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1 緒言 
近年、我が国では急速な高齢化が進み、平均寿命

は 10 年前と比べて男性で 2.00 歳、女性で 2.17 歳も
の延びを示している。しかし、平均寿命は延びたも
のの寝たきりや認知症の高齢者が増加しており、そ
の医療費や介護の問題が深刻化している。そこで、
ただ単に寿命を延ばすのではなく、健康で自立した
生活を送ることのできる健康寿命を延ばすことが
課題とされるようになり、全国各地で介護予防や健
康増進を目的とした健康教室が実施されている。健
康教室の実施は身体的な効果はもちろん、仲間との
交流や友人作りなどの社会的な効果を得る目的も
ある。しかし、健康教室が実施されていても、全く
参加しない人や途中で参加しなくなる人、参加率の
低い人がみられ、その参加状況には様々な要因が関
連していると思われる。 

堀 1)は健康教室への参加の意思決定には運動そ
のものが好きであるかが重要な鍵であるとしてお
り、精神的な要因が影響するとしている。金ら 2)

は総合的移動能力が高い人は個人活動や学習活動
が活発であり、健康度自己評価も高い水準を示した
と報告している。その他にもアクセス要因、経済的
要因、時間的要因などが関連しているとされている。 

これら先行研究の多くでは、健康教室への参加要
因を参加の有無や参加の意思決定との関連で調査
している。しかし、これらの指標だけでは参加要因
を十分に説明することはできない。参加している人
の中にも参加率が高い人、低い人、さらには、参加
率が低くても長期間継続して参加するような人も
存在し、その関連要因にも差異があると考えられる。 
そこで、本研究では健康教室への参加率及び参加

継続率を指標として、それらと関連する要因を明ら
かにすることを目的とした。 

 
2 研究方法 
2-1 対象者 
 茨城県ひたちなか市で行われている「ときめき
元気塾」(以下、元気塾)に平成 16 年 9 月から平成
20 年 8 月までに参加した中高齢者 631 人とした。
加えて、現在元気塾に参加している人を対象に質問
紙調査を行い、226 人から回答を得た。 
2-2 調査方法 
元気塾への参加率と関連要因を調べるために、記

名式の質問用紙による調査を実施した。また、出席
簿により各対象者の出席回数を確認した。 

2-3 質問項目 

 質問項目は 1)基本特性、2)元気塾以外の活動状況

に関する項目、3)元気塾に関する項目、4)健康感に

関する項目、5)元気塾参加の阻害要因、6)参加者を

増やすための改善点とした。 

2-4 分析方法 

 調査表によるデータは項目毎に単純集計し、参加

率とのクロス集計を行った。有意差の検定にはχ2

検定を用いた。参加率は出席簿より確認した各対象

者の出席回数を、各地区における元気塾の実施回数

で除し算出した。参加率は分析のため｢60％未満｣、

｢60-80％未満｣、｢80-90％未満｣、｢90％以上｣にカテ

ゴリ化した。 

また、元気塾にはじめて参加した時点から最後に

参加した時点までを元気塾への参加継続期間とし、

参加継続率を求めた。参加継続率については生存時

間分析によって分析を行い、有意差の検定には Cox
回帰分析を用いた。 
なお、本研究においては、2 回以上出席した場合

に｢元気塾に参加した｣とみなし、1 回のみの出席は
分析から除いた。 
 
3 結果と考察 

3-1 対象者の特性 

 対象者は男性 133 人、女性 494 人、平均参加率は

53.8％であった。質問紙調査による対象者は男性 44
人、女性 182 人、平均年齢は 74.9 歳、平均参加率

は 74.3％であった。 
 男性参加者は全参加者の 20％と少なく、男性参

加者を増やしていくことが課題と言える。矢野ら 3)

によると、男性の社会参加のきっかけは広報誌や回

覧板ではなく、声かけなどの直接的なきっかけが多

いとしている。また、社会参加をしていない男性は

人から誘われるのを待っている人が多いと報告し

ており、地域で積極的に声かけを行っていくことが

男性参加者の増加に繋がると考えられる。 
3-2 対象者の特性と参加率 

3-2-1 地区別参加率 

 各地区の参加率を比較した結果、有意差がみられ

(P=0.005)、地区によって参加率が異なっていた。 
3-2-2 対象者の基本特性と参加率との関連 

 年齢によって参加率に有意差がみられ (p=0.010)、
60 歳未満では参加率 60％未満と 90％以上が多かっ

た。これは参加率が低い人は家の用事や元気塾以外

の活動が忙しく、高い人には保健推進員が多く含ま

れていたからであると考えられた。80 歳以上は参

加率 60-90％が多かった。 
家族構成は｢子供と同居｣の参加率が他に比べて

低くなり有意差が認められた(p=0.007)。これは同居

によって家庭内での役割や仕事が多くなるためと

考えられた。 
性については、女性よりも男性のほうが参加率が

高い傾向を示した (p=0.056) 。男性参加者に自治会

の役員となっている人が多いことが関連している

と思われた。 
体の痛みの有無、慢性疾病の有無、通院の有無と

参加率の関連はみられなかった。先行研究で運動実

施と身体的要因との関連を報告しているものが多

くあるが、本調査の対象はすでに教室に参加してい

る人であり、身体的要因は影響しなかったものと考

えられた。 
3-2-3 元気塾以外の活動状況と参加率との関連 

 元気塾以外の活動状況と参加率との関連はみら

れなかった。活動が盛んな人ほど元気塾への参加率

も高いと予想していたが、活動が盛んな人は他の活

動が忙しいため参加率の低下が生じたものと考え

られた。また、他の活動をしていない人は元気塾の
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日を待ち望んでいる人もおり、そういった人たちの

参加率の高さが影響したものと思われた。 
3-2-4 元気塾に関する項目と参加率との関連 

 元気塾の存在を保健推進員がきっかけとして知

った人の参加率は有意に高い結果となった

(P=0.036)。 
元気塾への参加のきっかけ、及び交通手段の違い

によって参加率に差異はなかった。交通手段との関

連は先行研究で多く報告されているが、本調査対象

であるひたちなか市の事業の場合は中学校区の自

治会単位で行われているため、比較的会場へのアク

セスが良く、そのため関連はみられなかったものと

思われた。 
3-2-5 対象者の健康感と参加率との関連 

 対象者の健康感と参加率との関連はみられなか

った。これは対象者に健康感の高い人が多かったこ

とが影響していると推察された。主観的健康感は

79.2％が｢そう思う｣、｢どちらかといえばそう思う｣

と答え、運動の好き嫌いでは 90.7％が｢好きである｣、

｢どちらかといえば好きである｣と回答した。 
3-3 参加継続率と対象者の特性 
 元気塾への参加のタイミングと参加継続率を比
較したところ、｢途中から参加｣の参加継続率が元気
塾開始直後に低下したが、参加回数 10 回までは両
者に大きな差はみられなかった。しかし、参加継続
期間 10回から 40回までに｢途中から参加｣の参加継
続率が大きく低下を示し、両者に差が生じた。参加
継続期間 40 回を過ぎると両者の曲線は同様の傾き
を示した。参加のタイミングは参加から比較的早い
段階で参加継続率に差が出ると予想していたが、実
際には参加回数 40回まで影響が及んでいた (図 1) 。 
 

  
図 1 参加継続率と参加のタイミングの関係 

   
 参加率別に参加継続率を比較すると、参加継続率

の差異は参加継続期間 40 回までに生じており、参

加率が低くても参加を継続している対象者がいる

ことが示された。参加率が低い対象者の参加を継続

させること、及び、参加率が高くなるようなアプロ

ーチを行っていくことが必要であると考えられた。 

また、参加率｢60-80％未満｣は参加継続期間が 80 回

を超えても参加継続率が 0.8 であったが、参加率

｢40-60％未満｣では参加継続率が 0.5 に低下してお

り、参加率 60％付近で参加継続率が大きく異なる

ことが示された。 
  
3-4  元気塾参加の阻害要因 

図 2 は対象者に元気塾への参加の妨げとなって

いると考える項目を複数回答で選択してもらった

結果である。他のサークルや社会活動、趣味活動が

重なるとの回答が多く、元気塾の参加者に活動的な

人が多いことが示唆された。疾病や障害、目標達成

したことが要因となっているとの回答もあった。 

 
図 2 元気塾参加に与える阻害要因 

 
3-5 元気塾の参加人数を増やすための改善点 

自由記述により回答を求めた結果、元気塾の PR
を求める意見が多かった。地域には元気塾の存在を

知らない人も多く、そういった人たちに元気塾の紹

介をしていくことが参加者の増大に繋がるとして

いた。現在も保健推進員を中心に呼びかけや回覧板

への掲示などが行われているが、今後は、一般の参

加者による呼びかけなども必要であると思われた。 
また、元気塾にゲーム・音楽の要素や体操以外の

活動を取り入れると良いといった意見が多くあっ
た。体操のみを実施するよりも楽しみや面白さが増
し、元気塾の継続や新規の参加者の獲得に効果があ
ると思われた。しかし、実際に元気塾を多く実施す
る保健推進員自らが独自にそういった要素を提案、
実施していくことは難しく、負担が大きい。体操や
ゲームの方法などがまとめられたマニュアルのよ
うなものがあれば、保健推進員に掛かる負担も少な
く、多くある運動の中からピックアップしながら元
気塾が進めていけるのではないかと考えられた。 
 
4 まとめ 
 調査の結果、以下のことが明らかになった。 
・60 歳未満の参加率は 60％未満と 90％以上が多く、

80 歳以上では参加率 60-90％が多かった。 
・子供と同居している人の参加率は低かった。 
・元気塾以外の活動に関する項目、元気塾に関する

項目、健康感に関する項目と参加率の関連はみら
れなかった。 

・元気塾への参加のタイミングによって参加継続率
に差異がみられたが、その差は参加継続期間 40
回までに生じるものであり、それ以降は両者に差
がみられなかった。 

・元気塾の参加阻害要因は元気塾以外の活動が重な
るとの回答が多かった。 

・元気塾の PR、楽しい教室を求める声が多かった。 
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