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楽しく地 域に出られ

ス キルが 身 につく
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できないことが
多くて、自己嫌悪

後輩が仕事を
楽しめてない気がする

まちを知ると、
できることが
増えていく

仕事を
面白くする
コツをつかむ

はじめに
何をしていても
自信がもてない

これからの
準備のために

2020 年、厚生労働省は「健康寿命延伸プラン」を公表し、
今後更なる健康寿命の延伸を図るため、地方自治体や保健者
などの関係者・関係団体とこれまで以上に連携して、地域ぐる
み、職場ぐるみの予防・健康づくりの必要性を示しました。
地域ぐるみの健康づくりを推進するにあたり、地域の実態に
即した対応が不可欠となるため、どのようなサポートが必要か、
複数の保健師さんに話を聞いたところ、行政職であり専門職で
もある自治体保健師の皆さんが、業務区分や立場のあいまいさ

自信がなくても
大丈夫
P04

人とどんどん関わろう
否定なしでおしゃべりしよう
相づちのコツを覚える
隙あらば雑談しよう

P06

得意・不得意をカバーしあう
外部と繋がり、学ぶ
位置情報と共に資源を集める
少人数の独自調査を
やってみる

に戸惑い、悩んでいる様子が伺えました。

悩みを減らして、
地域に合った
健康づくりに
取り組む力を高める

そこで、まずはこの戸惑いや悩みが一人のものではないこと

P08

まちへ出て人と会おう
寄り添って、一緒に地域へ
まちづくりに参加してみる
逆算スタイルで考えよう

あいまいで困る
「保健師って何する人？」

はじめに

を提供することが必要ではないかと考え、自治体保健師さんた
ちが共通してもつ5つの悩みと解決のヒントを示した、この『あ
いまいな私たちへ―保健師のお悩み解決ブック―』が生まれま

支え・支えられる
上司になる

あいまい
という弱みを
強みにする

P02

を知らせ、悩みを解消するために今から取り組めることの情報

人の上に立つのは
荷が重い

P10

頼ろう、話そう、任せよう
対話とフィードバックで応援する
引っ張らず、支える
「管理する」を捨ててみる

P12

もくじ

おわりに
P14

した。

あいまいさは欠かせない要素
信頼も加わり、チャンスは無限大
「友達のような相談相手」という仕事
「なんだかいいかも」の存在

本書を活用して、保健師さんはじめ関係者の皆さんに悩みや
疑問を解消・軽減していただくことはもちろん、多くの自治体で

お悩み解決の
ヒント

地域に合った健康づくりを実装する力を高める一助となることを

P15

願います。

登場人物
この本の使い方
お悩み
保健師が抱えるお悩みを
紹介しています。共感する
お悩みを読んで気を楽に
してから、経験のないお悩
みを読んでください。

ヒント
お悩みに対して、先輩保健
師と異分野の人からのヒン
トを紹介します。2 つの視
点からの提案で情報量も
2 倍！ピンときたらぜひチャ
レンジを！

おすすめの第一歩
お悩みを解決したいならま
ず動くこと！ でも何をすれ
ばいいかわからない人のた
めに、
「まずはこれから！」
という簡単にできるアクショ
ンを紹介しています。
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自治体に働き始めて

自治体に働き始めて

自治体に働き始めて

新人保健師

中堅保健師

統括保健師

経験もスキルも自信もな
く、デスクワークに手間
取って時間も足りない。
その結果、地域訪問に
も出られなくて八方ふさ
がり。

キャリアは積んでいるけ
れど自信がなく、求めら
れている後輩の指導・
育成も荷が重い。

保健師の仕事にはやり
がいと楽しさを十分に
感じているけれど、管理
職の重圧や昇格にとも
なう転勤に辞職も頭を
よぎる日々。

3 年の

15 年の

20 年の

経験豊富な

先輩
ベテラン保健師
保健師としてさまざまな
経験をし、豊富な知識と
技術をもっている。それ
らを後輩たちと共有し、
地域の健康をさらに向
上させたいと思っている。

まちに暮らす

保健師の
応援団

まちの保健師にお世話に
なった経験があり、保健
師の仕事の重要性や意
義を理解し、自分たちな
りに協力や応援をしたい
と思っている。

はじめに／もくじ
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自信を育てるヒント

何をしていても自信がもてない

自信がなくても
大丈夫
ONAYAMI

すべての
保健師の
お悩み

HINT

先輩保健師から

おしゃべり上手の視点から

人とどんどん 給 湯 室や食 堂など
関わろう
で、他部署の職員に

相づちの
コツを覚える

話しかけてみましょう。話が弾んできた

すもの、
「へ〜！」と驚くもの、
「なるほ

ら相手の仕事についてきき、十分に話

ど！」と納得を伝えるものの3種類があ

をきいたら次に自分（保健師）の悩みを

ります。
肯定的にきく場合は、
「いいですね！（うんうんと

困り事は、飾らないで素直に相談しましょう。

うなずく）」と「へ〜！（眉毛をあげるもしくは、あごを

また、どんどん地域に出て人とたくさん関わる

あげる）」を使います。特に「へ〜！」は、相手に

ことはあなたの経験値を上げ、自信に繋がりま

とってうれしい相づちです。ぜひ言葉と表情を
セットにして使いましょう。

ちゃった。地域に出る機会も減ってしまったし、講

す。人との関わりに成功も失敗もないので、臆

いつも自信がもてない…上からおりてくる

座を企画してもいつも同じ顔触れの人しか来てく

せず関わりましょう。

がさしてきた…。

そういえば、事務仕事がなかなか
終わらず、いつも迷惑をかけてし
まっているし、給湯室で保健師の
評判が良くないって、噂されてた
なぁ。
噂されてしまうのは、役所の中でも

保健師って何をしているのか知
られていないってことが原因の気がする。
特に最近はコロナ患者さんたちの検体採取に追わ

れて、ほかの部署の職員と雑談する時間もなくなっ

れない。どうすれば、いろんな人が来てくれるのか
きいてみたいけど、マスクをしているから立ち話も
しにくいし、自分の仕事に自信がなくなってきた。
何か工夫しようにも、

保健福祉課の仕事
しか知らないから、

他の部署の職
員に「どうやって事務仕
事をしているのか」
きい
てみようかな。

ですね！」とうなが

相談してみましょう。ちなみに、悩みや疑問や

健師として、自分なりに仕事をしてきたけど、

業務を淡々とこなす毎日に嫌気

相づちには「いい

もし相手が「どうでもいい」
「いまのままでいい」

さらに大事なのは、自分がした経験を職場や

という雰囲気や発言になったときには、相づち

役所内で共有し、思いを伝え合うことです。こ

を控えめにすることも覚えておいてくださいね。

れができれば、他部署とだけでなく住民とも協
働できる日がやってくるでしょう。

否定なしで
おしゃべりしよう

隙あらば
雑談しよう

相づちの次にやってほしいのは
雑談です。

否定され、自信をなく

雑談力を磨くための練習場に最適なのは、飲

した経験はありません

食店のカウンター席です。カウンターに座り、

か？ 否定は人から自信やパワーを奪います。
エンパワメント理論で有名なパウロ・フレイレ

おすすめのメニューについて質問してみましょう。
「雑談しなくては」と思うと大変ですが、飲食店

は、どんな人でも生活や社会を変える力があり、

でおすすめの料理についてきくのなら簡単です。

その力を自らの中に発見するためには、おしゃべ

相手が尋ねてほしいと思うことを、笑顔で短

りが大事、そして、おしゃべりを有能なツール

くきくのがポイント。そして返答には肯定的な

にする鍵は「対等な関係性」だと言っています。

姿勢と共感をもって相づちを打ちましょう。

対等な関係でおしゃべりするためには①肯定

Ladder for Solving your ONAYAMI

TSUBUYAKI

つぶ や き ＠ お 悩 み 保 健 師

保

いつまでたっても
仕事に自信がもてない。
これでいいのだろうか？

HINT

飲食店のほかにもタクシー、趣味の畑、電

的にきくこと、②疑問をもつことが欠かせません。

車、エレベーター、行列など雑談しやすい場所

意見を闘わせるのではなく、理解し共有するこ

はそこここにあります。隙あらば雑談をして、誰

とを心掛けて対話しましょう。そうすれば信頼関

とでも話せるワザと気さくさを身につけましょう。

係を築く一歩が踏み出せるでしょう。

このお悩みに

おすすめの第一歩
家族や友人を相手に、何を
言われても肯定的な相づち

を打つ練習をする。
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否定なしの会話ができた後、
相手に「私と話してどうでし

たか？」ときいてみる。

話しかけやすそうな人の名
前と雑談の切り口を書き出

してみる。

1

自信がなくても大丈夫

05

まちを知るヒント

できないことが多くて、自己嫌悪

まちを知ると、
できることが増えていく
ONAYAMI

すべての
保健師の
お悩み

中堅保健師の

お悩み

行

政は事務作業がたくさ

事務作

んあるけど、

お悩み

地 域診断が保健
師のすべてと言わ

ベテラン保健師の
お悩み

職 員だけではマン
パワーが足りな
い。どんな外部組織が、地域

業って苦手…。コロナ禍

れたけど、教科書通りにやろうと

いいのか悩む…。新しいやり方

し、一人では難しすぎてできな

れるんだろう。見

い…。

つかったとして、お

これって一人でやることなのか

で事業を進めるのもどうしたら
を提案して、保健
師じゃない上司の
理解が得られるか
もわからない。

HINT

先輩からのヒント

地域診断の視点から

得意・不得意を
カバーしあう

保 健 師同士が
仲良くするのは

位置情報と共に
資源を集める

資源とは、あ
なたや親しい

もちろん、保健師ではない職員と仲良

人が心地よいと思う空間、会いたいと

くなりましょう。事前に広報を1年分く

思う人や動植物、困ったことを助けて

らい読んでどの課がどんなことに取り組

くれる何かです。徒歩 10 分圏内にど

んでいるのか、調べてみます。気になる事業は、

れくらい資源があるのか探してみましょう。歩く

担当課の計画等に基づいているため、あわせて

ときは、地図アプリを使い GPS 機能をオンにし

計画書も見ておきましょう。そして気になる事業

て、足跡を自動的に記録します。

の担当者に「一緒にできそうなことはありません

カフェ、パン屋、道の駅などにはぜひ立ち寄

か？」と提案してみましょう。協働するなかで、

りを。中に入り、掲示物、配布物をよく見て、

お互いの得意と不得意を補いあいながら、他部

お店の人と雑談してみましょう。歩いて気が付

署と関係性をつくっていきます。

いたことは地図上に記録したり、特にいいなと
思ったことは写真や動画でも記録しましょう。

外部と繋がり、 こうして内部のチームワー
クを高める一方で、外部
学ぶ

の協力者や協力団体を探しましょう。大学等の

少人数の独自調査
をやってみる

専門家を介して協力団体を紹介してもらう、勉強

ることを書き出し、最も気になることを1つ選び

願いするときはど

会・講演会などに参加して気になる事例から探

ます。1 人の当事者の話を、その人がリラック

すといった方法があります。保健師の専門誌やま

スできる場所で60分じっくりききます。

な。同僚はみんな忙しそうだし、

うしたらいいのか

ちづくりの雑誌等も役立ちます。

お願いできる気がしない。

わからない。

思えばたくさんの調査が必要だ

診断を手伝ってく

子どもの貧困など、
あなたがいま気にな

Ladder for Solving your ONAYAMI

TSUBUYAKI

つぶ や き ＠ お 悩 み 保 健 師

新人保健師の

スキルが足りない
気がするけど、
スキルってなんだろう。

HINT

同じ悩みをもつ人たちを3〜5人程度訪問し、

これぞと思う事例に出会ったら、その事例の
実践者である自治体や協力団体にヒアリングし
たり、会いにいくと、先進地の取り組みを学びな

その内容（困り事の詳細、解決の工夫など）をきき取
り、あれば解決法も合わせてききましょう。
きき取りの結果は、分析して自分なりの仮説

がら外部の協力者を少しずつ増やしていけます。

を立ててみます。こうして課題と資源をセットで

対話型の話し合いの場（ワークショップ）も学び

整理しておき、新たな事業を提案するためのプ

に有効です。
「まちづくり」
「ワークショップ」
「地

レゼン資料にします。資料には画像やグラフを

方創生」と「都道府県もしくは自治体名」でイン

多用し、現状を端的に伝えるタイトルをつけま

ターネット検索すると、近くで開催されるワーク

しょう。文字だらけの資料は NG ですので、ご

ショップを探すことができます。

注意を。

このお悩みに

おすすめの第一歩
レストランを探すときだけ
ではなく、日々の暮らしの

中で地図アプリを使って
みる。
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検索サイトで、あなたが使えるソフト（Word や

PowerPoint）と
「プレゼンテーション」
「デザイ

ン」
「インフォグラフィック」という言葉を検索
して、参考になりそうなプレゼン資料のアイ
デアを集める。
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まちを知ると、できることが増えていく
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仕事を面白くするヒント

後輩が仕事を楽しめてない気がする

仕事を面白くする
コツをつかむ
中堅保健師の
お悩み

っと仕事を楽しんでほしいんだけど、どうし

そういえば、私が仕事を面白い

たらいいのかな。3 年目じゃなかなか楽し

と思うようになったきっかけって

むところまでいかないんだろうけど…。
それにしても、彼女が担当した今日の健康セミ
ナー、盛り上がってなかったなぁ。別に立派な話
をしなくても、参加者の人たちが

「ふ〜ん、そうなのか。こ
れからはちょっと気を付
けよう」って思ってくれ
たら十分なんだけどな。
実際やる
となると難しいよね。
でも、それって

私だって、笑いを取るのには

5 年ぐらいはかかったもんね。

何だったかな？
そうだ、訪問先のおじさんに大
量に柿をもらったんだけど食べきれなくて、ジャ

先輩保健師から

まちづくりの視点から
まちづくりに
参加してみる

保健師の仕事は、地
域の健康面の課題を

よ」って、次々と相談者を紹介されたことだ。それ
でまちの人と知り合うことが増えて、そしたら

地域のことがリアルに
見えてきて、ぐっと仕事
が面白くなったんだった！

人の暮らしが関

見つけ住民とともに解決策を考えて、活

わっています。人々の健康を考える保

動していくことです。そのなかで住民や

健師さんもまちづくりをするときに大事

地域の健康が向上していく姿を一緒に

な存在です。そういう認識をもつこと

見届ける経験がやりがいにつながりますよね。

で、まちづくりの幅が広がると同時に、保健師さ

そのためには、まずは積極的に地域に出て、

んもより仕事にやりがいや楽しさを感じることに

住民と話して、情報を得たり、課題を体感した

つながるかもしれません。だから保健師さんたち

りすることが必要です。

にもまちづくりの仲間になってほしい！ そのため

でも、
「とにかく、まちに出よう」と言われても、

に、まずは地域のまちづくりについて、知ってみ

新人にとってはそう簡単なことではありません。

ませんか？ 庁内のまちづくりに関係する部署や、

「どういうふうに切り込んでいったらいいかわから

地域でユニークな活動をしている人や団体を後
輩と訪ねて、話をきいてみてください。

ない」
「ちゃんと話してもらえるか自信がない」と
いった不安要素がいっぱいだからです。

そして訪問後には、彼らが構想するまちづく
りに自分たちがどう関われるのか、また自分たち

ムにしてお返ししたら、そのおじさんから、
「実は、
健康のことで悩んでる人が周りに結構いるんだ

まちづくりには、

寄り添って、
一緒に地域へ

のしたいことは何かといったことについて、話し
そこで、あなたも後輩と

合い、整理してみてください。

一緒に地域訪問に出るよ

うにしてはどうでしょう。
「真似るは学ぶの第一
す様子を見てもらい、折を見て後輩にもチャレ

逆算スタイルで
考えよう

ンジしてもらうのです。

あります。それは、目の前にある課題を一つず

歩」と言われるように、まずはあなたが住民と話

まちに出たら、自分が話すよりも人の話をきく

この話し合いや整理を行
うときに、大事なことが

つ解決していく思考スタイル（フォアキャスティング）

のが大事。
「リアクションを大きくする」
「表情豊

ではなく、ワクワクする将来像から逆算して今

かに、タイミングよく相づちを打つ」
「話すより

やるべきことを導き出す思考スタイル（バックキャ

事ってすごく面白い！」って気付いてもらえたら嬉

聴くことを大事にする」といった上手な対話の

スティング）を用いて行うことです。

しいなぁ。でもなかなかうまく導けないんだなぁ。

コツも、こうすることで自然に伝えることができ

彼女にも、こんな体験をしてもらって、
「この仕

これって、きっと私の力不足だ
よね…？

その理由は、バックキャスティングを用いると、
今自分がしている仕事がまちの将来にどう結び

ます。

つくかが明確になるため、意味や意義を感じら

そして訪問が終わったら、必ず得た情報や感触
について二人で確認しあい、ふりかえりましょう。

れて、仕事が面白くなると思うからです。

このお悩みに

バックキャスティング

料理屋のカウンター

席に後輩を誘い、板
さんと楽しく話す自

分を見せてから、チャ
レンジしてもらう。

地域で面白いまち

づくり活動をやっ
ている人を探す。

後輩との雑談中に、

「 最 近 楽しいこと
あった？」と定期的
に質問する。

大きな変化

おすすめの第一歩
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Ladder for Solving your ONAYAMI

TSUBUYAKI

つぶ や き ＠ お 悩 み 保 健 師

も

どうしたら後輩保健師に
もっと楽しんで
仕事してもらえるんだろう？

HINT

まちへ出て
人と会おう

ONAYAMI

自治体に
勤続 15 年の

HINT

ワクワクする将来像
アクションプランを考える
アクションを始める
アクションプランへ

フォアキャスティング

問題を見つける
原因を分析する
解決方法を検討する

時間

3

仕事を面白くするコツをつかむ

09

支え・支えられる上司になるヒント

人の上に立つのは荷が重い

支え・支えられる
上司になる
ONAYAMI

統括保健師に
なりたての
保健師のお悩み

HINT

先輩保健師から

リーダーシップの視点から

頼ろう、話そう、 地域の健康づく
任せよう
りを保健師だけ

引っ張らず、 地域や福祉の現場
支える
では、住民と対等

でやるのではなく、住民や他部署と一

な関係を築くことが大事です。その方

緒に取り組むようになったように、職場

法の一つに「サーバントリーダーシッ

のマネジメントも一人で抱え込まずに、

プ」があります。これは、みんなで目

人に頼ったり任せたりしてみましょう。たとえば、

標に向かって進めるように、メンバーの話を傾

他部署の同僚に悩みを相談してみるとか、部署

聴して共感し、バックキャスティング（P.09）と

内の職員同士で課題を話し合い、考えた解決

いう方法で一人ひとりの成長に寄り添いながら

策をみんなで試してみるといったことをしてみて

チームをつくり目標を達成するリーダーのあり
方です。

まくいかないなぁ。なぜか職場の雰囲気が

私が楽しくやってこれたのは上司のおかげなんだ

ください。そうして周りから支えられ、助けられ

良くない…。母子保健や精神保健など業

けど、いざ自分が上司になったら

ている上司には、部下も悩みを打ち明けたり助

どうしたらうまくマネジ
メントしたり、みんなの
モチベーションを保っ
た り、チ ー ム
ワークを良くし
たりできるのか
わからないよ。

けを求めたりしやすくなるはずです。

務で分けるとそれしかやらない人が出てくるし、地
域で担当を分ければいいかというとそうでもない。
なんというかチームワークがないんだよなぁ。

みんながなんとなくやり
がいを感じていないの
もわかる。自信をもてて
いない後輩もいる。
あぁ、これまでは住民さんと話し
て、困りごとを一緒に話し合って
地域の活動として取り組んでき
て、それがとても楽しかったなぁ。

いっそ、辞めようかなとも思ってしまう…。

▼1

この方法は保健師さんが集まる職場でも応用
できそうです。先頭に立って引っ張るだけでなく、
「必要ならサポートするよ」と仲間を下支えして

対話と
フィードバックで
応援する

チームを前進させ、成果を出していくのです。
職場の様子をよく見
て、気になることがあ
れば短い時間でいい

から対話するようにしましょう。悩みが小さなう
ちにキャッチして対処すれば、大きくなるのを防
げます。

「管理する」を
捨ててみる

好きな日に出勤し、連絡
なしに欠勤でき、しかも

Ladder for Solving your ONAYAMI

TSUBUYAKI

つぶ や き ＠ お 悩 み 保 健 師

う

現場が好きなのに、
管理職になってしまった。
やる気も自信も湧いてこないなぁ。

HINT

嫌な仕事はしてはいけないというルールの海老
▼２

の加工場があります。シフトや作業の管理の難

さらに、職場のみんながいままでしてきた仕事
を一緒に振り返り、キャリアラダーを確認して、
これからの仕事の仕方や内容について話し合っ

しさと職員の関係性の両方で悩んでいたときに、
「いっそ管理するのをやめたら、どうかな？」と
考えて生まれたルールだそうです。

たり、共に取り組んだりすることも、モチベー

「効率や品質が落ちるのでは？」という心配は

ションを上げるために効果的かもしれません。

杞憂に終わり、嫌いな作業をする不安がなくな

また、住民や他部署の職員からの良いフィー
ドバックは担当者に直接言ってもらうようにしま
しょう。するとそれが栄養になって、あなたと一
緒に後輩たちを元気づけてくれるでしょう。

り、家族との時間を優先できるようになったこと
で職場の雰囲気も良くなったとか。
「管理する（される）」という概念がなくなるこ
とでみんなの気持ちが楽になり、複数の問題が
解決するかもしれませんね。

このお悩みに

おすすめの第一歩
いろいろな人や制度の助け
を得て、上手に暮らしてい

る住民に、そのコツをきき
に行く。

10

あいまいな私たちへ

社員と経営者、または社員
同士の仲がいいと評判の、
地域 の 会社に話をききに
行ってみる。

▼1 参考：
『サーバントリーダー
シップ』
著者：ロバート・K・グリーンリー
フ／監訳：金井壽宏／訳者：金
井真弓／英治出版
▼ 2 参考：パプアニューギニア
海産

http://pngebi.greenwebs.
net/?p=4916

4 支え・支えられる上司になる

11

弱みを強みにするヒント

あいまいで困る「保健師って何する人？」

あいまいという弱みを
強みにする
ONAYAMI

すべての
保健師の
お悩み

中堅保健師の

お悩み

今

日も事務作業が忙しく
て地域に出られなかっ

ベテラン保健師の

お悩み

親

しくなった住民さん
はいろいろ相談して

お悩み

今

日、この春入庁した職員に「保
健師さんの仕事は健診なのかと

た。しかも、助成金の報告書

きてくれる。それは嬉しい

思っていました」と言われて、まいった

もあるし、統計の結果も出さ

けど、さすがに「テレビが壊

なぁ。確かに統括保健師になってから

ないといけないし、

れた、どうしよう」と言われ

現場の仕事はほとんどないし、以前にも

いつになったら出

たときは困ったなぁ。

増して自分の仕事が説明できない感じ。

られるのかな。

でもあの人、テレビがない

でも、
「全ての住民の健康づくり」という

「地域の健康を守

とお酒に走りそうだし、電

大きな課題に対応するには、

るってやりがいあるよね」と

気屋さんを紹介したほうが

思って自治体に就職したのに、
本分だと思っていた地域診断
にはなかなか出られないし、

何のために自治
体保健師になっ
たんだろう？

どうしても「あれも
いいのかな。でもさ、
これって、 これもする、あいま
保健師の いな人」になってし
仕事なの？ まうんだよな。私としては、あいまい
ぐらいがちょうどいいと思うんだけど、実
際これってどうなんだろう？

HINT

先輩保健師から

あいまいな仕事の視点から

あいまいさは
欠かせない要素

物理学者の米
沢 富 美 子さん

によると、あいまいさには多様性、多

「友達のような
相談相手」
という仕事

アメリカには、医
療者と地域のがん
の患者さんの間に

義性、漠然性などが含まれるそうです

立つレイナビゲーターという仕事がありま

が、保健師の仕事内容はまさにあいま

す。彼らは患者の住む地域に暮らしてい

いさの結晶です。そんな仕事に取り組むには、

て、文化や生活の状態などを理解したう

高い専門性ではなく、線引きせずに問題を受け

えで、医療者の言葉を噛み砕いて説明したり、

止めて対応できる力、つまり「あいまい性」が必

生活の困りごとの相談に乗ったりもします。

要です。言い換えると、
「あいまいにはあいまい
を」ということです。

たとえ患者でも、医師や看護師に声をかけて
話をするのはハードルが高いものですが、あい

たとえば、認知症を抱えての一人暮らしやヤ

まいな立場のレイナビゲーターとなら気軽にや

ングケアラーといった健康と暮らしの問題を同時

り取りしやすく、本音も話せます。そして、そう

に抱えている人にとっては、仕事の境界線がはっ

いう存在が自分の住むまちにたくさんいることは、

きりしない保健師だからこそ、なんでも相談しや

とても安心なことです。保健師の役割や存在は、

すいという面があるでしょう。つまり、地域の多

レイナビゲーターと似ているような気がします。

様な人の健康を守ろうとする保健師に「あいま
いさ」は欠かせない要素だと思いましょう。

信頼も加わり、
チャンスは無限大

自治 体 保 健 師には
行政職員としての信

「なんだか
いいかも」 戦後に民主主義を学ぶ場所とし
て誕生した公民館は、老若男女
の存在

Ladder for Solving your ONAYAMI
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つぶ や き ＠ お 悩 み 保 健 師

新人保健師の

私って何者？
仕事の領域や立ち位置が
よくわからない。

HINT

が気軽に集まり、まちづくりをしたり、活動を楽

しんだりするいわば「まちの茶の間」で、それを

頼もあります。地域づくりをするときに、この信

運営するのが社会教育主事と呼ばれる職員です。

頼とあいまいさの両方を活かして、どんな人とも

彼らは公民館での活動を企画・実施するほか

話し合ったり手を組んだりすることができます。

に、みんなが対等に話し合ってまちづくりできる

そうして得た住民の保健や福祉に関わる情報

ように調整する役割も担います。

を活用して計画策定に関われば、自分たちや

「何をするのかわからないあいまいな存在だ

住民のことを行政内に知ってもらうチャンスも

けど、あの人に言ったら面白いことができそう

生まれます。こういう取り組みを続けていけば、

だと思ってもらえるようになりたい」と言ってい

きっと「あいまいさって、すごい！」と思うように

る主事がいて、あいまいさに悩む保健師にこの

なるでしょう。

言葉を伝えたいなと思いました。

このお悩みに

おすすめの第一歩
スナックやカフェといった、
誰もが気軽に行ける場所の

店主の様子をじっくり観察
してみる。

12

あいまいな私たちへ

「カフェのような図書館」
「子どもの遊び場の
ある美術館」
「自習室のある駅」など機能に
あいまいさがある施設を検索して、利用者の
コメントなどからその魅力やコツを探る。

5

あいまいという弱みを強みにする

13

お 悩み解 決のヒント

おわりに
「あいまいさ」は
保健師のスキル

保健師さんのお悩みは多種多様。どこからでも、何からでもいいから
、
解決への小さな一歩を踏み出しましょう。頑張れわたし、頑張ろうみん
な！

本書を制作するにあたり、現役
の保健師さんや専門家にインタ

ビューすると、いい意味でも悪い意味でも「あ
いまいさが根っこにある」と言われました。これ

P09

は命を守ることからはじまった保健活動が、長

まちへ出て、人と会おう

年かけて地域をまるごと受け止める仕事に至っ

得意・不得意をカバーしあう
外部と繋がり、学ぶ

たプロセスが言わしめる言葉です。まるごと受
け止めるためには、自らの立場や領分をあまり
明らかにしないで地域や住民にアプローチした
ほうが受け入れられやすくなりますし、また住
民の健康ひいては人生に関わる仕事には、正
解不正解を問わない姿勢が求められます。
つまり保健師さんにとって「あいまいさ」は必

あいまいさは欠かせない要素
「友達のような相談相手」
という仕事
「なんだかいいかも」の存在

P13

スキルが
足りないと
感じたら

自分が
何者かと
悩んだら

P07

後輩にも
頑張ってほしい
時には
寄り添って、一緒に地域へ
まちづくりに参加してみる

携のスキルなのです。

P09

先輩からの知恵を
実態に変える

その一方で、
「あいまいさ」は保
健師さんを悩ませてもいます。立

場や領分が明確でない分、
「果たしてこれでいい
のだろうか」という状況になりやすいからです。
その悩みや状況に対して、聞き取りをした先
輩保健師さんはさまざまな知恵を授けてくれま
した。さらにどうすればそうした「知恵」を「実
態」に変えられるのかについてのヒントや情報
もたくさん提供してくれました。
そこで私たちはそうしたリアルな声や提案を
皆さんに届けるべく本書をまとめました。これが
皆さんの今後の活動や意欲の一助になれば幸

リ ー ダ ー

管理職が
辛いと
思ったら

自信が
もてず
凹んだら
人とどんどん関わろう
否定なしでおしゃべりしよう
相づちのコツを覚える
隙あらば雑談しよう

P05

頼ろう、話そう、任せよう
対話とフィードバックで応援する
引っ張らず、支える
「管理する」を捨ててみる

P11

働く目的や
目標を
見失ったら

いです。そしてこれらを実践する保健師さんが
増え、健康的で魅力あふれる地域社会が次々
と現れる将来を期待しています。

逆算スタイルで考えよう

P09

地域を
よくしたいと
思ったら
位置情報と共に資源を集める
少人数の独自調査をやってみる

P07

信頼も加わり、チャンスは無限大

P13

14

あいまいな私たちへ

おわりに／お悩み解決のヒント

15

