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1．緒言 
近年、日本では少子高齢化が進み、平均寿命は

10 年前と比べ男性で 2.49 歳、女性で 2.45 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。よって、寿命
をただ単に延ばすだけでなく、健康寿命を延ばすこ
とが課題とされるようになり、2000（平成 12）年
より行われている健康日本 21 も 2013（平成 25）年
度より健康日本 21（第 2 次）へと改定された。 

このような中、健康推進計画に基づき、全国各地
で介護予防や健康増進を目的として健康教室が行
われている。茨城県ひたちなか市においても、「健
康日本 21」や「健康いばらき 21」に基づいて、平
成 17 年 3 月に「ひたちなか市元気アッププラン」
を策定し、すべての市民が「生涯にわたって健やか
で心豊かに暮らせる元気なまち」を実現目標にし、
様々な取り組みが行われている。そのうちの 1 つが
「ときめき元気塾」で、平成 16 年度から自治会単
位で開催されている。その内容は栄養と食生活、歯
の健康、生活習慣病の予防、体力測定および元気ア
ップ体操の理論と実技を含む全 6 回の講座を保健
センターが開催し、その後は各自治体の保健推進委
員（ボランティア）が中心となり、継続する形にな
っている。現在は 22 の自治会で継続されている。 

一方、健康教室が行われていても、参加しない人
や途中で参加しなくなる人がみられ、その要因につ
いて明らかにする必要がある。先行研究では健康教
室への参加要因に関する研究については多く見当
たるが、参加率や参加継続率について検討した研究
は少ない。そこで本研究では、中高齢者を対象に教
室への参加率、参加継続率に影響を与える要因を明
らかにし、今後健康教室の継続参加を推進するため
の一資料とすることを目的とする。 
 
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元気アップ
事業のひとつである「ときめき元気塾」の中で平成
16 年 9 月から平成 25 年 10 月までに事業が実施さ
れた 22 地区（堀口、釈迦町、津田第一、長堀・松
戸、本郷台、佐和、柏野、田彦東、三反田、田中町、
大成町、大島公園西、金上、西原、津田西山、田彦
西、武田、堂端、中根、西大島、常葉台、東大島）
に参加した中高齢者とした。 

2-2 分析方法 
2-2-1 参加率 
元気塾の出欠簿より各対象者の出欠回数・全実施

回数を確認した。出席回数を各対象者の実施回数で
除すことで参加率とした。 

得られたデータを、項目毎に単純集計をし、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、参加率は 10%毎に区切り分析を行った。 

参加率の分析には EZR を用いた。 

2-2-2 参加継続率 
 各対象者が元気塾に初めて参加した時点から最
後に出欠が確認できた時点までを元気塾の参加継
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を用い、有意
差の検定には Cox 回帰分析を用いた。参加率は
「20%未満」「20～40%未満」「40～60%未満」「60

～80%未満」「80%以上」にカテゴリー化した。 

有意水準は 5%とし、分析には SPSS Statistics 17.0

を用いた。 
 
3．結果と考察 
3-1 参加率 
 参加率の平均値は 48.2%であった。 
3-2 対象者の特性 
 地区ごとの参加者数において「柏野」が最も多く
133 人、「常葉台」が最も少ない 25 人であった。
性別では、「男性」が 215 人で 18.9％、「女性」は
936 人で全体の 81.3％であった。 

3-3 対象者の特性と参加率の関係 
 各地区の参加者の参加率の分布には有意な差が
認められた。参加率の平均が最も高い地区が「常葉
台」で 62.2%、最も低い地区が「佐和」で 29.6%で
あった。参加率の高い地区である「常葉台」では、
元気塾が開始されてからの期間が短いことがあげ
られ、始めのうちの参加率を保つことの必要性が考
えられた。 

 参加継続と参加率においても有意な差がみられ
た。現在も引き続き元気塾へ参加している人の方が、
中断した人に比べ参加率が高い傾向がみられた。ま
た、現在も参加継続している人が全体の半数以上な
ので元気塾において新しいことを取り入れつつ、新
しく元気塾に参加する人を取り込む必要がある。 

 元気塾が月当たりに実施される回数（以下、月回
数とする）と参加率には有意な差がみられ、参加率
の平均は月１回実施で52.0%、月2回実施で46.7%、
月 4 回実施で 62.2%であった。月の実施回数が多い
程参加率はあがるとの予測だったが、月 2 回より月
1 回の方が参加率が高い結果になった。このことよ
り実施頻度については現在でも各自治区により開
催頻度は異なっているが、地区に合わせた頻度にす
ることによって参加しやすい環境を作り出すこと
が出来ると考えられる。 

 元気塾への参加のタイミングと参加率について、
教室開始当初から参加した人は途中から参加した
人より参加率が有意に高いことが示された。途中か
ら参加しても馴染みやすい環境や元気塾の内容に
配慮する必要性が考えられる。 

 参加率には性差がみられず（P 値=0.18）平均参加
率は男性が 44.1%、女性が 48.8%であった。性によ
る参加率に差は見られなかったものの、男性の参加
人数が全体の 18.9%と女性に比べ明らかに少ない
ことから、まずは参加人数を増やす試みが必要であ
ると思われる。 

 推進委員と一般の参加者では有意差がみられ、推
進委員の平均参加率は 78.8%であったのに対し一
般参加者は 46.2%であった。元気塾は保健推進委員
と元気アップサポーターの会を中心に行われてい
るため高くなったと考えられる。 

3-4 対象者の特性と参加継続率との関連 
本研究の対象者における参加継続率と参加継続

期間について図 1 に示した。参加継続率と参加継続
期間との関係は元気塾が始まってから 27 回までに



全体の参加者のうち 20%が中断し、66 回までに
50％まで低下していた。多くの地区が月 2 回実施し
ているので、1 年で 24 回実施される計算としても
27 回までに参加者が 8 割まで低下するということ
から、年度の切り替えや長期休みに継続が途切れる
可能性が考えられる。季節の変わり目に関わらず元
気塾が各参加者の習慣のひとつに組み込まれてい
ることが求められる。 

  

 
 

図 1 参加継続率と参加継続期間 
 

 月回数と参加継続率との関係には有意な差がみ
られた。（P 値＜0.05）図 2 に月回数に関する参加
継続曲線を示した。月回数が 4 回に比べ、月回数が
2 回・1 回の曲線が低値を示している。参加率に関
しては、元気塾の実施が月 1 回の地区の参加率は月
2 回の地区より有位に高値を示していたことより、
実施頻度が月１回の元気塾では参加する頻度は高
いが継続性に乏しく、月 2 回の元気塾では参加する
頻度は低いが継続性はあると考えられる。 
 

   
 
 

図 2 月回数別の参加継続期間 
 
 図 3 に参加のタイミングと参加継続期間につい
て示した。初回からの参加者が途中参加者よりも有
意に高値を示す傾向にあった。（P 値=0.09）参加の
タイミングは参加率・参加継続率共に途中参加より
元気塾開始時から参加している人の方が高くなっ
ていることより、各地区で元気塾を始めるにあたっ
て事前の告知によって参加者を募っておくことが
大切であると考えられる。また、途中参加した人の

継続を促すために参加者同士のコミュニケーショ
ンを取るような元気塾であることが大切である。コ
ミュニケーションの一環として元気塾の後に各々
が持ち寄った茶菓子でお茶会を行う地区もあり、各
地区によって工夫が見られた。 
 

 
 
 

図 3 参加のタイミングによる参加継続期間 
 

 性と参加継続率との関係では、女性の参加継続率
が男性より高く、有意な差であった。（P 値＜0.01）
参加継続曲線によると 0.8 までの低下はほぼ同じで
あったが、0.8 すぎあたりから女性より男性の方が
低い結果となった。これらは女性の方がある程度参
加して慣れることで長く継続する傾向が見られる
と考えられる。 

推進委員と一般参加者の参加継続率では推進委
員が有意に高値を示した。（P 値＜0.01） 

参加率別の参加継続率では、有意な差がみられ、
参加率 20%未満が他の群より低値を示していた。（P

値＜0.05）このことより参加率が高い参加者は継続
しやすいと考えられる。 
  
4．まとめ 
 本研究は、健康教室の参加率・参加継続率に影響
を与える要因を検討し、以下の結果が得られた。 
1）参加率に関しては、地区別、参加継続、月回数、
参加のタイミング、推進委員で有意な差がみられ
た。 

2）参加継続率に関しては、参加率別、地区別、月
回数、参加のタイミング、推進委員、性別で有意
な差がみられた。 

3）性別に関する参加率に有意な差はなかったが、
男性の参加者数が全体の 20％以下であること、
参加継続率が女性よりも低値な傾向にあること
より、男性も参加しやすい環境作りが求められる。 
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