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介護予防事業における 
地方自治体の政策波及研究 

―高知市いきいき百歳体操の伝播を事例に―
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Ⅰ　はじめに

2014年 6月、「地域医療・介護総合確保推進法」が成立した。これは介護保険

制度の「要支援」向けサービスを2015年度から 3年間で市町村に移管することを

盛り込んだもので、それぞれの地域に合ったサービスへの転換が期待されてい

る1）。そもそも、介護保険給付費用は年々増加の一途をたどっており、国民健康

保険中央会によると、2013年度の介護費の総額は 9兆3261億円（同4.7％増）、昨

年上半期も同年度比4.8％増の 4兆8754億円にのぼる2）。高齢化で今後も利用者が
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増えるのは必須であり、増大する社会保障費を軽減することが急務となっている

今、介護予防事業が重視されている。介護予防事業は介護保険法改正に伴い、

2006年度から開始されたもので、現在は地方自治体が中心となって実施している。

しかし、都道府県で項目ごとに改善度合いが異なっているほか、主観的な健康感

も異なっており、地域間でこの事業の効果の大小は大きいと言える。

このような中、「地域医療・介護総合確保推進法」が施行され、地方の裁量権

が拡大すれば、地域間格差がさらに広がるという懸念がある。本稿では、現状ど

のような介護予防事業が行われているのか、効果的な介護予防プログラムを地域

間格差が広がらないように、より多くの自治体で実施するためにはどうすればい

いのか、を解明したい。

Ⅱ　介護予防事業とは

1　介護予防事業の定義

厚生労働省（2012a）の「介護予防マニュアル」によると、介護予防とは「要

介護状態の発生をできる限り防ぐ（遅らせる）こと、そして要介護状態にあって

もその悪化をできる限り防ぐこと、さらには軽減を目指すこと」と定義される。

介護保険は高齢者の自立支援を目指している一方で、介護保険法、第 4条におい

て、国民自ら要介護状態となることを予防するために、健康の保持増進に努める

こと、要介護状態となった場合においても、適切な保健医療サービス及び福祉

サービスを利用し、能力の維持向上に努めることが規定されている。介護予防事

業は、この介護保険制度の一内容である地域支援事業の一部である。地域支援事

業とは、そこに住む高齢者が、可能な限り地域において自立した日常生活を営む

ことができるよう支援するもので、厚生労働省の「地域支援事業実施要項」をも

とに、市町村が主体となって実施している。

予防の概念は、一次予防、二次予防、三次予防の 3段階に整理してとらえるこ

とができる。介護予防事業は、要支援・要介護に陥るリスクの高い高齢者を対象

にした二次予防事業と、活動的な状態にある高齢者を対象とし、できるだけ長く

生きがいを持ち、地域で自立した生活を送ることができるように支援する一次予

防事業で構成されている。
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2　一次予防事業と二次予防事業

一次予防事業の目的は、高齢者が自ら活動に参加し、介護予防が推進される地

域コミュニティーを構築することである。そのためには介護予防に関する活動の

普及・啓発や、地域住民による主体的な介護予防活動の育成・支援を行いながら、

図 ２ － 1 　一次予防事業の種類と内容

種類 想定される内容

地域介護予防活動支援
事業

・ボランティア等の人材育成のための研修を行う
・地域活動組織を育成・支援する
・二次予防事業修了者の活動の場を提供する
・介護予防に資する地域活動（社会参加活動等）を実施する

介護予防普及啓発事業

・基本的知識に関するパンフレットを作成・配布する
・有識者等による講演会・相談会を開催する
・運動教室等の介護予防教室等を開催する
・各対象者の介護予防の実施を記録する媒体を配布する

一次予防事業評価事業
・介護保険事業計画で定めた目標値の達成状況等を検証する
・評価結果に基づいて事業の実施方法等を改善する

出典：厚生労働省（2012）「介護予防マニュアル（改訂版 :平成24年3月）」
　　　（最終閲覧2015.2.1）http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/05/tp0501-1.html

図 ２ － ２ 　二次予防事業の種類と内容

種類 内容

対象者把握事業
・基本チェックリストを実施して二次予防事業の対象者を決
定する

・必要に応じて検査等を行う

通所型介護予防事業
・対象者の通所により、介護予防に資するプログラムを実施
し、自立した生活の確立と自己実現の支援を行う

訪問型介護予防事業

・保健師・歯科衛生士等が対象者の居宅を訪問して、生活機
能に関する問題を総合的に把握・評価し、その上で必要な
相談・指導ほか必要なプログラムを行う。通所型介護予防
事業につなげていく

二次予防事業評価事業
・介護保険事業計画で定めた目標値の達成状況等を検証する
・評価結果に基づいて事業の実施方法等を改善する

出典：同上
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地域の高齢者が継続的に参加できる場や機会を住民と協働でつくることが重要と

なる。一次予防事業は、介護予防普及啓発事業、地域介護予防活動支援事業、一

次予防事業評価事業の 3つから構成され、市町村ごとにそれぞれ効果があると認

めるものを適宜実施している。

二次予防事業の目的は、要介護等の状態になるおそれが高いと認められた対象

者が、要支援・要介護状態になることを予防、もしくは遅らせることである。二

次予防事業は、対象者把握事業、通所型介護予防事業、訪問型介護予防事業、二

次予防事業評価事業から成る。通所型介護予防事業には、運動器の機能向上プロ

グラム、栄養改善プログラム、口腔機能の向上プログラム、閉じこもりや認知症、

うつ予防などのその他のプログラムがあり、これらを単体で、または組み合わせ

て実施するなど、一次予防事業と比べて、より専門的な取り組みで対応している。

Ⅲ　高齢者福祉政策の変遷

介護予防事業設立の背景を振り返るにあたって、高齢者福祉政策全体の変遷を

たどる。戦前には事業家による高齢者に対する施設と生活保護法に基づく施設に

よる高齢者支援があるのみであった。戦後、1958年の「国民健康保険法」により

国民皆保険体制が整備され、1959年には年金制度が導入された。1963年には、「老

人福祉法」が制定され、老人ホームの増設が進んだ。在宅サービスとして老人家

庭奉仕員派遣制度（現ホームヘルプサービス）が位置づけられたが、この時期は施

設サービスが中心であった。

1980年代以降、単身世帯の増加など、家族形態の変化によって高齢者介護の深

刻化が問題となってきた。これまでの高齢者福祉政策の価値基盤であった、家族

を含み資産とする「日本型福祉社会」を見直すため、1989年に「ゴールドプラン」

が発表された。これにより在宅福祉が政策として導入されるとともに、保健・医

療・福祉の連携や地域ネットワークの構築が提唱された。その後1994年に策定さ

れた「新ゴールドプラン」では、小規模デイサービスや配食サービスなど介護予

防に関連する取り組みも整備され、介護保険制定のための福祉サービスの基盤と

なった。そして1996年に老人保健福祉審議会へ「介護保険制度案大綱」が出され、

1997年「介護保険法」が可決・成立した。そして2000年に施行された。岡崎

（2012）3）によると、「介護保険制度成立によって、① 社会全体で介護を支える「介

護の社会化」、② 利用者自身が介護サービスを選択・決定していく仕組みである
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「利用契約制度」、③ 介護・保健・福祉のサービスや手続き、費用負担方法の統一、

④ サービス供給主体を多様化させ、競争によるサービスの質の向上、⑤ ケアマ

ネジメントの導入がなされた」（101頁）。

介護分野への社会保険制度の導入が、高齢者、家族の扶養意識を変化させ、社

会サービス利用の権利意識を高めた。つまり、家族が介護を担い、行政主導のも

と保護的な福祉サービスを提供する措置型から、地域で支え、介護保険利用者と

サービス提供者との対等な関係を基盤にサービスを選択する契約型に移行して

いった。

しかし、介護保険利用者が増加するにつれて、介護給付費も急激に増加して

いった。2000年度からの 5年間で、利用者、給付費ともに約1.8倍増加した。特

に軽度の要支援・要介護 1の認定者の増加を受け、厚生労働省は2004年、「介護

保険制度の見直しに関する意見」で、介護保険制度の持続可能性を確保すること、

明るく活力ある超高齢社会の構築すること、を基本的視点とした。そして2005年

に介護予防事業が創設され、予防重視型システムへの転換が図られた。

Ⅳ　現状と課題

厚生労働省（2012b）が1742市町村を調査した「平成24年度 介護予防事業及び

介護予防・日常生活支援総合事業（地域支援事業）の実施状況に関する調査結果」

によると、一次予防事業に含まれる介護予防普及啓発事業のうち、介護予防教室

等の実施が1633市町村（93.7％）で最も多く、次いで、パンフレット等の作成・

配布（80.9％）、講演会や相談会の開催（72.9％）、記録等管理の媒体の配布（29.7％）

となっている。地域介護予防活動支援事業では、地域活動組織の育成・支援が最

多の1016市町村（全市町村の58.3％）で実施しており、介護予防に関するボラン

ティア等の人材を育成するための研修（53.5％）、社会参加活動を通じた介護予防

に資する地域活動の実施（18.1％）が続いていた。

二次予防事業では、対象者総数296万2006人（高齢者人口の9.6％）のうち、参加

者は22万5761人（高齢者人口の0.7％）であった。2010年 8月に二次予防事業対象

者の決定方法が変更されたことに伴い、2011年度は二次予防事業対象者及び参加

者は共に増加したが、2012年度は横ばいで、参加者の割合はむしろ0.1ポイント

減少した。二次予防事業は、1632市町村で実施されており、通所型介護予防事業

は1612市町村、訪問型介護予防事業は643市町村で行われている。
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芳賀（2010）4）によると、これまで二次予防事業分野（旧特定高齢者施策）には

多くのエネルギーが注がれてきたが、一次予防事業（旧一般高齢者施策）となると、

そこまでは手が回らずおろそかにされてきたのが現状である。また、厚生労働省

が2015年の第 1回都道府県介護予防担当者・アドバイザー合同会議5）であげた課

題としては、介護予防の手法が、心身機能を改善することを目的とした機能回復

訓練に偏りがちで、介護予防終了後の活動的な状態を維持するための多様な通い

の場を創出することが必ずしも十分でなかったこと、介護予防の利用者の多くは、

機能回復を中心とした訓練の継続こそが有効だと理解し、また、介護予防の提供

者も、「活動」や「参加」に焦点をあててこなかったことがある。

健康な65歳以上の高齢者が全高齢者のうちの80％を占め、二次予防事業の参加

者が2012年度の段階で 1％にすら満たないことを鑑みれば、介護予防の取り組み

を推進でき、かつ二次予防事業修了者の受け皿となる一次予防事業の拡充はもっ

ともである。しかし、地域のつながりや高齢者の社会的参加は、一次・二次問わ

ず、介護予防に効果的である。一次から二次予防事業へのギャップを埋めるため

にも、一次予防、二次予防双方が連携し一体となって展開されなければならない。

以上のような観点から、厚生労働省は、市町村に対して、一次予防事業、二次予

防事業という区別をしない、新しい介護予防・日常生活支援総合事業を2017年ま

でに実施するよう提唱した。

1　新しい介護予防・日常生活支援総合事業

2012年に創設された介護予防・日常生活支援総合事業は、要支援者と要支援状

態となるおそれのある高齢者を対象として、介護予防（二次予防事業）と介護サー

ビスとを切れ目なく提供する仕組みであった。

新しい介護予防・日常生活支援総合事業は、一般介護予防事業と、介護予防・

生活支援サービス事業から構成される。一般介護予防事業は、これまで一次予防

事業と二次予防事業で行っていた事業を、地域の実情に応じて総合的に取り組む

4つの事業（介護予防把握事業、介護予防普及啓発事業、地域介護予防活動支援事業、

一般介護予防事業評価事業）と、介護予防を機能強化する新事業である、地域リハ

ビリテーション活動支援事業からなる。介護予防・生活支援サービス事業は、二

次予防事業で行っていた通所型介護予防事業、訪問型介護予防事業を引き継いで

いる。

この総合事業に移行することで、年齢や心身の状況等によって分け隔てること
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なく、住民運営の通いの場を充実させることができ、人と人とのつながりを通じ

て、参加者や通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりの推進が期待さ

れる。また、機能回復訓練などの高齢者本人へのアプローチだけではなく、地域

づくりなどの高齢者を取り巻く環境へのアプローチというバランスのとれたアプ

ローチ展開が可能になり、介護予防の機能強化につながるとされている。

2　地域づくり

この新しい介護予防・日常生活支援総合事業の基本的な考え方は、住民主体

（ボランティアや NPO主体）のサービス・支援を充実させることで、利用者を増や

し、要介護に至らない高齢者や要支援状態からの自立の促進を実現することにあ

る。つまり、鍵となるのは住む地域内で助け合うネットワークを形成する「地域

づくり」である。地域づくりの重要性は今までの先行研究からも明らかとなって

いる。一例として、山縣（2010）6）の研究を挙げると、先駆的な介護予防を実施

している市町村に関連する要因は、住民が実施主体として参画していること、他

の市区町村・大学・研究機関・ボランティア団体と協力しながら実施しているこ

と、予算が多いこと、他の事業との連携があること、予防給付との連続性がある

こと、としている。次では地域づくりに着目して、行政だけでなく、民間企業や

NPOなど、他の実施主体と連携して、現在どのような取り組みが行われている

のかを見ていく。

Ⅴ　他機関との連携による取り組み事例

1　民間企業との連携

東京都港区「港区介護予防総合センター（愛称：ラクっちゃ）」7）

港区は、2014年12月22日、介護予防総合センター（愛称：ラクっちゃ）をオー

プンさせた。指定管理に、スポーツクラブを運営、指導しているセントラルス

ポーツ株式会社を置く。ラクっちゃは、区民がいきいきと暮らすための健康長寿

を支える23区初の介護予防専門施設となる。

施設内にはトレーニングルームやマシントレーニングルームがあり、利用者は

個人団体問わず、筋力向上のトレーニングや口腔などの機能改善の講習を受ける

ことができる。また開講している教室は体操だけでなく、料理や音楽、パソコン

など多岐にわたり、利用者の社会参加という視点も入っている。運動面は、高度
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な専門性を有するスポーツクラブが担うことで、効果的で魅力ある介護予防プロ

グラムの開発、提供が期待できる。

2　大学との連携

大阪府忠岡町「お元気いきいき教室」8）

2012年度より、大阪体育大学と忠岡町が連携して教室を開講した。大学側は、

教室の運動指導のみならず事業の企画・準備から、事後の評価や参加者へのフォ

ローに対しても技術的支援という形で関わる。

自治体側は体育系大学と連携協働を実践することによって、運動指導のみなら

ず、町の抱える高齢者の健康課題にある程度沿った形で事業の企画が行え、事業

の評価も包括的な指標を用いて実施することができる。

一方、大学側のメリットは、学生がボランティアとして運動指導を経験するこ

とで、指導技術の習得や参加者とのコミュニケーションづくりなど、授業にはな

い実践的な学びの場を補完的に得ることができる点がある。

3　NPO法人との連携

京都府相楽郡精華町　特定非営利活動法人みんなの元気塾「元気塾サロン」9）

「元気塾サロン」は2011年 6月から、誰でも気軽に利用できる高齢者サロンと

して開所された。NPO法人であるみんなの元気塾は、元社協職員および元行政

職員が中心となり、2013年に法人化した。「元気塾サロン」は週 4日開催され、

ボランティアによる演奏会や地域住民との交流ランチ・交流喫茶なども行ってい

るほか、月に 2回は乳幼児をもつ親子に子育て相談や情報交換の場として提供し

ており、世代間交流の促進にもつなげている。

また、2013年から独居高齢者を対象とした「助け合い事業」も開始した。助け

合い事業は、送迎やごみ出しなど、日常生活の困りごとや頼みにくいお願いごと

を互いに助け合う取り組みで、会員制によるサービス提供を行っている。

市町村自治体は、介護予防事業の一部をこの NPO法人に委託するという形を

とっている。そして地域支援事業交付金から、団体助成などの資金援助を行う。

Ⅵ　問題意識

Ⅴ章で、各地域が独自に様々な実施主体と連携して行っている予防事業の取り
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組みをみたが、他地域での応用可能性や持続可能性という点で大きな問題がある。

1節のスポーツクラブと連携するにあたって、重要なのは財源だ。民間企業と

連携するうえで収益性を担保することは必須であり、一定の財源が確保されてい

なければ実施は難しい。池田（2006）10）によると、介護予防教室の受託金額につ

いては、民間スポーツクラブと市町村サイドでは認識に大きく隔たりがあり、そ

の中でも高額な回答をした市町村は都心部に集中していた。つまり、持続的にス

ポーツクラブと連携をとって介護予防事業を展開していくには、市町村側が想定

する以上の金額が必要であり、それを払える能力のある市町村は都心部に近いな

どの限定的なものであると言える。

2節の大学との連携は、実施してくれる連携校を探すことが重要となる。大学

や専門学校が設置されている場所は、ある程度人口の多い都市が多い。そのため、

地方の過疎化が進む地域では実施することは難しい。事実、先ほどの「お元気い

きいき教室」の開催期間は 3カ月で終了しており、その後の開催は確認できてい

ない。

3節の NPO法人との連携は、NPOの下請け化に注意しなければならない。下

請け化とは、行政の仕事がそのまま委託先に依頼されるが、権限は行政側に維持

されていることである。上田（2008）11）によると、資金調達方法が限定されてい

る NPO法人は資金不足に陥りやすい。そのため、まとまった資金源になる行政

からの業務受託は魅力的であり、委託金額が安価であるなど、委託条件に不満を

感じていても断れないのである。一方、行政は、NPOと密な連携をとることは

もちろん、継続的に介護予防事業を展開できるよう資金面で不安定になりがちな

NPOを支援することも求められる。

1節から 3節の取り組みを見ると、先ほどの山縣の指摘通り、先駆的な介護予

防事業を行っている自治体に共通する要因として、予算の多さがあげられる。本

来、各地域の実情に応じた取り組みがなされることは望ましいことであるが、財

源のある自治体でなければ本当に住民が望む効果的なプログラムを実施できない

というのは問題である。地域間格差を生まないために、財政的な問題にとらわれ

ない持続可能なプログラムはないだろうか。また、そのようなプログラムがより

多くの自治体で実施されるために求められる要因は何だろうか。

1　住民主体での取り組み

上述の問題意識と同様の問題点を指摘した宮本ら（2005）12）の研究によると、
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長期的な事業効果を見通す余裕のないところが多く財政的に窮迫している自治体

では、地域住民との結びつきの強さを活用して住民主体の活動に誘導していくこ

と、地域にある人材を有効活用することが必要だとされている。

これまで見てきた事例は、行政が主導もしくはほかの機関に委託する形をとっ

ていたため、今度は住民が直接実施主体となった事例を見る。その代表例として、

高知県高知市の「高知市いきいき百歳体操」13）が挙げられる。

「高知市いきいき百歳体操」とは、米国国立老化研究所が推奨する運動プログ

ラムを参考に、2002年に高知市が開発した重りを使った筋力運動の体操のことだ。

主に地域の公民館や集会所で、週に 1～ 2回開催される。特徴としては、サポー

ターと呼ばれる地域住民が中心となって実施すること、行政は資金援助は行わず、

基本的に後方支援にまわっていることが挙げられる。

このいきいき百歳体操は住民が主体で動くため、財源の有無は関係しない。

2012年度の時点で、全国60市町村1500カ所以上で実施されており、高知市内では

300カ所に広がる事業だ。川村（2013）14）はこれほどまでに広がった理由として以

下の点を挙げている。

①効果が実感できる体操の開発

　⇒いきいき百歳体操

②視覚的資料を用いた体操効果の宣伝，メディアの利用

　⇒体操効果を分かりやすく伝えるための資料の作成

③「住民主体」をモットーに，行政からはお願いしない

　⇒行政は後方支援に徹する

④「運営は住民で行う」ことを最初にしっかり説明する

　⇒行政依存を作らない

先ほどの 1節から 3節と比較して、財政的に偪迫している市町村でも取り入れ

やすく、地域間格差が生じにくいプログラムだといえる。

Ⅶ　リサーチクエスチョン

なぜ、高知市のいきいき百歳体操はここまで広がったのか。

介護予防事業は、これまでの変遷をみるとおり、地域の実情に応じて、それぞ
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れの市町村が多様なプログラムを展開することを期待して実施されている。しか

し、高知市の例はパッケージのように、多くの市町村でそのまま取り入れられて

いる。住民主体の介護予防事業はその他にも多く実施されているが、これほどま

でに全国規模で広がっている例はあまりない。事実、「高知市いきいき百歳体操」

は財政的負担が少ない上、効果も実証されている。このような効果的なプログラ

ムが波及する要因は何であるのか。百歳体操が有する個別の要因のほかに、市町

村自治体が政策を決定する際に表れる何らかの性格が影響しているのではないだ

ろうか。

今後、さらに効果的で持続可能性のある介護予防事業が多くの市町村で実施さ

れるよう、高知市の例から、拡散する要因を考えていきたい。

Ⅷ　先行研究

プログラムが拡散していく要因を考えるにあたって、政策波及という分野が挙

げられる。アメリカのウォーカーによれば、「政策波及とは、新たな政策を創出

しようとする先駆的なものが存在し、その先駆者が採用した政策を自らの所でも

採用しようとする動きが次第に見られるようになることである」としている。次

に、政策が波及していくプロセスの構成要素として、ロジャースは 4つを挙げて

いる。第一に、当該の政策を採用する所にとって「その政策が従来は採用されて

いなかったアイディアやプログラムを含むものであるというイノベーションの要

素がある。第二に、政策を最初に革新した者と、その政策を実施しようと考えて

いる者との間に情報を交換する手段が存在していることがある。この手段として

一番明瞭なものは、両者が直接顔を合わせる会議であるが、このような直接的な

情報交換でなくとも、その政策に関する情報が掲載された新聞や雑誌、そして

ジャーナルなどの各種メディアも十分情報交換のチャンネルたり得るとしている。

第三の点として、政策が波及する際に備わっている社会システム、とりわけ社会

構造が政策波及におよぼす影響や、規範が与える効果、さらにオピニオンリー

ダーの役割やイノベーション決定のタイプ、イノベーションの結果などに着目す

る必要があるとしている。そして最後の点としては、政策が波及していくプロセ

スにおける時間の次元についての視点を提示している。」（179頁）15）。
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1　 佐々木寿美（2005）「高齢者福祉をめぐる政策過程研究」 
『年報行政研究』　Vol. 2005、No. 40、pp. 128-148

福祉政策領域での政策波及について研究した論文が、佐々木の「高齢者福祉を

めぐる政策過程研究」である。このなかで、佐々木は 3つの仮説を立て、市町村

が高齢者福祉政策を選択する際の要因は何であるのかを探る。 3つの仮説とは①

先行要件仮説、②伝播仮説、③垂直波及仮説であり、地方自治体レベルに落とし

込むと以下のようになる。

①自治体内部環境（先行要件仮説）：自治体内部における政策ニーズの高低により、

政策の導入および実施量が決定される。

②自治体間環境（伝播仮説）：模倣あるいは横並び意識を通じた、隣接する自治体

間の相互作用により政策の導入および実施量が決定される。

③中央地方関係（垂直波及仮説）：中央政府との繫がりの強さにより、政策の導入

および実施量が決定される。

この仮説のもと、高齢者福祉政策のうち、施策の性格に応じて採用される仮説

に違いがあるかを検証した。検証仮説は以下のとおりである。

仮説 1：再配分型政策である高齢者福祉政策には「垂直波及仮説」が最もよく当

てはまる。

仮説 2：高齢者福祉政策のうち、最低限の日常生活を保障する性格の施策ほど

「垂直波及仮説」がよく当てはまり、プラスαとしての、より豊かな生活を保障

する性格の施策ほど「先行要件仮説」がよく当てはまる。

仮説 3：「伝播仮説」はいずれの政策についても当てはまる。

検証結果は以下のように述べられている。

仮説 1は、特別養護老人ホームについては、垂直波及仮説に属する変数で有意

になったものが最も多いが、それ以外の政策では、先行要件仮説に属する変数が

最も多い。それ故、高齢者福祉政策全般について「垂直波及仮説」が最もよく当

てはまるとは言えないと判断される。

仮説 2については、概ね支持されたと言える。つまり、最低限の生活保障に近

い政策を従属変数としているほど「垂直波及仮説」（および先行要件のうちでも財

政変数）の当てはまりがよく、生きがい支援など、プラスαの性格を持つ政策を

従属変数としているほど「先行要件仮説」（特に政治的変数）の当てはまりが良く

なっており、仮説は支持されたと判断できる。また、特別養護老人ホーム等、最
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低限の生活保障に近い政策では、先行要件仮説および垂直波及仮説の中でも、「財

政環境」によりその政策実施量が規定される傾向が強いのに対し、プラスαの性

格をもつ政策ほど、先行要件仮説の中の「政治環境」や、垂直波及仮説の「人脈

的繫がり」といった目に見えない要素により、政策実施量が規定される傾向が強

くなっていると言える。

仮説 3については、全ての政策について支持されたとは言えない。伝播仮説に

属する変数は垂直波及仮説とは逆に、プラスαの性格をもつ政策について、より

よく当てはまる傾向が見られる。それ故、特に介護保険対象外サービスについて

は、全般的に仮説は支持されているが、最低限の生活保障に近い政策である特別

養護老人ホームの実施については、支持されていないと判断される。（138-139頁）

この研究を、介護予防事業に当てはめて考える。介護予防事業は最低限の日常

生活を保障する性格の施策ではなく、プラスαとしての、より豊かな生活を保障

する性格の施策である。つまり、以下のような特徴があると考えられる。

①先行要件仮説の中の「政治環境」や、垂直波及仮説の「人脈的つながり」と

いった目に見えない要素により、政策実施量が規定される傾向が強い。

②伝播仮説がよりよく当てはまる。

介護予防事業は、地域の実情に応じて実施されることが期待されているため、

内部のニーズを重視する先行要件仮説が最も当てはまると考えられたが、実際は

伝播仮説が有力だということになる。

伝播仮説の市町村レベルの研究について、もう 1つ挙げると、塚原康博の「社

会福祉政策の導入と伝播―先行要件仮説と伝播仮説の統合と検証」16）がある。

塚原は、先行要件仮説と伝播仮説のどちらの説明力が高いかを、東京23区を対象

自治体として実証的に分析している。対象政策は高齢者福祉政策のうち、区の単

独事業である六施策（給食サービス、入浴券の支給、自己所有電話への基本料・度数

料の助成、電話訪問・相談、理髪サービス、入浴サービス）となっており、研究の結果、

伝播仮説の優位性が実証されている。しかし、塚原は、今回の研究は情報伝達が

容易な狭い地域を分析対象にしたため、伝播仮説が当てはまりやすいとして、分

析の対象地域を広げた場合にも、同様の結論が得られるのかを、今後の課題に挙

げている。

高知市もこの伝播仮説が当てはまっていると言えるのだろうか。今度は福祉政

策だけでなくもっと全体的な自治体の政策過程を研究した論文から検討する。
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2　 伊藤修一郎（2002）『自治体政策過程の動態 
―政策イノベーションと波及―』慶應義塾大学出版会

伊藤は、新たな政策領域を開拓する権能を、自治体はどのように行使するのか

を説明するモデルとして、「動的相互依存モデル」を唱えている。このモデルは、

1）内生条件への対応、 2）相互参照、 3）横並び競争、という 3つのメカニズ

ムが一定の条件によって単独あるいは組み合わさって作動し、政策過程のあり方

を決定づけるとしている。一定の条件とは、政策の結果やその評価方法、国の反

応などが予測しきれない「不確実性」の度合いのことである。 1）～ 3）の詳し

い説明は以下のとおりである。

1）内生条件：社会的・経済的環境の状態を示す要因の「社会経済要因」と政治

アクターの選好や勢力を示す要因の「政治要因」

内生条件の有利な自治体が先行して政策を採用することになる。

2）相互参照：自治体が政策決定に際して、他の自治体の動向を参考にする行動

内生条件によって始まった先行自治体による政策採用の動きを全国に波及させる

メカニズムが相互参照である。

これは不確実性の高い環境下で起こる。なぜなら、参考にする自治体が存在する

ことで、不確実性が低減し、政策を採用しやすくなるためである。

3）横並び競争：政策を採用すれば便益が見込まれる状況のもとで、われ先に政

策の採用に乗り出す行動

横並び競争は、相互参照と反対に、不確実性が低い環境下で起こる。その理由は、

ある政策を大多数の自治体が採用し、もはや取り入れることが自治体間でスタン

ダードとなる「政策の規範化」や、国が介入することで政策の正統性が確認され

る場合、遅れを取るまいと他の自治体と競争するためである。

伊藤は「先行自治体が政策を生み出し、国が介入し、後続自治体が続くという

一連の政策波及の流れの中で、 3つのメカニズムのいずれが最も強い作用を及ぼ

すかは、国の介入の時期によって決まる」と述べている。以下にまとめる。

①国の介入が遅いと内生条件と相互参照が作用する

②国の介入が早いと、横並び競争が作用し、内生条件と相互参照は作用しない

①の場合、政策の累積採用者数の普及パターンは S字カーブを描く。これは初

めの採用者による試行錯誤ののち、その経験を見極めた追随者が採用に踏み切る

といった経過をたどることで、政策普及がゆっくり進むためである。一方、②の
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場合、波及速度は国の強い影響を受けるため急速になり、普及パターンも最初の

なだらかな部分を欠いた凸型となる。

3　先行研究1、2の検討

先行研究 1と 2は、研究する政策の時期に違いがある。 1は主に政策の導入後、

2は政策の導入前と導入時を研究対象にしている。先行研究 1は、中央集権的に

導入が決定され、導入時点での差異が少ないと考えられる政策について、地方レ

ベルでの政策実施過程において生み出される自治体間格差が、どのような要因に

おいて決定されているのか、について考察を進めている。つまり、政策の導入が

決定された後、各自治体で決定された政策実施量の差異が先行要件や自治体間関

係などのいかなる要因により規定されているのかについて、政策の導入と伝播に

関する仮説を用いて検証していくものである。

図 8 － 1 　S 字曲線　波及グラフ

図 8 － ２ 　凸型曲線　波及グラフ
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一方、先行研究 2は新政策の導入時期や導入の有無を問題として、国の介入と

地方自治体の政策形成との関係について考察を行っている。

しかし、どちらも政策の形成と波及についての研究であり、両者をまとめると

以下のことが言える。

・社会経済要因と政治要因からなる「内生条件」の有利な自治体が先行して政策

を採用する場合、「先行要件仮説」に当てはまる。

・「垂直波及仮説」時は、国を頂点とした階層的な関係が強調されているため、

国の介入が自治体へ影響を及ぼし、「横並び競争」が起こりやすい。

・「伝播仮説」の際は「相互参照」が行われている。ただし、相互参照は隣接す

る自治体間だけでなく、規模や置かれた条件が類似した自治体間でも行われる。

Ⅸ　「高知市いきいき百歳体操」の検討

「高知市いきいき百歳体操」がどのように広がっていったのか、時系列に応じ

て高知市内、県内、都道府県に分けてグラフにした。

図 9 － 1は高知市内の百歳体操実施箇所数の波及を示したものだ。2002年に実

施が始まったいきいき百歳体操は、2004年から2006年の間に実施数が急増し、そ

の後もなだらかに増加し続ける凸型曲線を描いている。

次に図 9 － ２は、高知県内における百歳体操の採用状況を示したものである。

高知県には34の市町村があり、2012年の時点で約 8割にあたる27市町村が取り入

れている。こちらも市内同様2004年から2006年の間に急激に増加するものの、そ

の後はしばらく変化がなく、2010年から2012年の間にまた増加に転じている。

そして図 9 － 3は全国の市町村への波及を示したものだ。前の 2つのグラフの

ピークは2006年であるのに対し、こちらのピークは2009年でタイムラグがある。

このグラフでは、2009年の前後で S字カーブが描かれている。

このグラフは政策の導入時に着目しているため、伊藤の先行研究に照らしてみ

る。自治体の政策形成に影響を与える「国の介入」は、介護保険制度の改正に当

てはめて考える。

2000年に施行された介護保険制度は、昨年の改正を含めこれまでに 4度の改正

を経ている。そのうち、介護予防に関する大きな改正は2005年と2011年の 2回だ。

2005年の改正時は、従来の介護サービスの他、急増する介護給付費を抑えるため

介護予防事業が創設された。この改正で、予防重視型システムへの転換がはっき
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図 9 － 1 　高知市内の百歳体操実施数の波及

図 9 － ２ 　高知県内の実施市町村の波及

図 9 － 3 　全国の実施市町村の波及
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りと打ち出された。そして2008年に 2度目の改正が行われたのち、2011年の改正

で、地域包括ケアの推進とともに、介護予防・日常生活支援総合事業が創設され

た。これは、地域全体で高齢者の自立した生活を支援することを目指し、市町村

の判断と裁量を重視したものである。

施行は改正の翌年にされるため、市町村に影響を及ぼすのは2006年、2009年、

2012年ということになる。この改正の年を先ほどのグラフに当てはめると、 1回

目の改正が施行された2006年は高知市内の実施箇所数と県内の市町村数、 2回目

の施行時の2009年は全国の実施市町村数、そして 3回目の2012年は、高知県内、

全国ともに急増している。

伊藤の波及パターンのグラフを踏まえると、2006年の改正施行の年を機に凸型

曲線を描いている高知市内では、国の介入による横並び競争が起こっていると考

えられる。これは2010年まで同様に凸状のグラフを描いた高知県内でも言える。

介護状態にある人を支援するために創設された介護保険制度が介護予防の重視を

提言することで、自治体もそれまでの給付型サービスから、運動機能の向上など、

実践的なプログラムの実施を迫られることとなった。その折、高知市内で始まっ

たいきいき百歳体操が開始からしばらく経過したことで、運動機能の改善が確認

できるようになった。プログラムが評価されるにつれて、その運動効果や財政負

担の少なさから、自分たちの所でも早く採用するよう、住民や行政の力が働き、

横並び競争になったと考えられる。

一方、2009年と2012年に増加し、 2度の S字カーブを描いている都道府県では、

内生条件と相互参照が作用したと考えられる。伊藤は国の介入は横並び競争をも

たらすとしているが、高知市いきいき百歳体操は介護予防事業という枠組みの中

の一例であって、義務ではないため、政策が規範化することはない。介護予防事

業に対する様々なアプローチがある中、その一例である百歳体操を採用した市町

村は、自分の市町村の規模や条件の似たところを主体的に探し、高知市の取り組

みにたどり着いたと言える。これは横並び競争というより、内生条件と相互参照

の結果だと考える。政策波及研究的側面から、高知市いきいき百歳体操がここま

で広がった要因を考察すると、高知市内や県内では、地理的な近さから生まれる

横並び競争、全国の都道府県では、体操の再現性や介護予防効果等の内生条件と

相互参照が行われたためであると言える。
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Ⅹ　リサーチクエスチョンの再設定と仮説

Ⅸ章の検討から、高知市内と全国で、波及の仕方に違いがあることが確認でき

た。高知市内や県内の自治体で横並び競争が生じているのは、地理的に近い分、

百歳体操を取り入れやすく、周辺自治体の影響を受けやすいことが原因として考

えられる。一方で、地理的な恩恵を受けない全国都道府県の自治体は、自ら情報

を取りに行かなければならないため、いきいき百歳体操の導入は先進事例を精査

した結果と言え、内生条件と相互参照が行われている。

今度は波及する中身に着目する。高知市いきいき百歳体操は、多くの市町村で

そのまま取り入れられている一方で、独自の工夫を加えた形で実施している自治

体もある。伊藤はドロウィッツの 4類型を元に、波及の内容について次のように

整理した。（289頁）17）

①　引き写し（copying）：モデルをそのまま移転。

②　模倣プラスアルファ（emulation）：基本は踏襲しつつ、新工夫をつけ加

える。

③　いいとこ取り（mixtures）：複数のモデルから好都合な部分を組み合わせ

る。

④　インスピレーション（inspiration）：発想をヒントとして、自力で実現する。

この類型と先ほどの波及パターンを合わせて考えると、一刻も早い事業の導入

を目的とする横並び競争状態にある自治体よりも、主体的に自分たちの地域特性

に合った事業を探し、導入を検討する相互参照を行った自治体の方が、②～④を

採用しやすいのではないだろうか。つまり、②～④の採用自治体に共通する特徴

として、内生条件の 1つである予算配分の多さや、相互参照に必要とされる首長

や職員の主体性やリーダーシップ等が考えられないだろうか。また、それぞれの

地域に適したサービスを提供するために、地方自治体を実施主体としている介護

予防事業の目的に照らし合わせると、①の引き写しよりも②～④の方が、より高

い効果が得られるのではないだろうか。以上の観点からリサーチクエスチョンを

再設定し、仮説を立てた。

リサーチクエスチョン：いきいき百歳体操に創意工夫を加える自治体に共通す
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る特徴は何か。

仮説）内生条件と相互参照が働いている自治体ほど、波及内容に創意工夫がな

される

仮説 1）予算配分の多い自治体ほど、波及内容に創意工夫がなされる

仮説 2）政治的要因の強い自治体ほど、波及内容に創意工夫がなされる

先ほどの 4類型をもとに百歳体操の採用自治体を分類し、それぞれの特徴や利

点、課題を整理したい。

Ⅺ　検　証

・事例研究

厚生労働省の「平成24年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査

（平成25年度調査）生活期リハビリテーションに関する実態調査報告書」18）を参考

に、以下の10の市町村を分類した。

高知県高知市、岡山県総社市、岡山県津山市、高知県田野町、大阪府島本町、

兵庫県洲本市、兵庫県淡路市、滋賀県栗東市、静岡県静岡市、北海道滝川市

モデル市：高知県高知市

①引き写し：岡山県総社市、高知県田野町、大阪府島本町、兵庫県洲本市、兵庫

県淡路市、北海道滝川市

②模倣プラスアルファ：岡山県津山市（めざせ元気‼　こけないからだ講座）

③いいとこ取り：滋賀県栗東市（サポーターなし、老人クラブ等、既存団体の役員が

運営）

④インスピレーション：静岡県静岡市（しぞ～かでん伝体操、地域出張型講座、し

ぞ～かでん伝体操フリースペース）

1　高知県高知市

まず高知市のいきいき百歳体操の導入過程について整理する。

本市は平成14年に高齢者保健福祉計画の見直しを検討する中で、介護保険認定

率が著しく伸びていること、新規認定者の 7割が要支援や要介護 1であることが

分かった。そこで介護予防の推進を重点課題として位置づけ、健康福祉部内に介

護予防検討会を設置した。この検討会は、健康づくり課、元気いきがい課、介護

保険課、福寿園（養護老人ホーム）、健康福祉総務課で、医師、理学療法士、介護職、
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事務職、保健師の多職種で構成されていた。この検討会で介護予防に関しての現

状と課題を分析していた折、パワーリハビリテーションに代表されるマシント

レーニングを用いた高齢者の運動機能改善が報告され始めた。そこで、米国国立

老化研究所が世界中の高齢者の運動トレーニングに関する研究を調査して作成し

た「高齢者のための運動の手引き」を参考に、マシンを使わない筋力向上プログ

ラム「いきいき百歳体操」の開発に着手した。高知市健康福祉部高齢者支援課が

配布しているいきいき百歳体操のパンフレットによると、椅子に腰かけ、準備体

操、筋力運動、整理体操の 3つの運動をする。準備体操と整理体操は主にスト

レッチ、筋力運動は手首や足首に重りをつけて腕や足を上げ下げする。

体操の開発後、平成14年に67歳から96歳の高齢者を対象に週 2回、 3カ月間の

モデル事業「いきいき百歳応援講座」を実施し、効果を検証した。その結果、右

膝関節伸展筋力の平均は、講座開始前の6.9kgが講座終了後16.1kgに増加し、 5

ｍ歩行時間は7.3秒が4.6秒に短縮、タイムドアップアンドゴーテストは20.9秒が

15.7秒に短縮する等、筋力、歩行スピードの改善が確認された。しかし、 1年後

に追跡調査を行った結果、近隣に体操会場があり、体操を継続できていた者の介

護度は維持・改善されていたが、体操を継続できていなかった者では改善した者

はおらず、維持・悪化していた。このことから、高齢者の身近な場所で運動を継

続することの重要性が示唆され、いきいき百歳体操を住民の身近な場所に広げて

いくこととなった。

いきいき百歳体操の特徴は大きく分けて 4点挙げられる。

a．体操内容： 1本220g、最大10本（2.2kg）まで負荷を増やすことができる重

りを手首、足首につけて運動を行う。これにより、筋力とバランス能力を高める

ことが目的である。

b．事業運営の担い手：行政が開始時の支援を行う。体操の継続に関しては地

域住民で運営している。市が養成した市民ボランティア「いきいき百歳サポー

ター」、地域住民の有志等が主体となって運営する。

c．会場施設：地域の公民館や集会所での開催が最も多い。椅子とテレビ、ビ

デオデッキ等があればどこでも実施可能。

d．行政の支援：資金的支援については会場への資金援助は実施していない。

保健師・理学療法士・歯科衛生士・看護師が、体操の内容に合わせて分担して会

場に出向き、定期的にフォローする。

この 4つの特徴を、先ほどの 4類型に照らし合わせてみると以下の図のように
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なる。

この類型をもとに、各市町村の予算配分、導入の経緯について整理する。

2　仮説 1の検証

まず予算配分について、仮説 1の検証にあたる。

仮説）内生条件と相互参照が働いている自治体ほど、波及内容に創意工夫がな

される

仮説 1）予算配分の多い自治体ほど、波及内容に創意工夫がなされる

総務省が発表している「平成25年度地方公共団体の主要財政指標一覧」を参考

に、高知市を含めた各市町村の財政力と全市町村の中での順位、そして歳出に占

める介護保険事業の予算の割合をまとめたのが以下の表11－ ２である。

まず、一般会計と特別会計に対して、介護予防事業を含む介護保険特別会計が

占める割合をみてみると、どの市町村も10％前後であり、大きな差異は認められ

なかった。

次に財政力指数だが、総務省の定義によると、財政力指数とは、地方公共団体

の財政力を示す指数で、基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過

去 3年間の平均値のことである。財政力指数が高いほど、普通交付税算定上の留

保財源が大きいことになり、財源に余裕があるといえる。この表中で突出して高

いのは、③のいいとこ取りに分類した滋賀県栗東市と④のインスピレーションの

静岡県静岡市であり、財政力指数ランキングでも1765市町村中96番目と171番目

と上位に入っている。反対に①の引き写しには、島本町のように比較的財源に余

裕のある市町村もある一方で、田野町や淡路市、滝川市のように市町村平均より

も財政力指数の低い市町村が分類されている。いきいき百歳体操は行政の資金的

表11－ 1 　百歳体操と 4 類型の照らし合わせ

①引き写し
②模倣

プラスアルファ
③いいとこ取り

④インスピ
レーション

a．体操内容 ○ × ○ ×

b．担い手 ○ ○ × ○

c．会場施設 ○ ○ ○ ×

d．行政の支援 ○ ○ ○ ○
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負担が少ないことから、このような財政に余裕のない市町村でも取り入れやすい

ということがわかる。事例の少なさ故はっきりした因果関係は認められないが、

従来のいきいき百歳体操から自分たちの地域に合った創意工夫をしている③④な

どの自治体は、財政力指数の高さが共通していた。

3　仮説 2の検証

次に②の模倣プラスアルファ、③のいいとこ取り、④のインスピレーションか

らそれぞれ市町村をあげ、各事業の特徴と導入の経緯についてまとめ、仮説 2を

検証する。仮説 2は、政治的要因の強い自治体ほど、波及内容に創意工夫がなさ

れる、というものである。事例分析の対象は以下の 3市町村である。

②模倣プラスアルファ：岡山県津山市

③いいとこ取り：滋賀県栗東市

表11－ ２ 　類型別 市町村の財政指標一覧

市町村
財政力
指数

経常
収支
比率

実質
公債費
比率

将来
負担
比率

ラスパ
イレス
指数

財政力
指数
ランキ
ング

介護
保険
予算の
割合

　 高知県高知市 0.56 92.9 16.9 173.9 108.1 640 11.6

①引き写し 高知県田野町 0.20 91.7 12.1 ― 102.9 1508 ―

岡山県総社市 0.57 90.0 12.7 68.9 106.1 624 12.3

大阪府島本町 0.76 97.4 9.3 ― 108.0 316 10.7

兵庫県洲本市 0.46 92.2 13.3 114.0 107.8 816 12.4

兵庫県淡路市 0.34 89.8 20.7 237.8 105.4 1104 10.0

北海道滝川市 0.36 95.3 12.5 99.3 108.2 1048 8.7

②模倣プラ
スアルファ

岡山県津山市 0.54 90.3 14.0 141.9 108.4 693 13.2

③いいとこ
取り

滋賀県栗東市 0.96 91.8 18.0 219.4 101.6 96 8.1

④インスピ
レーション

静岡県静岡市 0.90 91.1 10.3 76.2 111.0 171 9.9

市町村平均 0.49 90.2 8.6 51.0 ― /1765 ―
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④インスピレーション：静岡県静岡市

②模倣プラスアルファ：岡山県津山市（平成16年度から開始）

岡山県津山市のデータは以下のとおりである。

人口　105,961人　　高齢化率　26.4％

平成25年 3月末時点 一号被保険者数　28,309人

要介護認定率　21.4％

（ 1 ） 特　徴

先ほどの表11－ 1で aの体操内容に差異を確認したが、津山市では「めざせ元

気‼　こけないからだ講座」を実施している。これは、高知市の「いきいき百歳

体操」を参考に、100g単位で調整可能な重りを付けて童謡等を歌いながら、基

本的な動作を繰り返しゆっくりと体操するものである。また、開始時に個々に生

活目標を設定する。この生活目標のポイントは、加齢に伴ってここ最近あきらめ

てしまったことを中心に、少し努力すればもう一度実現可能な、本人の生活能力

に合った身近なレベルに設定することだ。筋力が強化されることでこれまででき

なかったことができるようになり、行動に変化が現れる。この変化を実感するプ

ロセスを体験することによって、日常生活に自信を持つようになり、良い循環へ

生活を再構築することが期待できるのである。

（ 2 ） 事業導入の経緯

本市では、関節疾患による ADL・IADL能力が低下した高齢者の増加を受け、

介護保険の中での介護予防という概念が出る前から、健康教育の中で何か取り組

むことができないか、作業療法士を中心に模索していた。既存の事業ではケアに

重点をおいたものが多く、限界を感じていた折、先進事例から高知市のいきいき

百歳体操に行きつく。また、当時の在宅介護支援センターは、介護予防プランの

作成等を通じて、介護予防施策の必要性を感じていた。この在宅介護支援セン

ターと市作業療法士の両者の間には、地域活動の中で、個人の暮らしの中から

ニーズを集積し個々人では問題解決が困難な課題をとらえ、事業化したいという

思いが共通しており、連携して政策形成を図ることで合意がなされた。両者は介

護保険の法改正前に、介護予防のノウハウをより早く蓄積し施策に反映させるた

めに、効果的な事業効果のエビデンスを収集したほか、ケアマネジャー向けに事
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業説明会を実施し、既存のケアマネジメントの中に介護予防の概念を取り入れた。

最終的にはセルフヘルプを目的とした地域づくりを視野に入れた事業とするため、

町内組織や医師会に事業周知と協力を依頼し、お互いに高め合うことができる仕

組みとしてサポーター養成講座の実施も決定し、平成19年に開始した。

（ 3 ） 小　括

津山市の場合、高齢者に関わる機会の多い作業療法士や在宅介護支援センター

など、現場の職員が介護予防の必要性を早いうちから感じていたこと、連携を取

り合って導入準備を進めていたことが特徴として挙げられる。また、その現場視

点が「めざせ元気‼こけないからだ講座」の内容に表れている。いきいき百歳体

操に比べて重りの重さが小刻みであること、童謡を歌いながら実施すること、生

活目標を個々に設定すること等、高齢者が体操を実施しやすく、続けやすい環境

が整っている。また、平成19年度から 2年間、こけないからだ講座参加者・非参

加者別の被保険者（国保・後期高齢者）の医療費や介護保険給付額の推移を検証

したところ、金額、伸び率ともに、こけないからだ講座参加者の方が明らかに低

かった。体操の効果を自らの市で実証し、それを伝えることで、対象者の参加意

欲をかきたてることに成功している。行政側の視点に偏らず、徹底した住民視点、

参加者視点で事業を行うことで、津山市ならではの介護予防事業の展開が可能と

なっている。

③いいとこ取り：滋賀県栗東市（平成21年度から開始）

滋賀県栗東市のデータは以下のとおりである。

人口　66,396人　　高齢化率　15.8％

平成25年 3月末時点 一号被保険者数　10,861人

要介護認定率　14.3％

（ 1 ） 特　徴

先ほどの表11- 1で bの担い手に差異を確認したが、滋賀県栗東市の特徴は既

存の団体に運営を任せている点にある。市民ボランティアであるサポーターの養

成は行っておらず、各団体の運営のキーマンは、民生委員や健康推進員、老人ク

ラブの役員が多い。そのほか自治会の福祉委員や、中には参加者全員で 3人組等

の組を作り当番制で運営しているところもある。栗東市は、住民に運営の担い手
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として活動に参加してもらうために、各団体に合った体操の紹介を行った。民生

委員に対しては、市全体の民生委員学区長会で事業の概要・効果を紹介したのち、

小学校区単位の民生委員協議会で体験会ができることを伝え、希望のあったとこ

ろに後日、体験会を開催した。健康推進員には、年度当初の総会で概要と効果に

ついて10分程度で紹介を行った。そして健康推進員養成講座の運動の科目で、筋

力運動の意義、効果、実践例として市の取り組みの「いきいき百歳体操」を理解

してもらうよう努めた。老人クラブには「いきいき百歳体操交流会」の案内の送

付、市内の会員が多く集まるイベントでの紹介を行った。しかし、クラブ内は横

のつながりが強いため、口コミの影響が一番大きかった。また、広報の方法とし

て、平成24年度までの 3年間は、長寿福祉課が発行する「長寿いきいきニュース」

という広報誌を通して、体操の効果や各教室の様子を伝えて参加者を募り、現在

は「ワンランク上のじぶん！」という高齢者の健康づくり全般に関する情報誌の

中で、活動の様子を取り上げている。

（ 2 ） 事業導入の経緯

以前から行われていたトレーニングマシンを使った二次予防事業は、教室終了

後の自主グループ活動もみられたが、教室自体の参加者が少ないことや、遠方で

あること等から広がりがみられなかった。また、一次予防事業として、地域住民

を主体とした健康づくり・地域交流の場づくりを目的に実施していた「地域運動

教室」は、自治会に月 2回程度、市の保健師と外部企業の健康運動指導士が介入

し、自治会住民がその後も継続できるような支援を行っていたものであるが、

DVD等の媒体を使用していなかったため、地域住民の中で運動を指導できる人

を育てなければならなかったこと、教室の終了後は月 1回程度しか行われていな

いこと、効果が検証できていなかったことが課題であった。

そこで、長寿福祉課の職員が中心となって先進事例を探し、①効果検証がなさ

れている、②体操開始前と 3カ月後の歩行変化の映像から住民に対して視覚的な

啓発が可能、③体操の DVDという住民だけで行える媒体がある、という特色を

持つ高知市の「いきいき百歳体操」を平成21年度から導入することとした。

（ 3 ） 小　括

栗東市は運動の継続性を大きな課題として考え、DVDという手軽な媒体を有

する高知市いきいき百歳体操に着目し取り入れた。しかし、運動の広がりやすさ
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や事業自体の継続性等を考え、担い手は高知市が行っているサポーターではなく、

既存の団体委員に任せることにした。もとからあるコミュニティーの委員が運営

することにより、実施までのスピードが速く、口コミで効果が伝えられ、実施す

るところが増加しやすいなど、コミュニティーの利点である横のつながりをうま

く生かしている。実際、サポーター制度ではなく、基本的に DVD操作と会館管

理のみという、限られたプロセスで運営しているため、世代交代しても団体のな

かでうまく引き継がれている。その一方で、老人クラブやサロンが主体となった

とき、役員が主体で参加者がお客さんという構図に陥ると役員の負担感から実践

に踏み切れない場合もある。そのため、行政側は、参加者に対して、自身の飲み

物の用意や、イスや DVDの準備をそれぞれが行うよう促す等、参加者自身がで

きることは自分で行うよう強調している。サポーター制度の利点もあるが、本市

の場合は、体操と自分たちの地域がこれまでに積み重ねてきた組織力をうまく組

み合わせている例だと言える。

④インスピレーション：静岡県静岡市（平成19年度から開始）

静岡県静岡市のデータは以下のとおりである。

人口　719,188人　　高齢化率　25.9％

平成25年 3月末時点一号被保険者数　189,678人　　

要介護認定率　16.1％

（ 1 ） 特　徴

先ほどの表11- 1で aの体操内容のほか、ｃの会場施設に差異を確認したが、

静岡市の大きな特徴は「しぞ～かでん伝体操」と「地域出張型講座」、「しぞ～か

でん伝体操フリースペース」である。

静岡市では平成19年から「しぞ～かでん伝体操」が始まった。これは「いきい

き百歳体操」を参考に、立位で実践できる体操を新たに加え、静岡市版介護予防

体操として構成されたものである。このほかに運動機能向上を目的とした指体操、

健口体操という市が指定したプログラムを同時に実施している。

さらに、「しぞ～かでん伝体操」を含めた介護予防プログラムの市民への幅広

い周知・普及のために実施しているのが「地域出張型講座」と「しぞ～かでん伝

体操フリースペース」である。「地域出張型講座」は講座要請があった地域に出

向き、介護予防プログラムに興味をもったグループや高齢者の生きがいを支援す
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る施設や団体に対し、実際に、しぞ～かでん伝体操を体験してもらい、その効果

を実感してもらうものである。平成22年度は市内 6会場実人数200人、平成23・

24年度は50会場実人数1300人、平成25年度 1月末現在には110会場実人数3000人

に対して普及に努めた。一方、「しぞ～かでん伝体操フリースペース」は、平成

23年度末から始まった体操拠点である。これは、商店街の活性化と集客の課題を

抱えていた静岡中心市街地の商店街の街づくりを管轄する関係機関と協議を重ね、

商店街の一角が開放され実現した。開始当初は月延べ利用者50人（月 4回開催）

であったが、平成25年度末月延べ利用者200人になろうとしている。また、集客

数の増加と共に併設されている店舗での売り上げが 2割増となっており、地域活

性化に貢献している。

（ 2 ） 事業導入の経緯

静岡市は平成18年度の介護保険法の改正に伴い、国から提示された介護予防マ

ニュアルを基本としながら事業展開を開始した。また、同時に介護予防事業を市

内各地で継続的に取り組める環境整備を進めるため、高齢者支援施策に関係する

課と検討した。その検討過程において、誰でも「簡単・効果的」な体操を作成し、

専門的な知識がなくとも DVD等を媒体に容易に実施できる共通プログラム（指

体操・筋力向上体操・口の体操等）を様々な場所で行うことが効果的であるという

判断に至った。そこで、既に介護予防効果が見られていた「高知市いきいき百歳

体操」を参考に体操を作成し、介護予防事業におけるプログラムの統一を図り、

運動器機能向上事業内で実施して地域へ普及するとともに、平成19年度から住

民・関係機関と協働しながら地域での活動拠点の新規開拓を始めた。静岡市の

ホームページにも「しぞ～かでん伝体操」の動画を上げ、より早い周知と浸透を

図った。

（ 3 ） 小　括

「地域出張型講座」や「しぞ～かでん伝体操フリースペース」といった普及の

ための取り組みは、いきいき百歳体操の実施場所を限定しないコンパクトさから

ヒントを得ていると考えられる。そして屋外等での活動に対応できるように、立

位で実施できる体操を加えた「しぞ～かでん伝体操」は、さらに自分たちの地域

に合った事業となるよう工夫した結果である。このような工夫が可能となった要

因として、本市では事業の導入、点検にあたって、10以上の高齢者支援に関与す
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る庁内関係課で協議を行ってきたことが挙げられる。とくに「しぞ～かでん伝体

操フリースペース」といった介護予防事業だけでなく、商店街の活性化にもつな

がる取り組みを行うことができたのは、関係する部署間で双方の目的が効率的に

達成できるよう事業内容の摺合せをし、協働で事業展開を行ってきたからである。

静岡市は政令指定都市であるため、組織の部署、担当課数が他の市に比べて圧倒

的に多い。高知市が102、津山市が75、栗東市が39なのに対し、静岡市は183もの

課が組織されている。担当課数が多いからこそ縦割りになるのではなく、地域の

実情を様々な角度から情報収集できた点が、静岡市独自の介護予防事業の展開に

繫がったと言える。住民との協働はもちろんのこと、庁内の関係課同士の協働も、

インスピレーションにおいて大きな要因となるのである。

4　事例分析のまとめと考察

②から④の事例分析を行ったが、創意工夫を行っている自治体では、首長より

も担当職員の主体性が大きく寄与していると言える。②の津山市、③の栗東市は

従来の介護サービスに限界を感じ、高齢者の運動能力の低下を大きな課題として

捉えるなど、問題意識が顕在化していた。自分たちの地域の課題が明確であった

ために、どこを参考にすればいいかがはっきりしており、高知市の先進事例に対

してもそのまま取り入れるのではなく工夫を加えたと考える。

また、②から④に共通して、担当の部署単独で行うのでなく、他部署や行政以

外の関係機関と協働して進めていることが挙げられる。地域住民主体といういき

いき百歳体操の特徴もあるが、より多くの機関と連携して進めることで、一方向

的な視点を防ぎ、自分たちの地域の課題が明確化する。また導入検討時から複数

の部署で話し合いの場を設け、介護予防事業の基本軸を構築することは、導入後

の定期的な確認、検討の場の設置に繫がる。④の静岡市の「しぞ～かでん伝体操

フリースペース」のような取り組みは、介護予防事業の担当課だけで着想するこ

とは不可能であり、日頃からの連携の成果だと考えられる。このような、先進事

例からインスピレーションを得て、まちづくりに繫がる取組みを行うことができ

る自治体には、職員の主体性や部署間、行政以外の他機関との連携等の政治的要

因が関係すると言える。
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Ⅻ　おわりに

本研究は、高齢化社会の日本で今後ますます重要となる介護予防事業がそれぞ

れの地域で合った展開をされるためにはどうすればいいのか、といった問題意識

から出発した。今回取り上げた高知市いきいき百歳体操は、運動能力の改善が立

証されているうえ、財政力に余裕がない自治体でも取り入れることが容易であり、

地域間格差を感じにくいプログラムである。しかし、自分たちの地域が抱える課

題を洗い出すなどの相互参照が不十分なまま、介護保険制度の改正に伴って横並

び競争的に取り入れるのは、地域の実情をよく知る各市町村が主体となって実施

するという介護予防事業の利点を生かし切れているとは言えない。今回、伊藤の

4類型をもとに市町村の波及パターンを分類し事例研究を行ったが、相互参照が

なされている自治体ほど、創意工夫に富み、自分たちの地域に合った介護予防事

業を展開できていることが確認できた。一方で、行政の支援体制は、今回事例研

究に挙げたどの自治体においても共通していた。資金援助は行わず、フォロー役

として住民主体での運営を支援する姿勢は、今後の介護予防、地域づくりにおい

て不可欠な要素なのであろう。研究対象が非常に限定的であり、不十分な点は

多々あるが、職員の主体性や、部署間、行政以外の機関との積極的な協働が、自

分たちの地域に合った介護予防事業を展開できるよう創意工夫を行うことに対し

て影響を与えうるということは示せたのではないだろうか。

今後も介護保険は改正が多くなされる分野であるため、各自治体はその度に対

応に迫られることが予想されるが、国の介入から焦って対応するのではなく、で

きる限り相互参照を行い、自分たちの地域に合った施策を考えることが望ましい

と考える。

表11- 1の定義

「財政力指数：地方公共団体の財政力を示す指数で、基準財政収入額を基準財

政需要額で除して得た数値の過去 3年間の平均値。財政力指数が高いほど、普通

交付税算定上の留保財源が大きいことになり、財源に余裕があるといえる。

経常収支比率：地方税、普通交付税のように使途が特定されておらず、毎年度

経常的に収入される一般財源（経常一般財源）のうち、人件費、扶助費、公債費

のように毎年度経常的に支出される経費（経常的経費）に充当されたものが占め
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る割合。

実質公債費比率：当該地方公共団体の一般会計等が負担する元利償還金及び準

元利償還金の標準財政規模に対する比率の過去 3年間の平均値で、借入金（地方

債）の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの程度を表す指

標のこと。「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」における早期健全化基

準については、市町村・都道府県とも25％とし、財政再生基準については、市町

村・都道府県とも35％としている。

将来負担比率：地方公社や損失補償を行っている出資法人等に係るものも含め、

当該地方公共団体の一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に

対する比率のこと。 地方公共団体の一般会計等の借入金（地方債）や将来支払っ

ていく可能性のある負担等の現時点での残高を指標化し、将来財政を圧迫する可

能性の度合いを示す指標ともいえる。 「地方公共団体の財政の健全化に関する法

律」における早期健全化基準については、実質公債費比率の早期健全化基準に相

当する将来負担額の水準と平均的な地方債の償還年数を勘案し、市町村（政令指

定都市は除く）は350％、都道府県及び政令指定都市は400％としている。
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場合の地方公務員一般行政職の給与水準。職員構成を学歴別、経験年数別に区分
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月額に国の職員数を乗じて得た総和）を国の実俸給総額で除して得る加重平均。
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