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１． 緒言 

 日本という国でみれば高齢化率は２１％だが、

過疎化の進んだ町村では２５％を越えるところが

あるのが現状である。また、高齢化社会は家庭に

おける介護の負担だけでなく医療費の負担も大き

なものとなってくる。図-１は茨城県大洋村健康プ

ロジェクトによって取り上げられたもので、運動

習慣のない高齢者の医療費はほかの年代と比べ、

圧倒的に高くなっているのが分かる。 

現在、高齢化が爆発的に進んでしまった地域や

過疎化が進んでいる地域では、健康増進による地

域活性化を狙った様々な活動が行政によって行わ

れている。各都道府県でのねんりんピックの開催、

各市町村での様々な政策、総合型スポーツクラブ

の活用、茨城県では大洋村(現鉾田市)による健康

増進プログラムの実施など、今や健康増進を狙っ

た高齢者スポーツはたくさんの都道府県で行われ

ている。だが、高齢者スポーツによる健康増進の

みではなく、急激な少子高齢化が進む中で「高齢

者スポーツによる地域活性化」についての取り組

みはまだ始まったばかりである。そこで本研究で

は、今後必要とされていくであろう高齢者スポー

ツについて今後の課題や効果的な運動法、またそ

れらがもたらす行政的効果を検討していく。 

 
 

１． 研究方法 

２－１ 文献研究 

 はじめに、高齢者スポーツや地域振興に関する

文献研究を行い、その実態を明らかにした。次に

国内で行われてきた地域振興策や運動内容につい

て調べ、効果的な運動法や様々な課題を調査した。

また、シニア体力アップステーションと呼ばれる

事業について調べ、高齢者スポーツによる地域活

性化に必要な要素、運動プログラム、行政的効果、

課題を挙げることで今後の展望を検討していく。 

 

２－２ フィールドワーク 

 文献研究と並行し、大洋村(現鉾田市)に調査に

向かい、文献研究で得ることのできなかった細か

な情報、町議会によって策定された政策の具体的

内容や成果について調査を行う。また、大洋村の

健康増進施設「とっぷ・さんて大洋」で行われて

いる活動についても調査する。 

２． 結果と考察 

３－１ 高齢者スポーツによる地域活性化 

 日本では 2000 年 9月に「スポーツ振興基本計画」

(文部科学省)が策定された。スポーツ振興計画と

は、生涯スポーツ、競技スポーツ、学校体育スポ

ーツの３分野から構成され生涯にわたる豊かなス

ポーツライフの実現と国際競技力の向上を目指し、

生涯スポーツおよび競技スポーツと学校体育、ス

ポーツとの連携を推進することを目的として、総

合計画の一部または教育委員会計画の一部として

行われている。 

 スポーツは、体を動かすという人間の本源的な

欲求にこたえるとともに、爽快感、達成感、他者

との連帯感等の精神的充足や楽しさ、喜びをもた

らし、さらには、体力の向上や、精神的なストレ

スの発散、生活習慣病の予防など、心身の両面に

わたる健康の保持増進に資するものである。特に、

高齢化の急激な進展や、生活が便利になること等

による体を動かす機会の減少が予想される21世紀

の社会において、生涯にわたりスポーツに親しむ

ことができる豊かな「スポーツライフ」を送るこ

とは大きな意義がある。 

 少子高齢化が進むなかで、高齢者の健康に対す

る意識が高まり生涯スポーツ志向者が増加して、

各市町村での取り組みも活発化してきている。そ

の中で、高齢者スポーツによる地域振興を行って

いる茨城県大洋村(旧鉾田市)が平成 8 年度から行

った、「大洋村健康プロジェクト」を参考にしてい

く。 

 

３－２ 高齢者スポーツの現状 

 2000 年に「スポーツ振興基本計画」が策定され、

2001 年度から 2010 年度の 10 年間に達成するべき

政策目標と推進すべき具体的施策が定められた。

これは地方自治体にとって、地域の実情に即した

スポーツ振興策を進める上での参考指針となって

いて、実際さまざまな取り組みが各市町村で行わ

れている。高齢者スポーツは全国各地で行われ、

高齢者たちが健康づくりのために、総合型地域ス

ポーツクラブなどを利用してスポーツを楽しんで

いる。これらを推進しているのがシニア体力アッ

プステーションである。この事業の趣旨は「体力

づくりの推進でもっとも重要なことは、一人でも

多くの国民が運動を実践するようになってもらう

ことである。特に、本格化する高齢社会に対応す

るために運動に親しんでこなかった中高年の人が

気軽に手軽に、楽しんで運動に参加してもらえる

ことが大事である。これらの目的を果たすため、

中高年の人たちが、身近にある総合型地域スポー

ツクラブに出向いて、手軽に楽しく運動ができる

環境をつくり、中高年の健康・体力つくりを推進

図-１ 一日の歩行距離と医療費との関係 
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している。」とされ、運動する場を「ステーション」

と呼び、文部科学省が勧めている「総合型地域ス

ポーツクラブ」で実施されている。週の中で決め

られた日の定時から指導者が付いて、今注目を浴

びている筋力を高める運動や、ウォーキング、み

んなで楽しむニュースポーツ、そしてストレッチ

ングなどのような激しい競争のない運動を楽しん

でもらうという内容がこの事業の活動内容となっ

ている。 

 

３－３ 大洋村健康プロジェクト 

３－３－１ 概要 

 「高齢化問題」、「老人医療費増大」への対応が

急務となる中、「健康立村」を掲げる大洋村では、

健康づくりの拠点施設として「とっぷ・さんて大

洋(健康増進課管轄、財団法人大洋健康づくり財団

が管理運営)」を設立した。運動指導を中心とした

実践的な健康づくり政策や健康教育に取り組んで

きたが、行政政策として健康づくりを行う上での

基礎的なデータの構築が必要視された。 

 大洋村における高齢化率は、平成８年度には２

０％、平成９年には２３％を上回り、村財政に占

める国民健康保険及び老人保健の割合・負担は増

加傾向にあった。「とっぷ・さんて大洋」は、「健

康文化による村づくり」を行政コンセプトとし、

総合的な視点からの健康づくりを推進してきた大

洋村の拠点施設として、村民に対する健康づくり

の実践と啓蒙に努めてきた。平成８年度より、こ

れまで行ってきた施策についてと、今後の施策を

決定するにあたっての、科学的根拠に立った健康

づくりのためのシステムづくり開発に取り組むこ

とになった。 

３－３－２ 事業内容 

 事業初年度である平成８年７月から平成９年７

月の間に２０～８０歳の村民１６６名に対し、｢筋

量｣、「筋力」、「脂肪量」、「骨密度」、「動脈の柔軟

性」、「平衡機能」、「歩行姿勢｣、｢ライフスタイル

調査の８項目に渡り、健康度の現状を調査した。

これは、村民の健康度の客観的なデータを収集し、

運動指導後における身体諸機能の変化を把握する

ために必要となる基礎データとして利用した。 

 その健康度チェック測定者のうち、５０歳以上

の方々を中心に８７名が実践トレーニング指導

「いきいきタイム」に参加し、トレーニングルー

ム(ジム)とフィットネスルームや温水プールを利

用して、筋肉系と持久系の運動を週１回ずつ実践

した。また、運動による体力の向上や形態の変化

を把握することを目的にして、６ヶ月に１度筑波

大学にて体力測定および精密検査を実施した。 

１)運動プログラムの研究・開発 

最先端の学術的研究と行政政策における実践運

動指導および栄養学的指導の連携により、大洋村

民の健康度を調査し、運動・食生活におけるライ

フスタイル改善と健康度との関係を分析すること

による高齢化社会に対応した健康づくりに必要な

運動プログラムの開発を目指す。 

２)高齢者寝たきり予防対策 

 各老人クラブ、健康推進モデル地区、各婦人会

を中心に地区単位での出張指導を展開し、村民の

主体的参加による地域健康づくり事業を推進して

いる。 

３)健康づくり啓蒙・普及事業 

 村内高齢者全体に対する健康づくりの普及事業

として、「大洋村健康づくりシステムの開発」事業

で培った健康づくりプログラムを基に、IT(情報技

術)を利用した遠隔操作の行える高齢者のための

運動プログラムを作成することにより、低コス

ト・低人員による効率的な運動システムの構築に

取り組む(平成１３年１０月以降)。 

３－３－３ 高齢者スポーツによる行政的効果 

 大洋村健康プロジェクトでは行政的効果として

医療費の大幅な削減が見られた。図-２は「いきい

きタイム」に参加した人(運動群)と対象者(非運動

群)の医療費を比較したものである。事業初年度で

はあまり目立った差はないが、平成 13 年には対象

群の医療費 436213 円に対して運動群の医療費は

201922 円と医療費の差は２倍近く差が出るという

結果を出した。図-１からも読み取れるように、高

齢者の方が他の年代と比べ 3 分の 1 減と、医療費

の削減が大きくなっている。また、1日の歩行距離

が 7km 以上の高齢者は 20 歳代から 50 歳代の医療

費と差がほとんどないことが分かる。 

 
 

４． まとめ 

 本研究では、科学的にデータを取り高齢者スポ

ーツの有効性を実証した大洋村の活動や全国で行

われているシニア体力アップステーション事業を

調べることによって、高齢者スポーツによる地域

活性化に必要な要素、運動プログラム、行政的効

果、今後の課題等を検討し、今後の展望を以下に

まとめた。 

・地域ごとに活動のできる環境の整備。 

・運動プログラムの確立(特に大腰筋トレーニング 

やレジスタンストレーニングについての高齢者

スポーツに対する有効性)。 

・有酸素トレーニングと無酸素トレーニングの高

齢者スポーツに対する有効性(無酸素トレーニ

ングは軽度のもの)。 

・高齢者スポーツによる町おこしの可能性。 
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図-２ 運動群と対象群の医療費の推移 
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