知識を得るのに、

大変役立っている」と答えた人の割合は、全体

の48.2％であった。年代別では、７０歳以上に最

も多かった。（表４）

またその活動が、「住民の意見を反映するの

に、大変役立っている」と答えた人の割合は、

全体の45.5％であった。年代別では、７０歳以上

が最も多く、若い人ほど少なかった。ここで注

目すべきは、住民の意見を反映しているかどう

か「分からない」と答えた人が20～29歳代で

48.5％、３０～40歳代で43.1％いたことである。

長く健康診断を受け続け、衛生指導員の成り立

ちからよく知っている高齢者と違って、若い人

は勤める人も多くなって、衛生指導員とのかか

わりが少なくなったのではないかと思われる。

(表５）

｢婦人の健康づくり推進委員」について

「婦人の健康づくり推進委員」の活動の評価

については、「健康についての知識を高めるの

に大変役立っている」と答えた人の割合は、全

体の50.1％で、７０歳以上でもっとも多かった。

いずれも、衛生指導員に対する評価と、ほぼ同

じ傾向がみられた。（表６）

また「住民の意見を反映するのに大変役立っ

ている」と答えた人の割合は、全体の44.6％で

あった。年代別では、７０歳以上が最も多く、３０

246

～40歳代が最も少ないかった。これも上記と同

じ傾向であるが、「分からない」と答えた人が

若年者に多いということも、同じであるといえ

る。（表７）

｢参加している活動グループ」について

参加している活動グループについて、すべて

選択するように求めたところ、「何もやってい

ない｣269人(35.8％)を除き､最も回答の多かっ

たのは「老人クラブ・婦人会など」で、次いで

｢スポーツクラブ｣､そのほか「趣味･教養のサー

クル活動」「地区の役｣の順に多かった。（表８）

参加者の多い項目について年齢別にみると、

｢老人クラブ･婦人会など」と「スポーツクラブ」

では70歳以上が最も多く､｢地区の役」と「趣味・

教養のサークル｣では､50～60歳代に最も多かっ

た。（表９）

以上を総合してみると、八千穂村民のうち、

高齢者ほど、村ぐるみの健康管理に対する評価

は高く、「健康と福祉の集い」にもよく出席し

ており､また衛生指導員(地域健康づくり員)や、

｢婦人の健康づくり委員」の活動を評価してい

るが、若年齢者ほど、村ぐるみの健康管理その

ものは別として、その他の項目に対する評価は

低かった。というよりは、よく分かっていない

というのが現実である。

それについては、７０歳以上の人たちは、全村

健康管理が始まった前後に生きた人たちであり、

その意義も、苦労も、有難さもよくわかってい

る人たちであるが、若い人たちは、生まれたと

きにはすでに制度ができていたわけで、当たり

前という考えが多く、関心が薄いとも考えられ

る。今後、若年齢者の「健康と福祉の集い」へ

の参加も含めて、対応を考えていく必要がある。

参考資料

ｌ河合克義。矢島香子．地域医療と住民参加．沢内村・

松川町．八千秘村鯛査（中間報告)．

国民医療研究所所報．胸42,1999；３：５４～68.



康管理に対する

外部の評価 「

前脳の沢内村、松川町、八千穂村への澗査を

ふまえて、それぞれの町村の健康管理活動の全

体評価を井上英夫教授が第26回医療研「全国集

会」のシンポジウム「政府の医療政策と医療労

働」のなかで行なっているので、それを紹介し

たい。但しこれは､前記と同じく､平成９(1997）

年から１０年にかけての調査であるので、現在で

は多少変わっている点もあるかと思う。

以下、沢内村、松川町の評価については省略

し、八千穂村のみについての、井上教授の評価

内容を紹介する。

八千穂村がいちばん活発化

井上教授は次のように評価している。

「八千穂村は佐久病院の全村健康管理のモデ

ル村である。長い歴史があって、村と佐久病院

が協力して健康管理活動を続けてきた。この村

が実は活動が停滞しているということで、われ

われも調査をしたわけだが、結果的には、この

村の住民の意識が、あるいは現在の活動がどう

もいちばん活発ではないかということなのであ

る。

村の人たち自身も、自分たちの健康驚理活動

がどうも病院だのみだったのではないか、ある

いは自分たち自身でつくりあげるというのが弱

かったのではないか、ということで、５年ほど

前からか、いろいろな活動を始めた。「健康ま

つり」は、いまや村のまつりに一体化して大き

く展開している。とくに衛生指導員（地域健康

づくり員）の人たちが活躍している。しかも、

最近は若い20歳代の衛生指導員が出てきた。そ

して保健婦たちも村に３人いるが、この人たち

も活動をかなり活発にやっている。そういう活

動が村の人たちの意識に反映していると思う。

それが調査でかなりクリアに出て来ている。

八千穂村では、行政の中に１人元気な人が出

てきた｡係長である｡その人がかなり熱心にやっ

ている。それから衛生指導風は州人の健康づく

り推進員の人たちといっしょに活動している。

これらの人たちが芝居をやったり、いろいろな

活動を実に楽しそうにやっているわけである。

そういう婆が見えるときに、村の健康づくりだ

けではなくて、行政のいろいろな施策が変わっ

てくると思う」と。

以上が、井上教授の発言内容であるが、３町

村の中では八千穂村の活動がいちばん活発化し

ているという。健康管理の活発化とは、やはり

｢人」が常に動いていることであろう。

「健康まつり」は、現在では「健康と福祉の

集い」に発展しており、村民が年に一度集まる

場である。「地区ブロック会」での自主的な研

究や学習結果の発表の場ともなっているが、自

分たちで新しい保健知識を学んでいく意気ごみ

は大きい。最後の「呼び物」である「演劇」は、

衛生指導員が主になり、それに女性の健康づく

り推進委員、役場保健師などが参加して上演し

ている教育劇であるが、最も人気が高い。上演

する人は何日も練習の日程があるので、ともか

く苦労が多いが、「とてもやりがいがある」と

みな声を揃える。

地域保健活動を成功させるには､やはり「人」

が大事である。井上教授は、八千穂村では係長

が衛生指導員や婦人の他服づくり員らとともに

活発に動いていると分析しているが、これがや

｡

一

．‘酒
Ｌ声『

写･塗 更 ＩＤ

ブロック活動で学習会

2４７
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はり基本といえよう。ただ係長が上からいろい

ろ指示を出すというのではない。係長が衛生指

導員たちとお互いに楽しくやっているのである。

ときには酒を飲みながら議論し合う。そういう

中からお互いの連帯間が生まれていっているの

は確かである。

八千穂村の経験からいうと、地域活動を上手

く進めていくには、次の３点が必要である。

①活動が住民にとって「やりがいがある」もの

であること。

②活動に参加して、「得をした」「大いに得ると

ころがあった」と感ずることができること。

③活動が楽しいこと。活動を振り返って、「と

ても楽しかった」「またやりたい」と言える

こと。

こういう活動が常時できていれば、活動は活

発化していくのである。

Ｐ憩村健康管理と
ｿーｼｬﾙ･ｷﾔピﾀﾉ四

ソーシャル・キャピタルの本質は「協働力」

八千穂村の村ぐるみの健康管理によって、国

保医療費、とくに老人医療費の伸びが他町村と

比較して抑えられていることは、これは健診を

含む予防活動の成果といえようが、ただそれば

かりの結果とは考えにくい。なぜなら、八千穂

村がモデルになった老人保健法の制定以来、各

町村も一斉に健診に取組むようになったし、そ

の面では、現在八千穂村とは健診内容について

はそう大きな違いはなくなった。従って、八千

穂村と他町村との医療費の差は、年々縮まって

きても当然なのに、逆に年を追うごとに開いて

きている。それはなぜなのか。

その理由については､一つはソーシャル･キャ

ピタル（socialcapital）の蓄積の面での違い
があるのではないかと考えられる。

ソーシャル・キャピタルの面からの八千穂村
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の分析については、徳永亜紀子による論文や、

西垣良夫（佐久総合病院副院長）によるその紹

介がある。前者は一橋大学社会学部2005年度の

卒業論文として書かれたもので、科学的な実証

的研究ではないが、その示唆するところは興味

深い。それらを参考に、私なりの考えを述べて

みたい。

ソーシャル・キャピタルは「社会的資本」あ

るいは「社会関係資本」と訳されている。簡単

に言えば、「人々が持つ信頼関係や人間関係、

つまり社会的ネットワーク」のことをいうのだ

が、そうはいっても、具体的にどういうことを

いうのか分かりにくい。それで私は、このネッ

トワーク形成の力を「協働力」と言ってはどう

かと提案している。協働と協同とはどう違うの

かと問われそうであるが、大筋の意味としては

大差はない。ただ協働のほうが、いっしょに仕

事をする、何かやる、という意味合いが多少強

いのではないかと思っている。

一方、「地域力」（宮西悠司）という言葉もあ

る。阪神大震災で生まれた言葉だが、住民が居

住地で抱える生活問題について、共同で解決し

てゆく力のことである。阪神大震災では35,000

人の被災者が出たが、その救助に行政は殆ど役

立たなかった。そのうち27,000人は地域住民の

手で救助されたのである。そこで地域の力とい

うものを再認識しなければならないということ

で､｢地域力」という言葉が生まれた。「協働力」

は「地域力」の基盤となるものである。

｢協働力」の３段階

ソーシャル・キャピタルの区分にはいろいろ

ある。パットナムの分類では,｢内部結束型ソー

シャル･キャピタル」と「橋渡し型ソーシャル・

キャピタル」の二つに分け、後者はさらに「水

平的」「垂直的」の二つに分けている。

「内部結束型」とは、住民組織内部の関係を

いうのであり、「橋渡し型」とは、異なる組織

間同士の関係をいう。このうち、「水平的」と

は権力がほぼ同じ主体間、「垂直的」とは従属

関係を含む権力が異なる主体間の関係を指して



健康まつりに向けて準備作業

いる。

以上を参考に、地域保健活動を念頭において

｢協働力」を分析すると、私は、以下のように

３段階で考えるのがより実践的であると思う。

第１段階組織内部の協働力

第２段階組織と組織間の協働力

第３段階上位組織と下位組織間の協働力

三つの段階に分けたのは、ソーシャル・キャ

ピタル、すなわち「協働力」は固定的なもので

なく、みんなの力で高めていくべきものであり、

またそのように努力しなければならぬものと考

えると、段階的に考えたほうが、分かりやすい

と思ったからである。また、この中で最も茄要

なのは「第３段階」であり､これを「橋渡し型」

の一つとして考えるよりは、独立した段階とし

てとらえるほうが狙いがはっきりするのではな

いかと思う。

「協働力の第１段階」とは、それぞれの住民

組織内の人々のつながりや、住民同士のネット

ワークが形成されていることである。住民同士

に交流がなく、人間関係が希薄であれば、お互

いに協力し合うという意識が生まれず、住民の

組織活動は困難となる。

「協側力の第２段階」とは、社会的立場や椛

力がほぼ同じ主体間の関係を拙築するものをい

う。地域には「婦人会」「老人クラブ」「青年団」

｢ＪＡ」などの団体をはじめ､住民の数々のグルー

プがあるが、各団体やグループ間のお7:rいlIilt

の人間側係やコミュニケーションがうまく保た

れていることである。

「協伽力の第３段階」とは、従属関係やヒエ

ラルキー（位階制）を含む異なる権力間の関係

を柵築するものをいう。行政や専門家などの関

係機関（病院､医師会など）は住民に対して「上

位」にあり、一般には、上位、下位という立場

をこえての対等な関係は築きにくいとされてい

る。社会学者のパットナムは、こんなことは殆

ど不可能であるとさえ述べている。たしかにア

メリカ型の個人主義社会では、「第２段階」で

すら難しい而もあるから、「第３段階」などは

とてもできないというのは、何となく納得でき

る。しかし、日本の農村のように共同意識の比

較的強いところでは、これが可能であり、この

ような関係を築くことはそう難しいことではな

い。それに「第３段階」の関係を築くことが、

協働力柵築の最終目標であり、これが出来なけ

れば、住民主体の地域医療を構築することは難

しいとさえいえる。

八千穂村における「協働力」の推進

八千穂村における「協働力」の状況を見てみよ

う。結論的にいえば、八千穂村では、この３つ

の段階がそれぞれうまくいっており、とくに第

３段階での推進は他町村を上回るものがある。

すなわち第１段階では、衛生指導員会など、

住民組織内のつながりや、村民同士のネット

ワークが強く、健康管理活動によってさらに強

化されていったという点がある。

これには、組織活動自体の「楽しさ」や「や

りがいがある」ということが龍要である。

術生指導貝会では、会織後の反省会で酒を飲

みながら細論したり、脚主的な演ﾙﾘ活動に取り

組んだことが、楽しさややりがいという点で、

活動の推進力となったといえる。

また第２段陪では、術生指導貝、同ＯＢ会、

女性の健康づくり推進委只、栄催改善グループ、

佐久地域保健福祉大学同窓会などの住民組織同

士のつながりが強く、｢地区ブロック会」や「健

服と禰祉のつどい」など、複数の住民組織が共

2４９
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同でひとつの活動を行うことで交流の場ができ、

組織同士のネットワークが生まれたといえる。

例えば、「健康と福祉のつどい」では、約50の

村内グループが、いっしょに実行委員会を組み、

企画から実行までを実践している。

とくに第３段階では、出張診療の時代から病

院が積極的に村の中に入っていき、住民とのつ

ながりを深めたことで、異なる権力間の組織同

士（住民と病院）の連携が強化されていった点

がある。また行政・病院・住民が一緒に酒を飲

んだり、「タラの芽会」のような合同親睦会を

持ったり、仕事だけではないつき合いの中から、

対等な人間関係が生まれていったといえる。

「協働力」を高め、人と人とのつながりを大

事にしたことが、八千穂村全村健康管理を推進

させた一つの因子とみて間違いない。とくに第

３段階の構築に力を入れたことが、健康管理運

動の推進に大きな役割を果したといえる。

｢協働力」推進の要因

「協働力」の第３段階が重要だと先に述べた

が、地域健康管理活動にあたって、それを最も

推進する基本的要因について考えてみよう。

この50年の間に、地域の健康管理活動につい

ての考え方は随分変わってきた。最初は村と病

院が主体で始まったが、やがて「住民参加」の

重要性が叫ばれ、そして今日では「住民主体」

でなければならぬと変わってきている。

実はこのことは、ＷＨＯ（世界保健機関）が、

すでに25年前に言っていることである。すでに

ご存知の方も多いかもしれぬが、その要点は以

下のように３つある。

①個人個人の健康を向上するには、本人の自発

的な取り組みが基本であり、不可欠である。

②これまでの健康教育に見られがちな、住民に

対する「させる、教える」といった働きかけ

から、住民自らが自分で「してみる、考える」

ことを支援していくものに変えていく。

③住民参加から住民主体の地域活動へ。

（オタワ憲章，１９８６より）
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｢城」から出て、地域住民と語り合う

では、住民主体の地域活動はどうすればでき

あがるかというと、まず基礎的条件として、行

政も医療機関も住民もすべて「対等」の関係で

なければならないということである。「対等」

の関係というのは、どちらが上とか下とかいう

のではなく、お互いに自由にものが言えること

である。お互いに常に思っていることが言えな

くては、連携など出来ないし、信頼関係も生ま

れてこない。

といっても、住民が「上」へ上がって（役場

や病院へ行く）ものを言うことはむりであり、

行政や病院が「下」へ下りる（つまり地域へ出

る）ことが大切である。役場や病院というのは、

いわば大きな「城」であり、何か用事があった

り、病気などの場合は別として、そこへ入って、

直接意見をいうことなどはなかなか出来にくい。

またたとえ入ったとしても、「城」の中ではお

互いに対等に話し合えない。

地域へ出る活動の中でこそ、初めて住民との

｢対等の関係づくり」が出来るということを、

しっかりと胸にとどめておくべきである。医療

機関はもちろんだが、行政ももっと地域へ出て、

住民とともに語り合い、お互いの心と心をつな

げることが、協働力の第３段階を実現していく

道になる。

（松島松翠）
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Ⅶ、今後の課題と展望

地域ぐるみの健康管理活動

八千穂村で全村健康管理が始まったのは1959

年。以来約半雌紀が経過した。この地域ぐるみ

の健康管理活動については、さまざまに語られ

てきた。なぜ村ぐるみの健康管理が始まったの

か、誰が、どんな方法で、どのような内容の活

動を展開してきたのか、当初のねらいは述成さ

れたのか等々。そして、課題についても論じら

れてきた。

ここでは、５０年余の活動の「変化」に紺I.'し

ながら活動の歴史を振り返り、今後のI鵬幽を考

えてみたい。健康管理開始から現在まで「自分

の体は自分で守る」「予防は治療に勝る」といっ

た言葉に示される活動の基本理念は変わってい

ない。しかし、健康筒理柵始から現在まで、村

を取り巻く環境と住民の生活は大きく変化した。

健康管理が始まった1959年は、戦後の混乱が

収束し、ｎ本が復興への歩みを始めた時期にあ

たる。その後、禰度経満成災期を経て社会は商

度に産業化された。産業化の波は農村部にも押

し寄せ、人びとの暮らしは徐々に都市化してい

く。衛生状態の改善や医療の普及によって感染

症などが克服される一方で、ライフスタイルの

2５２

くりに

今後の課題

日本福祉大学教授 杉山 章子

変化や加齢に伴う疾患が増加し、疾病構造は変

動した。

健旗管理は、こうした時代の流れの中で展開

されてきた。時代とともに、活動の対象（健康

をめぐる問題）も方法も変わる。同時に、活動

に桃わる(抑'1職と住民とのかかわりも変化する。

不変の理念を災くには時代に応じた方法が必要

だ。開始時のやり方を持続していくだけでは状

況の変化に対応できない。

医療や行政に従ﾘｉする専門職の主導で始まっ

た活動は、,住民の主体的な取り組みを促しなが

ら進められた。見逃せないのは、専門職の「主

導」が「上からの指導」にならないように当初

から制意されていた点である。当時佐久病院院

長であった若月俊一は、八千穂村健康管理５年

のあゆみをまとめた冊子の中で「健康は、誰か

が「上から』与えるべきものではない。農民

がl｢自分自身でつかむべきものであるj」と述

べている。

体を労わることなく厳しい農作業に従事して

きた農民が、自分自身で健康をつかむまでの道

のりは険しい。健康管理の歩みの中で、さまざ



まな人々が知恵を出し合いながら、この険しい

道を切り拓いてきた。だが、まだ道半ばである。

１０年、２５年、３５年と一定の区切りごとにまとめ

られてきた報告書には、健康診断の定着や健康

に関する知識の蓄積の一方で、住民の健康意識

の改善が進まない旨の記述が繰り返し登場する。

とはいえ、少しずつ変わってきた部分がある

ことも事実だ。健康意識は、健康診断の受診率

や国保の医療費の推移のように簡単に数値化で

きない。そこでしばしば用いられるのがアン

ケート調査だ。だが、専門職の側が「あるべき

かたち」を想定した質問票を住民に配布して回

収結果を分析するだけでは、実態をつかむこと

は難しい。住民の動きや意識の変化を捉えるた

めには、専門職による定量的調査だけでなく、

当事者へのインタビューや実際の活動への参加

などから実態をさぐる定性的調査も必要である。

個々の集落をたずね、住民の方々の声に耳を傾

けると、５０年間の健康管理が人々の生活の中に

静かに浸透している実態が浮かび上がってくる。

本章では、文献や実践記録にあたるとともに聞

取り調査によるデータを検討して、今後の課題

を考察する。

【１】膳蒙」から「教育」へ

①心をこめた予防医学的啓蒙活動

若月俊一は、「村の健康管理の真の目的は、

医療から見はなされ、健康を犠牲にしている貧

しい村民の健康を守ることにある」として、そ

の仕事に欠かせない二つの柱を示した。一つは

全村民の健康診断（少なくとも年一回）を確実

に行うこと、もう一つは予防医学的啓蒙活動を

心をこめて行うことである。そして、農村健康

管理の実践に何よりも大切なものは、「貧しき

農民」に対するヒューマニズムの精神であると

強調した。

「八千穂村健康管理５年のあゆみ』の冒頭に

記されたこの一文には､健康は誰かが「上から」

与えるものではないとしつつも、専門家が知繊

の乏しい農民を教え導くといったニュアンスが

感じられる。「啓蒙｣という語を広辞苑でひくと、

｢無知蒙昧な状態を啓発して教え導くこと」と

あり、「大衆を啓蒙する」という例文が記され

ている。

では、「医療から見はなされ、健康を機牲に

している貧しい農民の健康を守る」のは人道主

義にあふれた専門職なのか。健康管理は専門職

が心をこめて無知で貧しい農民に施すものなの

か。丁寧に再読してみると、そうではないこと

が分かる。健康を犠牲にしている貧しい農民の

健康を守るのは、専門職ではなく農民自身なの

だ。専門職の役割は、腿民自身が自らの健康を

守る力を身につけるための有効な支援を行うこ

とであり、健康診断と予防医学的啓蒙活動がそ

の支柱となる。

この二本の柱は現在にいたるまで健康管理の

基本だが、活動開始当初の内容は現代と大きく

異なる。当時の記録を見ると、健康診断を受け

ることが、当時の八千穂村でどれだけ画期的な

出来事だったかが分かる。医者にかかるのは死

亡診断書を書いてもらうときだけ、乳児の死亡

よりも馬の死亡を嘆く、自分の体の変化に気づ

かない、自覚症状があってもがまんする－こう

したことが珍しくなかった村で、全住民が毎年

健康診断を受けることになったのだ。

なぜ健康診断が必要なのかを理解してもらう

ための「啓蒙」活動の必要も領ける。初期の記

録には、わが身を椴牲にして働く農民に対して、

自分の体に目を向けることの大切さに気づいて

もらうための工夫があふれている。自分の手で

体のようすを記録する健康手帳の活用、病気を

防ぐ方法や健康に暮す知恵を伝える演劇の上演、

一人ひとりへ個別にアプローチする相談や訪問、

どれ一つ上からの押し付けはない。

「無知蒙昧」な大衆に知識を注入するのでは

なく、自らの体を椴牲にすることを強いられて

きた農民が健康を取り戻し人間らしく生活でき

るように、心をこめた支援が行われてきたのだ。

現代に生きる私たちは、この初期の活動から何

を学ぶべきか。「啓蒙」という言葉を過去のも

２５３
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のとして片付け､｢教育」に置き換えるだけでは、

活動の二本柱への理解は表面的なものに終わっ

てしまうだろう。

確かに、当時に比べれば住民のもつ予防医学

的知識は増えた。しかし、健康を犠牲にして働

く人がいなくなったわけではないし、それを防

ぐための情報が十分普及しているとは言い難い。

過労死に象徴される雇用労働者の長時間労働、

農業と家事・育児を一手に担う兼業農家の主婦

の過重負担など健康犠牲は後を絶たない。

健康管理に携わる専門職には、常に時代の動

向をとらえ適切に支援方法を編み出す能力が不

可欠だ。現代においても専門的で分かりにくい

情報を丁寧に説明する「啓蒙」活動が必要にな

る場合もありうる。その際に､住民を集めて｢上

から」講義するようなやり方ではなく、お年寄

りにも子どもにも地域に住む外国籍の住民にも

理解できる方法をいかにして創り出すかが問わ

れている。

健康診断に関しても同様だ。人口構造・疾病

構造が変わり社会保障のしくみが変動する現在、

保健・医療をめぐる制度はゆれている。国が新

たに設定する健診には問題も多い。そうした社

会の動きの中で、一律に制度化された健診を地

域住民に役立つかたちで実施するための知恵が

求められている。

②運動としての健康教育

健康管理活動の基本的な理念は50年前も今も

変わらない。だが、時代は動く。その流れの中

で理念を貫くためには、当初の方法を時代に適

合させていく不断の努力が必要だ。健康管理開

始から10年後、健康管理部がまとめた報告には、

活動の進展を示す記述が見られる。若月が示し

た健康診断と予防医学的啓蒙活動は、それぞれ

技術面（健康診断）と運動面（健康教育）とい

う二つの側面として示されている。健康診断と

健康教育が、分立する二つの柱ではなく相互に

連関して健康管理の両面を成しているというわ

けだ。

医療技術を用いて健康診断を行い疾病を早く
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見つけ出して治すことは、治療にとどまらず健

康に関する知識や意識の向上につながる。健康

教育が健康づくり運動として展開される中で、

人びとの健康意識が高まり疾病の早期発見・治

療を可能にする。健康診断と健康教育はまさに

車の両輪として位置づけられたのである。

注目すべきは、活動の二本柱を技術と運動と

いう概念で括ってその相互関係を明示し、予防

医学的啓蒙活動を健康教育という言葉で示した

ことである。運動という言葉には、上から健康

管理をするのではなく、農民たちが自らの健康

を守る運動を下からもり上げるべきだという主

張が読み取れる。運動として進める際には、専

門職が予防医学的知識を教えるだけでなく農民

が主体的に学ぶことが欠かせない。教育という

語には、教えることだけでなく自主的に学ぶこ

との大切さが込められている。

健康管理部のスタッフとともに各集落をたず

ねて聞取り調査を行った際に印象的だったのは、

多くの住民の方々にみられた旺盛な｢学習意欲」

である。人々が求めていたのは、一般的な知識

ではなく、自分の健康のために用いる情報や知

識であった。専門職に教えてもらった方法を取

り入れるのではなく、自分で自分の健康を維持

するための情報を集め、健康づくりの方法を組

み立てようとしている。この主体的な姿勢は、

長年の「運動」の積み重ねの賜物といえよう。

健康管理の二つの側面を車の両輪として「運

動」が展開された結果、住民の主体性が喚起さ

れたのだ。健康診断後の報告会や相談は、個別

具体的な教育の場となった。健康手帳は、健康

診断の記録であると同時に健康教育の教材にも

なる。健診結果のわかりやすい説明は、人びと

の受診意欲を高め疾患の早期発見や治療につな

がった。報告会で紹介される健康づくりの事例

が、個々の健康管理に与えた影響も大きい。

報告書や実践記録には、健康管理運動の過程

で、命を取りとめた、機能を回復した、あるい

は障害を得ても楽しくくらす方法がある、と

いった実例にふれて健康意識を高めていく住民

のようすがつぶさに記されている。一般的な話



ではなく顔見知りの住民による具体例が用いら

れると、健康管理の効果は倍増する。

現在、かつてのような「がまん型」「気づか

ず型」の疾患は減少し、予防医学的知識も広く

普及しているように見える。しかし、疾病柵造

の変化にともなって現れた新たな問題は、時代

に対応したアプローチを要請している。認知症

など高齢期の疾患やさまざまな子どもの発達障

害などには現代の「がまん型」や「気づかず型」

が潜んでいる可能性があり、それらに対する予

防医学的知識は十分とはいえない。

こうした現代的問題に対して健康管理の二つ

の側面をいかに機能させていくのか、今後の課

題である。

【２】「指導」から「協働」へ

①「指導」が進める「協働」

健康管理を担う人々に目をむけると、活動の

進展につれて、かかわる人々の間の関係が徐々

に変化していることに気づく。開始にあたって

形成された運営組織には、佐久病院の出張診療

班、村役場の衛生係や保健師とともに、住民か

ら選出された衛生指導員や地区の衛生部長や婦

人会会員などの住民が含まれていた。これらの

住民と専門職が一体となって活動を進めていく

中で、両者の関係は次第に変わっていく。

専門職主導で開始された活動は、その展開と

ともに住民の主体的な動きが形成され、連携・

協働する関係が定着した。留意すべきは、この

変化が、トップダウンからポトムアップヘの移

行を意味するものではないという事実だ。「指

導」と「協働」は当初から共存しており「トッ

プダウン」は存在しない。初期から現在まで、

どの時期においても、専門職が活動の枠組みを

整えて住民に情報や知職を提供する場面と住民

が得た情報や知識を生かして有効な実践を組み

立てる場面がみられた。変わったのは両者のバ

ランスだ。

住民の健康管理能力を高める活動において、

専門職の「指導」はあくまでも住民の実践を支

えるためのものである。実践が軌道にのるに

従って「協働」へシフトしていくのは自然な流

れであった。

医療と無縁な暮しを続けてきた地域で全村健

康管理を始めるには、基盤づくりから取り掛か

らねばならない。なぜ健康診断が必要なのか、

病気とどう向き合い、どのようにして健康な暮

しをつくりあげていくのか。村や病院のスタッ

フはすべての村民に丁寧に説明をすることから

始めた。

行政が上から住民の健康を管理するのならば、

地区ごとに説明会を開いて受診を義務化し、健

診のデータをチェックするという方法も考えら

れる。これでは住民の主体性はのぞめない。全

村民が自ら健康診断を受ける態勢をつくるため

には、ひとり一人の生活に踏み込んだ働きかけ

が必要だ。それを担ったのが衛生指導員など住

民の中から選ばれたスタッフであった。

②衛生指導員の働き

住民代表の中心として初期から活躍したのは

衛生指導員である。衛生指導員の端緒は、１９５０

年代前半に村で赤痢が流行した際に生まれた環

境衛生指導員にある。県の指示で配置された８

名の指導員は、伝染病予防や害虫駆除に従事し

た。村の健康管理を始めるにあたって、これら

の指導員が環境衛生だけでなく健康に関する幅

広い業務を担当する衛生指導員になったのであ

る。

発足当初の指導員はすべて青年男性、農業に

従事するかたわら健康管理活動に参加し、専門

職と連携しながら活躍した。指導員たちは、病

院の医療職による研修を受けて予防医学の知識

を身につける一方、地域をよく知る住民として

健診の受診率向上に努め、大きな成果をあげた。

専門職と一般住民の間に立って活動するこうし

たスタッフは他の地域でも見られるが全員が若

い男性という例は珍しい。

青年団の一員でもある若い住民代表による精

力的な活動は、健康管理が地域住民の中に定着

255



Ⅶ、今後の課題と展望
申■①●●申■｡＆■■ｅ●●●①●●■｡●●●●●●凸 ◆ ｂ 守 ● ■ ● ● ● ● ｡ ● ● ●

する大きな力となった。当初指導員には任期が

設けられておらず、初期のメンバーの多くが１０

年にわたってその任にあたった。役場から委託

された健康管理にかかわる活動が｢男性の仕事」

として認知されたことは注目に値する。

働きざかりの男性が主体的に動くことによっ

て、活動は地域住民全体に浸透し、人びとの意

識の変化にもつながった。1960年代の農村の社

会状況を考えると、女性でなく男性がそれも青

年．壮年層が活躍したことの意味は大きい。青

年団のような地域組織を母体に環境衛生指導員

が存在したこと、農業に従事する人が多く時間

のやりくりが可能であったこと、村や病院の専

門職との連携がしっかりしていたこと、いくつ

もの要因が重なって衛生指導員の活躍が担保さ

れた。

住民によるスタッフの強みは、何といっても

地域を熟知していることである。各集落におけ

る人や組織の社会関係、日々の暮しぶり、協力

の得られる人材の所在など活動に欠かせない情

報を、専門職だけでつかむことは困難だ。村や

病院の専門職は、衛生指導員や婦人会会員など

住民のリーダーと連携することによってはじめ

て、全住民に対する健康管理という大事業を遂

行できたのである。

住民の能動的な参加なくして、すべての村民

を対象に健康診断と報告会を毎年実施すること

は不可能だ。衛生指導員は、各戸を訪問して健

診の必要性を分かりやすく説き、歩けない人を

背負って会場まで運ぶなどあらゆる手段を講じ

て受診率アップに努めた。初期の記録や聞取り

からは、指導員自身が健康診断の意義について

十分に理解し健診を促す必要性を強く意識して

いたことがうかがえる。

確かな問題意識をもって粘り強く働きかける

指導員の言葉は説得力をもつ。専門職の呼びか

けには応じなかった人も、顔見知りの隣人の真

剣さには動かされたようだ。こうした地道な活

動を積み重ねながら、健康管理は少しずつ村全

体に浸透していった。ここで見落とせないのは

村や病院のスタッフが、健康管理に関するしっ
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かりした理念と確かな専門知識を衛生指導員に

伝達し共有していたことである。

③「協働」による健康管理運動

衛生指導員も、最初から高い健康意識をもっ

ていたわけではない。国保の窓口半額徴収反対

運動の失敗に危機感を募らせていた村長は､｢村

をあげて健康を守る運動をやろう」と村民に呼

びかけた。この言葉には、上からの行政施策の

実施ではなく新しい運動を展開するのだという

強い意思が込められている。意を同じくする佐

久病院院長は、必要な医学的知識や方法を提供

しながら村を支援し、ともに運動を推進した。

こうした気運の中で、衛生指導員は専門職か

ら健康教育を受け、医学的知識とともに社会的

な運動の方法を身につけていったのである。初

期の活動は「運動」として始まり、専門職も住

民も同じ目的のもとに、役割分担しながら運動

に参加した。専門職の「指導」を受けた衛生指

導員が住民への働きかけを繰り返すことによっ

て住民全体が健康管理の理念と方法を共有する。

そこで見出された新たな問題が専門職にフィー

ドバックされて運動が進展していく。こうした

運動のダイナミズムの中で、専門職と住民との

関係は｢指導」から「協働｣へとシフトしていっ

たのである。

草創期の緊張感とエネルギーは、活動の定着

にともなって次第に薄れていく。５０年余におよ

ぶ健康管理の記録の中には、「マンネリ期」を

指摘する記述もみられる。時間の流れの中で、

エネルギッシュな「運動」がマニュアル化され

たルーティンワークに変質する危険性があった

ことは否定できない。５０年の実践を顧みて今後

を展望する私たちの課題は、この「運動」の現

代的再生と継続ではないだろうか。

八千穂村の健康管理は、国の施策に対時する

独自の「運動」として始まった。運動の中で編

み出された健康管理の仕組みは、自分のからだ

を自分で守る方法として今も機能している。た

だ、継承されてきた仕組みに対して、社会の変

動に応じた「メンテナンス」が十分になされて



きたかといえば少々心もとない。

人口の高齢化と医療費の抑制が叫ばれる中で

登場した特定健診や保健指導にどう対応してい

くのか。「高度先進医療」から「療養」まで類

型化が進む医療体制の中でひとり一人の人間の

生老病死をどう担保するのか。専門職と住民が

一体となってダイナミックに展開された活動の

経験を子細に検討していくと、今後へのヒント

が見えてくる。健康管理の歴史に学ぶ好機だ。

戦後形成されてきた保健・医療のシステムが

ゆらいでいる現在、国の施策の不備をかこつば

かりでなく、地域の知恵を集めて自らの健康を

守る方法を練り上げる「運動」が求められてい

る。

【３】村に広がるネットワーク

健康診断と報告会、さまざまな健康教育の実

践が毎年積み重ねられていくにつれて、健康管

理に関わる住民スタッフは次第に拡大していっ

た。健康管理が進展し参加する住民の人数が増

えると、参加の形態も多様化する。初期には、

衛生指導員や婦人の健康づくり推進員、食生活

改善員など行政の委嘱を受けた住民代表が、健

診や報告会の円滑な運営を手助けする場面が目

立つ。基本的な活動が軌道にのると、既存の地

域集団にも自主的な健康づくりが芽生えてくる。

住民による健康教育の実践だ。

村には、栄養グループから生まれたボラン

ティアグループや生活改善グループなど行政の

施策から誕生した組織もあれば、介護を要する

高齢者や障害者を抱えた家族が助け合う小規模

グループもある。そこに集う人々は、村ぐるみ

の健康管理の中で入手した知識や情報をそれぞ

れの活動に取り入れていった。各団体の動きを

たどると、健康管理の積み重ねの中で、活動を

担う組織が着実に広がっていったことが分かる。

①住民グループの誕生

栄養グループは、村の健康管理に先だって行

政主導で組織された集団である。各地区から選

ばれた若い主婦たちは、健康の基本となる栄養

改善に関する講習を受け、学んだ内容を各地区

に持ち帰って伝達した。注目すべきはその方法

である。メンバーは、実際に料理を実演しなが

ら栄養や保健の知識を他の主婦たちに具体的に

伝えた。「伝達講習」は、集落の主婦たちの貴

重な集いの場となり、住民たちは楽しみながら

食と栄養について学び健康意識を高めていった

のである。また、学んだ知識や情報をしっかり

理解して他者へ伝えるという「伝達講習」の繰

り返しは、メンバーの力量アップにもつながっ

た。

やがてグループは、個々に食や栄養の知識を

学ぶだけでなく、村民の栄養調査を実施して地

域へも目を向けるようになる。担当する地区の

家を一軒一軒訪問して丁寧に食生活を聞きとっ

ていくと、村の人々の暮しが個別具体的に見え

てくる。メンバーが問題視したのは、ひとり暮

らしあるいは家族がいても昼間ひとりで過ごす

お年寄りの存在だった。

その後、栄養グループの流れをくむボラン

ティアグループ「ときわぎ会」が結成されると、

会員たちはお年寄りへの配食サービスや自主的

なデイサービスといった独自の活動を展開する

ようになる。個々の健康管理から開始された活

動は、社会的広がりをみせるようになったわけ

である。

生活改善活動の中から健康づくりに取り組ん

だ組織もある。1982年、長野県は、農村高齢者

活動促進特別事業を実施する４町村の一つとし

て八千穂村を選定した。事業計画には、高齢者

にふさわしい役割を開発し健康で生きがいのあ

る生活を実現するための諸活動が盛り込まれた。

活動を推進する組織づくりにあたって、村の担

当者は婦人会の役員に声をかけ「ひまわり会」

が艇生する。

ひまわり会は、高齢者になっても生き生きと

暮らすために、仲間を作り、知恵を出し合うこ

とを目標に掲げて結成された。県の事業は２年

で終わったが、その後も生活改善グループとし
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て活動を続ける。対象は、衣・食・文化と生活

全般にわたり、①自給加工グループ（大豆やト

マトの加工、真空パックや瓶詰による保存等）

②料理グループ（米消賀拡大料理荊習、健康料

理実習等）③衣の工夫グループ（リフォーム実

習、改良着作成等）④文化伝承グループ（子ど

もへの遊びの伝達、折紙細工講習等）と、四つ

のグループが作られた。

県の覗業としてスタートした当初は、村の職

員や農業改良普及所の生活改良普及貝の助言に

支えられる部分が大きかったが、活動の継続の

中で会員は徐々に力をつけていった。他地域と

の交流や視察を亜ねて視野を広げ、2000年以降、

村内の小学校や中学校に出向いて料理実習や伝

統的な遊びの紹介をするといった独自の実践も

試みている。会員の中からは、佐久病院の地域

保健福祉大学同窓会の班活動で活雌する人や村

で新たなサークルを立ち上げる人も現れ、地域

のリーダーの供給源となっている点も注目され

る。

ときわぎ会やひまわり会の生い立ちや活肋の

経過をみていくと、行政主導で登場した住民組

織が、活動の舞台を個人レベルから集団レベル

へ、そして社会レベルの活動へと拡大していく

様子が浮かび'二がってくる。（l叉１１）

活動が広がりを見せた背餓には、村全体で取

図１活動レベルの拡大

2５８

り組んだ健康管理の悩み亜ねがあった。二つの

会は、どちらも公的な施策の中から生まれた住

民組織だが、役場の担当部署は異なる。ときわ

ぎ会の源流である栄養グループは厚生省の栄養

改善蝋業、ひまわり会は農林水産省の農村高齢

者活動促進事業に由来するために、村における

担当は、前者は衛生係、後者は農政係と分かれ

ていた。国や県では縦割り行政のために分立す

る可能性が高いが小さな村は別だ。村ぐるみの

健康管理の中で、連絡調整を繰り返しながら、

職員も村内のグループや団体も相互に関わりを

深めていったのである。

②健康まつりの発展

年に一度開催される「健康まつり」（福祉と

健康のつどい）には、ときわぎ会やひまわり会

をはじめ八千穂村で活動するさまざまな人と組

織が一堂に会する。現在数十にのぼる参加団体

の顔ぶれは、病院や診療所、医師会や社会福祉

協議会、高齢者施設や共同作業所、住民が立ち

上げたＮＰ○法人や家族会まで、実に多彩だ。

行政機関、医療・福祉機関、住民グループなど、

設置母体も規模もメンバーも異なる団体が参加

しており、健康管理が住民生活のあらゆるレベ

ルに根づいていることが読み取れる。

兄落とせないのは、「健康まつり」が、住民

による主体的な取り組みと

して始まったという事実だ。

病院主導から脱して自分た

ちの活動を始めようとする

動きが現れたのは1980年代

のことである。「健康診断」

を受けること自体が大変

だった開始時から20年、住

民の中に健康診断は着実に

浸透していった。年１回の

健診の実施と報告会の開催

病院スタッフによる結果の

整理と事後指導といった健

康管理の流れが定着する中

で、衛生指導貝を中心に、



専門峨から指導を受けて動くのではなく、自分

たちで学びあい交流する場を作ろうという気運

が生じる。農協、婦人会、公民館、社会福祉協

揃会など地域の諸団体の関係者による実行委幽

会が被世され、第一回健康まつりが実施された

のは1984年のことである｡

健康まつりは、1996年には「福祉と健康のつ

どい」と名称を変更して活動の幅を広げ、現在

まで継続して開催されている。専門職のイニシ

アチブで始められた健康管理は、人びとのつな

がりを通して村の生活の中にしっかりと根づい

ていった。従来からあった地域の住民組織は、

健康管理活動によって紡ぎなおされ、村には新

たなネットワークが形成された。役場と病院の

呼びかけで健康管理がスタートしてから50年余、

健康まつり開始から20数年が経ち、活動の主体

は地域で生活するさまざまな人と組織に移った

のである。

③紡がれる人と組織のネットワーク

健康管理に関わる組織の変遷を大づかみに示

すと図２のようになる。専門職が各地区・集落

の住民に対して指導・援助するという初期のか

たち（左）は、さまざまな組織や人が結び付き

ながら脇伽する形態（右）へと変わった。病院

や役場もその一員である。健康管理の活動形態

は、専門職主導のタテの流

体は変わらないが、集団の種類と所属の仕方が

変化したわけだ。

また、図２の左に示したネットワークを構成

する各集団の椛成メンバーがしばしば重複して

いることも兇逃せない。役刈と機能を明確にし

てそれぞれに職貝が所胴する行政機関とは異な

り、住民組織は領域ごとに分立することなく幾

重にも重なりあっている。住民は、それぞれの

生活スタイルに合わせて複数の集団を選んで所

属する。病院や施設のボランティアグループに

参加する一方自宅で介誰者の会を開いている人

もいれば、有機農業に取り組みながら食の安全

を追求し子どもの食育に関わる人もいる。健康

管理が始まった50年前から現在まで、住民は地

域の多様な組織に所カバしながら生活してきた。

その基本的なスタイルに変わりはない。

変わったのは人々のつながり方、つまり「関

係」だ。病院や役場が活動を主導していた初期

には、専門職と住民との間には一定の境界があ

りタテの関係で結ばれていた。現在は病院や役

場も含めた村内の人と組織が、ヨコの関係網を

形成している。組織間の境界が重なりあって

人々の関係がダイナミックに変動していること

がヨコの関係の特徴だ。

今、地域住民の生活も取り巻く社会も時時刻

刻と動いている。その変化に対応できる健康管

れから住民主体のヨコの関図２ネットワークの形成

係へと移行した。
開始時(タテ）

注目すべきは、健康管理

にかかわる組織や集団の名

”》”現在(ヨコ）
曇

称が変わっても参加する住

民の顔ぶれに大きな変動が

ないことだ。村の最小自治

単位としての地区、婦人会

やff年岡といった地域組織

が他服管理活動の中で紡ぎ

なおされて多彩なグループ

や団体が生まれた。現在の

地域集団は既存の組織を母

体としている。椎成員の総

Ｖ

2５９
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理を実施するためには、地域の人や組織の関係

｢社会関係」を的確につかみ、取り組むべき問

題に最も適したネットワークを築かなくてはな

らない。健康管理開始から50年経った現在、専

門職と住民は、それぞれ役割は異なるが同じ住

民としてヨコにつながっている。病院や役場を

含む「住民」の「協働」の網の目をいかに編み

出すか。これまでの蓄積を生かした方法が求め

られている。

【３】健康な地域づくりに向けて

①ヘルスプロモーションの動き

八千穂村の健康管理は、図ｌに示すように個

人から集団へそして社会レベルへと進展した。

今活動の舞台は佐久地域全体に広がっている。

開始当初から若月は「健康が生活や健康ぜんた

いに密接に関連していることは疑いない。ほん

とうの健康を守る仕事は、したがって、生活や

環境や、さらに生産までの改善や改革を伴うも

のでなければならない」（『八千穂村健康管理５

年のあゆみ』）と社会的視野の必要性に言及し

ていた。

５０年余の活動を経て、健康管理は本格的な社

会的活動を展開する段階に達した。包括的なヘ

ルスプロモーション（健康増進）へと踏み出す

時期である。ＷＨＯは第１回へルスプロモー

ション会澱（1986年）のオタワ憲章で、ヘルス

プロモーションを「人々が自らの健康をコント

ロールし、改善することができるようにするプ

ロセス」と定義した。このプロセスには、個人

の健康増進技術の開発だけでなく、ヘルスサー

ビスの方向転換、地域活動の強化、健康を支援

する環境づくり、健康的な公共政策策定といっ

た環境づくりやその前提条件としての平和・住

居・教育・食物・収入・安定した生態系・生存

のための諸資源・社会的正義・公正まで含まれ

ていた。

八千穂村は、オタワ憲章に先駆けてヘルスプ

ロモーションを実践してきた。健康管理(こよっ
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て住民自身が自分の体を自分で守る力を穫得し

てきた過程は、まさに「人々が自らの健康をコ

ントロールし、改善することができるようにす

るプロセス」であった。健康診断の積み重ねの

中で住民の健康管理能力は着実に向上した。健

康教育を受けた住民たちは多彩な地域活動を繰

り広げている。今後は、個人や集団レベルにと

どまらず地域社会全体を射程に入れた活動が望

まれる。

②健康権の保障

へルスプロモーションは、国の施策としても

推進されてきた。「総合的国民健康づくり計画」

(1978年）を皮切りに、「第二次国民健康づくり

対策（アクティブ80ヘルスプラン)」（1988年)，

｢２１世紀における国民健康づくり運動（健康日

本21)」（2000年）などが実施され2002年には健

康増進法の制定をみる。同法第２条には、「健

康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深

め健康の増進に努めること」が国民の責務とし

て明記された。

健康増進法に基づいて進められている施策に

は、個人に対して生活習慣改善を促すものが目

立つ。国が定めた腹回り・血糖・コレステロー

ルなどの基準値が、「健康な身体」の指標とし

て示され、その値に合った身体をつくることが

健康増進であるかのような錯覚も生まれた。数

値を追いかけるうちに、「健康」（な体を維持す

ること）が目的化してしまう人も現れる。さら

に、健康の「自己責任」が強調されるあまり、

いわゆる生活習慣病にかかる人が「健康の自己

管理」の失敗者のようにみなされる例も出てき

た。

ＷＨＯ（世界保健機構）の憲章前文には「健

康とは，身体的にも精神的にも社会的にも，完

全に良好な状態であり，単に病気がないとか，

病弱でないということではない．到達しうる最

高の健康水準を享受することは，万人の基本的

横利であり，人種，宗教，政治的信条，社会的

経済条件のいかんを問わない事項である」とあ

る。


