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1． 緒言 

現代は「健康ブーム」と言われるほど健康への

関心が高い時代であり、健康が一番大切だと考え

て生活する人が増えている。 
政府も 1978 年(昭和 53 年)から 10 年単位で国民

健康づくり運動を展開し、国民に健康づくりの大

切さを訴えている。しかし、2000 年(平成 12 年)

から推進されている「21 世紀における国民健康づ

くり運動(健康日本 21)」の中間報告(2007 年公表)

によれば、2010 年度を目途として立てられた数値

目標の中で、目標に近づくどころかむしろ後退し

ているなど、成果が現れていない項目が見られる。 

国をあげて政策を実行し、人々も健康に対する

意識を強めているにも関わらず、なぜ人々の健康

状態は改善されないのだろうか。 

現在の政策における課題を明らかにするために

は、これまで各時代において政府が行ってきた政

策を分析することが重要であると考える。 

そこで本研究では、これまでわが国において行

われてきた健康づくり政策の変遷を整理し、現在

の政策の課題を明らかにすることを目的とする。 

 

2． 方法 

2-1 文献・論文研究 

 関係する文献・論文を整理して研究を行った。 

2-2 インターネット 

 戦後の政策については「白書等のデータベースサ

ービス」の『厚生白書』『厚生労働白書』を参考に

概要を整理した。 

 

3.  結果 

健康づくり政策の歴史的変遷 

3-1 政策開始以前 

江戸時代までは個人の生命や生活を守る方法論

として、「養生」という思想が人々の間に広く普及

していた。健康づくりは政策としては行われず、

健康に対する個人の主観的な判断と努力に任され

ていた。 

 

3-2 明治期から第二次世界大戦までの衛生政策 

 明治の開国期に西洋医学が導入されたことによ

り、これまで個々に任されていた「養生」にかわ

る新しい概念として、社会(集団)を対象とする｢衛

生｣が導入された。ここから国民の健康に国が介入

する、政策としての健康づくりが始まった。 

当初の衛生政策の第 1 の課題は、コレラなどの

爆発的に流行する急性伝染病の防止にあった。そ

の後は防疫にとどまらず、国民全体の体力を強化

し、それまで十分な対策がされなかった結核をは

じめとする慢性伝染病への対策や、精神病予防に

も力が注がれた。富国強兵の国策に沿うように国

民の体力を向上し、疾病を予防することが国の重

要な政策課題であった。 

わが国が総力戦体制下に入って｢国家総動員法｣

が施行された 1938 年(昭和 13 年)には、主に国民

の健康づくりを担当する機関として厚生省が新設

された。しかしそこでいわれる健康は、個人のた

めというよりも、兵力や労働力としての国のため

の健康であった。1940 年(昭和 15 年)には「国民体

力法」が制定され、未成年者に対して体力検査を

受けることを義務付けるなど、国民の健康は第二

次世界大戦が終了するまで一貫して国によって管

理・強制された。 

  

3-3 戦後から現代までの公衆衛生政策 

日本国憲法第25条において、健康がすべての国

民に権利として保障され、国はそれを守る義務が

あることが認められた。このことを基盤として日

本の公衆衛生体制は再構築された。 

社会レベルでの健康水準を高めることを目指し

た政策が行われ、医療、保健、福祉の体制の充実

を図り、国民の生活を支える基本的な仕組みを構

築してきた。その結果、平均寿命の大幅な延伸や、

総死亡率・乳児死亡率の減少、体位の向上など、

健康水準を示す指標とされる数値は大幅に向上し

た。 

そして 1970 年代以降、急激な経済成長を成し遂

げると、公衆衛生上の問題が感染症から成人病(現,

生活習慣病)などの慢性疾患へと移った。ここから、

現在までつながる積極的健康増進対策の時代へと

入る。 

「自分の健康は自分で守る」という自覚を国民

一人ひとりに促すべきであるという新たな視点の

導入により、1978 年(昭和 53 年)から 10 年単位で

の国民健康づくり運動が展開されることとなった。 

1978 年から開始された第 1 次国民健康づくり運

動は、健康診査体制を整備し、疾病の早期発見・

早期治療を重視する 2 次予防中心の政策であった。 

1988 年から開始された第 2 次国民健康づくり運

動（アクティブ 80 ヘルスプラン）は、1 次予防へ

と焦点が移され、健康増進の主要な要素として、

栄養・運動・休養の 3 本柱が強調され、それぞれ

の指針が策定された。 

また、1996 年には生活習慣を改善することで 
疾病の発症・進行が予防できるということを国民

に認識させ、行動変容を促すために、成人病の呼

称を「生活習慣病」と変更した。 

 

3-4 現在行われている政策 

21 世紀における国民健康づくり運動(健康日本 21) 
21 世紀のわが国を、すべての国民が健やかで心

豊かに生活できる活力ある社会とするため、健康

寿命の延伸等の実現を目的として、2000 年から開

始された運動である。9 つの重点分野について 2010
年度を目途とした 70 の具体的な数値目標が設定さ

れたことが特徴である。健康に関連する全ての機

関をはじめとして、国民が一体となった健康づく

り運動を推進し、国民各層の自由な意思決定に基
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づく健康づくりに関する意識の向上及び取り組み

を促そうとするものである。 
その基本方針は、1)1 次予防の重視、2)健康づく

り支援のための環境整備、3)目標等の設定と評価、

4)多様な関係者による連携のとれた効果的な運動

の推進である。 

 

健康増進法 

健康日本 21 の法的根拠として 2002 年（平成 14 
年）に健康増進法が公布された。 

この法律の第 2 条では「健康な生活習慣の重要

性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、

自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進

に努める」ことが国民の責務であるとされている。 

 

このように現在の政策は、健康の増進は個人の

責任において主体的に取り組むことを前提として、

国はその個人の取り組みを支援するという立場を

強調した体制へと移行してきている。 

 

4. まとめ・考察 

健康づくりは、江戸時代までは養生というかた

ちで「個人」の主体的な努力に任されていた。 

明治に入って政策として行われるようになり、

それ以降、第二次世界大戦期、そして戦後約40年

間は、健康づくりに対して「国」がその果たすべ

き責任を明確にし、主体となって推進してきた。 

しかし 1970 年代以降は、公衆衛生上の問題が生

活習慣病に移行したことで、「個人」に生活習慣

を改善して健康を増進し、生活習慣病等を予防す

ることを求めるなど、社会レベルでの健康水準を

高めることから、個人レベルでの健康増進へと、

方針を転換している。 

このように今日までの健康づくり政策の変遷を

振り返ると、「国」か「個人」どちらか一方が責

任を負い、主体となって進めるものだ、という考

えに基づいて行われてきたと考えることができる。 

現在行われている健康日本21ではそこから一歩

進んで、国と国民が一体となって健康づくりに取

り組むという方針になっている。しかし健康増進

を「個人」の責務とし、「国」はその取り組みを

支援するという立場にとどまっている。 

これからは、さらにもう一歩進んだ、新しい健

康づくりのかたちが必要なのではないだろうか。 

そのように考える理由として、現在の「個人」

主体の健康づくり政策には、以下のような問題点

があげられる。 

1) 自己責任に委ねることで生じるリスク 
健康を個人の責任に委ねることは、メディアの

発達・普及により、誰もが健康に関する情報を容

易に手にすることが可能になった現代では、個人

が誤った方向に導かれてしまう危険性もある。健

康産業から次々にもたらされる情報の中には、効

果が実証されていないだけではなく、健康被害を

もたらすようなものも含まれている。 
2) 健康問題を捉える視野が狭い 
一人ひとりの生活習慣上の問題や数値で現れる

結果（＝不健康な状態）にしか目を向けておらず、

その背景にある、個人の責任では解決できない健

康問題に目を向けていない。現代、国民の健康を

脅かす要因は、食事や運動などの生活習慣の中に

だけあるのではない。むしろ、劣悪な労働環境や

労働条件によるストレスや貧困、添加物や残留農

薬といった食の問題、環境汚染など、個人を取り

巻く社会環境に多く潜んでいる。これらの問題は

個人の努力で解決することは難しく、国の介入に

よる社会レベルでの取り組みが必要である。 
3) 健康格差の拡大 
個人が主体的に健康づくりに取り組むことを前

提とし、国はその個人の取り組みを支援するとい

う現在の方針は、言い換えれば、健康づくりに取

り組むための時間的、あるいは経済的な余裕のな

い人などは取り残されることになる。 

近年公衆衛生の領域では、社会疫学という分野

が確立され、社会経済的格差が健康に及ぼす影響

について明らかにされつつある。それにより「健

康格差」の拡がりという、社会格差に起因する新

たな弊害が懸念されている。 

以上のことから考えると、現在の健康づくり政

策における個人が主体であり、国は支援する、と

いう関係は見直さなければならない。 
健康づくりを進める上では、個人の主体的な努

力ももちろんだが、それを可能にするための前提

条件として、国が土台作りを行うことが必要であ

る。 
そしてその土台作りとして行うべきことは、健

康教育と社会的環境の整備であると考える。 

1) 健康教育 

個人の努力や責任を強調するなら、まずはそれ

らを果たせる実践力（メディアリテラシーなど）

を一人ひとりに身につけるための健康教育を行う

ことが重要である。 

2) 社会的環境の整備 

既に問題点として述べたように、現代の健康問

題は個人の努力では解決することが難しい要因が

背景になっており、社会レベルでの取り組みが必

要である。 

その取り組みは保健・医療分野にとどまらず、

社会、経済、教育、情報、食、住居、環境など様々

な分野との連携が必要である。健康という観点で

他の分野との連携を図り、国全体で健康問題に取

り組むことが必要である。 

また、これらの分野は個人の生活と密接に関わ

っているものであるので、国任せにせず、一人ひ

とりがその取り組みに積極的に参加・参画しなけ

ればならないし、またその権利がある。 

このような理念はプライマリ・ヘルスケアやヘ

ルスプロモーションというかたちですでに世界的

に提唱されている。 
日本でもこれらの理念を再確認し、政策に取り

入れて、健康づくりに取り組んでいくことが必要

である。 
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