
149 
 

第５章  次期国民健康づくり運動の推進に向けて  
	 

	 

１．地方自治体における健康増進に向けた取組の推進	 

	 

	 健康日本２１（第２次）の推進においては、地方自治体が地域住民の健康に関する各

種指標を活用しつつ、地域の社会資源等の実情を踏まえ、健康増進法第８条に基づく都

道府県健康増進計画及び市町村健康増進計画（以下「健康増進計画」という。）を策定

し、その取組を推進していくことになる。	 

	 地域住民の健康寿命の延伸を図ることは、急速に進む高齢化にあって、自治体にとっ

ても一人一人の住民にとっても重要な課題である。したがって、健康増進計画の策定に

当たっては、健康増進施策を自治体の も重要な行政施策として位置づけていく必要が

ある。	 

	 

（１）健康増進計画の目標の設定と評価における役割	 

	 健康増進計画の策定に当たっては、人口動態、医療・介護に関する統計、特定健診デー

タ等の地域住民の健康に関する各種指標を活用しつつ、地域の社会資源等の実情を踏ま

え、独自に重要な課題を選択し、その到達すべき目標を設定し、定期的に評価及び改定

を実施すべきである。国の目標設定期間を勘案しつつ、一定の期間ごとに計画の評価及

び改定を行い、継続的な取組に結びつけること。評価に当たっては、都道府県又は市町

村自らによる取組だけでなく、管内の医療保険者、学校保健関係者、産業保健関係者等

における取組の進捗状況や目標の達成状況について評価し、その後の取組等に反映する

ように留意する。また、健康増進のための目標の設定や、目標を達成するまでの過程及

び目標の評価において、住民が主体的に参加し、その意見を積極的に反映できる仕組み

を整備する。	 

	 特に、都道府県においては、国が設定した全国的な健康増進の目標を勘案しつつ、そ

の代表的なものについて、地域の実情を踏まえた住民に分かりやすい目標を提示すると

ともに、市町村における健康状態や生活習慣の状況の差の把握に努めるものとする。	 

	 また、市町村においては、国や都道府県が設定した目標を勘案しつつ、具体的な各種

の施策、事業、基盤整備等に関する目標に重点を置いて設定することも考えられる。	 

	 	 	 	 	 	 

	 	 

①	 都道府県の役割	 

	 都道府県は、市町村、医療保険者、学校保健関係者、産業保健関係者等の一体的な取

組を推進する観点から、健康増進計画の策定及びこれらの関係者の連携の強化について

中心的な役割を果たすことになる。このため、都道府県は、都道府県単位で健康増進事

業実施者、医療機関その他の関係機関等から構成される地域・職域連携推進協議会等を

活用し、関係者の役割分担の明確化や連携促進のための方策について協議を行い、健康

増進計画に反映させる。	 

	 都道府県健康増進計画の策定に当たっては、都道府県が策定する医療法（昭和 23 年

法律第 205 号）に規定する医療計画、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57 年法

律第 80 号）に規定する都道府県医療費適正化計画、介護保険法（平成９年法律第 123

号）に規定する都道府県介護保険事業支援計画、がん対策基本法（平成 18 年法律第 98
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号）に規定する都道府県がん対策推進計画等の都道府県健康増進計画と関連する計画及

び都道府県が定める歯科口腔保健の推進に関する法律（平成 23 年法律第 95 号）に規定

する基本的事項との調和に配慮する。	 

	 	 また、都道府県は、市町村健康増進計画の策定支援を行うとともに、市町村ごとの

分析を行い、市町村間の健康格差の是正に向けた目標を設定するよう努める。	 

	 	 	 	 	 

②	 保健所の役割	 

	 保健所は、地域保健の広域的、専門的かつ技術的拠点として、健康格差の縮小を図る

こと等を目的とした健康情報を収集分析し、提供するとともに、地域の実情に応じ、市

町村における計画策定の支援を行う。	 

	 

③	 市町村の役割	 

	 市町村健康増進計画を策定するに当たっては、都道府県や保健所と連携しつつ、事業

の効率的な実施を図る観点から、医療保険者として策定する高齢者の医療の確保に関す

る法律に規定する特定健康診査等実施計画と市町村健康増進計画を一体的に策定する

など、医療保険者として実施する保健事業と事業実施者として行う健康増進事業との連

携を図るとともに、市町村が策定する介護保険法に規定する市町村介護保険事業計画等

の市町村健康増進計画と関連する計画との調和を図るようにする。	 

	 

	 

（２）	 健康増進を担う人材の育成	 

	 地方自治体においては、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護

師、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士その他の職員が、栄養・食生活、身体活動・運動、

休養・こころの健康づくり、喫煙、飲酒、歯・口腔の健康等の生活習慣全般についての

保健指導及び住民からの相談を担当する。このため、健康増進に関する施策を推進する

ための保健師、管理栄養士等の確保及び資質の向上、健康運動指導士等健康づくりのた

めの運動指導者や健康スポーツ医との連携、食生活改善推進員、運動普及推進員、禁煙

普及員等のボランティア組織や健康づくりのための自助グループの支援体制の構築等

に努める。	 

	 	 このため、都道府県においては、市町村、医療保険者、地域の医師会、歯科医師会、	 	 	 

薬剤師会、看護協会、栄養士会等の関係団体等と連携し、地方公共団体の職員だけでな

く、地域・職域における健康増進に関する施策に携わる専門職等に対し、 新の科学的

知見に基づく研修の充実を図ることが必要である。地域保健担当者、学校保健担当者等

は、住民の健康増進のために相互に連携を図るよう努める。 
 
 
２．多様な分野における連携（推進体制）	 

	 

	 	 （１）地域の健康課題を解決するための効果的な推進体制	 

地域の健康課題を解決するため、市町村保健センター、保健所、医療保険者、医療

機関、薬局、地域包括支援センター、教育関係機関、マスメディア、企業、ボランティ

ア団体等から構成される中核的な推進組織が、市町村保健センター、保健所を中心と
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して、各健康増進計画に即して、当該計画の目標を達成するための行動計画をできる

だけ具体的に設定し、各機関及び団体等の取組をそれぞれ補完し合うなど職種間で連

携を図りながら、効果的な取組を進めていくことが望ましい。そうした取組を進めて

いくことが、地域の健康課題の解決に向け重要である	 

	 

	 （２）企業等多様な主体による自発的取組や連携の推進	 

	 国民の健康増進の総合的な推進を図るためには、運動や休養に関連する健康増進

サービス関連企業、健康機器製造関連企業、食品関連企業等、健康づくりに関する活

動に取り組む企業、ＮＧＯ、ＮＰＯ等の団体が、国民一人一人の健康増進に向けた取

組を一層推進させるための自発的取組を行うとともに、その取組について国民に情報

発信を行うことが必要である。特に、企業における自発的な取組としては、企業内で

の従業員やその家族に対する健康関連情報の啓発や健康づくりに関する施策の実践を

通して福利厚生が充実し、従業員のより働きやすい職場環境づくりと家族の生活向上

につながる。また、企業活動や自社の商品・サービスを通じて、より多くの国民に対

して健康づくりの意識を高め、行動を変えるよう働きかけを行うことにより、健康に

関する情報の露出が図られ、健康づくりへの意識付けが広がることが期待される。さ

らに、健康づくりに貢献する企業が健康に対する高い意識を持つ国民の支持を受け、

企業活動や社会貢献活動の拡大につながることが想定される。こうした企業レベルで

の取組が、今後の国民運動の効果的な推進における課題の一つとなると思われる。	 

	 さらに、国、地方公共団体等としても、そうした企業等の取組の中で、優れた取組

を行う企業等を評価するとともに、当該取組が国民に広く知られるよう、積極的に当

該取組の広報を行うことで他の企業等における健康づくりの取組への波及効果が期待

できるなど、健康づくりのための社会環境の整備に取り組む企業等が増加するような

動機付けを与えることが必要である。	 

	 	 

	 （３）その他の健康関連の対策との連携	 

	 健康増進の取組を進めるに当たっては、厚生労働行政分野における対策、すなわち、

健康づくり対策、食育、母子保健、精神保健、介護予防及び就業上の配慮や保健指導

などを含む産業保健の各分野における対策並びに医療保険の保険者が実施する対策な

どの健康増進に関するもののみならず、厚生労働行政分野以外における対策、すなわ

ち、学校保健対策やウォーキングロード（遊歩道等の人の歩行の用に供する道をいう。）

の整備などの対策、森林等の豊かな自然環境の利用促進対策、総合型地域スポーツク

ラブの活用などの生涯スポーツ分野における対策、健康関連産業の育成等、関係する

諸対策も重要であり、こうした対策に係る関係行政分野、関係行政機関等が十分に連

携をとりながら、健康増進の取組を進めていく必要がある。	 
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３．周知・広報戦略	 

	 

（１）社会環境が生活習慣に及ぼす影響の重要性の周知に関する広報	 

	 個人の健康は社会環境の影響を受けることから、社会全体として健康を支え、守る環

境づくりに取り組むことの重要性について周知を図る。健康づくりに関心のある人々や

企業、自治体等が、食品中の栄養成分の改善や受動喫煙防止、職場環境の改善などに積

極的に関与し、社会環境の改善を促すことができれば、健康づくりに関心がない人や時

間的なゆとりのない人の健康増進にも寄与することができる。特に、企業や自治体等の

長が、社会全体が健康づくりに取り組む重要性を認識し、積極的に進めようとする機運

を醸成するものとする。	 

	 また、「健康日本２１（第２次）」を国民運動として推進するに当たり、その運動の意

味をわかりやすく伝えるため、ロゴマークやキャッチコピーを活用するなど、周知方法

に工夫を図る。	 

	 

	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 	 

	 

	 	 

	 

（２）今後十分な周知が必要な課題に関する広報	 

	 受動喫煙など徐々に対策は進みつつあるが、その周知が未だ十分ではない課題ととも

に、ＣＯＰＤやロコモティブシンドロームといった新たな課題については、特定の課題

にターゲットに対する広報に、関係機関の連携の下、積極的に取り組む。	 

	 また、生活習慣に関する情報の提供に当たっては、マスメディアやインターネット、

ソーシャルメディアのほか、健康増進に関するボランティア団体や、産業界、学校教育、

保健事業における健康相談等多様な経路・タッチポイントを活用するとともに、対象集

団の特性に応じた効果的な働きかけを、複数の方法を組み合わせて行っていくことが重

要である。なお、情報提供に当たっては、誤った情報や著しく偏った不適切な情報が提

供されることがないよう留意する。	 

	 	 

良好な社会環境の構築に向けた循環（例）	 
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（３）調査・分析に基づくターゲットを明確にした広報戦略	 

	 国民に周知するメッセージをより多くの人々に届けようと考えると、発信するメッ

セージが広く浅くになってしまい、自分事として捉えられないものになってしまうおそ

れがある。行動変容を促すための具体的な内容のメッセージを届けるためには、性別や

ライフステージだけに着目するのではなく、ターゲットとする集団を明確にするととも

に、行動や意識に関する特徴や健康に関するニーズなどの違いを十分に把握・分析し、

自分事として受け取られるメッセージを発信する。	 

	 

（４）グッドプラクティスを活用した広報戦略	 

	 個人のみならず、自治体や企業等が健康づくりに取り組むにあたって、身近な取組の

好事例（グッドプラクティス）があると、効果的な実践につながりやすいことが知られ

ている。また、複数の取組の課題がある場合、ひとつの課題に効果的に取り組むことが

できれば、その経験や自信をもとに、新たな課題に取り組むという好循環につながる可

能性が期待できる。そこで、グッドプラクティスに関する情報を広く発信して、個人、

自治体や企業等のそれぞれの健康づくりの実践を促すとともに、関係者での情報共有を

通して、グッドプラクティスの量的拡大と質的向上を図ることにより、環境整備を含め

た社会全体としての取組を促していく仕組みを構築していく必要がある。	 

	 

	 

	 

	 
	 

	 

	 

	 

 

グッドプラクティスの量的拡大・質的向上に向けた循環（例）	 



	 部会・専門委員会開催状況	 

	 

	 	 	 	 	 

	 	 	 	 ○	 厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会	 

	 

	 	 	 	 	 第 30 回	 	 平成 23 年 10 月 14 日	 ・次期国民健康づくり運動プラン策定に向けた検

討の進め方について	 

	 第 31 回	 	 平成 23 年 12 月 21 日	 ・次期国民健康づくり運動プランの基本的な方向

性について	 

	 第 32 回	 	 平成 24 年１月 23 日	 ・次期国民健康づくり運動プラン骨子（案）につ

いて	 

	 第 33 回	 	 平成 24 年２月 28 日	 ・次期国民健康づくり運動プランの素案について	 

	 第 34 回	 	 平成 24 年６月	 １日	 ・次期国民健康づくり運動プラン策定専門委員会

報告について	 

	 	 ・「国民の健康の増進の総合的な推進を図るため

の基本的な方針」（案）の修正案について	 

	 第 35 回	 	 平成 24 年６月 20 日	 ・国民の健康の増進の総合的な推進を図るための

基本的な方針の改正案について	 

	 

	 ○	 次期国民健康づくり運動プラン策定専門委員会	 

	 

	 	 	 	 	 第１回	 	 平成 23年 11月 25日	 ・次期国民健康づくり運動プランの目的及び基本

的な方向について	 

	 	 ・次期国民健康づくり運動プランにおける目標設

定の考え方について	 

	 第２回	 	 平成 23 年 12 月７日	 ・次期国民健康づくり運動プランの目的及び基本

的な方向について	 

	 	 ・次期国民健康づくり運動プランにおける目標設

定の考え方について	 

	 第３回	 	 平成 24 年１月 12 日	 ・次期国民健康づくり運動プランの骨子（案）に

つて	 

	 第４回	 	 平成 24 年２月 15 日	 ・次期国民健康づくり運動プランの素案について	 

	 第５回	 	 平成 24 年３月 19 日	 ・次期国民健康づくり運動プランの素案について	 

	 第６回	 	 平成 24 年４月 13 日	 ・次期国民健康づくり運動プランの素案について	 

	 	 ・次期国民健康づくり運動プラン報告書たたき台

について	 

 



厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会委員名簿	 

	 	 	 	 

（50 音順・敬称略）	 

	 	 	 	 

	 

飯山	 幸雄	 

	 

国民健康保険中央会理事	 

	 

磯部	 哲	 

	 

慶應義塾大学大学院法務研究科准教授	 

	 

市原	 健一	 

	 

全国市長会理事・茨城県つくば市長	 

	 

井部	 俊子	 

	 

聖路加看護大学学長	 

	 

上谷	 律子	 

	 

財団法人日本食生活協会会長	 

	 

加藤	 静子	 

	 

全国保健師長会会長	 

	 

春日	 雅人	 

	 

独立行政法人国立国際医療研究センター研究所長	 

	 

坂本	 雅子	 

	 

福岡市専門員（こども施策担当）・こども総合相談センター	 

名誉館長	 

	 

佐藤	 保	 

	 

社団法人日本歯科医師会常務理事	 

	 

澁谷	 いづみ	 

	 

愛知県豊川保健所長	 

	 

下光	 輝一	 

	 

健康日本２１推進全国連絡協議会会長	 

	 

武見	 ゆかり	 

	 

女子栄養大学教授	 

	 

多田羅	 浩三	 

	 

財団法人日本公衆衛生協会会長	 

	 

田畑	 泉	 

	 

立命館大学スポーツ健康科学部教授	 

	 

辻	 一郎	 

	 

東北大学大学院医学系研究科教授	 

	 

徳留	 信寛	 

	 

独立行政法人国立健康・栄養研究所理事長	 

◎	 永井	 良三	 

	 

自治医科大学学長	 

	 

中村	 丁次	 

	 

社団法人日本栄養士会会長	 

	 

橋本	 信夫	 

	 

独立行政法人国立循環器病研究センター理事長	 

	 

口	 進	 

	 

独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター院長	 

	 

樋口	 輝彦	 

	 

独立行政法人国立精神・神経医療研究センター理事長	 

	 

福田	 富一	 

	 

全国知事会理事・栃木県知事	 

	 

藤原	 英憲	 

	 

公益社団法人日本薬剤師会常務理事	 

	 

古木	 哲夫	 

	 

全国町村会行政委員会副委員長・山口県和木町長	 

	 

松田	 晋哉	 	 

	 

産業医科大学公衆衛生学教授	 

	 

三浦	 宏子	 

	 

国立保健医療科学院総括統括研究官	 

	 

道永	 麻里	 

	 

社団法人日本医師会常任理事	 

	 

宮下	 暁	 

	 

健康保険組合連合会常任理事	 

	 	 	 	 	 

	 

◎：部会長	 

	 	 

	 	 	 

（平成 24 年６月１日現在）	 
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池田	 俊也	 

	 

国際医療福祉大学大学院教授	 

	 

岡村	 智教	 

	 

慶應義塾大学医学部教授	 

	 

尾﨑	 哲則	 

	 

日本大学歯学部教授	 

	 

工藤	 翔二	 

	 

公益財団法人結核予防会複十字病院長	 

	 

熊坂	 義裕	 

	 

盛岡大学栄養科学部教授	 

	 

新開	 省二	 

	 

地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター	 

研究部長（社会参加と地域保健研究チーム）	 

	 

鈴木	 隆雄	 

	 

独立行政法人国立長寿医療研究センター研究所長	 

	 

津金	 昌一郎	 

	 

独立行政法人国立がん研究センター	 

がん予防・検診研究センター予防研究部長	 

◎	 辻	 一郎	 

	 

東北大学大学院医学系研究科教授	 

	 

津下	 一代	 

	 

あいち健康の森健康科学総合センター長	 

	 

十一	 元三	 

	 

国立大学法人京都大学大学院医学研究科教授	 

	 

戸山	 芳昭	 

	 

慶應義塾大学医学部教授	 

	 

中村	 正和	 

	 

大阪がん循環器病予防センター予防推進部長	 

	 

西	 信雄	 

	 

独立行政法人国立健康・栄養研究所国際産学連携センター長	 

	 

野田	 光彦	 

	 

独立行政法人国立国際医療研究センター	 

糖尿病・代謝症候群診療部長	 

	 

羽鳥	 裕	 

	 

社団法人神奈川県医師会理事	 

	 

口	 進	 

	 

独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター院長	 

	 

堀江	 正知	 

	 

産業医科大学産業生態科学研究所所長	 

	 

三浦	 宏子	 

	 

国立保健医療科学院統括研究官	 

	 

宮地	 元彦	 

	 

独立行政法人国立健康・栄養研究所健康増進研究部長	 

	 

村山	 伸子	 

	 

新潟医療福祉大学健康科学部健康栄養学科教授	 

	 

山縣	 然太朗	 

	 

国立大学法人山梨大学大学院医学工学総合研究部社会医学講座

教授	 

	 

湯澤	 直美	 

	 

立教大学コミュニティ福祉学部教授	 

	 

横山	 徹爾	 

	 

国立保健医療科学院生涯健康研究部長	 

	 

吉水	 由美子	 

	 

伊藤忠ファッションシステム（株）	 

ブランディング第１グループクリエーションビジネスユニット	 

マネージャー	 

	 	 	 	 	 

	 

◎：委員長	 

	  
	 


