
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆事業概要 

内容 

40 歳以上の町民を対象（加入している保険等に

よらない）とし、生活習慣病やフレイル予防を目的とし

て町民が運動習慣をつけられるよう運動教室を実施し

ている。自主的な参加者に加え、町内の４医療機関

から生活習慣病治療中やフレイル予備軍の町民に事

業を紹介し、参加してもらう体制を構築している。 

参加者は、運動指導士の指導を受ける教室へ週１

回参加し、ICT 機器（以下、活動量計）を身につけ

ウォーキングと週５日の筋トレ運動を自宅で行う。活動

量計に記録されたデータは、毎月実践レポートとして参

加者へ渡される。教室参加前、３か月、９か月後には

体力測定を行い、運動の効果を評価し、体力に応じた

運動プログラムを提供している。対象者の状況を医療

機関と共有し、医療レセプトや介護レセプト等と統合さ

せながら改善効果を検証する予定である。 

事業開始時期が新型コロナウイルス感染症拡大の

時期と重なったが、コロナを理由に事業を中止するマイ

ナス面の方が大きいと判断し、どのような方法であれば

事業が実施できるのか庁内で協議を重ねて開始された

取組である。 

 

◆取組の経緯 

スマートウェルネスシティ推進のための庁内体制整備 

全町的な取組として、“そこに暮らすことで健康にな

れる「まち」『スマートウェルネスシティ』（以下、SWC）”

を町長が強く推進しており、スポーツ庁の補助事業であ

る「医療と連携した地域における運動・スポーツ習慣化

促進事業」を活用して、運動教室をまちづくりの一つと

して取り組むことを協議した。庁内の関係課は、企画

課（企画制作課）、教育課、健康推進課、高齢福

祉課の４課であり、それぞれの役割をどの課が担うか話

し合いを重ね体制を整備した。医療連携が必要な事

業であるという面から健康推進課が事業推進の中心と

なった。 

 

▼あさぎり町 SWC の取組 

 
出典）あさぎり町提供資料 

 

始まりはトップダウン、運用は各課の目標に対する事

業展開の方法を話し合い、より地域の課題に合った

関係課主体の取組へ深化 

SWC の取組はトップダウンの形で開始となったが、や

るからには健康推進課の課題部分に対しても取り組め

るような形で事業を展開したかった。この運動教室では、

単純にスポーツする人を増やすというだけでなく、社会

保障費の抑制も視野に入れて、生活習慣病に関連す

る人を事業に取り込んだり、医療機関と連携するならば、

 

【コロナ禍に対応した事業：健幸運動教室】 

生活習慣病やフレイル予防のための継続した運動習慣の醸成 

【事業に関する情報】 

※スポーツ庁:地方スポーツ振興費補助金「医療と連携した地域における運

動・スポーツ習慣化促進事業」を活用 

予算：14,385,000 円 

委託料：12,279,240 円 

事業対象者数：143 名（87 名が国保被保険者） 

【自治体の基本情報（令和３年１月時点）】 

人口：15,098 人 

国保被保険者数：3,944 人（26.1%） 

高齢者人口：5,683 人（33.1%） 

あさぎり町（熊本県） 
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重症化予防の取組や健診フォローアップで関わる人に

もこの教室でフォローアップできるだろうと考えた。また、

高齢者福祉課でも認知症予防の取組について検討し

ていたところであり、既存の認知症予防教室はあるが、

そこで対象としている人よりも前の段階の人を地域内で

フォローアップできるように、軽度認知障害の人はこの運

動教室に参加してもらうなど、各課が自分たちの目標

に対してこの事業をどのように展開できるか、ということを

話し合うことができ、地域の課題に合った関係課主体

の取組へ深化させることができた。 

 

運動習慣をつけるための取組の必要性 

運動教室に取り組む背景として、特定健診の問診

の結果、65 歳以上で運動習慣のある人の割合が減

少していたこと、町の既存事業の参加者は健康や運動

に関心のある人が多く参加者の固定化、また男性・壮

年層の参加率が低いこと、生活習慣病予防・重症化

予防の取組において、継続した運動習慣をつけるため

の対策が十分に行われていなかったこと、後期高齢者

を対象としたフレイル予防の必要性が高まっていること

等があった。また、コロナ禍となってからは、コロナ感染症

への不安から閉じこもり気味になっている町民の健康二

次被害予防が必要であると考えていた。 

SWCを目指すための具体的な取組を検討する中で、

どのようなポピュレーションアプローチを進めながら健康増

進の行動変容を進めていくかということも大きな課題の

一つとなっていた。国保のアプローチとしてここ 10 年ほど、

特定健診の受診率アップや重症化予防に取り組んで

きたが、ポピュレーションアプローチは後回しになっていた。

ハイリスクアプローチが必要な人へアプローチは続けなが

らも、もっと底上げしていかなければ全体の健康状態の

改善につながらないと考えていた。住民全体を対象とし

たポピュレーションアプローチと、リスクの高い集団に対す

るハイリスクアプローチの両面を兼ねた『ハイリスクポピュレ

ーションアプローチ』の必要性を協議した結果、小集団

ではあるが、集団的アプローチを行うことを目的としたあ

さぎり町「健幸運動教室」を開始することになった。 

 

コロナ禍での実施判断：どういうやり方であれば事業

を実施できるのかという視点 

事業をはじめた矢先に新型コロナウイルス感染拡大

の状況になったが、当初からコロナを理由に事業を中止

するマイナス面の方が大きいという共通認識が庁内に

形成されていた。各課担当と話し合いを重ね、中止す

る場合の条件を定め、それに該当しなければ実施する

方向とした。町長が可能な限り事業を中止しない方向

性を示したことも事業実施に大きく影響した。 

健幸運動教室を始めるにあたって、どういうやり方で

やればできるのかという視点で意見を出し合い、徹底的

に検討した。密を避ける工夫、大声を出さなくて済むよ

うにマイクやスピーカーを準備するといった細かな課題を

解決し、スタートできる体制を構築した。 

 

◆事業開始にあたっての調整 

実施体制及び役割分担 

（町役場内体制） 

役場内の４つの課が連携して実施している。健幸

運動教室実施の中心は健康推進課、高齢福祉課の

高齢者支援担当が介護予防を担い、教育課は社会

体育担当が健幸運動教室推進メンバーとして参加、

企画課総合戦略室の SWC 担当者が事業の全体調

整、対外折衝を行う。 

 

▼健幸運動教室の町内体制 

 
出典）あさぎり町提供資料 

 

（庁外連携） 

健幸運動教室では、生活習慣病やフレイル予防を

目的に、スポーツを日常的に実施する環境整備を目指
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しており、医療機関との連携が重要である。事業開始

時は、医療の視点というより地域づくりの視点から相談

し、現在４つの医療機関と連携している。他の医療機

関に対しても定期的に事業について報告し、患者への

教室参加を呼びかけてもらったり、連携してもらえる医

師を増やしたりしている。なお、医療機関から健幸運動

教室への参加者を紹介してもらうに当たり、事業開始

前に圏域の郡医師会にも事業概要を説明し理解を得

た。 

あさぎり町では SWC の取組を筑波大学と一緒に進

めている。タニタヘルスリンク社（以下、タニタ）は、筑

波大学が開発したシステム（「T-Well」）を引き継い

でおり、そのシステムを使って教室を運営する方が、医

療連携をしていくためのエビデンスとなるデータ収集設備

が整っていてよいという理由から委託することとなった。運

動指導者への研修はタニタが行っている。 

教室運営を委託している運動指導者は２人いて、

１人は健康運動指導士、もう１人は栄養士である。

運動指導者はできるだけ地元の人を雇用した。地域

内で選定候補を挙げて、受けてもらえるか交渉したり、

医療機関からの紹介者についてはその人の健康状態

の共有を健康推進課と連携したりとかなりの時間をかけ

て体制を構築していった。 

 

▼事業推進体制図 

 
出典）あさぎり町提供資料 一部改変 

 

◆具体的な取組状況 

健幸運動教室の実施手順 

①医療機関からの参加者紹介 

連携している医療機関から、生活習慣病治療中や

フレイル予備軍、腰や膝等の運動器疾患により運動が

難しい町民へ「説明シート」を使って、健幸運動教室へ

の参加を呼びかけてもらう。自主的な申込者よりも、医

療機関からの紹介者を優先している。 

連携医療機関からの参加者は、主治医に「情報共

有シート」を記入してもらい、運動の可否や指示事項を

運動指導者へ伝える。また、参加者了解の上で、医

療機関から参加者の疾病、血液データ等の情報を運

動指導者等で共有し、運動時に必要な配慮を行うよ

うにしている。 

 

▼医療機関で参加者を募る際に使用してもらう「説明シート」 

 

出典）あさぎり町提供資料 

 

②健幸運動教室で行っていること 

教室は週１回開催しており、入会費 2,500 円、月

会費 1,000 円がかかる。参加者個人の運動負荷の

制限や痛みの度合い、体力測定結果などをはじめにデ

ータ登録し、それに基づいた運動プログラムを T-Well の

システムで作成する。有酸素運動や筋トレを実施して

おり、膝が痛い人には踏み台昇降ではなくエアロバイク

を使った運動、杖を使用する人にはその人のできる範

囲でのプログラムを提供している。プログラム実施後には、

体力測定結果に応じて運動強度を変えていく。自宅で

は、教室で各個人に合った指導に基づく筋トレを週５

日実施してもらう。やり方がわからなくなってしまった時な

どのために運動テキストが配布されている。また、３～

６か月ごとに体力測定が行われている。 
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単なる運動教室というだけではなく、運動と食事、栄

養も一緒に指導することで参加者のヘルスリテラシーを

上げ、さらにインフルエンサーとして町民へ正しい健康情

報を伝え、運動の必要性を口コミで広げて勧誘する役

割も参加者に担ってもらいたいと考えている。そのため、

役場の保健師たちも会場に足を運び、タニタが作成し

た健康づくりに関する情報がまとめられた冊子等を活用

して講話をしたり、栄養士が個別相談に応じたりしてい

る。 

 

▼健幸運動教室の様子 

 

 

 

出典）いずれもあさぎり町提供資料 

 

③日常の活動記録 

参加者には活動量計が配布され、それを身につけて

生活する。活動量計には、日常の歩数、筋トレの実施

等が記録される。週１回の教室で、活動量計のデータ

を取り込み、指導者が活動状況を確認している。蓄積

されたデータは、毎月「実績レポート」として参加者に渡

されている。実績レポートでは、目標値をクリアすると色

が付く、筋トレをした日の欄に○（マル）が付くなど成

果を見える化している。参加者のモチベーション向上の

ため、成果を点数化し、点数アップを目指した取組を

支援している（がんばりすぎないように注意することもあ

る）。 

３か月と６か月に行う体力測定の結果については、

「プログラムシート」を使ってフィードバックしている。体力

年齢、筋力、教室への出席数などや、参加者へのアン

ケート調査結果から前回と比較した食事と運動の状況

をレーダーチャートで表示したりしている。また、1 日の平

均歩数から算出した 1 日、週の目標歩数、運動テキス

トと対応した運動の提案や取り組みやすい生活習慣の

目標も記載される。 

これらのデータと、医療レセプトや介護レセプト等とを

統合させながら改善効果を検証していく予定である。 

 

▼実績レポート 

 
出典）あさぎり町提供資料 

 
筋トレ中 

 有酸素運動中 
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▼プログラムシート 

 

出典）あさぎり町提供資料 

 

④医師への状況のフィードバックと参加者への働きかけ

の依頼 

参加者には、毎月の実績レポートを主治医に見ても

らい、アドバイスを得るよう伝えている。主治医に対して

は、参加者に活動の承認・勧奨の声かけを行ってもらう

よう町から依頼している。参加者の運動継続が重要で

あることから、こうした働きかけを積極的に行っている。 

 

参加者募集の工夫 

男性の参加促進に力を入れ、医療機関から紹介し

てもらったり、健診説明会で声かけをしたりした。一人暮

らしの人を地域に繋ぐために声をかけたケースもある。当

初は渋々参加したが、今は楽しく参加されているという

話も聞く。男性参加率は第１期・第 2 期ともに、約 2

割であり、他市町村の類似の事業と比較すると高めと

なっている。男性一人暮らしの孤立を防ぐために、いか

に地域に繋いでいくかということは、今後の課題でもある。 

第１期終了時に、参加者に教室の効果や感想を

取材し、広報誌で特集ページを組んで、その後第２期

の募集を行った。広報誌で掲載した夫妻で運動に取り

組む写真が好評で第２期は夫妻での参加も増えた。 

また、町で作成している健幸ポイントカードにポイント

がつくようにしている。参加すると１ポイント、10 ポイント

で 500 円分になる。入会費や参加費も払うががんばっ

た分は戻ってくる仕組みにしている。初めはポイントを楽

しみに参加してくれるが、そのうちに運動をしに来ることが

メインになる。 

▼第１期生への取材内容を掲載した広報誌 

 
出典）あさぎり町提供資料 

 

▼写真が好評だった第２期参加者募集ポスター 

 

出典）あさぎり町提供資料 

 

健幸運動教室参加後の自主活動の支援 

健幸運動教室に１年間参加後、参加者には自主

活動へ移行してもらっている。タニタのシステムを使ったこ

れまでと同じ運動がしたい場合は引き続き拠点に来て

もらい、指導者無しで自主的に運動する。月に 1 度は
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指導者が運動指導し、また、参加者からの相談に乗る

などしている。運動指導士自身が開いている教室や地

域のスポーツクラブなど教室以外でも運動を継続できる

場の選択肢を複数提示している。 

 

◆成果 

体力年齢の改善 

体力年齢が第１期参加者全員の平均で 8.9 才若

返った（実施前 2020 年 10 月 75.1 歳⇒2021 年

8 月 66.2 歳）。いずれの世代においても改善してお

り、特に 70 歳代では平均 67.9 歳となるなど改善が顕

著だった。事業をはじめてまだ１年しか経過していない

ため、今後、活動計で収集したデータを使用した分析

を行っていく。 

 

▼体力年齢の変化 

 

出典）あさぎり町提供資料 

 

運動習慣の定着 

第１期生の健幸運動教室参加者で１年間継続し

た人は、84名、そのうち教室後も教室での運動を継続

している人は 49 名、教室以外の運動を含めると運動

継続者は８割である。教室の参加者に対して、教育

課が主体の誰でも参加できる運動（ノルディックウォー

ク）の体験会を案内したところ、積極的な参加が見ら

れた。一度興味を持って運動を習慣づけた人は、他の

活動にも興味を持って参加してくれるということを改めて

感じている。 

 

無関心層への働きかけ、運動指導実践の場の確保 

これまで運動・スポーツに対して無関心だった層に対

して運動を実施するような働きかけができた。また、運

動指導が必要な人に対して運動を実践できる場を確

保できた。その結果、町民全体の意識の底上げ、教室

参加者を通じたヘルスリテラシーの高い人を増やすこと

ができていると考える。参加による効果を周囲に伝える

インフルエンサーとしての役割も持ってくれている。薬の処

方ではなく、活動等の「社会的処方」の取組を目指し

た連携ができた。 

 

◆今後の展開 

継続的な活動参加への支援、健康づくりコミュニティ

としての役割 

医師に言われるなどして渋々参加した人は途中脱

落しやすい傾向にあることから、中途脱落を防止するた

めの運営の工夫をしていきたい。第 2 期生からは教室

参加当初に少人数で交流ができるような機会を設けて、

教室に参加した動機や目標を発表しあったり、運動し

ながらも交流が図れたりするようにしている。そのようにし

たことで参加者どうし声をかけあってがんばって事業への

継続的な参加につながっており、脱落者が大きく減少し

た。また、孤立しやすい人が地域の人とつながる場、健

康づくりコミュニティとしても機能させていきたい。 

 

対象者の拡大 

今後は、現在の健幸運動教室に利用している拠点

を、妊婦が運動する場として利用したり、中学生の生

活習慣病対策として健診を実施しようと計画している。

例えば、リスクの高い子どもたちがエアロバイクで運動で

きるようにしたい。拠点があることで、今後の活動の広が

りの可能性が高い。今後対象者が増えてきたら、別の

場所にもう 1 か所拠点を増やすことを考えている。 

 

長期的な事業継続 

将来、補助金がなくなっても事業継続できるような体

制を作って行きたい。事業による医療費抑制効果をき

ちんと評価し、どの施策に費用を投じていくべきかを検

討し、長期的・計画的な人員配置や個人負担を設定

したい。 
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