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国は、要支援・要介護１の軽度認定者が大幅に増加し、その原因疾患の約半数が、体

を動かさないことによる心身の機能低下であったことから、第３期介護保険事業計画か

ら「介護予防」という概念を導入し、できるだけ多くの高齢者が自立的生活を送り、要

介護状態になることを防ぐ事を目指しました。

当市においても、要介護状態になりそうな高齢者を対象に、運動機能および口腔機能

の向上、栄養状態の改善を目指し、要介護状態にならないような介護予防事業を実施し

てきました。また、介護予防リーダー養成講座等を開催し、住民が主体的に地域活動で

きるようにと、自主グループ活動支援も行っていました。

しかし、この考え方は、一定の理解は得られましたが、高齢者にとって取り組みの継

続は難しく、その費用対効果の悪さから、政策的失敗であると国の担当者も認めて、導

入から９年経った第６期から方向転換することとなりました。

そこで、当市は平成28年度、地域づくりによる介護予防推進支援モデル事業に手上げ

をし、全国でも先駆的な取組みであった、高知県高知市が開発した「いきいき百歳体

操」に取組み始めました。取組みの当初は、今まで行政が事業として取り組んできたも

のとは大きく異なる「住民主体の活動を自治体が黒子になって支える」という考え方に

戸惑いましたが、いきいきと活動に取組む住民のみなさんの姿を見て、住民の力を改め

て実感しました。

さらに、住民主体の「いきいき百歳体操」は、単に高齢者の筋力を高めるものだけで

はなく、体操のほかに、お茶を飲んだり、たぐきりをしたりと活動を広げ、様々な支え

合い活動の輪が広がりを見せており、今後も、歩いて行ける範囲に「いきいき百歳体

操」の活動が展開できるよう、住民とともに歩んで参ります。

最後に、地域づくりによる介護予防推進支援モデル事業を取組むにあたり、多大なる

ご支援、ご協力を賜りました高知市職員の皆様、また、事業実施にあたりご協力を頂き

ました関係者の皆様、そして、何よりも「いきいき百歳体操」に参加し、自ら積極的に

介護予防に取組んでいる住民の皆様に、心より感謝申し上げます。

はじめに



１ これまでの経緯

（１）「いきいき百歳体操」に取組むまで

第６期介護保険事業計画において、国が行政主体の介護予防事業から住民主体の介護

予防活動へと方向転換した当初は、この地域の実情に応じた、効果的で効率的な介護予

防事業をどのように推進し、住民の相互支援の活動に発展させていけばよいのか模索し

ていました。

平成27年度は、限られた事業担当者によって、介護予防事業を年に160回、514人の

参加者を対象に、効果的な事業内容を検討し、参加者を募り、事業を開催するという、

まさしく「事業をこなす」のが精一杯な状況でした。介護予防事業に参加してくださっ

た住民は、一時的には身体的にも自覚的健康感（※１）にも効果が見られましたが、事

業終了後に、個人で運動や口腔機能等の向上プログラムを継続することは難しく、事業

の限界を感じていました。

（２）地域展開の４つのポイントと実際

「今の状況を何とかしたい」と、平成28年度、地域づくりによる介護予防推進支援モ

デル事業に手上げをし、「いきいき百歳体操」により地域づくりによる介護予防事業を

推進することが決定し、まずは、地域の現状を把握するところから始めました。

このモデル事業を推進する上では、厚生労働省のホームページに掲載されている「地

域づくりによる介護予防を推進するための手引き」や、高知市がまとめた手引き等に掲

載されているポイントを参考に、「地域づくりによる住民主体の体操」として地域に根

付いた活動となるよう展開してきました。

数あるポイントのなかから、特に意識して取組んだ４つのポイントと、実際の取組み

を紹介します。

久慈市における

「いきいき百歳体操」の取組みについて

※１：自覚的健康感とは

心身の健康度について、自分自身の感覚により自分で判断する指標で、「主観的健康感」、
「健康度自己評価」等とも呼ばれている。
当事業では「あなたは自分自身の健康状態をどう思いますか」という質問文に対して、回答は

「よい」、「まあよい」、「ふつう」、「あまりよくない」、「よくない」の５分類の選択肢で
評価した。
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【１】住民の「やりたい！」気持ちを引き出してから取組むこと

行政に言われたから「体操に参加してあげる」、「やらされている」と言う感覚と、

自分たちから「やりたい！」と言って取組むのとでは、体操へ取組む姿勢や責任感が全

く違ってきます。

住民への普及啓発が効果的に行われれば、「やりたい！」という気持ちが芽生えると

考え、大きな打ち上げ花火型で講演会をすることとしました。どんな状況でも、住民が

「やりたい！」と言ったら、住民の声に応える覚悟を決め、多くの住民に参加してもら

えるような講演会を開催し、500名の方にご参加いただきました。また、同日に、地域

の専門職向けにセミナーを開催し、多職種98名で、当市の介護予防事業推進の方向性を

共有しました。

「地域展開」 ４つのポイントと実際

講演会開催の次の日、台風10号の災害が発生し、いきいき百歳体操どころではない状

況で災害対応に追われていましたが、住民から「やりたい！」と連絡がありました。講

演会のアンケートで「やりたい！」と記入いただいた方へ連絡すると、「連絡を待って

いた」と、10団体以上から取り組みの希望がありました。

「いきいき百歳体操やりたい！」

まずは
被災者支援

住民向け講演会の様子
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住民の「やりたい！」に応えるためには、外部の専門職の協力を得なければ取組

めないと考え、平成28年９月23日、「第１回いきいき百歳体操支援者ミーティ

ング」を開催し、リハビリ専門職や在宅保健師・看護師、体力測定に協力いただ

ける事業所等と一緒に事業を推進することとなりました。平成28年度は、支援者

ミーティングを年４回開催し、多職種協働で介護予防事業に取組めたことで、住

民が安全かつ主体的に活動できる通いの場がより充実したと強く感じています。

住民が自分たちの活動として取組み、その効果を実感することで、口コミで広がり、

体操以外の活動へと発展していきました。この体操を推進するうえで、住民こそが地域

づくりのプロであり、ご近所付き合いが希薄になっている地域を「なんとかしたい」と

思っている住民が、たくさんの「いいね！」の活動をされていることを知りました。そ

の「いいね！」の活動を、生活支援コーディネーターと共有し、平成29年２月14日、

「地域の支えあい活動の意味と発掘の視点」という講演会で、住民自身に発表をしてい

ただきました。

当日は、200名程度の参加者があり、発表を聞いた住民からは「自分の活動も発表し

たい」という声も聞かれました。

使用するバンドと重り
（重り：１本200ｇ）

生活支援
コーディネーター

「いきいき百歳体操支援者ミーティング」の様子

「地域の支えあい活動の意味と発掘の視点」講演会の様子
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【２】住民が参加しやすい身近な場所で開催すること

いくら効果のあるいい体操でも、体操会場まで遠くて参加できなければ意味がありま

せん。住民が通える身近な場所で開催することが重要です。理想的には、高齢者が歩い

て15分以内に体操会場があるとか、町内会に必ず会場があるといいでしょう。

地域の資源や、近所の方のことを良く知っている住民は、行政よりもずっと柔軟に会

場探しができます。公民館や集会所で最も多く実施されていますが、公民館や集会所が

なかったり、15分以内に通いの場があっても、参加者が行けない様子が見られたら、人

が集まれる個人の家や、商店の店先など、様々な場所を通いの場としています。「すぐ

そこでやっているから、一緒に行ってみない？」と、声をかけられたら「行ってみよう

かな？」という気持ちになりますし、誘うほうも声をかけやすいようです。

【３】体操の効果を考えると最低週１回開催すること

高齢者の筋肉は毎年１％程度減少すると言われており、筋肉が減少し筋力が低下する

と活動量も減少し、閉じこもりがちになり要介護状態の原因となります。しかし、どん

なに歳を重ねても適切な運動を行うことにより、筋肉、筋力を向上させることができる

ことがわかってきました。

筋力向上の効果を得るためには、少なくとも週１回以上の頻度でトレーニングを継続

することが必要ですが、１人でやろうとしてもなかなか継続が望めず、やめてしまうと

半年、１年で得られた効果が失われるという難点があります。

高齢者の身体機能の維持・向上のためには、効果のある体操を週に２回実施するのが

最も効果的だと言われており、月に１、２回の頻度では介護予防としての効果は期待で

きません。

近所の商店で開催されている「いきいき百歳体操」

町内の公民館が遠くて通えない住民が、近所の商店の店先で体操を実施
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はじめは、毎週の開催に伴う準備や片付け等が負担に感じるようですが、自分たちで

集まりやすい日を決めて、近所の方に声をかけて、ちょっとした困難も参加者同士で乗

り越えて構築している通いの場は、まさに「住民同士の支え合い」そのものとなってい

ます。

行政としては、一部の参加者に負担がかからないよう、「いきいき百歳の手引き」は

参加者全員で共有し、通いの場には、あえて世話人を配置せず、何かあった時の連絡者

を２名配置としています。ＤＶＤの操作をみんなで覚えたり、鍵当番や掃除当番等の役

割分担をするなど、住民同士支えあうことで通いの場を継続しています。

「いきいき百歳体操」は３人以上、少なくとも３か月は継続することを開始条件とし

ています。３ヶ月以上体操を継続した通いの場は、平成29年12月末時点では、全団体

が体操を継続しています。

【４】住民とともに体操をきっかけにした地域づくりへ発展させること

一度、住民主体の通いの場ができて、毎週顔を合わせていると、多くの会場で、運動

以外の様々な活動が開始されます。行政が運営していた介護予防教室では住民はお客様

でしたが、通いの場では住民自身が考え行動しています。

「いきいき百歳体操」に取組んだことが、まさに地域づくりへ発展し、地域での見守

りや支え合いにつながっていきます。

毎週、半年、１年と「いきいき百歳体操」に参加していると「膝折ができるように

なった」、「普段の生活が楽になった」という運動機能面だけではなく、「気持ちが明

るくなった」、「笑うことが増えた」、「新しいことに挑戦しようと思った」という心

理的な面でも効果が現れ、また、「友人知人ができた」、「公民館事業に参加するよう

になった」といった、社会的な変化も出てきています。

月 日 団体数 参加者数

H28年度３月末 30団体 530名

H29年度12月末 48団体 804名

「いきいき百歳体操」活動団体数と参加者数

新しいことに挑戦している住民のみなさん

しっかり準備体操をし、チアダンスに取組んでいます。
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体力測定項目 内 容

１ タイムアップ＆ゴー
椅子から立ち上がり、いつも歩いている速さで、３ｍ先の目印
を折り返し、再び椅子に座るまでの時間を計測

２ ５ｍ歩行 ２ｍの予備路のあと、できるだけ早く歩行するスピードを計測

３ 開眼片足立ち 最大を60秒とし、両手を腰に当て２回測定

４ 椅子からの立ち上がり 30秒間、椅子から立ち座りを行った回数を測定

５ 握力 測定姿勢は座位、左右交互に２回ずつ測定

58% 60% 64% 69%

50%
60% 58% 60%

73%

53%
66% 61% 64%

82%

58%

0%

50%

100%

タイムアップ＆ゴー ５ｍ歩行 開眼片足立ち 椅子からの

立ち上がり

握力

体力測定項目毎の維持・改善者の割合

３ヵ月後 ６ヵ月後 １２ヵ月後

2.9 3.0 3.2

1.0

2.0

3.0

4.0

３ヵ月後 ６ヵ月後 １２ヵ月後

５項目中維持・改善した項目数の平均

118

121

127

179

90

103

114

98

100

103

127

128

139

183

103

114

124

110

111

118

0 50 100 150 200

体が軽くなった

体を動かすことに自信がついた

運動の習慣がついた

体操を続けてみようと思った

転倒しなくなった

日常生活が楽になった

気持ちが明るくなった

転ぶことへの不安が減った

ごはんがおいしくなった

笑うことが増えた

体操に参加したことによる自覚的変化（上位10項目）

３ヵ月後 ６ヵ月後

体力測定および自覚的アンケートの結果

※体操を継続することによって、維持・改善した参加者の割合が増えています。

※体操を継続することによって、５項目の体力
測定のうち、維持・改善した項目数が増えてい
ます。

※体操を継続することによって、心理的・社会的な効果もみられています。

体力測定は、下記５項目を、初回、３か月、６ヶ月、12ヶ月毎に実施

（項目）

（人）

― 6 ―



２ 「いきいき百歳体操」とは

「いきいき百歳体操」とは、効果的な介護予防を目的とし、高知市が考案した体操で、

単に高齢者の下肢筋力を高める体操を広めるというだけでなく、地域での住民の相互支援

の場作りとして位置づけ、「自分たちの健康を自分たちで守り、地域の課題を解決する通

いの場」となっています。以下が、体操の５つのポイントです。

【１】初めての人でも簡単にできる体操

◆単純でゆっくりとした動きを繰り返す体操となっており、簡単で誰もが覚えやすい。

◆DVDの映像使用し、初めて参加する方でも映像を見ながら、簡単なレクチャーで

体操ができるよう工夫されている。

【２】虚弱な高齢者でも安全にできる体操

◆椅子を使って行う（椅子に座って、もしくはつかまって）運動が中心なので安全。

【３】虚弱高齢者から元気高齢者まで誰もが一緒にできる体操

◆重りの負荷を個人の能力に合わせて増やすだけで、同じ体操でも幅広く、どのレベ

ルにも適応できる。

【４】住民自身が体操の効果を実感できる体操

◆自分の体の変化（つまづかなくなった、体力がついた、立ち上がりが楽になった

等）や、一緒に体操をしている仲間の変化を目で見て、肌で感じることで、体操の

効果をより身近なものとして感じることができる。

【５】介護予防の効果が実証されている体操

◆高知市において、身体機能に対する効果では、５ｍ歩行時間は7.3秒が4.6秒に短縮

されるなどの効果と一緒に、自覚的健康感においても効果があったことが実証され

ている。当市においても、身体機能向上や、心理的、社会的にも効果があったこと

が実証された。

「いきいき百歳体操」 ５つのポイント

― 7 ―



久慈市における
「かみかみ百歳体操」の取組みについて

１ 「かみかみ百歳体操」とは

高知市において、運動器の機能向上を目的とした「いきいき百歳体操」と併せて、口

腔機能の向上を目的に、日常行われる口の手入れや、「かかりつけ歯科医」における歯

科治療に加えて取組むものとして開発されました。

当市においても、「いきいき百歳体操」を３ヶ月以上取組まれた団体を対象に紹介し、

ほとんどの団体が「いきいき百歳体操」につづけて取組んでいます。

（２）「かみかみ百歳体操」の取組みと効果

開始時に、専門職である歯科衛生士などが、口腔機能向上の意義などについての健康

教育を実施し、体操の注意点を指導、併せて、初回、３ヶ月、6ヶ月、１年毎に、口腔機

能向上評価や問診を行っています。「かみかみ百歳体操」に取組まれている住民は、口

腔機能も向上し、自覚的健康感にも効果が見られ、「あごが引き締まった」、「おしゃ

べりがしやすくなった」、「飲み込みやすくなった」等の変化を自覚的に感じられてい

るようです。

3.1
3.6 3.4

2.0

3.0

4.0

初回 3ヵ月後 6ヵ月後

平均反復嚥下テスト

4.6 4.7 4.8

4.0

4.5

5.0

初回 3ヵ月後 6ヵ月後

平均開口量

（cm）

「いきいき百歳体操」、「かみかみ百歳体操」導入の流れ

時 期 体操項目 所用時間 体操内容

開始時
いきいき百歳体操

（簡易版）
29分

・準備体操（４種）
・筋力体操（５種）
・整理体操（３種）

３か月以上継続 かみかみ百歳体操 15分 ・９種の体操

６か月以上継続
いきいき百歳体操
（スペシャル版）

39分
・準備体操（７種）
・筋力体操（７種）
・整理体操（５種）

最大に開口した口唇間の距離を測定 30秒間に唾液を飲み込む回数を測定

口腔機能評価は、問診表を用い、初回、３か月、６ヶ月、12ヶ月毎に実施

（回）
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「いきいき百歳体操」を始めたい方へ

１ 今ある会場に参加する場合

お近くの会場をご案内します。

参加するにあたり、下記の問合せ先までご連絡をお願いします。

２ 新たに「通い場」を始めたい方

以下の支援が受けられます。「やりたい！」と思った方は、まずはご相談ください。

◆ 週１回以上、3人以上で支援が開始できます（３か月間は実施）。

◆ 体操のＤＶＤ、バンド、重りなど、開始に必要な物品は貸出します。

◆ 準備段階からの相談対応や支援（DVD機材などの準備方法など）を行い

ます。

◆ リハビリ専門職等による専門的な体操指導や助言が受けられます。

◆ 住民の集まりやすい日時に支援を提供します。

◆ 支援回数は必要に応じて変更できます。

◆ 通い場が継続できるよう、一緒に悩み、お手伝いします。

【問合せ】久慈市地域包括支援センター

住所：〒028-0014 岩手県久慈市旭町8-100-1

電話番号：0194-61-1557

支援内容
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