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研究成果の概要（和文）： 本研究期間中に、(1)健康運動プログラム、(2)指導者養成プログラム、そして、(3)栄養
教育プログラムを開発し、それらのプログラムを地域住民に提供した。
その結果、地域住民及びその指導者は、体力を高め、指導への関心を高め、及び、食生活に関する自己効力感を高め
た。そして、地域住民は、健康運動プログラム終了後も、積極的に運動に参加し、自分たちの地域で自立したコミュニ
ティを形成した。その理由として、キーとなる人材が、多様なネットワークを利用して、自らのビジョンを実現するこ
とにより、地域における改革を成し遂げているのではないかと考えた。

研究成果の概要（英文）： We had developed three programs in the research period. They are (1) physical
activity program for developing the physically health, (2) instructor education program to be able to
teach the content of the program, and (3) nutrition education program associated with that program. We
provided the above programs to the community residents.
Consequently, community residents and their instructors improved their physical fitness, the interest to
teach the programs to others, as well as their self‑efficacy to dietary habits. Even after the initial
implementation of the program, they were able to create a self‑sustaining community in their area by
actively developing and participating in their own physical activity programs. We believe that the
community innovation might have been accomplished by key personnel who were able to reach their goal by
effectively utilizing the community networks.
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様 式 Ｃ−１９、Ｆ−１９、Ｚ−１９（共通）
１．研究開始当初の背景
健康的で、安心･安全なまちづくりや潤い
あるコミュニティの育成・再生に基づいた豊
かなスポーツライフの実現は、スポーツ科学
領域並びにスポーツ科学領域を中心とした
多様な学問分野が連携して、実社会で取り組
んでゆかなければならない。ところが、それ
らの取り組みは、一過性であったり、コミュ
ニティ全体へは広がらなかったりする等、コ
ミュニティ変容に向けたシステム構築に至
っていない。さらに、NPO 等を中心とした
ソーシャルアントレプレナーによるコミュ
ニティの育成・再生の多くは流通や地域通貨
による相互扶助に留まっている。
農村医学の第一人者である若月（1971）は、
運動プログラムと国民健康保険の総医療費
支出との関連性を明らかにしたが、それ以降、
地域社会における健康づくり事業の経済的
効果が実証されてきた。池上(1982)も、メデ
ィカル･チェック、体力測定、運動指導をセ
ットにしたプログラムの実施の有無が、地域
間の医療費の格差に及ぼす影響を実証した
が、他方、プログラム終了後、まもなく、経
済的効果が見られた地域の医療費が上昇し
たことを報告した。
これらの研究から、健康づくり事業は経済
効果をもたらす一方、(1)健康づくりに向けた
地域住民の自発的な行動を生み出さなかっ
た、(2)地域住民の主体的な健康づくりに向け
た行動や組織的な活動を支援できなかった、
という２つの課題のあることが示唆された。
本研究の着想は、健康づくり事業終了後、そ
れらの地域に健康づくりの活動が定着しな
いという問題の解決を図ろうとするところ
にある。その問題の解決を通して、豊かなス
ポーツライフの実現を可能とするロールモ
デルへの示唆が可能になると考えている。
本研究は、この問題解決に向けて、以下の
３つの観点からアプローチすることとした。
第一の観点は、「手軽さと効果のトレード
オフを解消するコンテンツ開発」である。
中高齢者の健康づくりを推進する上で、ま
ず問題となるのは、「手軽さと運動効果」に
トレードオフの関係が生じることである。介
入者が高度に関与すれば運動効果は上がる。
他方、住民の主体的な健康づくりの促進は困
難になる。このように、手軽さと運動効果は、
運動効果を重視すれば手軽さが立たず、手軽
さを重視すれば運動効果が上がらない、とい
う関係にある。栄養指導や食育も同様で、高
い効果を示し、かつ日常生活に組み込まれる、
取り込みやすいソフトを内包したコンテン
ツの開発が急務である。
第二の観点は、「住民の行動変容に必要な
継続性と自発性を促進する教育プログラム
開発」である。
優良なコンテンツは、住民の継続的かつ自
発的な行動を促進することを保証しない。行
動への自覚及び継続への確信を抱かせる教
育プログラムと、指導者への依存をなくし、

コミュニティ内で支援ネットワークを構築
し、相互補完的かつ相互依存的な関係性を促
す社会的スキルやコミュニケーションスキ
ルを獲得するためのプログラム開発が必要
である
第三の観点は、「住民の主体的な健康づく
りを促進する行政支援と組織的活動の一般
化とモデル化による健康づくり支援システ
ムの構築」である。
健康づくりに対する取り組みが地域にお
けるイノベーションとなり、社会の変容をも
たらすためには、行政とのパートナーシップ
により、地域に活動を普及させる仕組みづく
りが重要である。行政の政策や施策との連動
のみならず、地域住民の健康づくりを推進す
る「自助・共助・公助」に基づく組織的な活
動のモデル化と支援システムの構築をする
ことが、健康的で、持続的なコミュニティの
発展に不可欠である。
本研究では、ターゲットコミュニティを選
定し、豊かなスポーツライフを育むことがで
きるように特定の地域に存在する実際のコ
ミュニティを変容させ、その過程を分析する
ことを通して、豊かなスポーツライフを育む
コミュニティ変容のメカニズムを明らかに
し、そのモデル化を図ることを目的とした。
ターゲットコミュニティは、郊外型の農村
部と新たに開発された都市圏への通勤者が
多い住宅地が混在している地域を対象とし
た。これらの地域は、都市部の周辺域に多く
存在し、モデル化によって、多くの対象コミ
ュニティへの一般的な示唆となりうる。なお、
まずは、高齢者を対象とした。それは、農村
地域在住者及びベッドタウンにおいて高齢
化が進んでおり、双方のコミュニティを通じ
た交流が重要となっているからである。高齢
者こそ、豊かなスポーツライフの実現を直ち
に求めるからである。
２．研究の目的
本研究の目的は、豊かなスポーツライフを
営むために、(1)コミュニティに「働きかけ」
、
(2)態度・行動の変容を促し「育て」
、(3)行政・
組織運営面から「支える」ことによってコミ
ュニティを変容させ、その変容過程の分析を
通して、豊かなスポーツライフを育むコミュ
ニティ変容のメカニズムを明らかにし、その
モデル化を図ることである。
３．研究の方法
本研究の目的を達成するために、以下の３
つの研究課題を設定した。
(1)【課題①】健康づくりにおける手軽さ
と効果のトレードオフを解消するコンテン
ツの開発
住民による主体的かつ効果的な健康づく
りを促進するために、住民の運動習慣や食生
活に関する意識調査を行った上で、地域住民
が中心となって実施可能な簡便かつ効果的
な運動プログラムと食育プログラムのコン

テンツ開発及びその波及効果を検証しよう
とした。
(2)【課題②】自発的かつ継続的な健康づ
くりと行動変容を促進する教育プログラム
の開発
行動に対する自覚と継続への確信を抱か
せるセルフ･モニタリング・プログラムと、
リーダー養成を視野に入れたコミュニティ
内での相互補完的かつ相互依存的な支援ネ
ットワークを確立するために必要な社会的
スキルやコミュニケーションスキルの獲得
を図る教育プログラムの開発とその効果に
ついて検証しようとした。
(3)【課題③】住民の主体的な健康づくり
を促進する組織的活動のモデル化と健康づ
くり支援システムの構築
コミュニティが自発的に行動を行うこと
をサポートするための行政ならびに自律的
に活動できるコミュニティ組織のマネジメ
ントプログラム開発と支援システムの構築
を行おうとした。
４．研究成果
2011 年度の研究成果は、以下の通りであっ
た。
(1) 健康づくりにおける手軽さと効果のト
レードオフを解消するコンテンツの開発に
関して
加齢に伴う筋量の減少予防を目的とした
筋力トレーニング法の検証を行った。その結
果、健常な高齢男女において、有意に筋力お
よび筋量が増加することを確認し、グループ
運動プログラムでもサルコペニア予防が可
能であることを示した。また、対象となるコ
ミュニティの現状を把握するために、高齢者
運動教室参加者に対する栄養・食生活に関す
る調査、並びに多様な地域特性を活かした食
生活に関する取り組みについてインタビュ
ー調査を行った。その結果を踏まえて、食生
活教育の介入を行い、効果を確認した。
(2) 住民の行動変容に必要な継続性と自発
性を促進する教育プログラム開発に関して
地域で活動するスポーツ・コミュニティへ
の参加および継続を促す条件の示唆を得る
ために、また、個人間または組織間の相互学
習による知識の資源化と内在化がコミュニ
ティや事業の創発につながるのかを明らか
にするために、滋賀県内 2 地域でセラバンド
教室に通う高齢者を対象に、定量的及び定性
的調査を行った。その結果、個人間について
は、個人のスポーツに対するイメージとかか
わり、またプログラムの簡便さと知識の共有
化を図る地域内ネットワークの存在が重要
であることが示唆された。また、次年度実施
予定の定性的調査対象者として、22 名の内諾
を得た。
(3) 住民の主体的な健康づくりを促進する
行政支援と組織的活動の一般化とモデル化
による健康づくり支援システムの構築に関
して

地域主体で特徴的な健康づくりを実施し
ている自治体・団体を選定し、ヒアリングを
行った。その結果、
「熊野で健康ラボ」では、
地域全体を巻き込んだ健康づくりへの取り
組み及び当該事業を運営していくために重
要な事柄に関する示唆を得た。また、北海道
及び沖縄県では、地域に内在する問題の認識
と資源の相互依存の必要性が事業化や社会
システムに関係する傾向がうかがえた。
2012 年度の研究成果は、以下の通りであっ
た。
健康的で、安心･安全なまちづくりや豊か
なスポーツライフの実現に向けて、第一に手
軽さと効果のトレードオフを解消するコン
テンツ開発、第二に住民の行動変容に必要な
継続性と自発性を促進する教育プログラム
開発、第三に第三の観点：住民の主体的な健
康づくりを促進する行政支援と組織的活動
の一般化とモデル化による健康づくり支援
システムの構築、の 3 観点からアプローチし
た。
第一及び第二の観点に関して、健康な高齢
者 17 名（男性 7 名、女性 10 名）を対象とし
て、8 週間、週 2 回の頻度で伸縮性のバンド
を用いたレジスタンス運動を行った。また、
栄養教育に関して、介入群には栄養・食生活
に関する調査結果を分析し、その解決が期待
される栄養補給方法及び食生活のあり方に
ついて毎回の運動教室実施後に 30 分程度で
指導を行った。また対象者に時系列調査を実
施した。
その結果、高齢者を対象とした週 1 回の指
導下での集団運動と週 1 回の自宅で行う自主
的運動の組み合わせは筋力を向上させるが、
筋量の増加は認められないことが示された。
食生活教育に関する効果については、対照群
と比較検討中であるが、対象者は、最終調査
時点で指導者に途中からセラバンド教室へ
の楽しみが低下する傾向にあり、参加継続へ
の意欲も有意に低下したが、指導者になりた
い群(n=8)は、いずれも高い水準で維持され
た。指導者になりたくない群でも、教室への
参加経験者が複数人(5 人以上)いる状況であ
れば、指導者として実施する可能性が高まる
ことが窺えた。
また、第三の観点に関して、夏季に長野県
泰阜村、和歌山県田辺市本宮町を、春季に鹿
児島県庁ならびに鹿児島県指宿市を訪問し、
地域において、地域内住民や地域外の訪問者
に対して健康をもたらすための取り組みの
ヒアリングを行った。地域ごとの特性や目的
の違いも踏まえて、住民を巻き込むための仕
組みやサポートについての在り方について
示唆を得た。
2013 年度の研究成果は、以下の通りであっ
た。
健康的で、安心･安全なまちづくりや豊か
なスポーツライフの実現に向けて、第一に手

軽さと効果のトレードオフを解消するコン
テンツ開発、第二に住民の行動変容に必要な
継続性と自発性を促進する教育プログラム
開発、第三に住民の主体的な健康づくりを促
進する行政支援と組織的活動の一般化とモ
デル化による健康づくり支援システムの構
築、の 3 観点からアプローチした。
第一・二の観点に関して、中高齢者の介護
予防を目的とした運動介入において、3 ヶ月
間の地域住民男女 16 名（64.1±6.9 歳、男性
5 名、女性 11 名）を対象としてレジスタンス
トレーニングの指導者養成講座が、参加者の
体力及び意識に及ぼす影響を検討した。
その結果、第一の観点では、12 週間の運動
実践と講義を通じて機能的体力が有意に改
善した。また、栄養教育プログラム開発に向
け，前年度調査結果より作成した栄養介入プ
ログラムについて対象者に介入研究を実施
した。その結果からプログラムの効果の検証
を行い、学会にて発表した。
第二の観点では、健康バンドの効果や技術
の獲得、さらには、その普及に対する関心は、
全般的に講座の受講回数を重ねる毎に高ま
る傾向にあった。その一方で、「指導者」や
「健康バンドの普及」というミッションを自
らが遂行するということに対して、確信を抱
くことに躊躇または謙遜している様子がう
かがえた。そのことから、獲得した知識やス
キルをどのように活かすかというフォロー
アップを、プログラムに組み込むことの必要
性が示唆された。
第三の観点に関して、人口減少と高齢化の
著しい地域において、どのように地域コミュ
ニティを活性化していこうとしているのか、
について知見を得た。現状は、地域内におけ
るネットワークとビジョンを持ったリーダ
ーによって、コミュニティが変容しつつあっ
た。これらの事例の検討から、担い手を生み
出していく一つの方法について一定明らか
にした。
2014 年度の研究成果は、以下の通りであっ
た。
健康的で、安心･安全なまちづくりや豊か
なスポーツライフの実現に向けて、第一に手
軽さと効果のトレードオフを解消するコン
テンツ開発、第二に住民の行動変容に必要な
継続性と自発性を促進する教育プログラム
開発、第三に第三の観点：住民の主体的な健
康づくりを促進する行政支援と組織的活動
の一般化とモデル化による健康づくり支援
システムの構築、の 3 観点からアプローチし
た。
第一及び第二の観点に関して、週 1 回 1 時
間×12 週間の「健康バンドリーダー養成講
座」を実施し、講習会参加者が運動指導方法
について学習しながら自らの健康状態を高
めることの可能性等を検討した。その結果、
第一に、講習会修了後に、身体組成に有意な
変化はなかったが、機能的体力は有意な増加

が確認された。第二に、健康バンドの効果、
技術の獲得、及びその普及に対する関心は、
特に未経験者で講座の受講回数を重ねる毎
に高まる傾向にあった。
また、昨年度、リーダー養成講習会に通う
地域住民に対し、地域高齢者を対象に開発し
た栄養教育プログラムを指導者養成プログ
ラムとして提供した。そこで得られたデータ
を、今年度、指導者自身の食生活や食に関す
る自己効力感に及ぼす影響の観点から分析
した。その結果、点数が低かった対象者にお
いて介入の効果が認められた。
第三の観点に関して、ヘルス・ツーリズム
を観光資源として活用している地域が、訪問
客獲得のためにどのように観光資源を形
成・発展させたのかを検討した。その結果、
「コンセプトの追求」
「地域人材の育成」
「他
団体とのタイアップ」というキーワードが、
キー概念となることが示唆された。特にキー
となる人材が、多様なネットワークを利用し
て自らのビジョンを実現する事により、地域
における改革が成し遂げられていることが
示唆された。
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