はじめに
本書は，好評を得ている『住民主体の楽しい「通いの場」づくり―
「地域づくりによる介護予防」
進め方ガイド』
（日本看護協会出版会，2019）に続く「通いの場」シリーズ第 2 弾です。
前著で紹介した方法で，さあ「通いの場」づくりを進めようとしたときに新型コロナウイルス感染
症（COVID—19）が流行しました。感染を広げるリスクがあるからと，全国で「通いの場」などの交
流を伴う活動が自粛されました。その結果，社会的孤立による健康二次被害が顕在化し，改めて人々
の交流や社会参加，そして，
「通いの場」の重要性が明らかになりました。
今回の流行が収まっても，新型感染症は繰り返しやってきます。それに備え，社会のあり方を見直
すことが求められている。それが「ポストコロナ時代」です。
本書は，そんなポストコロナ時代の「通いの場」のあり方を，前著出版後の厚生労働省の動きや方
針も受けてまとめました。
本書の特徴は，下記のとおりです。
第一に，COVID—19 流行による健康二次被害の調査結果，厚生労働省の対応指針，オンライン化を
はじめとする全国で試みられた対応策に関する情報を集めました。
第二に，住民主体の「通いの場」を中核にしつつ，編者も参加した「一般介護予防事業等の推進方
策に関する検討会」
（厚生労働省）で示された，就労やボランティア活動など，企業も含む多様な主体
による，広義の「通いの場」も視野に入れました。
第三に，上記検討会で示された「PDCA サイクルに沿った取り組み」を進める上で不可欠な「評価」
の仕方と，それを踏まえた展開にページを割きました。
第四に，介護予防だけでなく，防災や保健事業などといった多部署・多分野による連携や，地域共
生社会実現の一環として，
「通いの場」づくりを位置づけました。
第五に，これらの考え方だけでなく，横浜市などの大都市から人口 1 万に満たないまちまで，10 を
超える市町の具体的な取り組みを紹介しました。
これらが可能になったのは，研究者と現場の専門職が参加する日本老年学的評価研究（Japan
Gerontological Evaluation Study；JAGES）の「通いの場」ワーキンググループが組織されたからで
す。参加するメンバーが 20 回を超える研究会で発表し，論議し，論文などとして発表してきた成果を
詰め込んでできたのが本書です。
本書によって，COVID—19 のために自粛を余儀なくされた「通いの場」に，新たな可能性を見出し
てくださる方が増えることを願っています。
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（4）都市型介護予防モデル
●都市部でも高齢者の社会参加を促すまちづくりと介護予防は可能か
―
「松戸プロジェクト」を例に―（千葉県松戸市）
日本では，住民主体で運営される「通いの場」を増やすなど，まちづくりにより
高齢者の社会参加を促す介護予防施策（一次予防）を推進しています37,38）。しかし，
今後高齢者が急増する都市部においても「通いの場」を介した一次予防が可能なの
かはまだ明らかでありません。
まつ ど

千葉県松戸市では，2016 年度から都市部での社会参加を促すまちづくりとその介
護予防の学術的評価を行ってきました。ここでは，この都市型介護予防モデル「松
戸プロジェクト」の評価事例を紹介します。
〔都市型介護予防モデル「松戸プロジェクト」とは〕
「松戸プロジェクト」は，千葉大学と松戸市の間で締結された共同研究協定のも
と，2016 年 11 月に始まりました。本プロジェクトは，都市部での高齢者の社会参
加を促すまちづくりとその介護予防の学術的評価を両輪としています。
人口の多い都市部では，必要となる「通いの場」の数も増え，自治体と住民ボラ
ンティアだけでは十分な運営ができないおそれがあります。そこで，本プロジェク
トは，多様な主体―大学，自治体，住民ボランティア，プロボノ（専門スキルを
活かしたボランティア）
，NPO，企業など―が共通ゴールを掲げてコンソーシア
ム（共同事業体）を形成し，都市部の豊富な資源を活用して，住民主体の社会参加
を促す多面的な取り組みを間接的に支援しました。その活動時期により，2020 年 3
月までの第 1 期と 2020 年 4 月以降の第 2 期に分かれます。第 1 期の活動内容の詳細
については，長嶺ら39）および櫻庭ら40）らの報告を参照してください。
〔第 1 期の学術的評価と成果〕
本プロジェクトでは，ロジックモデルを作成して，これに沿ったプログラム評価
を行いました（図 5—14）
。また，介護予防効果を評価するため，市内に住む要介護
認定を受けていない高齢者を対象として，2016 年 11 月の事前調査後も追跡調査を
継続しています。
第 1 期では，松戸市の「通いの場」である「元気応援くらぶ」は，2016 年度（22
か所）から 2019 年度（67 か所）にかけて約 3 倍に増えました41）。社会参加（ボラ
ンティア，スポーツの会，趣味の会，学習・教養，経験伝達のいずれかに月 1 回以
上参加）をする高齢者は，最初の 2 年間で 5.3％ポイント（約 1 万人弱）増え，
「元
気応援くらぶ」が増えた地域ほど，社会参加する高齢者割合も上昇しました41）。
JAGES が実施した 2016 年度および 2019 年度の調査に両時点で参加した 18 市町
村を比べると，松戸市で社会参加する高齢者割合が最も上昇していました41）
（図 5—
15）
。また，
「元気応援くらぶ」参加者は，社会参加していない人と比べ，1 年後の
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（「元気応援くらぶ」など）

1
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図 5—14 「松戸プロジェクト」のロジックモデル
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いずれかに月 1 回以上参加。

図 5—15

JAGES 2016・2019 年度調査に参加した 18 市町における社会参加割合の比較

要介護リスク（要介護リスク得点，IADL）悪化が抑制されていました39—41）
（図 5—
16，5—17）
。
〔第 2 期に向けて〕
第 1 期の取り組みで一定の成果を得たことから，
「松戸プロジェクト」の継続が決
まりました。第 2 期の始動に向けて，住民を対象にウェブ開催したワークショップ
（2020 年 8 月 8 日，25 日，9 月 12 日の計 3 回開催）とキックオフミーティング（2020
年 10 月 17 日開催）では，第 1 期の成果を踏まえて，第 2 期で行うべき活動を議論
しました。
その結果，新体制下で住民ボランティアは機能の異なる 4 つのチーム（① 事業
者・専門団体の連携支援チーム，② 団体運営支援チーム，③ 広報・情報発信チー
ム，④ オンライン推進チーム）に所属し，互いの強みを活かした活動と連携を自主
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※分析方法：ロジスティック回帰分析，要介護リスクは
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※社会参加：図 5-15 を参照。

図 5—16
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※分析方法：ロジスティック回帰分析，目的変数：2018 年
時点の IADL の低下（老健式活動能力指標の手段的自立 4 点以下）
。
※社会参加：図 5-15 を参照。

社会参加および「元気応援くらぶ」参加と

図 5—17

要介護リスク得点の変化

社会参加および「元気応援くらぶ」参加と
IADL の変化

的に行いながら，住民主体の地域活動を支援することになりました。
また，第 2 期が始まるや，COVID—19 の流行に見舞われました。それに伴う「通
いの場」活動自粛への打開策として，第 2 期ではオンライン「通いの場」モデル事
業の導入と効果検証に取り組んでいます。その概要については，第 2 章 4）の（2）
を参照してください（p. 61）
。
以上，都市型介護予防モデル「松戸プロジェクト」の評価事例44）を紹介しました。
なお，本評価事例は，表 5‒1（p. 95）に示した参加者把握方法 A ならびに B に該
当します。
評価によって，都市部でも高齢者の社会参加を促すまちづくりは可能であること
が確認できました。また，第 1 期の 3 年間で「通いの場」の数の増加，社会参加す
る高齢者割合の上昇，社会参加する高齢者で要介護リスクの低下を認めました。評
価結果は第 2 期で行うべき活動を議論する際の材料となり，PDCA サイクルに沿っ
た新たな活動につながっています。
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〔塩谷・阿部・井手〕

1
2
松戸市の人口は 50 万人弱，高齢者人口は 13 万人弱で，江戸川を越えると東京都です。都市
部のこれほど多くの高齢者を対象に，意図的に働き掛けて，はたして社会参加を増やせるのか。
「松戸プロジェクト」では，行政による「通いの場」運営ボランティアへの直接支援だけでなく，
「都市部ならではの資源」による間接支援を重視しました。
たとえば，元気な定年退職者や，現役世代の専門スキルを活かしたボランティア（プロボノ），
NPO，事業者なども巻き込みました。地域診断で閉じこもりが多い地域に大学院生がフィールド
調査に入り，坂が多くて免許返納すると外出がおっくうになるような地域を見つけ，電動カート
による移動支援の実証実験を持ち込みました。
介入から 3 年後の 2019 年度に追跡調査してみると，社会参加者割合の増加が 18 市町の中で
最も多く，社会参加者で健康が保たれていることを確認できました。それらのことを「広報まつ
ど」の 2 回の特集号で市民に知らせ，第 2 期継続の予算が認められました。
COVID‒19 が流行すると，第 1 期に築いたネットワークを活かしてオンライン「通いの場」導
入支援（モデル事業）をして，メディアや『厚生労働白書』で紹介され，日本国際交流センター
（JCIE）および東アジア・アセアン経済研究センター（ERIA）の「アジア健康長寿イノベーショ
ン賞」受賞につながりました。横浜市 (p. 28) においても「通いの場」参加者が増えていたこと
から，都市部でも，工夫しだいで地域づくりはできそうです。


〔近藤（克）〕

（5）「通いの場」の効果評価
❶「通いの場」プログラム効果評価で補助制度が継続（宮城県岩沼市）
〔背景〕

いわぬま

宮城県岩沼市は，県南部にある人口 4.4 万ほどの都市です。2011 年 3 月発生の東
日本大震災では，約 48％ものエリアが被災し，大きな被害を受けました。
そんな同市における「通いの場」の導入は，2008 年 3 月 13 日に告示された岩沼
市地域介護予防事業助成金交付要綱が始まりです45）。これによって，地域で自主的
に介護予防を展開する団体の活動助成が実施され，10 人以上の地域在住高齢者グ
ループの体操や運動教室などの介護予防活動の講師謝礼・会場使用料の一部が助成
されることとなりました。
同市では，
「通いの場」は一般介護予防事業の一環として位置づけられています。
活動内容としては，軽い運動を含んだプログラムを提供しているものが大半です。
これは，地域在住高齢者に対する認知症予防効果を期待しているためで46），
「通いの
場」のほかにも，市内 4 か所で軽運動の教室「健幸いきいき広場」，地域包括支援セ
ンターの各種介護予防講座なども展開されています。
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