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まちじゅう元気‼
プロジェクト

（生活習慣病予防重点プロジェクトばりばり現役プロジェクトから

介護予防・地域包括ケアの取組プロジェクトへ）

-三重県 名張市-

健康福祉部 西嶌 知子

三重県 名張市ってこんなとこ

人口：８０，６６７人
（平成27年4月1日現在）

面積：129.76k㎡
高齢化率： 27.9%
盆地 農山村 住宅団地
分散型の市街地構造

電車で
大阪（１ｈ）← 名張 →名古屋（１ｈ30）名張市

昭和５６年 人口増加率日本一
中央地区土地区画整理事業開始

平成 ９年 市立病院開院
平成１４年 財政非常事態宣言
平成１５年 市町村合併の賛否を問う住民投票

合併反対 7割 都市内分権の推進 （住民自治の確立）

名張市のまちづくり ゆめづくり地域予算制度

平成１５年（２００３年）４月 「ゆめづくり地域予算制度」を創設
地域づくり組織に対し使途自由な地域交付金を交付し、地区公民館（おおむね小学校区）の範囲を１５の地域づくり組織として
地域づくり組織条例で定めている。
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地域づくりと一体的に地域福祉を推進し、地域住民の日常の生活圏に対応する健康福祉の拠点づくりを
進めるため、2005年3月（平成17年度）策定『第一次地域福祉計画』に基づき、身近な健康づくり・地域

福祉活動の拠点として市内15ヶ所、公民館単位に設置。

まちの保健室（地区保健福祉センター） 強み②

名張市の地域内分権とまちの保健室

平成14年4月 現市長就任
平成15年9月 全14地域で地域づくり組織結成
平成16年3月 名張市総合計画「理想郷」プラン 策定
平成17年3月 第一次地域福祉計画 策定

6月 名張市自治基本条例制定
10月 全14公民館の地域委託完了

平成18年3月 地区保健福祉センターまちの保健室2箇所開設
4月 本庁に地域包括支援センター開設

平成20年3月 14地区に設置
平成21年4月 名張市地域づくり組織条例施行
平成22年3月 第二次地域福祉計画 策定

5月 地域編成見直しにより1地区増、15地区に設置

・市の嘱託職員（社会福祉士や看護師、介護福祉士など有資格者各２～３名）

・地域の身近な総合相談窓口 ・高齢者福祉サービス等の申請代行

・健康教室や介護予防教室などの開催 ・サロンなどの地域活動の支援

・地域包括支援センターのブランチ ・子育て世代包括支援センターのサテライト

健康づくり
地域福祉活動の拠点
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地域基盤型 生活習慣病予防重点プロジェクト
～ばりばり現役プロジェクト～

重点テーマ
特定健診受診率
がん検診受診率

の向上

H20年 H21年 H22年 H23年 H24年 H25年 Ｈ26年
速報

25.4％ 24.2％ 26.9％ 27.0％ 33.8％ 35.7％ 35.5％

ばり現スタート

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 Ｈ26年度
胃がん検診 7.8％ 8.2％↑ 12.5％↑ 14.6％↑ 16.1％↑
大腸がん検診 9.0％ 8.1％ 16.3％↑ 18.6％↑ 20.3％↑
肺がん検診 9.8％ 15.1％↑ 26.1％↑ 29.6％↑ 31.6％↑
乳がん検診 13.5％ 17.9％↑ 17.7％ 17.3％ 21.4％↑
子宮がん検診 13.9％ 16.0％↑ 19.2％↑ 24.0％↑ 26.6％↑

ばり現スタート

特定健診・がん検診受診率向上の取組
～生活習慣病予防・がん予防講演会&地域での特定健診・がん検診を

セットで実施～

地域住民に向けた
声かけや誘い出し

地域の中で住民とともに・・・

住民が自信をもって

『自分達の取組』と

いえるよう支援をする

健康づくりの取組のプロセスが、

地域住民間の関係性の再構築を促進させる

ソーシャルキャピタルの醸成へ
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各15地域で
ワールドカフェ開催
『第3次健康なばり21計画』
地域のビジョン・事業に反映

地域の課題を共有

子育て支援に関する
意見も活発に

地域(健康）づくりが母子保健推進の
重要な力に 母子保健が地域づくりと生

きがい支援・介護予防に貢
献できる可能性

地域別グループワーク

となりのまごちゃん
応援教室

地域で託児を始めたい！

まちの保健室の
しくみ

フィンランドのネウボラをヒントにする理由

名張市の新しい総合事業なばりスタイル

地域づくり組
織の自治力

地域
支えあいのしくみ

保健と福祉
の連携

民生委員・
児童委員
さんの

活動が活発

＊活動している人はいつも同じ人で活動が広がらない。
＊民生委員さんもまちの保健室もこれ以上は動けない。
＊支えあいのメニューがニーズに対応しきれず、利用に限界。
＊保健師の稼働量も限界。

課 題

2025年は大丈夫か？

演 題

71

ソーシャルキャピタルの醸成に重点を置いて、生活習慣病予防から
介護予防に取組む保健師活動
発　表　者 西嶌　知子（三重県　名張市健康福祉部）

共同研究者 柴垣　維乃、獅子原　名都子
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かりつけ医による地域医療支援プログラムに関する研究

かかりつけ医が勧める筋力アップ、
生活不活発病予防の【生涯青春体操】

団塊の世代が75歳以上となる平成37（２０２５）年に
向けて、地域に人のつながりをつくり維持する方策の
仕掛けとして、また筋力トレーニングの場として、現
在あるサロンや新たなサロンで実施できる体操を開発
し、かかりつけ医が、勧めることで、人生第4期と呼
ばれる虚弱期を先延ばしにすることを目的とする。
。

『地域の力を高める元気づくり・人づ
くり』の取組を地域づくり組織との協

働ですすめる。

2025年に向けた地域での取組

地域の力を高める人
元気づくり・人づくりのチーム地域の状況を

把握したり、担い手となる人材をどのように育成するかを検討するた

めのチーム

地域づくり組織・まちの保健室・保健師

元気づくり・人づくりの核になる人づくり

生活習慣病予防・介護予防に関することを学び、
安心して暮らせる地域づくりに向けた活動に取組む担い手の養成講座
『まちじゅう元気‼教室』を実施

対象者 ：生活習慣病予防や介護予防に関心がある人、リーダーシップを発揮できる人

養成時期：平成28年1月～2月にかけて養成講座を開講予定

養成規模：区や自治会単位（基礎的コミュニティ単位）に１人

【養成講座のカリキュラム】（案）
（１）高齢者の特徴
（２）介護予防とは
（３）認知症、生活不活発病の理解
（４）『生涯青春体操』プログラム

※名賀医師会主催 多職種連携による筋力アップ体操開発

→受講後、「認定証」発行予定 （５）介護保険制度
（６）信頼関係をつくるコミュニケーション
（７）ボランティア活動の意義 等

地域の元気をつくる 人づくり

①介護予防実践のボランティア

運 動：「生涯青春体操」プログラムの実施

名賀医師会主催 多職種連携による筋力アップ体操を開発

栄 養：低栄養予防の啓発 →食生活改善推進協議会等の活用

認知症・生活不活発病：おしゃべり、お誘い、引っ張り出し等

口 腔：「健口体操」等 歯科保健の普及

②個別訪問の活動

特定健康診査の未受診者受診勧奨、65歳以上の実態把握調査 等

③生活支援のサポーター

移動サービス：はーとバス、ライフサポート、ゆりバス、ほっとバス錦 等

身の回りサービス：おたがいさん、助っ人の会、ライフサポート、ゆりポパイ 等

④地域介護予防拠点（通いの場）でのボランティア：たとえば、「ゆこゆこ」、「ナウラ」

対象者 ：介護予防や生活習慣病に関心がある人、ボランティア活動に興味がある人
養成規模：班・番町単位（基礎的コミュニティより小さい単位）に１人

産み育てるにやさしいまち‘なばり’

子育て世代が 地域の中で
支援を受け入れたり、求めた
りできる

少子化対策

地域のシニア世代の
健康づくり・生きがい支援

生涯現役のまち‘なばり’

健康なひと・まち 高齢化対策

健やかな育児

生活習慣病予防・
介護予防・地域づ
くり

ソーシャルキャピタルの醸成

名張版ネウボラの推進
ばりばり現役プロジェクトの推進

まちじゅう元気‼プロジェクトの推進

ご清聴ありがとうございました。

【目的】
ばりばり現役プロジェクトの取組により、地域で

健康づくりを担う人材を育成するとともに取組のプ

ロセスにより地域住民間の関係性の再構築を図って
きた。その手法により介護予防を担える地域づくり
を推進する保健師活動の可能性を明らかにする。
【方法】

健康づくりの人材育成として位置づけている「ま
ちじゅう元気教室」の開催により、地域での生活習
慣病予防の取組みを構築してきた。その手法を活か
し、新たに介護予防を担う人材育成と地域づくりを
行うことの可能性について、事業実施計画の段階か
ら保健師のかかわり方を意識的に記録し、考察する。
【結論】

介護予防を担える地域づくりを推進する保健師活
動の可能性の評価は、一定期間の末の地域の変化を
必要とするため継続的に実施評価を行う。




