
平成 28年度「第 2回市町村議会議員特別セミナー」報告書 

 

日時：平成 28年 8月 4日～5日 

場所：全国市町村国際文化研修所 

参加者：市町村議会議員 243名 

報告者：成川正幸 

スケジュール 

8/4①医療機関・住民とともに地域医療を支える取組 

   自治医科大学 地域医療学センター長  梶井 英治 氏 

  ②住み慣れた地域で最期まで安心して暮らし続けるために 

東近江市永源寺診療所  所長     花戸貴司 氏 

8/5③和光市における超高齢社会に対応した地域包括ケアシステムの実践 マ

クロの計画策定とミクロのケアマネジメント支援・・・第 7 期介護保険

事業計画を見据えて・・・ 

   埼玉県和光市保健福祉部 部長     東内 京一 氏 

  ④歩いて暮らせるまちづくり「ＳmartWelinessCity」の促進を！ 

   筑波大学大学院 人間総合科学研究科スポーツ医学専攻 教授 久野 

譜也 氏 

    

内容 

医療機関・住民とともに地域医療を支える取組 

自治医科大学 地域医療学センター 梶井 英治 氏 

〇自己紹介 

30年前も今も医師不足！ 

36 年前 20 代後半の医師が 40 床の病院に赴任。鳥取県 日南町国保日南町国保

病院。 

その時は、１万人の町に医者は二人 開業医高齢の二人。医師不足で経営悪化。 

職員が立ち上がった。「できることから始めよう」 



住民のその輪に入り、ついに行政も動く。患者さんが増加し、救急車も増加。 み

んなで勉強した。そうすると翌年から黒字に転換。地域あげて協働の「わ」が

拡がった。 

「他職種連携」「チーム医療」「地域包括ケア」「協働」守っていくためには医療

をなんとかしないといけないという思いで地域が必然だった。私の原点は日南

町にある。病気にだけを目を向けていてはいけない。 生活の支援も大事。 

 

〇日本の社会と医療 

2025年 団塊の世代が後期高齢者になる。 

2060年には、65歳以上の方が 40％、75歳以上の方が 27％、50歳以上 6割を

占めるようになると予想されている。2025年も大事だが、もっと先を見ないと

いけない。 

今後、今の社会保障は維持できない。今から考えていかなければいけない。 

そのためには、道をつけていかなければいけない。将来を見据えて準備するこ

とが大事である。 

〇国民の健康を取巻く現状と課題 

「高齢化」「疾病の慢性化、複合化」「人間関係の過疎化」の現状から「傷病の

予防」「継続的ケア」「闘病への支援」「QOLの向上」「生きがい感の回復」であ

り、病気を見るだけではなく生活を見る。 

日本は 1年間に１２０万人が亡くなっている。病院で亡くなる人が 50％を超

えて今は 80％になっている。その内、自宅で亡くなる人が 1割ちょっと。自宅

で死にたいと最期前に言った方もいざ亡くなると親戚が聞いていないと言って

病院へ連れて行こうとする。 死に方でもめる。そういった事が起らないように

家族でいつも話をすることが大事である。 

〇死亡の場所 

施設内（病院、診療所、介護老人保健施設、助産所、老人ホーム）84．1％ 

施設外（自宅、その他）15．8％ 

今後、医療に求められることが大きくなってくる。みんなが関心を持つこと

が大事である。自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるように、

国は地域包括ケア体制作りを進めている。 

住民のみんながお互い様であり、みんなが繋がっていかなければいけないと

気づき始めた。資源は有限（医師も）、医師に何を求めるのかを明確にする。そ

して、地域の医療をどうしていくのか話し合っていく。自分の役割はどこなの

かを考えておく。 

30年前は儀式的な往診、現在は？日本の医療福祉は進化してきている。 

 



在宅医療ネットワークを広げる 7つのコツ 

①笑顔と挨拶 

②平易な言葉 

③マメになる 

④学ぶ姿勢 

⑤逃げない 

⑥仲間を増やす 

⑦顔の見える連携 

何でもない事であるが、なかなか出来ない！ 

 

Ⅱ国の医療政策の現状と課題 

医学部入学定員、2008～2015年の 8年間で約 17％UP 

 

公立病院は、このままだと閉院していく。 

公立病院改革①経営の効率化②再編・ネットワーク化③経営形態の見直し 

の 3つの視点に立って、公立病院改革を推進していく。 

 

Ⅲ 都道府県、2時医療圏及び市町村の医療対策の現状と課題 

 

〇医師不足からの脱却 

各医療機関の自助努力→地域全体としての課題 

市町村完結型→圏域へ拡大、都道府県のリーダーシップ 

〇医療の行政圏域 

「1次医療圏・・・各市町村」 

「2次医療圏・・・近隣」 

「3次医療圏・・・県域」 

「地域コミュニティ・・・生活圏域」 

〇地域医療データに基づいた地域医療政策の立案・実施 

守らなければを終始してしまうとギャップが見えてこない。 

患者さんの需要を見て、具体的に地図を見る。 

「患者さんがどこを受診しておられるのか」「受療圏がオーバーラップしていな

いか」地図情報システムでわかりやすくする。 

 

Ⅳ 地域医療を担う医師の育成 

どういった医師を求めているのか？・・・神の手と言われる医師？ 



求められる総合診療医像 

「患者及び地域社会のニーズに応じて自らを柔軟に

変化させ、それに応えることができる医師」 

それは、「断らない 逃げない」「地域のニーズを踏まえて変えていくこと」 

 

Ⅴ 住民が参加する地域医療づくり 

「地域の魅力で医師が集まる」 
くま先生の SOS NPO法人地域医療を育てる会 7つの約束 

①地域医療は、医療者、地域、行政、議員が一緒に作るもの 

②医療者と住民の意識のギャップをうめよう 

③健康は人任せではなく自分で守るもの 

④医療、福祉、健康づくりが一体であることを理解しよう 

⑤お互いが支えあって地域の安心をつくっていく 

⑥医療とともに、健康づくりに必要な人員や財源を確保しよう 

⑦医療機関のネットワークづくりを進めよう 

『地域住民が地域に「誇り」を持ち、愛する地域を何

とかしたいという強い想いを持たなければ、地域再生

は実現しない』 

〇住民が参加する地域医療づくりとは、 

①地域医療を守り育てることへの住民の理解と行動 

②住民・行政・医療関係者の協働による地域医療づくり 

③地域生活者としての行政職員のリーダーシップ力 

〇地域力とは、 



地域が一丸となって、地域の課題を解決し、暮らしよい地域

を創っていくチカラである。 

〇地域力向上に必要な 3つの要素 

①地域力を向上させる「場」 

②場を機能させる「仕組み」 

③地域力の基礎となる「人」 

〇新しい医療提供体制の創出 

①総合診療を中心とした医療提供体制 

②新しい医療圏域の構築 

③医療機関の役割分担・連携 

④地域包括ケアの推進 

⑤住民の参加する地域医療づくり 

 

〇所感 

寿命が延び人口が減っていく中、施設、医師、全てが足りない時代。 

医療と介護、地域が一体となって取り組まないと世の中が立ち行かなくなって

くる。もっともっと先を考えて行動する。計画を立てなくてはいけない。 

 

②住み慣れた地域で最期まで安心して暮らし続けるために 

東近江市永源寺診療所  所長 花戸貴司 氏 

「健康」だって感じるのは、どんな時ですか？ 

医学の歴史の振り返り・・・死の原因は 19世紀後半では、結核、感染症、子供



の時などだったが 21世紀になってからは老化である。 

 

医療は、病気を治そうとするもの。医療が健康問題を解決する？ 

病気は、単一から複数になり、「治す医療から支える医療」に変化してきた。 

病院に行けば全てが解決する時代ではなくなった。 

診察していると患者からは、 

「はよう、まいらしてほしいわ」＝早く死にたい 

現在、永源寺 5800人 高齢化率は 30％、医師が 1人、看護師 5人 無床診療所 

 

〇病院と在宅の違いは何？ 

「白衣を着ていると医師、パジャマを着ていると患者さん」 

「在宅では、患者さんは家主であり、医者はお客さんである」 

1人で生活ができるのは近所の人が見守っているおかげ 

 

みなさん笑顔、家が一番であり、ずっとここにいたいと言われることがよくあ

る。 

地域は、誰かが誰かを支えている。 

 

現在受け持つ在宅患は、3歳から 102歳の 80人。 

在宅看取りは 25～36人/年（地域の 40～50％）。 

在宅医療は医師 1人ではできない。 

他職種連携が必要（医師、看護師、薬剤師、リハビリスタッフ、ホームヘルパ

ー、デイサービススタッフ、ケアマネージャー、行政、家族、ご近所の方々な

ど) 

毎月、サービス担当者会議 （家族、ケアマネ、薬局、先生など） 

 

〇患者さんが本当に望んでいることは？ 

病気の反対側には元気がある。 

治らなかった場合は、元気を大きくすること。 

何のために病院に行く？・・・診断をしてもらうため。 

どうして欲しいのか、自分の口で言ってもらう。 

「年老いても、自分らしく過ごしたい」 

県民の半数が自宅で看取りを望んでいるのに、約 8 割が病院で亡くなってい

る。 



普段から、どのような場所で、誰と生活するか どのような治療や療養を希望す

るか、きちんと家族と話し合っておくことが大切である。 

よりよい最期を迎えるということ・・・より良い最期は、よりよい人生を送れ

た結果。 

在宅医療で訴訟になることはない。 

「ありがとう」と言われる。  

最近の病院は長期に入院させてもらえない。 

 

地域社会には様々な資源がある。 

・自助 自立支援、セルフケア、社会参加 

・互助 ご近助、ボランティア、家族 

・共助 医療保険、介護保険 

・公助 生活保護、低所得者への支援 

 

地域の力＝話し相手 

・住民による生活地域サポーター 

話し相手は無料 

買い物など補助は一時間百円 

生活地域サポータは、プロとの隙間を上手く埋めるのが目的 

 

地域社会には資源がある。 

やるべきことは、地域に出て行って隙間を埋めることである。 

 

地域包括ケアというよりも地域まるごとケア 

「日常生活自立」「社会生活自立」「経済的自立」 

日常生活自立と経済的自立は公的支援できるが、社会生活は普段からの生活で

ある。 

 

今の子ども達は、身近な人の死ばかりか、「老・病・死」を経験することが少な

い。 

高齢者が生きる姿を見せる。若い人たちに伝える絶好の機会である。 

それは、都会に田舎を作れば出来る 

全国でそういった活動がある。 

「きずな貯金」 



地域のつながりの貯金。 

安心して生活ができるのはきずな貯金があるから 

 

〇ご飯が食べられなくなったらどうしますか？ 

地域まるごとケアが目指すものは、30年、60年後になっても安心して生活がで

きる地域づくりである。次の世代に伝えていかなければいけないことがある。 

地域医療とは、地域で「医療を行う」というだけでなく、医療をとおしての

「地域づくり」である。 

 

先生は、地域にために何ができるのか17年間だったそうで、よく聞かれるのが、

専門はなにという質問。 

小児科？内科？在宅医療？ 

いつもの答えは「永源寺」です。 

 

顔が見える関係が一番であり、つながりがチーム永源寺である。 

「できることから考えよう 」 

「走りながら考えよう」 

そういった考えから、「三方よし研究会」を発足 

イニシアチィブは誰？ 

いばらない医者 

地域には頑張っている人（医者、介護、福祉関係者）がいる。その方々を盛り

上げてもらうことである。 

 

所感 

途中に事例紹介を入れながらの話。現場の生の声がすごく共感した。人間は生

まれてから死ぬまで生き方はそれぞれ違う。 

自分らしく生きる。そして納得できる最期。 

みんなが普段から考えておくことが大事だと思った。 

そういった気づき、行動をしてもらうための土壌づくりをしなければいけない

と思う。 

 

全国市町村国際文化研究所 2日目 

③和光市における超高齢化社会に対応した地域包括ケアシ



ステムの実践  マクロの計画策定とミクロのケアシステム

マネジメント支援 

・・ ・第 7期介護保険事業計画を見据えて・・・ 

和光市保健福祉部長  東内 京一  氏 

 

認定をきびしく サービス低下 は言語道断 

「掃除ができる」、「趣味が復活する」が介護予防で大事なところ 

介護は生活場の維持である。 

 

〇基本的な考え方 

重要③保険者機能の強化 

介護保険者 国民健康保険者 

保険者のリーダシップの確立 

何が課題なのか、データ分析、官民協働で行う 

 

〇和光方式 

介護保健上昇率日本一がキッカケ大分県内の 3つ市町村に導入した。 

この取り組みを横展開する。今年度も 3つぐらいやる。 

 

〇地域包括ケアシステムについて～社会保障の背景から国の施策を知る～ 

30年に国保を大改正を行う。県が財政保険者になり、県が市に出資する。 

29年度の市町村は介護医療の連携と国保改正である。 

介護保険が国保と同じように一般会計を入れるようになると大変になる。 

そうならないために市町村は強く考えなくてはいけない。 

市町村は、国と県の下請けではない。 

介護保険は試金石、第 2の国保にしないことである。 

 

〇2025年団塊の世代が 75歳以上の後期高齢者になり、高齢者の生活課題増加。 

一人暮らし増大し認知症も増大する。 

このままでは、介護保険だけで救えない。 

中学校区レベルの生活圏で地域包括ケアシステムの 24時間定期巡回が有効。そ



の為には中学校区レベルに利用者がどれくらいいるのか調べる必要がある。 

介護保険制度が持たなくなると軽度から削る。 

 

〇地域包括ケアは、住まいがあることが前提であり、医療介護が必要。 

居住権賃借権が守られていないと出来ない。 

要介護 4、5になっても在宅介護。 

良くなると復活していく 

本人の選択と本人・家族の構え 

在宅看取りも包括の最終地点になる 

本人の選択と自治体の覚悟が必要である。 

包括ケアをやっていくのかは自治体の選択。 

国の問題ではなく、地方自治体の問題である。 

 

地域包括ケア 

要介護 4になっても在宅で見られる。 

高齢者の選択、家族の心構え それを 50代の時に考えることである。 

考えていないと在宅でやっていけるのか心配になり、施設志向が強くなってい

く。 

 

〇介護兼事業計画 

ビルディングの病院は、地域の訪問看護ステーション 

ナースステーションは、24時間巡回 

医局は、地域の診療所 

廊下は、地域の道路 

住み慣れた地域に住み続けられるのは包括ケア 

本気で少子高齢化を考えるべき。 

 

〇最近は互助とは言わなくなった。 

自助が強い国・・・アメリカ 

互助力が強い国・・・イギリス、フランス（日本の社協・寄附文化が根付いて

いる。） 

共助が強い国・・・日本、韓国 

公助が強い国・・・ スエーデン、フィンランド 



日本は、財源は北欧、サービスは公助から互助 

 

〇和光市の地域包括ケアシステム～日常生活圏域のニーズ調査から介護予防の

取り組み～ 

２５の基本チェックリスト 運動に○を付けたら特定高齢者 

予防事業に参加しない。 

要支援１．２に受け皿に事業を使っていた。 

サービスが切れるという感覚を持っていない。 

重症化がしない。 

介護保険が自立になる 

 

 

自立する先は、要支援 1、2の受け皿があった。和光市は重要化がしない 6ヶ

月後に介護から自立になっている。要介護 4、5の人数が減り、認定率が減って

いる。 

高齢者人口に占める要介護認定の割合全国 18.2 

ちゃんとした切り捨てではない 

 

○サービスは整っているのか整っていないのか。 

前回の保険料で撮り過ぎた基金。有り余る基金で保険料を下げる。下げるのは

いいが、予防をしないといけない。そうしないと第 7期の 30年時には基金がな

くなっている 

 

マクロとミクロが分してやってきたのが問題。 

「マクロ」 

アンケートは、個別記名式 88個質問 生活課題を見つける質問調査 

3年間 65歳以上の高齢者全員に毎年行っている。  

同意書は入っている。課題が分かったら介護保険計画を立てる。 

介護保険だけでは解決できない。在宅医療、住まいの問題、介護保険以外の地

域の生活支援など一体的になっていないと高齢者のケアができない。 

 

○和光市のケアマネージャの離職率 10％きっている 

2級ヘルパーから 5年経ってケアマネの方も、和光のケアマネを 1年やると医療

系にも強くなる。なんで 10年経っても元資格で言われるのか。 



看護師あがりのケアマネ 

介護士あがりのケアマネ 

介護士系は医療には弱い。看護師系は生活知らず。 

ケアマネ―シャーがジェネラルに育って行く環境を作っている。 

市民にはケアマネは生活課題を解決してくれる人と宣伝した。 

ヘルパーさん生活支援し、生活機能を向上してくれる人 

官民協働でやってきた。 

 

①マクロの計画策定～和光市の取り組みを中心に～ 

アンケートではないニーズ調査を全国で行い、各市町村がダウンロードできる

ようにした。使った市町村 2割。 

 

アンケートじゃないニーズ調査 

被保険者 9.6% 

保険料を払っていただいた還元ですという通したら 60%の回収率があった。 

アドバスも記載した。 

アンケートには、1人当たり千円掛かる。 

アンケートは未回収の家を全戸訪問した。 

なぜか？ 

検診に来ない人が病気になっている。 

アンケート回収できない人が認知症になっている。 

 

一人暮らし訪問を辞める。それは一人暮らしでも元気な人はいっぱいいるから。 

 民生委員には、未回収宅に行ってもらう。 

8割元気な高齢者だった。 

児童相談所 遠いところにあって何もできない。 

 

検診未受診の方には、3日以内に現場にいく 

「だらしなくて鬱になっているお母さん」「子どもの虐待」  

検診の未受診訪問は絶対に行く。 

 



オレンジリング認知症サポータ養成講座のサポータの方のスキルアップとして

訪問に行ってもらう。 

①先ず、未回収の方に訪問に行く前に手紙を出す。 

②その後、嫌だと電話がかかってくる。 

そして、やっともらった電話は話さない。 

③次にサポーターの方に訪問する。 

④それで作成した高齢者台帳を包括支援センターに ICT でネットワークで情報

提供 

⑤リスクの高い順に訪問する 

※近所の方を集めて話し合っても何の解決にもならない 

 

全国でやってきた事は介護保険計画を作る前に行わなければいけない事。 

ほとんどの自治体でやっている事は、無記名式の抽出アンケートを行い、そこ

から介護状態になったらどんなサービス使いたいですかという質問をする。 

聞いている人は24時間定期巡回知っているのか？小規模多機能きゅおたく介護

知っているのか？ということになる。 

なので、返ってくる答えは「特養」「デイサービス」など皆が知っているサービ

スになる。 

結果、市には 24時間のニーズがないということに。 

こっちが課題を見つけて、どういうサービスを使い。高齢者がどれくらいいる

のか。 

そして、そう言う時にこういうサービスで解決していきたいというのがパブリ

ックコメントである。 

なので、結果は策定中に公表していく。 

 

※地区分析しないと地域包括支援センターの業務量が偏ってくる。 

そうなると、「同じ委託料で良いのか？」「同じ人数で良いのか？」 

そう言う分析が重要になってくる。 

 

ひとり暮らし多い地域は、認知症の方が何人居るのかを市民に公表する。 

これが地域課題である。公表して地域の自治会にも認識を持ってもらう。 

認知症が多い地域は認知症サポート養成講座を優先的にやる。 

 

また、1人暮らしは何の住宅に入っているのかを調査する。 

認知症があって一人暮らし、低所得者が多い地域に特養作ろ



うと思いますか？ 

 

○地区高齢者数の公表 

誰もいないところに施設を出そうとした方がいた。 

見える化が重要である。 

○介護離職をさせないための施策 

仕事と介護に力点を置いて 地域ケア会議で話し合う 

サービスの中身を変えることで介護離職がなくなる 

 

縦割りが市民の健康を阻害している 

「普段、買い物行っているのか」 

「普段、食事の準備ができるのか」 

介護 1だから十人十色 アセスメントが重要 

均一であればケアマネージャーは要らなくなる。 

 

〇マクロ 

生活課題が分かる。介護保険事業計画 

基本方針・目標を作る 

理念だけを掲げた計画・・・地域福祉計画、障がい者計画 

実行機能計画    ・・・障害福祉計画 

 

3年間で結果を出さないといけない 介護保健 

具体的に何を持って解決するのか？ 

予防やっているのに予防事業が無いのは大義名分がないからである。 

方法論は自治体の覚悟 

 

元気にした施設は儲からない＝市で加算している。 

 

所感 

地域に何が足りなくて何が必要なのかのデータの重要性を凄く感じた。 



私も認知症サポーター養成講座意を受講しているが、受けただけでその後何も

していない状態である。福祉分野で働く人も含めて、どんな役割なのかを明確

にし、話し合いの場を持つことが必要だと感じた。 

 

④地域を健康にするまちづくり～Smart Wellness City- 

筑波大学大学院 人間総合科学研究科スポーツ医学専攻 

教授 久野 譜也 氏 

 

できる限り健康で長生きするかである。倒れないようにする。 

厚労省は、健康でない期間、男性 9年 女性 14~16年。それをいかに短くするこ

とが大事である。 

これが、社会的課題になっている。 

 

これは、地域の問題なんだと最近の研究で分かってきた。 

皆さんのまちが健康でいられるまちなのか？ 

エビデンス （科学的根拠に基づいた）人の健康＝都市の健康づくり 

もしかすると、不健康になりやすいまちの可能性がある。 

 

～筑波大学の理念～ 

「イマジン ザ フーチャー（将来を想像する）」 

高齢化の進展と大規模団地の関係 

将来を予測することはできるのか。まちに何が必要なのか？私たちは、これ

から何が起こるのか知っていないと何をしなければいけないのか分からない。 

議員の仕事は政策作り。政策作りは、今だけを見ていても今何をしていくべ

きか、まちがどういう状態でこれから何が起こるのか知らないとイメージでき

ない。 

〇少子高齢化社会で「埼玉・千葉問題」というものがある。2025年問題である。

日本の人口で一番多い年齢層が団塊の世代。団塊の世代が 2015 年に全員 65 歳

になった。その団塊の世代が 2025 年に 75 歳になる。何しないと世の中は今よ

り悪化するのは確実である。20205 年まで、あと 9 年。対策を打つか打たない

かで地域の勝ち組・負け組がはっきりしてくる。個人では無く、都市の健康づ



くりまでやらないと解決できない。対策を実行するには、お金と時間がかかる。

周りがやっているから、そろそろやろうかという自治体があったが、これから

はその手法は無理 。そんなことをしているとスピードが遅く手遅れになる。 

 

人はどのように弱っていくのか？ 

60代前半 

脳卒中、心筋梗塞 

若い時に成人病を持っていた。 

徐々に弱っていく。 

70代 

骨折 

〇介護の人手不足と認知症がなぜ大変かという問題。 

認知症は 3倍の介護職員が必要。4人に 1人が発症すると言われている認知症。 

今後、介護をどれだけ減らせるかが勝ち組になり、出来なかったところが負け

組になる。 

介護を遅らせる、減らす取り組みが必要。 

現状は、男性 90歳まで元気にいる方は 1人 全体の 10％しかない。 

しかし、女性は 0人である。 

女性は閉経を迎える ホルモンの代謝が変わり、一番影響を受けるのが骨。骨が

変わるので折れやすくなる。転倒しないように対策必要。 

転倒する確率は男女とも同じだが、女性の方が怪我をする確率が 4倍以上高い。

骨が弱いので骨折する確率が高い。だから転ばないカラダづくりが必要となる。 

 

〇健康長寿の 2つの壁というものがある。 

①60歳の壁 動脈がターゲット いかに動脈を柔らかくするのか。 

②70歳の壁 30代から筋肉の量が減る 筋力は落ちて転びやすくなる 

 筋肉がターゲット。いかに筋肉の量を保つかである。 

動脈・筋肉・脳を鍛える三要素である。 

2009年WHOが発表 

早く死ねるベスト 20（そのうち 5） 

①高血圧 

②タバコ 



③高血糖 

④運動不足 

⑤肥満 

エビデンスで運動不足を解消するとタバコ以外の 4つの事が解消される。 

運動不足を解消する事が重要 

一番いいのは歩くこと！ 

「自然と歩きたくなる街」「自然と歩かされてしまう街」 

を作らなければいけない。 

「運動と食事は車の両輪の関係」 

 

〇認知症対策 

認知症になる要因 

①糖尿病 

②高血圧 

③肥満 

④うつ 

⑤運動不足 

⑥タバコ 

 

認知症対策も運動不足の解消が効果的であり、生活習慣病と運動はパラレルで

ある。 

運動不足が認知症になる確率が一番高い。 

歩いて暮らせるまちをつくらないといけない。エビデンスが言っている。 

 

筋肉が減った状態をサルコベニアという。 

サルコべニア予防 

「ウォーキングは効果がない」 

効果があるのは「筋トレ」 

いくら歩いてもサルコべニアには× 



健康長寿の為の運動は 2種類やらなければいけない。 

①ウォーキング 

②筋トレ 

ウォーキングは動脈対策 

①有酸素運動、②筋トレ、③食事 

 

行政主催の運動教室があるが、3ヶ月間だけのものがある。 

効果はあるが、3ヶ月の運動教室期間が終わったら元のカラダに戻るので長期間

続ける事が必要であえい、税金の無駄遣いになっている。地域の中で自然に続

けていかれる仕組みづくりが必要になってくる。 

 

〇磯野波平 57歳 フネ 53歳、郷ひろみさんは 60歳 

若々しさは芸能人だから？3要素をやっている。森光子さんもスクワットをやっ

ていた。 

周りに年齢不詳の若い方がたくさん居ると思います。 

 

～新潟県見附市の事例から～ 

運動を中心に 4 年間やると１０万円医療費が抑えられ、その考えで 2 千人の

方がプログラムをやれば、かなりの金額が抑えられる。しかし、いくつかの自

治体で 2 千人やるプログラムで行うが、2 千人まで届かない。三条市、伊達市、

流山市でも増えない。 

効果が出るという事を示しているのに、なんでやっていただけないのか 5 千

人調査を実施した。 

結果、生活習慣病の予防に必要な運動量が不足している人が 7割 足りている人

が 3割 

厚労省の国民栄養調査でもほぼ一致している。 

「7；3の法則」 

足りていない方をどうするのかが行政としてやらなければいけないところであ

る。 

次に「運動をやる意思があるのか？」を聞いたところ、意志がない方が 7割。 

健康的な生活を送るための情報収集・試行をしているのかと聞いたところ、 

意志がない方は情報収集をしていないと答えた。 



住民は知っていると答えが多く、わかっててもできないと答える人が多かった。

どうやってしてもらうのかを議論していた。 

実はわかっているのではなく、わかってないのではないか？ 

 

自分自身が変えることのメリットを認知しなければ情報を取らない 。 

知らないから行動が変わるわけがない。 

①広報誌健康情報 読まない 

全く情報が届いていない。結果が出ないのは政策的には当たり前だった。 

健康づくり無関心層。いかに無関心層を動かすかが重要である。 

今までの健康政策は 3割の希望者に行われた。 

よくある「予防教室は希望者を対象」に行われている。 

全体の 3 割の方に政策がうたれている。本当にやらなければいけない人に政策

効果が届いていない。だから効果が出るわけがない。ターゲットを見据えてや

らないといけない。 

 

〇無関心層を動かす 3つの戦略 

①無関心層を動かすインセンティブ（ニンジン作戦） 

・口コミ、徹底したチラシとのぼり旗 

 

②無関心でも健康になれる都市づくり 

 

・生活習慣病の発症には個人的因子だけではなく都市環境も影響する。 

例えば、 

「愛知県は自家用車依存が高く糖尿病が多い。関心が高い地域が健

康の人が多いのでは無く都市の環境」 

科学的根拠から歩くことは足し算と考えてよい。20分以上歩き続けても、20分

細切れに歩いても効果は同じ。人は無意識に楽しようとする。公共交通政策も

健康政策に繋がっていくので、健康都市にするのは、いかにバスを活用する施

策するのかも１つの施策になる。 

 

全国の自治体のバスのほとんどは、空気をのせて運用している。 

理由は、1時間に 1本の運用で使いにくいから。 



 

③無関心層にも届くコミニュティ単位での情報提供の仕組みづくり 

無関心のまま 

地域にインフルエンサー（伝統師） 

【インフルエンサーとは？】 

影響、感化、効果を意味する「Influence」を語源とし、世間に大きな影響力

をもつ人や事物を表す。 特に、インターネットの消費者発信型メディア

（CGM）において、他の消費者の購買意思決定に影響を与えるキーパーソンを

指す。具体的には、好感度の高いタレントやファッションモデル、スポーツ選

手や、特定分野に詳しい専門家や知識人、インターネット上で強い影響力を持

つ個人ブロガーなどが挙げられるが、 マーケティング会社のブルーカレン

ト・ジャパンでは、「コミュニケーション力」「信頼獲得力」「情報伝播力」をす

べて備えた消費者と定義している。 

 

 

こういった考え方は担当からボトムアップでは時間がかかるので、首長を洗

脳する必要がある。加盟自治体 33 都道府県 61 区市町で SWC 首長研究会を結

成している。 

 

〇何をしたのか。 

健康クラウド 

個々のデータを１つにすることである。（国保、介護保健など） 

自治体の持っているデータは国保だけ。国保入会者は平均 30％。 

データヘルス。国は「データに基づいた健康政策をしろ」と言っているが地方

自治体は国保 30％にしか分からない。 

健保加入のサラリーマンを見ずに市民の健康を守れと言っている。 

そこで協会健保と国保を足すプロジェクトを立ち上げた。 

凄い抵抗があったが効果を出している。 

協働＝コスト削減であるが、こういった分析することに抵抗したのは職員だっ

た。 

自治体はすぐ個人情報と言う。 

しかし、法律的には健康保険法で「自治体は、分析して市民の健康増進のため

に使わなければならない」と書いてある。 

 

〇インセンティブ策 

歩数の増加 



運動プログラム 6か月継続 

検診受診で 2400ポイントを付与することにした。（１ポイント 1円） 

7千人調査で月当り 500円では無関心層は反応しない事が分かった。 

2,000～6,000円で反応が高いと分かった。 

もっと高い 10,000 円×12か月では反応が弱い。理由は大変なことをやらされる

のではと思われた。反応するようなニンジンをぶら下げないといけない。 

例えば、「抽選券で旅行招待は反応なし」「自分のまちの名産品をもらえるは反

応なし」 

政策目標は無関心層を引っ張り出すことである。 

感覚だけで思いだけでやるのでなく、調べたものでやることである。 

そういった考え方で 6市で 12,000人で、その内 8割が無関心層を引っ張り出し

た。 

徹底した広報戦略、目につく場所に出した。地元商店街に出した。 

お客様に一定期間、ビラを配布した。 

市民は買い物に行くたびにビラをもらう。市は何かやっているなと考える。 

反応した人は、どの情報で動いたのか。 

1位口コミ 40％ 

2位広報誌 17％ 

いかに口コミ戦略を打つかである。 

以前、見附市で試験的に 3か月で 15,000ポイント付与するイベントをやったが、

ランダム調査をした結果、知っている人は 22％しかいなかった。 

情報が届いてないことが分かった。 

 

〇自家用車依存から公共交通依存へ 

日常の主な移動手段が車（東京 35％大阪 45％愛知 75％） 

都市の環境が健康に影響を与えている。歩いて回れるような半径 500 メートル

以内に商店街が残っている場所に住んでいる人では、健康度が高い。 

郊外でショッピングセンター周りに住んでいる人では、健康度が低い。 

車依存の問題がある。 

健康の知識度は、愛知と東京では差がないことから都市の環境が影響している

可能性がある。都市の環境が結果的に健康の人を増やしている。 

 

30 年前に 20 分以上歩かないと効果がないと言われていたが、17 年前に出たエ

ビデンスだと、時間を分けても燃焼する脂肪に差がなく歩くことは足し算であ

るという事。 

 



町の中でなるだけ歩く。街中で歩く空間をいかに作るのかが大切である。 

いかにバスを活用できる仕組みをつくるのかという事から、公共交通政策は健

康政策である。 

全国のほとんどのバスは空気をのせて運行している。1時間に 1本誰が使うのか。

不便になっている。市民は不便なものは使わないのである。 

 

〇新潟県三条市の事例から 

中心市街地で平日の午前 11時 誰も歩いていない。 

今までは、地域経済の問だけで考えていたが、これからは健康問題も考えなけ

ればいけない。 

町の中心部が賑やかなのが健康なまちとも言える。 

しかし、市の健康部局は、中心市街地の活性化は考えていない。 

連携してやれと言っても出来ない。もっと強く横串をさした政策をしないとい

けない。 

 

〇フランス ナント市の事例から 

片側 3車線をバス専用道路 2車線、一般車を 1車線にした。  

町の中心部から 30分先の郊外でも時間通りスムーズにバスが運行している。 

理由は、①バスレーンを使う。②ICTを使ってバスが近づくと信号が青になる。 

郊外の駐車場からバスに乗り換えて通勤するが、駐車場チケットは 110 円、そ

のチケットでバスに往復乗れる。 

片側 1車線だと朝夕ラッシュで道路が混む。混むのが嫌ならバスに乗ればいい。 

しかし、車かバスかは市民間に選択できるようになっている。 

 

〇高齢化社会 

2025年以降、75歳以上が車の運転を引退していただかないといけない人たち

が大量に増える社会がやってくる。現在、交通事故の被害者の第１、加害者は

第 2位。 

車社会である愛知型では運転ができないと不便なまちを作ってしまった。 

70歳以上健康度高い人は週 3日外出している人である。そういう事から外に

出たくなることが大事である。町の中で出ていただき触れ合っていただく仕掛

けに政策をシフトする。 

宅配事業など、「市民為の為も、結果的には市民の足を引っ張ることもある。」 

「今までの常識よりエビデンスである。」 

不便は今の価値観で不便である。若干の不便さが健康になる。 

メリットが分かった時に考え方が変わる。 



 

所見 

まちづくりが健康と直結するという考え方は新鮮だった。 

最後の「市民為の為も、結果的には市民の足を引っ張ることもある。」「今まで

の常識よりエビデンスである。」が印象に残った。 

今後、黒部市の健康施策は、果たして効果が出ているのか、検証していきたい

と思う。 

2025年問題を前に考えるきっかえをいただいた。 


