
長野県箕輪町 



「健康づくり日本一の町」を目指して 
  
 

ひと味ちがう箕輪の 
子ども育成事業 

運動あそび・食育 
英語あそび・読育 

みのわ健康アカデミー 
運動とコミュニケーション理論 

元気はつらつ箕輪の 
大先輩活動支援事業 

健康づくり・仕事・交流 
ボランティア活動 

健康増進・町全体の活力向上 
経済効果・ソーシャルキャピタルの醸成 



 



育成事業の 4本の柱 

  取組み  開始年度  実施状況 

運動あそび 平成16年度～ 
町内全８園・小学校５校１、２年 
若草園 
子育て支援センター等 

英語あそび 平成18年度～ 全園で英語の講師を入れたプログ
ラムを実施 

読 育 平成14年度～ 
絵本プレゼント 
全保育園で読み聞かせ等の実施 
ボランティアとの協働 

食 育 平成15年度～   全園で、園児と保護者で作った野菜
を使った給食実施 



運動あそびについて 

  



１ 「運動あそび」を導入した背景 

・子どもを取り巻く環境変化 
「屋外」から「屋内」へ、「動的な遊び」から
「静的な遊び」へ、「集団」から「個」へ 
 

・子どものけが（整形外科医が指摘） 
支持力不足から額と鼻をけが 
 

・「体力向上」と「前頭葉の発育」促す人づくり 



脳の成長を促す必要性 
• 脳の神経回路が結びつくのに５～６歳で 
  ピークをむかえ、 
• ８歳頃までに９０％ 
• １０歳でほぼ１００％完成 
 ＊８歳頃までに、多くの経験や体験で、 
  脳を刺激し神経回路をつなげていくことが、 
  その人の一生を支えていく生きる力の基盤 
  となる。 



２ 「運動あそび」とは 

 松本短期大学 柳沢秋孝名誉教授が考案
した「柳沢運動プログラム」を基に、 
動物変身遊びやゲーム、また、鉄棒、跳び
箱などの器具を使って遊びを行います。 
 そして、子どもの達成感や自信につなげて
いきます。 



 



 



 



 

片足くま 



 



３ 「運動あそび」の効果 
（１）けがが半減 



（２）運動能力の向上 
全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果 （平成22年度） 
体力８種目の総合評価を５段階（A:優れる,B:やや優れる,C:普通,D:やや劣る,E:劣る）で区分し比較。 
数値は、各評価（Ａ～Ｅ）がどのくらいの割合を占めるか比較したもの。 
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43 .4 46 .7 10 .0

33 .3 37 .6 29 .2

38 .9 35 .3 25 .8

0 20 40 60 80 100

箕輪町

長野県

全　国

Ａ・Ｂ評価 Ｃ　 評価 Ｄ・Ｅ評価

Ａ・Ｂ評価の合計が全国、県を20ポ
イント以上上回っている。 

Ｄ・Ｅ評価の合計が全国、県を15～20ポ
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【 小学校５年 男子 】 
 （運動あそびを４年経験） 

【 小学校５年 女子 】 
  （運動あそびを４年経験） 

％ 



（３）その他 

％ 

・骨格の成長＝たくましい 
・活動量の増加 
 ⇒運動量とコミュニケーション能力に相関 
 
・意欲、集中力の 
 向上 
   



４ 運動あそびの展開 
• 平成16年度から3歳以上児約2900人の幼

児を育成 
 
• 保小の一貫性を考慮し、小学校との連携 

 
• 家庭や地域での活動の充実を目指した、

きっかけづくりや啓発活動 



 

みのわ健康アカデミー事業 
 
  



【背景】 
●ひと味ちがう箕輪の子ども育成事業 
 ・運動あそび事業平成16年度から 開始  
   
 
       

●中高年者の方も健康で幸せになってほしい 
 信州大学 寺沢宏次教授へ依頼 
 平成17年度 みのわ健康アカデミー事業開始 

運動能力の向上 コミュニケーション能力 
の向上 



【趣旨・目的】 
  
１）仲間とのコミュニケーションを大切にし、 

  健康の維持・改善につなげる。 

 

２）卒業後も健康づくりを継続しながら、 

  身近な人への健康づくりの輪を拡げる。 

 

３）「仲間づくり」と「健康づくり」を通し、 

  いきいきと充実した人生をおくる。 



【定員・対象者】     
定員48名、町内在住の40～74歳まで 
→月～木曜日までの各曜日班12名で行動 
＜内訳＞ 
①推薦入学者 
 健診結果から、効果のありそうな者を抽出。

個別通知・訪問等で入学を薦める。 
②一般入学者   
 広報等により募集 



【実施期間】  
 １年間（４月中旬～３月中旬まで） 
【個人負担金】 
 約14,000円 
 ・スポーツ安全保険料 
 ・歩数計代 
 ・血液検査料 
 ・調理実習食材費 
 ・ウェア代      等 



【職員体制】 
・健康運動指導士 
・保健師 
・管理栄養士 
・歯科衛生士 
・事務職 
【外部講師】（月１回） 
・大学教授 
・医師 
・元オリンピック出場者  等 



『みのわ健康アカデミー内容 全体イメージ図』 

●年3回の検査 
・脳機能測定 
・血液検査  
・食事調査  
・体力測定 

●月1回の学習 
・外部講師による 
      集団健康講座 
 
・健康学習 
・調理実習 
   

●週1回の運動 
・ストレッチング 
・筋力トレーニング 
・有酸素運動 

ウォーキング等 
自主トレ 

面接による 
結果返し グループワーク 

を活用 



運動  
筋力トレーニング 

在宅トレーニング
指導 有酸素運動 

ストレッチ 



ウォーキング講座 

学習～外部講師による集団健康講座  

生活習慣病講座 

楽脳フィットネス 糖尿病講座 



健康学習～身体のしくみ  

全員で学習 

曜日班で学習 

みんなの前で
夢と目標を発表 

元気で旅行に
行きたい！ 

お～、素敵な
夢ですね！ 

グループワークの 
コミュニケーションによって 

コミュニティーが形成 



健康学習～栄養  

脂質の話 

糖の話 

1日分の野菜家族4
人でこのくらい 

炒め物にはこれだけ
の脂が入っています 



学習～調理実習  

調理実習 

酢を使って
減塩 

蒸して 
ポン酢で 

これで500kcal 
塩分3g未満 

野菜120g以上 



検査・測定  

体力測定 

脳機能測定 

血液検査 

体重測定 結果返し 
食事調査 

1人1人に合わせて 
その人に合った 

アドバイス 



効果 

１ 検査・測定値が改善 

２ 体力測定値が向上 

３ 運動が習慣化  

４ 食行動の変化 

５ 医療費の抑制 

歩数の増加・卒業後も継続 

1人平均約15万円の減少 

塩分摂取量の減少・野菜摂取量の増加 

体力・筋力・持久力・敏捷性・柔軟性の向上 

体重3kg減・血圧降下・血液検査正常化 
脳機能の活性化 



▲111,146円 

▲151,520円 

みのわ健康アカデミー６期生における
医療費の推移 



効果 

１ 検査・測定値が改善 

２ 体力測定値が向上 

３ 運動が習慣化  

４ 食行動の変化 

５ 医療費の抑制 

６ 介護保険移行抑制  

歩数の増加・卒業後も継続 

1人平均約15万円の減少 

要介護状態 約５％少ない 

塩分摂取量の減少・野菜摂取量の増加 

体力・筋力・持久力・敏捷性・柔軟性の向上 

体重3kg減・血圧降下・血液検査正常化 
脳機能の活性化 



介護保険分析 
介 護 認 定 状 況 の 比 較 
(箕輪町全体とアカデミー参加者) 

              （単位：人､％） 

区 分 

箕 輪 町 全 
体 

アカデミー参加者 
認定率比較 
(G)=(F)-(C) 人  口 

(Ａ) 
認定者数 

(Ｂ) 
認 定 率 

(C)=(B)/(A)*100 
参加人数 

(D) 
認定者数 

(E) 
認 定 率 

(F)=(E)/(D)*100 

40歳～64歳 8,165 21 0.26 101 0 0.00 ▲ 0.26 
65歳～74歳 3,338 73 2.19 231 1 0.43 ▲ 1.76 

75歳～   3,265 818 25.05 61 3 4.92 ▲ 20.13 
合 計 14,768 912 6.18 393 4 1.02 ▲ 5.16 

（注）１ 人口は、平成２６年４月１日現在で住民である者 

     アカデミー参加人数は、平成２６年４月１日現在で住民である者 

   ２ 箕輪町全体の認定者数は、介護保険事業状況報告（平成２６年３月分）による。 

   ３ みのわ健康アカデミー１～９期の卒業生は４０５人、死亡８人、転出４人を除き、平成２６年４月１日現在の参加者（卒業者）は３９３人である。 



アンケートから 
・48年間続けていたタバコをやめた。 
・血液データと食事のバランスを関連付けて理解

することができ、食生活を見直すことができた。 
・家族や近所の友達とウォーキングを実施するよ

うになった。 
・血圧が下がり、降圧剤の量が半分になった。 
・気持ちが前向きになった 
・継続することの大切さ、同じ方向を向いている

仲間の存在、支え合うエネルギーの大きさを
知った。 

・卒業後も一生の付き合いのできる友達ができた。 

 
 
 
 



■目的 
（１）健康づくりを継続する 
（２）健康づくりの輪を広げる 

【アカデミー OB会が自主的に発足】 

■活動内容 
（１）同窓会（年１回） 
（２）OBウォーキング（年２回）  
（３）アカデミーフェスティバル 
（４）バスハイク OBが核となって 

健康づくりの輪を拡げている 



 元気はつらつ箕輪の 
   大先輩活動支援事業 



【背景】 
●平成17年度 みのわ健康アカデミー事業開始 
 
 
 
 

健康度の向上 コミュニケーションで 
健康な生活習慣の継続 

●高齢者の方が生涯現役で心豊かな人生を送ってほしい 
・培った知識と経験を地域のために活用してほしい 
 
平成２３年度 元気はつらつ 
            箕輪の大先輩活動支援事業開始 



元気はつらつ箕輪の大先輩活動支援事業 

 高齢者の皆さんが生涯現役で元気はつらつと活
動することで、地域の絆やコミュニティの強化を図
る事業。 
 

 大きく次の３つで構成。 

Ⅰ 元気ポイント事業 

Ⅱ 外出支援事業 

Ⅲ 元気はつらつ公民館出前講座事業 



Ⅰ 元気ポイント事業 
●対象者 長寿クラブに加入している人 
       70歳以上の高齢者で希望する人 
●毎年度初めに元気ポイント手帳を対象者に 
  配付。 
●手帳を受け取った対象者は、日々の活動を 
  自己申告で手帳に記録し、ポイントを獲得。 
●１日２種類の活動まで記録可能。 



ポイント手帳 



ポイント手帳の中身 



ポイントとなる活動と獲得できるポイント数 
【10ポイント】 
①健康づくり活動（ウォーキング、運動するなど） 
②仕事をする活動（家事、自家菜園作りをするなど）  
③コミュニケーション活動 
 （公民館講座を受講する。温泉に出かける。 
                 読み聞かせをするなど） 

【20ポイント】 
④ボランティア活動 
（地区環境整備。小学校登下校の見守りなど） 
 



ポイントの記入例 

4月5日に自家菜園作業（②仕事をする活動）と下校時
の子ども見守り（④ボランティア活動）を行った場合 



ポイントを地域通貨「箕」へ交換 
●翌年度、獲得したポイント数に応じて地域通 
 貨券「箕」を交付。 
●500ポイントあたり500箕券1枚の交付。 
●1人につき3,000箕（3,000円相当）を上限。 
●毎年4月～5月に公民館職員が各地域の公 
 民館や集会所を巡回し、元気ポイント手帳の 
 記入内容を確認。 
 地域通貨券への交換を行う。 



地域通貨「箕」券 

●町内112店舗で買い物などに使用可能。 
●町民の福祉及び教育の向上を目的とする 
 「元気はつらつ基金」にも寄付できる。 



地域通貨「箕」交換の様子 



元気ポイント事業の取組実績 
１　「箕」交換者数の推移 単位：人

年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

箕の交換者数 1,174 1,302 1,319 1,329

　※　平成27年度は12月末現在
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箕の交換者数
（人）



事業開始後、長寿クラブ加入者が増加 
長寿クラブ加入者数の推移 単位：人

年度 平成23年4月 平成24年4月 平成25年4月 平成26年4月 平成27年4月

長寿クラブ加入者数 1,577 1,800 1,859 1,863 1,924

0
200
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800

1,000
1,200
1,400
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1,800
2,000

平成23年4月 平成24年4月 平成25年4月 平成26年4月 平成27年4月

長寿クラブ加入者数

平成23年10月「大先輩事業」

開始！！

「大先輩事業」取組前と比較し
て「347人」の増！！

（人）



Ⅱ 外出支援事業 

高齢者が外出して社会参加や世代間の交流をする
ことで、引きこもり等を防止。 

●みのちゃんバス（町内循環バス）乗車無料 

●ながた自然公園マレットゴルフ場利用券交付 



マレットゴルフ参加者推移 
単位：人

年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

マレットゴルフ場
利用登録者数

325 354 407 456

1

ながた自然公園マレットゴルフ場利用登録者数推移

0
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500

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

マレットゴルフ場利用登録者数
（人）



Ⅲ 元気はつらつ公民館出前講座事業 

●高齢者向け講座 
・みんなで楽しく脳トレ ・日本舞踊を楽しむ 

・昭和歌謡を歌とギターで楽しむ ・トーンチャイム講座 

・おれおれ詐欺防止講座 ・認知症予防講座 ・相続税講座 

●地域の高齢者が講師となり、高齢者が
持っている技術や知識を下の世代に伝える
講座（高齢者の社会参加） 
・川魚のさばき方講習 ・そば打ち講演会 

・しめ飾り作り講座 



出前講座の様子 



事業の効果と今後 
【事業の効果】 
• 高齢者の生きがいのきっかけとなっている。 
 
【今後は】 
• 今後は高齢者の社会参加を促し、若年層との

関わりあいに重点を置き、どのような方法が
最適か考えながら事業を進めていく。 
 



「健康づくり日本一の町」を目指して 
  
 

ひと味ちがう箕輪の 
子ども育成事業 

運動あそび・食育 
英語あそび・読育 

みのわ健康アカデミー 
運動とコミュニケーション理論 

元気はつらつ箕輪の 
大先輩活動支援事業 

健康づくり・仕事・交流 
ボランティア活動 

健康増進・町全体の活力向上 
経済効果・ソーシャルキャピタルの醸成 

コミュニケーション能力 
   ・運動能力の向上 

仲間づくり・ 
健康づくりの核 

生涯現役 
世代間交流 

読み聞かせ 
登下校安全見守り隊 

食事・運動など 
健康づくりの姿を見せる 

 
自主グループによる共助 

社会貢献 
 

そういう大人になる そういう大人になる 

社会参加 
健康寿命の延伸 


	子どもから高齢者まで　　　　　　�各ライフステージに　おける健康づくり�
	「健康づくり日本一の町」を目指して� �
	スライド番号 3
	育成事業の　4本の柱
	運動あそびについて
	スライド番号 6
	脳の成長を促す必要性
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	３ 「運動あそび」の効果
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	４　運動あそびの展開
	スライド番号 18
	【背景】
	【趣旨・目的】
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	スライド番号 23
	スライド番号 24
	スライド番号 25
	スライド番号 26
	スライド番号 27
	スライド番号 28
	スライド番号 29
	スライド番号 30
	効果
	スライド番号 32
	効果
	介護保険分析
	スライド番号 35
	スライド番号 36
	　元気はつらつ箕輪の�　　　大先輩活動支援事業
	【背景】
	元気はつらつ箕輪の大先輩活動支援事業
	Ⅰ　元気ポイント事業
	ポイント手帳
	ポイント手帳の中身
	ポイントとなる活動と獲得できるポイント数
	ポイントの記入例
	ポイントを地域通貨「箕」へ交換
	地域通貨「箕」券
	地域通貨「箕」交換の様子
	元気ポイント事業の取組実績
	事業開始後、長寿クラブ加入者が増加
	Ⅱ　外出支援事業
	マレットゴルフ参加者推移
	Ⅲ　元気はつらつ公民館出前講座事業
	出前講座の様子
	事業の効果と今後
	「健康づくり日本一の町」を目指して� �

