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国保・保健・介護関係職員が協働して
取り組む健康なまちづくり

第２報 データを活用し、市の健康課題の共有から

保健事業の企画へ

愛知県豊川市役所保険年金課

佐野 弥生
豊川市宣伝部長

　  

　豊川市では、平成24年度から、愛知県国保連合会
の事業を活用して、医療・介護・特定健診等の分析
を通して地域の特性及び健康課題の明確化、効果的
な保健事業の展開に向けて取り組んできました。今
回、庁内職員や保健所と健康課題を共有し、話し合
いを重ねて得られた成果を報告します。

１ 豊川市の概況

愛知県南東部に位置し、北には本宮山麓が連なり、一級河川豊川
（とよがわ）が流れ、南には波穏やかな三河湾を望む、人口１８
万人の東三河地域の拠点都市です。

・人口 ：１８４，９４４人（H27.4.1）

・世帯数：７１，８９４世帯

・面積 ：１６１４．１４平方キロメートル

・国保被保険者数：４５，４４９人（H26平均）

・国保加入率：２４．６％（H26平均）

・高齢化率：２３．８％（H26）

【豊川市の概況】
豊川市は愛知県の南東部に位置し、北に本宮山麓

が連 なり中央部には１級河川である豊川（とよが
わ）が流れ、南部には波穏やかな三河湾を臨むこと
ができる、人口18万人の東三河地域の拠点都市です。
国保加入者は約45,000人で、国保加入率は約25％と
なっています。

どうにかしたい！

２ 国保連合会事業「健康なまちづくり事業」
活用のきっかけ

高齢化で介護が必要な人が
増えるのは必至。
保険料も給付費も上がる！

教室をやっても、参加者は
いつも同じ。
既存の事業で手一杯で今後
どうしていったらいいのか
わからない。

特定健診の受診率を何とか
したい！！
いろいろ工夫しているけど
受診率が上がらない！

豊川市宣伝部長

　　

３ 豊川市の現状

 保健・介護・国保の担当部署に保健師が分散配置。

横断的な連携が十分ではない。

 医療・介護・国保のデータを取りまとめ、分析する部署や機
会がなく、地域の健康課題を明確にできていない。

 複数の部署で保健事業を実施しているが、健康課題に現在の
取り組みが対応しているか曖昧。

 保健事業の優先順位を付けていないため、場当たり的に事業
を企画することで、事業をこなすことに追われている。

【国保連合会事業活用のきっかけ】
今回、国保連合会の事業を活用するに至ったきっ

かけは本市の特定健診受診率が県内ワースト３位で
あったことが最大の理由です。本市では特定健診受
診率向上のため、がん検診との共同実施、負担金の
無料化、健診期間の延長など様々な方策を試みまし
たが、どれも受診率向上には繋がりませんでした。

また、保健・介護・国保それぞれに保健師が分散
配置され保健事業を複数の部署で行うようになった
ことで、地域の特性や健康課題を総合的に捉えるこ
とができなくなっていました。そのため現在行って
いる事業が今優先すべき健康課題なのかどうかが曖
昧で、既存の事業をこなすことに追われている状態
でした。

各部署が持っているデータも有効利用されておら
ず、どこにどんなデータがあるのかも把握できてい
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ませんでした。そんな時、国保連合会から事業活用
の声がかかり国保保健師としては、現状を打破する
きっかけとして事業活用に向けて動き出しました。

４ 国保連合会事業活用にあたって

国保担当から保健センター・介護の各課長に説明

国保連合会職員による説明会（３課合同）

保健・介護・国保３者で事業実施の可否を協議

参加メンバー：国保・保健・介護各課職員
保健所職員
国保連合会職員

【国保連合会事業活用にあたって工夫した点】
まず、事業活用には国保だけでなく、保健、介護

部署の協力も必須であったため、保健・介護の両課
への説明が必要でした。事業が円滑に行えるよう両
課の管理職に説明を行い、連合会からの説明及び事
業受諾の可否については、管理職を含めた３課の職
員が同じテーブルで話し合いを行い、事業受諾に至
りました。

この時、管理職からは「通常事業の負担にならな
いか「事業終了時には新しい事業を始めなくてはな
らないのではないか」と心配の声もあがりましたが、
国保部署がイニシアチブを取るということで合意を
得ました。

国保連合会：ワーキングテーマの提示、ワーキングの取りまとめ
豊川市 ：会場・メンバー調整、必要資料の収集

５ 事業経過（平成26年1月～平成26年6月）

回数 方 法 内 容
１ 講師を招いた勉強会

（管理職参加）
「住民を巻き込んだ健康なまちづくりの実践」

２ ワーキング 健康なまちづくりって？
「６５歳を迎える自分」をイメージしてみる

３ ワーキング 理想の６５歳を実現するために、自分の関わっ
ている業務、課題となる業務、他部署の業務を
洗い出してみる

４ ワーキング 洗い出した業務を目的別に分類

５ ワーキング（市独自） 無関心層への働きかけについて意見交換

【事業経過】
事業は勉強会とワーキングの２本立で、ワーキン

グテーマの提示や取りまとめは国保連合会が主体で
行い、市は会場やメンバーの調整を行っていきまし
た。事業開始当初は、部署が違う同士での慣れない
ワーキングの連続とすぐには結果が見えないいモヤ

モヤ感と、すぐにデータ分析をしてもらえるという
受身的な姿勢もあったことら、事務職からは「専門
的でわからない。」介護部門かららは「これは保健
センターの仕事じゃないのか」保健部門からは「特
定健診は国保の仕事。国保のデータ分析をして意味
があるのか」という意見が聞かれ、国保保健師とし
てどうやって進めていったらよいか危機を感じまし
た。

豊川市の健康づく
りはどうなってい
くの？

６ 事業開始当初の本音

介護は介護サービスの提
供が中心。介護予防は保
健センターの仕事。

特定健診は国保の仕事。
国保のデータを分析して
意味があるのか？
余分な仕事が増えたかも？

保健センター

介護

豊川市宣伝部長

保健事業は専門職の仕事。
専門的なことはよくわから
ない。

国保

７ 国保保健師としての危機感と打開への工夫

 市独自のワーキングの実施（目標のすり合わせ）

 ワーキングメンバーのもとへ頻繁に顔出し（用事がなくても！）

 少しの時間でも、少人数でもワーキング内容やデータについて

話す時間を持つ（中途半端でもＯＫ）

 講師を招いた勉強会には管理職の参加をお願い

このまま空中分解してしまうかも？

豊川市宣伝部長

【国保保健師として工夫したこと】
危機を打開するために、メンバーと顔の見える関

係を築くことを重要視して行動を始めました。まず、
メンバーのもとに頻繁に顔を出して、ワーキングの
感想を聞いたり、理想とする「健康なまちづくり」
の意見を交換したり、国保連合会の助言を得て、市
独自でワーキングを開いたりしました。

また、メンバーのモチベーションを上げるために、
講師を招いた勉強会や先進地視察には、各部署の管
理職の参加を働きかけました。
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８ 事業経過（平成26年7月～平成27年3月）
回数 方 法 内 容
６ ワーキング 市の健康問題を探ろう。健診・医療・介護・死亡等のデー

タと実態をあわせ読み込む。

７ 講師を招いた勉強会
（管理職参加）

①ワーキングとデータ分析からみた課題について報告
②「医療費データの分析から保健事業の設計を考える」

８ ワーキング 次年度優先すべき事業の検討・方針決定
担当部署の役割分担確認

９ 先進地視察 ３課より５名参加

10 ワーキング 次年度重点目標の共有と戦略検討
保健センター「健康づくり計画」部会との連動検討

11 講師を招いた勉強会 ①保健事業の振り返りと次年度の事業計画
②データヘルス計画の策定について

12 ワーキング（市独自）
※ 複数回実施

データヘルス計画案の作成

職員が変化
してきた！

９ 健康課題がみえてきた
疾病別1人当たり費用額

特定健診有所見率

高血圧性疾患は愛知県平均並み
なのに、脳内出血、脳梗塞という
重篤な疾患の医療費が高い。
重症化している人が多い？

特定健診受診者の約7割が
HｂA1cの有所見者であり、愛
知県平均より大幅に高い。
重症化している人が多いことと
関係しているのでは！！

【変化】
７回目頃のワーキングから、メンバーに変化がみ

られてきました。健診・医療・介護・死亡などの
データと日常の活動で感じている思いを合わせて読
み込んでいく作業を続けていったことで、少しずつ
健康課題が見え始めました。そして、その健康課題
が既存事業の対象者や内容に対応しているのかを、
部署間を越えて話し合いができるようになってきま
した。

ワーキング当初にデータだけをみるのではく、「将
来めざすべき理想の姿」を語り合い、ライフサイク
ルのどの部分をどの部署のどの事業が担っているの
か、再確認する作業を続けてきたことで、メンバー
の意識が変化し、「協力してやっていこう」という
気運が高まっていったと思います。

特に、国保の特定健診の受診率の低さが市の健康
課題の一つであることをメンバーが理解してくれる
ようになったことで、データヘルス計画策定への足
掛かりが出来たことが国保保健師として大きな収穫
でした。

10 意識の変化

▼データから健康課題がみえてきた。

▼既存事業と健康課題のずれがみえてきた。

健康課題がみえてくる
と「やる気」がでる。

他の課の事業と
一緒にコラボで
きそう。

生活習慣病対策を進
めるためには、受診
率を上げる必要があ
るね。

普段の業務をデー
タで見るって難し
くないんだ。

豊川市宣伝部長

意識の高い人へ
の事業ばかり
じゃだめだよね。

皆で話し合った
結果で、新しい
ことができそう。

　

11 ２年間の成果
 「糖尿病予防対策プロジェクト」立ち上げ

 保健センター事業と国保事業の連携

・特定健診当日の受診者説明に保健センター職員協力

・特定健診受診者に保健センター事業の勧奨通知実施

・保健センターで特定健診受診啓発を地区活動で実施

 保健所の地域・職域連携事業との連携

 「介護予防新聞」（介護部門作成）にデータヘルス計画分析

結果掲載

 豊川市国民健康保険データヘルス計画策定（平成27年3月）

【事業の成果】
現在３か年事業の２年が終了しました。
この事業で得られた成果を途絶えさせることがな

いよう話し合いを継続できる場所として「糖尿病予
防対策プロジェクト」を新たに立ち上げ、保健部門
が主管する健康づくり計画」の庁内部会の下に位置
づけることができました。

介護部門では、介護予防新聞にこの事業で得られ
た分析と現在の健康課題を掲載し、多くの市民に啓
発を行っています。国保部門では、この話し合いで
得られた結果を基に「データヘルス計画」を策定し、
今年度から保健介護の協力を得て、新たな事業展開
を進めています。
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12 成果がでた要因

豊川市宣伝部長

 事業実施可否の協議や講師を招いた勉強会、先進地視察に管理
職の参加があったことで、各部署それぞれで事業の理解が得ら
れた。

 第三者（国保連合会）が事業全体の進行・取りまとめを行うこ
とで、当事者だけでは気づけない事業の見直しやデータ分析が
できた。

 ワーキングの途中で講師から助言を得られたことで、自分達の
進行の行き詰まりを打開するきっかけとなった。

 ワーキングが上手く軌道に乗らない時に、国保連合会に相談で
きたことで、国保保健師としての役割を果たすことができた。

13 まとめ

 国保・保健・介護関係職員関係が一つのテーブル
でデータを共有し、話し合いを継続したことで、
職員の意識が変化し、同じ言葉で健康課題を語り
合えるようになった。

 今後も、市独自で「健康なまちづくり」を推進し
ていくため、話し合いを継続していけるシステム
をしっかりと構築していくことが必要である。

豊川市宣伝部長

【まとめ】
今回、違う部署の職員が一つのテーブルでデータ

を共有し話し合いを続けたことで、職員の意識に変
化が現れ同じ言葉で健康課題を語り合えるようにな
りました。また、その結果、協働して事業を進めて
いく体制づくりも整いつつあります。

この短期間で事業の見直しやデータ分析を行い、
職員の意識の変化を生むまでに至った要因には、第
三者（国保連合会）が事業全体の進行や取りまとめ
を行ってくれたことが大きく影響していると感じて
います。

また、国保保健師としての役割を果たすために、
行き詰ったときに相談できる機関があったことは、
心理的安心につながりました。

今後も、この事業で得た成果を、継続して発展さ
せていけるようなシステムを構築していくことと、
部署間を越えた協働関係を途絶えさせないよう努力
していきたいと思います。




