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分担研究：エコロジカルプランニングによる地域診断法の開発に関する研究 

滋賀県立大学 鵜飼 修 

 

保健師の行う地域診断・地区診断の手法として、「健康ま

ちづくりワークショップ」を紹介します。この手法は、保健

師による地域への介入方法に「まちづくり」の視点を加

えたものです。特に、少子高齢化、人口減少が進む日本

の、都市郊外や農山村において効果があると思われます。

ここでは、その考え方と手法、実践事例、効果を紹介し

ます。 

 

「まちづくり」で健康に：一石 3鳥 

人口減少が進む中で、地域は様々な課題を抱え、その解決

を模索しています。そうした中で、地域には、自らの地域資

源を活かした、身の丈に合った地域活性化や持続可能性のあ

る地域づくり、まちづくりの推進が求められています。一方

で、まちづくりの基礎となるのは人材であり、人々の健康で

す。まちづくり活動をして身体を壊しては意味がありません。

地域の資源を活かしたまちづくり活動をすることで、人々が

健康を維持・増進できれば、住む人にとっても、地域にとっ

ても、ひいては、管轄の行政、自治体にとっても良い影響を

もたらすのではないでしょうか。 

 

切り口としての「地域診断法」 

健康まちづくりワークショップ手法の紹介の前に、そ

の元となった「地域診断法」とそのワークショップ手法を

説明しましょう。ここでいう地域診断法は、公衆衛生分野

のものとは異なり、まちづくりの分野で実践されている

ものです。その根本的理念は「エコロジカルプランニング」

すなわち、地域を生態系としてとらえる考え方です。私た

ちの住む地域は、大きな視点で見ると地球という環境に育

まれた生態系の中に存在しています。その地域の山や川、

風や雨に育まれた生物たちのなかに、私たち人間の営みが

あります。そうした視点から地域を捉え直す手法が、ま

ちづくりの分野における「地域診断法」です。この視点は、

コミュニティ・アズ・パートナーの考え方や、1950 年代の公衆

衛生分野での地区診断でも類似の内容が述べられています。 

 



1日で簡単に「地域診断法」 

地域診断法は、地域を様々な側面「レイヤ」に分解して

マトリックス上に整理し、その地域の特性を明らかにする

手法です。しかしこの手法は時間と労力がかかるため、も

っと簡易に、住民参加で実施できる手法として開発された

のが、「地域診断法ワークショップ（WS）」です。 

地域診断法 WSの原理はいたって簡単です。地域の情報を

集めて、その「つながり」を考えることで地域の本質的な

特性を見いだす形です。その実施にあたってのポイントは、

住民に加え地域外の人を参加させること、2 段階の情報収

集を行うこと、フィッシュボーン状につながりを整理し特

性を見いだすこと、の 3点です。何かしらのワークショッ

プを開催した経験があれば、ハンドブックを用いて実施可

能です。 

健康まちづくりワークショップ 

この地域診断法 WSに「健康」の側面をどのように融合で

きるのかを検討し、生まれたのが「健康まちづくりワーク

ショップ」です。地域診断法 WSの要点である、エコロジカ

ルプランニングの理念等を活かしつつ、参加した住民に健

康への意識が生まれる工夫を盛り込みました。具体的には、

描いたビジョンと地域資源から「まちづくりのアクション」

を描く際に、自らの地域の健康特性や、健康増進、予防介

護など情報を保健師から習得し、地域資源を活かしたアク

ションと自らの健康とのつながりを考える場面を加えまし

た。さらに、アクションの実施状況をチェックする仕組み

を導入しました。この仕組みを導入することで、住民は、

まちづくりと健康を関連づけて意識することができるよう

になります。 

保健師のツールとして 

この方法を用いて、保健師が参画するワークショップを開催しました。その結果、参画

した保健師からは、地域の特性や住民の思いを知る方法として有用であることが、地域と

しては、まちづくり活動で住民が健康を意識するようになることが確認されました。保健

師の地域介入のツールとして活用の可能性を示すことができました。一方で、実施するた

めの課題としては、他部署との連携などの体制、保健師の経験や技量、まちづくりに対す

る住民意識の高さに左右されるとの指摘もありました。実際に想定される活用場面として

は、保健師の地域への介入が行われているのであれば、その活動のプラスアルファとして

活用したり、他部署で地域活性化を模索しているようであれば、その切り口として合同で

開催したりする方法が考えられると思います。 

ハンドブックのダウンロードはこちら

http://eco-minka.com/wp/h-rdws/

禁複製：本紙は平成28年度厚生労働科学研究費補助金健康安全・危機管理対策総合研究事業「地域特性に応じた保健
活動推進ガイドラインの開発」における成果物です。一部が報告書「地域特性に応じた保健活動のガイドライン」に

掲載されています。



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowPSXObjects false
  /AllowTransparency false
  /AlwaysEmbed [
    true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /AntiAliasGrayImages false
  /AntiAliasMonoImages false
  /AutoFilterColorImages true
  /AutoFilterGrayImages true
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /ColorACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageResolution 350
  /ColorSettingsFile ()
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /CropColorImages false
  /CropGrayImages false
  /CropMonoImages false
  /DSCReportingLevel 0
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /Description <<
    /JPN <FEFF005B514330683059308B30BB30C330C80020003A30D730EC30B954C18CEA005D00209AD854C18CEA306A30D730EA30D730EC30B951FA529B7528002000410064006F0062006500200050004400460020658766F8306E4F5C6210306B4F7F75283057307E305930023053306E8A2D5B9A30674F5C62103055308C305F0020005000440046002030D530A130A430EB306F3001004100630072006F0062006100740020304A30883073002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000204EE5964D3067958B304F30533068304C3067304D307E305930023053306E8A2D5B9A306B306F30D530A930F330C8306E57CB30818FBC307F304C5FC59808306730593002>
  >>
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0
  /DoThumbnails true
  /DownsampleColorImages true
  /DownsampleGrayImages true
  /DownsampleMonoImages true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /EmbedOpenType false
  /EmitDSCWarnings false
  /EncodeColorImages true
  /EncodeGrayImages true
  /EncodeMonoImages true
  /EndPage -1
  /GrayACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageResolution 350
  /ImageMemory 1048576
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /MonoImageResolution 1200
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /NeverEmbed [
    true
  ]
  /OPM 1
  /Optimize true
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.50000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXTrapped /False
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PassThroughJPEGImages true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




