は じ め に
平成 9 年の地域保健法全面施行後、平成 15 年に「地域保健対策の推進に関する基本的な指
針（以下、基本指針）」の二次改定が行われ、平成 17 年の地域保健対策検討会中間報告では保
健所の健康危機管理及び地域保健計画のあり方が検討されてきました。
その後も、保健所と市町村を取り巻く国民の健康課題は大きく変化し続けています。医療制
度改革による生活習慣病対策の変化への対応や地域連携パスの推進、福祉関連分野での地域ケ
ア体制の整備や精神障害者の退院促進と自立支援法による障害者の地域移行・自立就労支援等、
保健所に求められる役割は一層大きくなっています。一方で、公衆衛生、地域保健の基盤とな
る組織体制も大きく変容してきました。地方分権と行財政改革・規制緩和の推進等により、県
型保健所と福祉事務所の統合、市型保健所の業務範囲と組織体制の多様化等、めまぐるしく変
化しています。
こうした変化に、現在の基本指針は十分に対応しきれていないことから、平成 21 年 3 月全
国保健所長会として、以下の観点から基本指針の見直しを行うよう提言しています。
①公衆衛生を基本に、国民の視点で将来ビジョンを検討し提示する
②市町村と連携協働した健康なまちづくりの推進
③市町村の求めに応じてではなく、市町村と保健所が重層的に連携協働し、圏域単位・市町
村単位に、予防から治療、地域ケアまでの切れ目のない総合的な保健医療福祉システムを
構築すること
④住民（消費者）とサービス提供者の間に立ち、医療や食品等の安全・安心をつくる役割
⑤健康危機管理の拠点としての一層の機能強化
⑥市町村と保健所の組織体制の急激な変化、公衆衛生の専門性を担う人材不足への対応
今回の調査は、全国保健所長会における上記の取り組み等に基づき、現在の保健所の機能を
調査し、今後の健康課題解決に向けた保健所の役割を明らかにすることを目的としています。
年度半ばからの事業開始となり、事前に十分なご説明ができない中、短期間に調査にご協力い
ただいた都道府県、市町村、そして保健所の皆様に深く感謝を申し上げます。今回の調査結果
を、今後の地域保健活動の推進に役立てて参りたいと考えておりますので、引き続きご協力い
ただきますようお願いいたします。
平成 21 年度地域保健総合推進事業
保健所の有する機能、健康課題に対する役割に関する研究班
事業代表者

荒 田 吉 彦（旭川市保健所長）
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１．調査の概要
（１）目的
地域保健法全面施行後 12 年が経過し、保健所と市町村を取り巻く国民の健康課題
は大きく変化したが、
「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」は平成 15 年以
降見直しが行われていない。このような中で県型市型を問わず保健所の有する機能
は変化していると思われるが正確な実態は調査されていない。そこで、現在の保健
所の機能を調査し、今後の健康課題解決に向けた保健所の役割を明らかにすること
を目的とする。
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（３）調査時期・対象・方法
平成 22 年 1 月に全国 510 保健所、47 都道府県、600 市町村（抽出）を対象として、
郵送にてアンケート調査への協力を依頼した。回答は主として電子メールで得てい
る。
また、あわせて保健所の精神保健業務に関する調査を実施している。
（それぞれの調査内容は、資料編の調査票参照）

（４）調査票の回収状況
図表１－１ 回収状況
調査対象

調 査 名
保健所機能アンケート調査

保健所（全数）

都道府県アンケート調査

都道府県（全数）

地域保健に関する実態アンケート調査
保健所の精神保健業務に関する調査

送付件数

回収件数

回収率

510

442

86.7％

47

47

100.0％

市町村（抽出）

600

408

68.0％

保健所（全数）

510

412

80.8％

※報告書を利用するにあたって
・回答数が 0 の選択肢は、図表から削除している。
・％の数値は小数点第 2 位を四捨五入し、小数点第 1 位までを表示している。こ
のため、回答率の合計が必ずしも 100％にならない場合がある。
・図表の記載にあたっては、調査票の選択肢の文言を簡略化して表現している場
合がある。簡略化していない選択肢は、資料編の調査票を参照のこと。
・
「都道府県アンケート調査」では、回答数が少ないため、グラフにおいては（
で実数を表記している。
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