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（４）	 健康を支え、守るための社会環境の整備	 

	 

ⅰ．はじめに	 

	 人々の健康は、社会経済的環境の影響を受けることから、健康に関心を持ち、健康づ

くりに取り組みやすいよう、健康を支える環境を整備するとともに、時間的又は精神的

にゆとりのある生活の確保が困難な人や健康づくりに関心のない人なども含めて、社会

全体が相互に支え合いながら、健康を守るための環境を整備することが必要である。	 

	 	 近年、社会における相互信頼の水準や相互扶助の状況を意味するソーシャルキャピタル

や人間関係を通した支援を意味するソーシャルサポートと健康との関連に関する報告 1)2)

がみられるとともに、健康格差に関する研究が進み、国内外でその存在が指摘されている
3)-6）。また、未曾有の被害をもたらした東日本大震災の発生、その復旧や復興においては、

家族や地域の絆や助け合いの重要性が再認識されることとなった。	 

	 	 	 健康づくりへの取組は、従来、個人の健康づくりへの取組が中心だったが、今後は、個

人の取組では解決できない地域社会の健康づくりに取り組むことが必要となる。	 

	 

	 

ⅱ．基本的な考え方	 

	 	 	 健康を支え、守るための社会環境が整備されるためには、国民一人一人が主体的に社会

参加しながら、支え合い、地域や人とのつながりを深めるとともに、企業、民間団体等

の多様な主体が自発的に健康づくりに取り組むことが重要である。	 

	 また、これまでの健康づくりの取組は、住民全体を対象とした働きかけとして進めら

れてきたが、健康に無関心な層、社会経済的に不利な層、地理的に保健医療サービスへ

のアクセスが悪い層等へのアプローチは十分行われてきたとはいえない。健康格差とし

て、社会経済等の条件が不利

な集団に健康問題が多く、ま

た、社会経済等の状況に格差

が大きい地域に住む人に、健

康問題が多いことも報告され

ている。したがってこの層の

健康状態の向上は、国全体の

健康状態の向上に寄与し得る。

こうした課題は、個人への対

策では解決できないものであ

り、特に公的部門の役割とし

て地域社会の健康づくりに取

り組むことが重要である。	 

社会環境の質の向上生活の質の向上

健康寿命の延伸・健康格差の縮小

健康を支え、守るための社会環境の整備

〈ソーシャルキャピタルの向上〉
①地域のつながりの強化

〈多様な活動主体による自発的取組の推進〉
②健康づくりに主体的に関わる国民の割合の増加
③健康づくりの活動に主体的に取り組む企業数の増加
④健康づくりに関して身近で専門的な支援・相談が受けられる
民間団体の活動拠点数の増加

〈健康格差の縮小〉
⑤健康格差の実態を把握し、対策に取り組む自治体の増加

「健康を支え、守るための社会環境の整備」の目標設定の考え方	 
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ⅲ．現状と目標	 

（ⅰ）地域のつながりの強化	 

	 地域のつながりが健康に影響することについて、ソーシャルキャピタルと健康との関連

が報告されている 1)2)。ソーシャルキャピタルとは、ある社会における相互信頼の水準や

相互利益、相互扶助に対する考え方（規範）の特徴である。また、健康でかつ医療費が少

ない日本の地域の背景に、「いいコミュニティ」があることが指摘されている。したがっ

て、地域のつながりの強化（ソーシャルキャピタルの水準を上げること）、「いいコミュニ

ティ」づくりは、健康づくりに貢献すると考えられる。	 

ソーシャルキャピタルの指標としては、様々な指標が用いられているが、今後は、健康

日本２１（第２次）では、継続的に調査が可能である国民健康・栄養調査の調査項目であ

る「居住地域でお互いに助け合っていると思う国民の割合（平成 23 年調査）」を指標とし

て設定する。	 

なお、現時点では、平成 19 年の少子化対策と家族・地域のきずなに関する意識調査（内

閣府）で、自分と地域の人たちのつながりについて「強い方だと思う」と答えた者の割合

が 45.7％（「強い方だと思う」15.3％＋「どちらかといえば強い方だと思う」30.4％）で

あることから、この設問及び回答率を、参考値とすることとした。また、自分と地域の人

たちのつながりについて「強い方だと思う」と答えた者の割合について、性・年齢階級別

でみたところ、70 歳以上で男性 66.7％、女性 65.4％と も高いことから、全世代がこの

割合に達することを目指して、目標は 65％とすることとした。	 

	 

目標項目	 地域のつながりの強化（居住地域でお互いに助け合っていると思う

国民の割合の増加）	 

現状	 （参考値）自分と地域の人たちとのつながりが強い方だと思う割合	 

45.7％（平成 19 年）	 

目標	 65％	 （平成 34 年度）	 

データソース	 内閣府「少子化対策と家族・地域のきずなに関する意識調査」	 

	 

（ⅱ）健康づくりを目的とした活動に主体的に関わっている国民の割合の増加	 

従来の行政主導型の健康づくりの場だけでなく、新たな方向性として、住民が楽しく主

体性を発揮できる健康づくりの場が必要である。	 

住民の主体的な活動を把握する指標として、「ボランティア活動」がある。平成 18 年の

社会生活基本調査（総務省）で、「健康や医療サービスに関係したボランティア活動」の

行動者率は 3.0％であり、これを参考値とすることとした。なお、住民の主体的な活動は、

健康づくりを目的とした活動に限られるものではなく、高齢者や子どもを対象とした活動、

まちづくりのための活動、安全な生活のための活動、自然や環境を守るための活動等にも、

健康づくりの視点が加わることが重要であり、こうした内容に関係したボランティア活動

（その他の活動のみ除く）の行動者率が 24.3％であることから、25％を目標とすること

とした。	 
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今後は、「健康づくりを目的とした活動に主体的に関わっている国民の割合の増加」を

指標とし、近隣の人への手助けや支援を含め、生活習慣改善のための活動にとどまらず、

まちづくりや防災に関係した活動、子どもや高齢者を対象とした活動、自然や環境を守た

めの活動など、幅広い年代層において、それぞれの年代で日常的に実施可能な活動に主体

的に関わっている国民の割合を把握することとする。	 

	 

目標項目	 健康づくりを目的とした活動に主体的に関わっている国民の割合

の増加	 

現状	 （参考値）健康や医療サービスに関係したボランティア活動をして

いる割合	 3.0％（平成 18 年）	 

目標	 25％	 （平成 34 年度）	 

データソース	 総務省「社会生活基本調査」	 

	 

（ⅲ）健康づくりに関する活動に取り組み、自発的に情報発信を行う企業数の増加	 

国民の健康づくり対策を積極的に推進していく上で、行政と産業界（企業）や産業間の

連携は不可欠であり、健康づくりを国民運動として、より実効性あるものとするためには、

国民の健康意識の向上や行動変容をサポートする関連情報を積極的に発信する活動主体

（発信源）としての企業の役割が重要である。	 

	 このため、「健康づくりに関する活動に自発的に取り組む企業数の増加」を指標とする	 

こととした。現在、「健康日本２１」推進の一つの事業として、企業連携を主体とした Smart	 	 	 

Life	 	 Project において、「適度な運動・適切な食生活・禁煙」を推進する国民運動の呼	 

びかけに賛同し、登録している企業は 420 社であり、これを現状とすることとした。こ	 

れまでの２年間の取組で 500 社に近づいたことから、今後 10 年での登録数を 2,500 社と	 

推定し、現行の登録数と合わせ、3,000 社を目標とすることとした。	 

	 

目標項目	 健康づくりに関する活動に取り組み、自発的に情報発信を行う企

業数の増加	 

現状	 420 社	 	 （平成 24 年）	 	 

目標	 3,000 社	 （平成 34 年度）	 	 

データソース	 Smart	 	 Life	 	 Project の参画企業数	 

	 

（ⅳ）健康づくりに関して身近で専門的な支援・相談が受けられる民間団体の活動拠

点数の増加	 

	 地域住民の健康・栄養に関して専門的な支援・相談が受けられる活動拠点として、現在、

民間団体の取組として、地域住民のための食生活支援活動の拠点である栄養ケア・ステー

ションや地域住民にとって身近な医療提供施設である薬局においては、地域における健

康づくり支援等の機能が充実してきている。	 

	 	 こうした地域住民が身近で専門的な支援・相談が受けられる拠点を、民間ベースで増や
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していくことは、住民のニーズに応じた健康づくりを進めるに当たって効果を発揮して

いくものと思われる。	 

	 そこで、「健康づくりに関して身近で専門的な支援・相談が受けられる民間団体の活動

拠点数の増加」を指標することとした。平成 24 年 2 月現在、地域住民に対して専門的な

知識・技術をもとに栄養支援を行う栄養ケア・ステーション（社団法人日本栄養士会）、

地域住民の健康支援・相談等を行い、その旨を積極的に地域住民に周知している薬局（公

益社団法人日本薬剤師会）として、各団体から報告を受けた数の合計は、7,134 であるこ

とから、この値を参考値とする。今後は、多様な民間団体による活動拠点が拡大してい

くことを目指し、現状の２倍となる 15,000 を目標とすることとした。	 

	 

目標項目	 健康づくりに関して身近で専門的な支援・相談が受けられる民間団

体の活動拠点数の増加	 

現状	 （参考値）民間団体から報告のあった活動拠点数	 

7,134（平成 24 年）	 

目標	 15,000（平成 34 年度）	 

データソース	 各民間団体からの報告	 

	 

（ⅴ）健康格差対策に取り組む自治体の増加	 

日本における健康の社会経済的決定要因や健康格差については、地域、職業、経済力、

世帯構成等による、健康状態やその要因となる生活習慣の差が報告されている 7)-20）。ま

た、保健医療施設や食料品店などの資源の地域的偏在化は、健康状態の地域差につなが

る可能性がある。これらに対する対策がない場合、健康格差は今後も増大することが予

想される。	 

特に、都道府県においては、①市町村の健康に関する指標（平均寿命や健康寿命、が

ん・脳血管疾患・虚血性疾患の年齢調整死亡率、糖尿病有病者率、自殺率、肥満ややせ

などの体格、高血圧者の割合等）や生活習慣の状況（食生活、身体活動・運動習慣、喫

煙等）の格差の実態を把握し、②その縮小に向けた対策を検討し、③その検討結果に基

づき格差の縮小に向けた対策を実施することが重要であることから、これを指標とする

ことした。都道府県の取組状況では、47 都道府県のうち、平成 24 年５月現在、①格差の

実態を把握しているのが 33、②格差の縮小に向けた対策を検討しているのが 15、③その

検討結果を踏まえ対策を実施しているのが 11 であることから、①健康格差の実態の把握

から③格差の縮小に向けた対策の実施まで行っている 11 都道府県を現状とし、目標は全

都道府県とした。	 

	 

	 

	 



89 
 

目標項目	 健康格差対策に取り組む自治体の増加（課題となる健康格差の実

態を把握し、健康づくりが不利な集団への対策を実施している都

道府県の数）	 

現状	 11 都道府県（平成 24 年）	 

目標	 47 都道府県（平成 34 年度）	 

データソース	 健康局がん対策・健康増進課による把握	 

	 

	 

ⅳ．今後必要となる対策	 

	 居住地域での助け合いといった地域のつながりを強化するためには、健康づくりを目的と

した活動について、子どもから高齢者まで多様な年齢層による自助や共助を引き出す活動へ

と拡大していく必要がある。生涯教育やスポーツ、福祉、防災等、すでに存在する様々な地

域活動のネットワークに、健康の視点からアプローチしていく方策も重要である。	 

	 また、健康づくりに自発的に取り組む企業、団体等の動機付けを促すため、当該企業、団

体等の活動に関する情報提供やそれらの活動の評価等を行うことも検討することが望まし

い。健康づくりの観点で主体的に活動する企業の広報物や製品等に、国民健康づくり運動の

ロゴを活用するなど、周知・広報のための戦略を強化するとともに、地域住民の健康・ＱＯ

Ｌの向上に向けた企業・団体と自治体等との連携を推進することが必要である。	 

	 健康格差については、その実態や背景にある要因等を分析するための調査研究を推進する。

また、健康格差の縮小に向けた対策の推進に向けて、国においては都道府県間の健康状態や

生活習慣の状況の差、都道府県においては市町村間の健康状態や生活習慣の状況の差を、そ

れぞれモニタリングするような仕組みを構築していく必要がある。	 
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