
１.はじめに

我が国の超高齢社会の到来は、社会保障費を急速に

押し上げている。2016年度の医療費は41.5兆円、介護

費は10.4兆円に達し、今後国民総人口の減少にもかか

わらず、75歳以上の高齢人口は増加し続けることで、

医療費や介護費が益々増加することが想定されている。

このような状況下において、ここ５年間の医療費の伸

び率は平均して2.5％と毎年約１兆円の増加を示して

いる。医療費の増加の主要因は、医療の高度化や患者

負担の見直し等にも影響しているが、毎年1.5％の高齢

化の伸び率が大きいことにある。今後は大胆な医療保

険制度改革等をもって対処するしかない状況に追い込

まれている。介護費については、高齢化の影響によっ

て、毎年５％～６％の増加を示している。その要因は

要介護認定者数の増加が主因である。平成26年度の介

護保険制度改訂によって毎年２％程度の削減効果を模

索しているが、抑制効果は期待薄である。こうした現

状のなか、我が国の医療費や介護費の安定した財源を

確保し、財政健全化を実現させるためには、医療や介

護の保険制度改革とともに、人を健康長寿に導く、具体

的な政策・施策を同時進行していくことが重要となる。

我が国の平均寿命と健康寿命は、ここ数年世界トッ

プを貫いている。平均寿命とは「０歳児における平均

余命」であり、男女平均で83.7歳、健康寿命とは「健

康上の問題で日常生活が制限されることなく生活でき

る期間」を示し、男女平均で74.9歳である。最近は健

康寿命の伸び率が平均寿命の伸び率を上回りつつある

ものの、平均寿命と健康寿命の差、すなわち不健康な

期間が8.8歳と世界で最も長いのも我が国の特徴であ

る。この不健康な期間が長くなれば、医療費や介護費

が増大することが当然予測される。したがって疾病予

防や健康増進、介護予防対策の成否にかかってい

る 。

医療費や介護費を抑制する１つの手立てとして重要

視されているのが体力づくり・健康づくりの徹底した

取り組みを国家的戦略として位置付けることである。

加齢によって筋肉細胞の萎縮が顕著化し、１歳年をと

ると約１％少なくなり、80歳以上ではさらに急激な低

下を示す。体を支えるための筋力の低下と、それに伴

い呼吸循環器・心肺機能の低下が相重なり、持続して

歩くことができなくなり、自立できない介護状態へと

突入していく。最近、老年医学の研究領域で、注目さ

れているのが虚弱(フレイリティー：frailty；「フレイ

ル」)からの脱却である。フレイルとは、加齢とともに

様々な環境因子に対して脆弱化した状態であり、健常

な状態と要介護状態の間に位置し、身体的のみならず、

精神的、心理的、社会的要因など全て含んだ概念であ

る。一方、筋肉や骨、関節、軟骨といった運動器の障

害によって「歩く」、「立つ」などの生活機能が低下し

た状態を「ロコモティブシンドローム(ロコモ)」とし

て提唱されている。さらに加齢による骨格筋量の低下

や握力、歩行速度の低下した病態を「サルコペニア」

として位置付け、近年学術的な研究が盛んに行われて

いる 。いずれも概念が一様ではないものの、共通した
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改善策には運動療法や栄養改善、社会参加、またそれ

ぞれの組み合わせによって、健康維持、体力向上、機

能回復、社会的自立に関連する研究が行われてい

る 。

厚生労働省が発表した2016年のデータによる全国の

要介護認定率の地域差が約1.6倍になり、認定率の高い

地域は１人当たりの介護費も高い傾向にあったと指摘

する。その要因を分析した結果をみてみると、認定率

の高い地域の特徴として、都市部では家族の介護に頼

れない独居の高齢者が多いことを挙げている。一方、

低い理由には市町村が介護予防に力を入れていたり、

高齢者を見守る地域の繋がりが強いことが要因である

と推測している。このようなことから考えると、要介

護認定率を抑制する手立ては、市町村の介護予防のあ

り方を見直し、予防の重点化、さらに地域の社会参加

によるコミュニティーを高める対策強化の必要性が見

えてくる 。

大分県由布市の総人口は、平成29年１月現在で

35,038人であり、そのうち65歳以上の高齢者は、32.0%

(平成29年１月現在)と全国の26.7％に比べて約５％高

くなっている。今後、由布市の総人口は緩やかに減少

する。一方、75歳以上の高齢者の占める割合や人口は

増加していくことが想定されている。由布市の高齢化

は、益々医療費や要介護認定率の増加につながる可能

性がある。ちなみに由布市在住の国民健康保険加入者

の医療費は、１人当たり年間、427,551円(県内上位７

位；平成27年度)、要介護認定率は20.1％(平成28年10

月末)となっている。また要介護認定者数の増加に伴

い、第６期介護保険料基準額は月額5,990円(県内上位

４位)となり、由布市の介護保険給付費は、平成27年度

末で年間約36億５千万円に達している。何らかの対策

を早期に講じなければ、医療費や介護保険給付費が高

騰し、由布市の社会保障財政は益々圧迫され、住民負

担が大きくなることが考えられる。

こうした現状を踏まえ、由布市は平成27年３月に「由

布市総合計画」の基本理念に基づき「健康寿命の延

伸」、「健康格差の縮小」、「健康立市の実現」を目指し

た10年計画の「第２期由布市いきいきプラン」を策定

している。また、平成25年３月には「健康立市」を宣

言し、市民の健康意識の向上や健康づくりの取り組み

を活発化させ、「健康長寿」と「生活の質向上」の実現

に向けた健康施策を推し進めるなど対策強化に乗り出

している。

由布市の長期的課題として、医療費や要介護認定率

の抑制、生活習慣病のリスク軽減、肥満者やメタボリ

ックシンドローム(内臓脂肪症候群)の抑制、ロコモテ

ィブシンドロームの予防促進、フレイルの予防と改善、

運動習慣者の増加などが指摘されている。さらに由布

市では要介護者の約６割が、関節疾患、骨折・転倒、

高齢による衰弱等の廃用性症候群が原因となり、要介

護状態を招いているという特徴がある。こうした様々

な要因は、運動機能の低下や体力・筋力の低下が大き

く関与している。すなわち住民の健康づくり施策とし

て、運動やスポーツの普及啓発を促し、体力づくりを

基本とした地域づくりが重要な課題であると考える 。

和歌山大学と由布市は、平成27年度から協働で由布

市の健康施策の現状を的確に把握するとともに、介護

予防や健康づくりを支援する目的で「ゆふシニアエク

ササイズ」の運動教室を湯布院地区、庄内地区、狭間

地区で展開し、教室終了後に自主活動グループの育成

支援を行い、医療費や要介護認定率、介護保険給付費

の抑制と適正化を目指して連携を行っている。また由

布市民が中心となって地域にコミュニティーを形成し、

多くの市民が社会参加するシステムの構築を支援して

いる。

そこで本研究では由布市住民を対象としてアンケー

ト調査を実施し、その内容を基礎データとして平成22

年度から平成27年度までの６年間の医療費および要介

護認定状況を解析することで、由布市民の日常生活・

運動習慣や保健福祉・健康づくり事業の効果を明らか

にすることを目的にした。効果検証によって今後の「健

康長寿の実現」に向けた保健福祉・健康づくり事業の

展望や地域づくり対策の長期的な検討が可能になると

考える。

２.医療費および要介護認定調査

１）調査目的

平成27年度、平成28年度の２年間において由布市在

住の方々を対象とした生活習慣や運動習慣のアンケー

ト調査を実施し、生活・運動習慣や由布市の保健福祉・

健康づくり事業が「医療費や要介護認定にどのような

影響を及ぼしているのか」について分析を行った。

２）記名式アンケート調査の実施

記名式アンケート調査の実施は、2015年９月から

2016年12月までの期間に行った。アンケート調査は質

問29項目とし、合計759名(男性：220名、女性：539名)

から回収することができた。

３）医療費と要介護認定の調査期間

アンケートの項目の一部を６年間の毎月の医療費

(個人負担分を除く費用)および要介護認定情報を由布

市在住者とマッチングさせて分析を行った。調査期間

は2010年４月から2016年３月までの６年間とした。医

療費や介護認定情報についての分析において個人情報

の取り扱いには、十分な配慮を行った。またアンケー

ト調査の目的や医療費、介護認定情報の提供について

は、個別に説明し、同意書欄に署名をしてもらい回収

した。すべての個人情報は、由布市健康増進課が管理

した。
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４）比較対照群の抽出方法

アンケート回答者の質問項目と医療費、介護認定情

報を分析するため、比較対照群(以下：対照群)を由布

市在住者の中からアンケート回答者の年齢と性別をマ

ッチングさせ、３倍の人数になるように、無作為にコ

ンピュータ上で抽出し分析した。アンケート回答者お

よび対照者は、2010年４月までに介護保険の資格を取

得し、2016年３月まで有資格者である65歳以上の者と

した。また医療費は65歳から74歳の者で連続して６年

間追跡できる国民健康保険対象者とした。

５）統計処理の方法

統計処理はSPSS-23を用いて解析を行った。医療費

解析と介護保険給付費についてパネルデータ解析法

(１ヵ月毎の医療費と介護保険給付費を６年間追跡し

分析する方法)で解析した。要介護認定については、比

例ハザードモデル法(自立から介護認定を受けるまで

の期間を６年間追跡し分析する方法)で解析を行った。

すべての統計処理において危険率５％未満を有意とし

た。

３.医療費調査の結果および考察

アンケート調査で「あなたは、由布市のどのような

事業に参加していますか。」の問に対して、アンケート

回答者と対照群の毎月の医療費を比較し分析を行った。

アンケートの項目で分類した事業(事業に何も参加し

ていないを含む)および人数を表１に示した。項目は、

①何も参加していない(不参加) ②温泉館等での水中

運動 ③ゆふシニアエクササイズ ④介護予防事業

(すこやか健康サロンなど) ⑤成人保健事業(バラン

ス教室など) ⑥生きがいデイサービス ⑦総合型地

域スポーツクラブ ⑧その他 である。

アンケート調査の結果をもとに由布市事業参加者５

群について、６年間の平均月額医療費をそれぞれ年齢

と性別をマッチングさせた３倍の対照群と比較した。

すなわち「①何もしていない」と回答した群(23名)と

対照群(69名)、「②温泉館等での水中運動」の群(19名)

と対照群(57名)、「③ゆふシニアエクササイズ」の群(35

名)と対照群(105名)、「④介護予防事業(すこやか健康

サロンなど)」の群(29名)と対照群(87名)、「⑦総合型

地域スポーツクラブ」の群(19名)と対照群(57名)であ

る。その結果、対照群に比べて、「②温泉館等での水中

運動」の群では、11,654円(/月)、「③ゆふシニアエク

ササイズ」の群では、2,492円(/月)、「④介護予防事業

(すこやか健康サロンなど)」の群では、3,212円(/月)、

「⑦総合型地域スポーツクラブ」の群では8,297円(/月)

有意に少なかった(いずれもP＜0.01)。しかし、「①何も

していない」群では有意な差はみられなかった(図１)。

６年間の平均月額医療費について、由布市６事業に

参加している対象者(108名)と年齢と性別をマッチン

グさせた３倍の対照群(324名)を比較してみた。その結

果、参加者の月額医療費は、6,028円(/月)有意に少な

くなっていた(P＜0.01)(図２)。由布市６事業によっ

て医療費削減効果が期待できている可能性が考えられ

る。年間１人当たり約７万２千円程度の削減に相当す

る(個人負担分を除く額)。

由布市の地域特性として温泉が市の事業として活用

されている。また日常的に温泉を活用した生活が可能

となる。そこで温泉入浴の状況について、「①ほぼ毎日

表１ 問と性別(sex)のクロス表

合計
(人数)

性別(sex)
項目

２(女)１(男)

23167①

19163②

35287③

29254④

321⑤

330⑥

19109⑦

541⑧

13610432合計

図１ 由布市４事業における６年間の医療費削減効果

図２ 由布市６事業全体における６年間の医療費削減効果
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入る」群(52名)と対照群(156名)および「②ときどき入

る」(28名)と対照群(84名)について、それぞれ比較し

てみると、「①ほぼ毎日入る」群では、対照群に比べて

月額医療費が、6,844円(/月)有意に少なくなっていた

(P＜0.05)。しかし、「②ときどき入る」群では有意な

差はみられなかった。

温泉入浴(①＋②)して由布市６事業に参加する群

(89名)と対照群(267名)の６年間の平均月額医療費に

ついて、比較検討してみた。その結果、温泉入浴して

由布市６事業に参加する群は、対照群と比較して月額

医療費が、6,828円有意に少なかった(P＜0.01)(図

３)。温泉入浴と由布市事業の組み合わせは、年間１人

当たり約８万２千円に相当する医療費抑制につながっ

ている可能性が考えられた。

加齢とともに呼吸循環器系機能や体力が低下し、生

活習慣病のリスクが高まることが知られている。また、

脚筋力や歩行機能の低下によって転倒しやすくなる。

高齢者では、ウオーキングなどの有酸素運動と筋力ト

レーニングを合わせたトレーニングが介護予防のため

に有効である。そのためには、段差を活用した歩行動

作で大腿四頭筋と大腰筋を鍛え、介護予防の取り組み

が重要であると考える。今回、意識してステップ運動

(段差を活用したトレーニング)を実施している群(63

名)と対照群(189名)を比較してみると、実施する群は

対照群に比べて、月額4,244円(/月)有意に少なかった

(図４)。

また加齢とともに瞬発力や筋力に関係する速筋線維

の低下が顕著となる。そのためには高齢者では筋力ト

レーニングが必要不可欠となる。筋力トレーニングを

実施する群は、しない群と比較して、月額医療費が932

円(/月)少なくなる傾向があった。

有酸素運動の代表としてウオーキングやジョギング

がある。１日の歩数について、8,000歩から10,000歩を

目標として身体活動量を多くすることが生活習慣病の

リスクを低くするために重要である。今回、4,000歩未

満の群(27名)と比較して、4,000歩から6,000歩の群(29

名)で月額2,457円(/月)、6,000歩以上の群(48名)で

4,927円(/月)の平均月額医療費が有意に少なくなって

いた(いずれもP＜0.01)。歩数を増やし、身体活動量が

多くなると医療費の削減額が大きくなる傾向にあった。

(今回、人数が少なかったため8,000歩以上の群を6,000

歩以上の群に含めて分析を行った。)

複数の人とコミュニケーションを取りながら、楽し

く行うことで運動継続につながる。複数の人と運動す

ることで医療費にどのような影響を及ぼすのかについ

て検討した。その結果、２人以上で運動する群(46名)

は、１人で運動する群(40名)に比べて６年間の月額医

療費が2,075円(/月)有意に少なくなっていた(図５)。

今後、由布市の運動を普及していく上で仲間と一緒に

運動をしていく指導・助言が必要であることがわかっ

た。

１週間に１回以上の運動習慣は、生活習慣病のリス

クを低下させるために重要である。今回、１週間に１

回以上の運動習慣のある群(64名)とそれより運動習慣

の少ない群(29名)の６年間の月額医療費を比較した。

図３ 温泉入浴して由布市６事業に参加することによる

医療費削減効果

図４ 差を活用したステップ運動による医療費削減効果

図５ 複数で運動することによる医療費削減効果
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その結果、１週間に１回以上の運動習慣のある群は、

それよりも少ない群と比較して、６年間の月額医療費

が2,834円(/月)有意に少なくなっていた(P＜0.01)。

以上の由布市が行う事業や温泉入浴、運動習慣の違

いによって医療費の削減効果に違いがみられることが

わかった。こうしたことから由布市65歳以上の高齢者

の10％に相当する約1,100人の方が由布市事業や生活

習慣を見直し、運動習慣を高めることで、年間５千500

万円から９千万円程度の医療費削減効果が期待できる

可能性が考えられた。

４.要介護認定調査の結果および考察

６年間(2010年４月から2016年３月)の介護認定状況

について比例ハザードモデル法を用いて、自立から介

護認定を受けるまでの期間を追跡して分析した。また、

分析は2010年３月末の時点で65歳以上かつ自立である

ことを条件とした。アンケート調査の項目別に対象者

を選出し、その対象者に対して年齢および性別をマッ

チングした由布市在住者(7,111名)の中から３倍の対

象者を無作為に抽出し、対照群として比較した。アン

ケート調査の回答者は359名、対照群は1,077名である

(表２)。

由布市６事業に参加している65歳以上の対象者(329

名)②温泉館等での水中運動、③ゆふシニアエクササ

イズ、④介護予防事業(すこやか健康サロンなど)、⑤

成人保健事業(バランス教室など)、⑥生きがいデイサ

ービス、⑦総合型地域スポーツクラブ>と、年齢と性

別をマッチングさせた３倍の対照群(987名)の要介護

認定状況を比較した。その結果、対照群は６事業に参

加している群と比べて、3.623倍、要介護認定のリスク

が有意に高くなっていた(図６)。すなわち由布市事業

に参加した者は、参加しない者に比べて要介護認定の

リスクが72.4％抑制されていることがわかった。

由布市６事業のうち、「温泉館等での水中運動」群(63

名)と対照群(189名)の要介護認定状況を比較した。そ

の結果、対照群は「温泉館等での水中運動」群と比べ

て3.314倍、要介護認定のリスクが有意に高くなってい

た。すなわち要介護認定のリスクが69.8％抑制されて

いることになる。

由布市６事業のうち、「ゆふシニアエクササイズ」の

群(78名)と対照群(234名)の要介護認定状況を比較し

た。その結果、対照群は「ゆふシニアエクササイズ」

14160956271252254105合 計

3922152161421080-89

2975185472812375-79

50220168698113270-74

232927110310204065-69

介護者数自立者数介護者数自立者数介護者数自立者数介護者数自立者数年 齢

女 性男 性女 性男 性

対 照 群回 答 者

表２ 介護認定状況調査による対象者の一覧

図６ 由布市６事業による要介護認定率の効果
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群と比べて、要介護認定のリスクが3.275倍、有意に高

くなっていた(図７)。すなわち要介護認定のリスクが

69.5％抑制されていることになる。

由布市６事業のうち、「総合型地域スポーツクラブ」

の群(45名)と対照群(135名)の要介護認定状況を比較

した。その結果、対照群と「総合型地域スポーツクラ

ブ」群の間には有意な差はみられなかった。

温泉入浴する群(186名)と対照群(558名)の６年間の

要介護認定状況を比較した。その結果、対照群は温泉

入浴する群と比べて、要介護認定のリスクが3.497倍、

有意に高くなっていた。すなわち要介護認定のリスク

が71.4％抑制されていた。

温泉入浴(①＋②)して由布市６事業に参加する群

(278名)と対照群(824名)の６年間の要介護認定状況を

比較した。その結果、対照群は温泉入浴して由布市６

事業に参加する群と比べて、要介護認定のリスクが

4.073倍、有意に高くなっていた(図８)。すなわち要介

護認定のリスクが75.4％抑制されていることになる。

温泉を活用した由布市事業の取り組みは、介護予防事

業として重要な対策の１つになる可能性が考えられる。

ステップ運動(段差を活用したトレーニング)を実施

している群(172名)と対照群(516名)の６年間の要介護

図７「ゆふシニアエクササイズ」事業による要介護認定率の効果

図８ 温泉入浴と由布６事業の組み合わせによる要介護認定率の効果
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認定状況を比較した。その結果、対照群はステップ運

動を実施している群と比べて、要介護認定のリスクが

2.856倍、有意に高くなっていた(図９)。すなわち要介

護認定のリスクが65.0％抑制されていることになる。

運動を２人以上で実施している群(141名)と運動を

１人で実施している群(125名)の６年間の要介護認定

状況を比較した。その結果、運動を１人で実施してい

る群は運動を２人以上で実施している群と比べて、要

介護認定のリスクが2.748倍、有意に高くなっていた

(図10)。すなわち複数の人数で運動することで要介護

認定のリスクが63.6％抑制されていた。運動は仲間と

一緒に行うことが介護予防効果を高めることに繋がる

と考える。

５.介護保険給付費の結果および考察

またアンケート調査回答者で由布市６事業に参加し

ている者の中に、自立から介護保険の受給を開始した

者が合計22名いた。対照群として年齢と性別をマッチ

ングした66名を抽出し、６年間の介護給付費(個人負担

を除く)についてパネルデータ解析法を用いて比較し

た。その結果、由布市６事業に参加している要介護者

は１人あたり23,430円(/月)(年間：281,160円)、対照

図９ ステップ運動による要介護認定率の効果

図10 運動を２人以上で実施することによる要介護認定率の効果
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群に比べて有意に少なくなっていた。今回、対象人数

が少ないことから統計分析の精度は低かったが、由布

市６事業は要介護者の介護保険料を抑制できている可

能性が考えられる。今後、対象者の人数を増やし、調

査期間を長くすることでさらに明確になっていくと思

われる。

６.まとめ

由布市は、平成27年３月「第２期由布市いきいきプ

ラン」を策定するとともに、平成25年３月には「健康

立市」を宣言し、市民の健康意識の向上や健康づくり

の取り組みを活発化させ、「健康長寿」と「生活の質向

上」の実現に向け、健康施策を積極的に推し進めてい

る。そのなかで特に由布市の長期的課題としてあげら

れていることは、医療費や要介護認定率の抑制、生活

習慣病のリスク軽減、肥満者やメタボリックシンドロ

ーム(内臓脂肪症候群)の抑制、ロコモティブシンドロ

ームの予防促進、運動習慣者の増加が大きな課題とな

っている。

課題解決を担う「由布市健康立市推進事業」として

は、「健康マイレージ事業」、「シニアエクササイズリー

ダー育成事業」、「ラジオ体操推進事業」、「ヘスルアッ

プリーダー養成事業」、「すこやか健康サロン事業」、「ウ

オーキング推進事業」、「湯布院健康温泉館水中運動教

室事業」などがあり、市民の健康推進を担っている。

このような事業を実施することで医療費や介護認定

状況にどのような影響を及ぼしているのかについて長

期にわたって追跡し評価することは、由布市にとって

重要である。そこで由布市と和歌山大学は協働で平成

27年度から事業の支援および評価の分析を開始し平成

28年度で２年目となる。今回、由布市住民を対象にし

て、平成27年度と平成28年度の２年間にわたって実施

したアンケート調査をもとに、アンケート内容と平成

22年度から平成27年度までの６年間の医療費および要

介護認定状況について全住民を対象としてマッチング

し統計解析手法を用いて、日常生活・運動習慣や保健

福祉・健康づくり事業の効果を検証した。

その結果、事業に参加している参加者の６年間の医

療費や要介護認定率の状況から判断すると、由布市で

展開している健康関連事業は、医療費や要介護認定に

対して抑制的効果があることが明確となった。特に由

布市の事業に参加することで、医療費を１人当たり年

間５～８万円程度削減できる可能性が考えられる。今

後、由布市65歳以上の高齢者の10％に相当する約1,100

人の住民が由布市の保健福祉・健康づくり事業に参加

することで、年間５千500万円から９千万円程度の医療

費削減効果が期待できる可能性が考えられる。また要

介護認定率の推移についても由布市事業参加者の介護

予防効果は、参加していない群に比べて、約４分の１

(73.4％)に抑制できていることがわかった。非常に高

いリスク軽減である。また１人で運動するより仲間と

一緒に運動することで介護予防効果がさらに高くなる

ことがわかった。今後、由布市の保健福祉・健康づく

り事業が住民に幅広く浸透し、多くの市民が率先して

参加できる健康づくり環境を整備するこが重要となる。

それによって由布市の要介護認定者の抑制および介護

保険給付費の抑制に繋がっていくと考える。

今後、医療費の適正化や要介護認定者の増加を抑制

するためには、由布市市民が自主的かつ積極的に参加

できる活動拠点の創設が重要となる。活動拠点はでき

るだけ15分以内で歩いて参加できる自立者を中心とし

た「通いの場」を各地域に点在させ、運動や体操など

を基本とした地域の公的コミュニティ施設などを活用

した拠点を多く創設することが理想的である。大人数

の集団ではなく、２～３人の少人数でも１週間に１回

程度から最低でも１カ月に１回程度、定期的に集まれ

る環境が必要である。

地域で自主的に集い、活動を支援する運動指導者は、

健康づくりの指導者養成事業である「ヘルスアップリ

ーダー養成事業」や平成26年度から毎年開催している

「シニアエクササイズリーダー育成事業」の修了者が

担うことが望ましい。こうした地域の指導者は、健康

づくりのリーダーとしての資質と力量を兼ね備えてい

る。たとえば「シニアエクササイズリーダーの育成事

業」のように介護予防の理念やトレーニングを経験し

た者は、自らの力量を地域に注ぐリーダーとして相応

しく、また説得力がある。行政や地域支援を行う運動

の専門家の育成も重要であるが、行政や運動の専門家

の支えとなって地域で活躍してくれるボランティアリ

ーダー(運動支援員)の数を多く輩出する対策が極めて

重要である。自主的に活動する市民の支援体制づくり

は、由布市の保健福祉・健康づくり事業の主軸に位置

付けていく必要がある。それによって短期間のうちに

由布市在住の中高年者の医療費や65歳以上の要介護認

定率が抑制され、健康寿命延伸の実現によって社会保

障費全体に好影響を及ぼすことになるに違いない。た

とえば平成28年度現在で、「ゆふシニアエクササイズ」

の運動 を中心として自主的拠点が約18カ所、約350名

程度が定期的に集まり、活動を継続していることは、

まさに期待できる状況に近づいてきたと思われる。

当面の目標として、運動やスポーツを中心として地

域活動を担うための人材育成を行い、由布市在住おお

むね65歳以上の10％を超える人々が集い会う、環境整

備が大きな課題であり目標になると考える。
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