
― 516 ―

三重県 明和町
保健師 西村 恵美

竹本 綾奈

明和町の紹介

三重県中南部
北は伊勢湾 西は松阪市 東は伊勢市
国史跡を中心に観光振興のまちづくり
2015年4月24日 日本遺産に認定
『祈る皇女斎王のみやこ 斎宮』

三重県の中南部にあり、北は伊勢湾、西は松阪、
東は伊勢に挟まれ、比較的温暖な気候に恵まれ、地
形は平野で暮らしやすい環境です。 

国史跡「斎宮跡」を中心に観光振興のまちづくり
が進められ、「めい姫」というマスコットキャラク
ターを作り町内外でPRに努めています。 

日本遺産認定ストーリー
「祈る皇女斎王のみやこ 斎宮」

斎王―それは、およそ660年という長きに亘り、
国の平安と繁栄のため、都を離れ、伊勢神宮の天照
大神に仕えた特別な皇族女性のこと。そんな斎王が
暮らした地、斎宮。伊勢神宮でもなく都でもない。
慎ましやかであり雅やか。斎宮という独特で特別な
世界は日本で唯一ココだけ。ココは三重県多気郡明
和町。

斎宮跡《国史跡》

斎宮跡出土品
《国重要文化財》

斎宮跡は国史跡であり、また、ザックザック出て
くる斎宮跡の出土品は国の重要文化財とされていま
す。 

しかし、いくらこのような史跡があろうと、これ
をもって町づくりをしようとしても、やはり今を生
きる人たちが元気で健康でなければPRも何もすす
みません。 

そこで、おとなが元気に子どもたちのモデルに
なって、子どもたちに借金を背負わすことのない、
明るく和やかな町、明和町となるために、「おとな
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元気教室」を企画しました。 

明和町の概況

人口 23,110人（H27年4月1日現在）

年間出生数 189人（H26年度）

合計特殊出生率 1.44（H25年度）

1.61（H24年度）

出生率 8.2（H26年度）

年間死亡数 241人（H26年度）

年間死亡率 10.4（H26年度）

高齢化率 26.3%（H26年度）

明和町の概況です。人口23,000人、出生数189人、
高齢化率は27年度27.3%となりました。どこの市町
でも同じでしょうが、どんどん高齢化が進んでいま
す。 

町の規模がわかっていただけると思います。今年
新たにフレッシュ保健師２名を迎え、なんと保健師
10名になりました。育児休暇中３名。２～３人子ど
もを産むためには５～６年の育児休暇が必要ですの
で、10名そろうことはなかなか難しく、自分の娘の
ような保健師とともに、成人保健・健康づくり事業
を３名の保健師で行っています。 

【目的】

筋力アップ運動は、心肺機能や
免疫力を高め健康維持増進効果が
あり、また、運動は脳への刺激と
なり認知症予防効果もある。

おとな元気教室に参加し、人と
人とのつながりを増やし主体的健
康感を高め健康づくりの輪（和）
を明和町全体に広げ医療費削減を
目指す。

そんな簡単に医療費が下げられるわけもないの
は、承知しております。私たち保健師は１％削減
へ！！と健康増進計画にあげていますが、うちの町
長が、「そんな小さいことを言うてたらあかん！５％
削減や。」と申しまして、なんの根拠もありませんが、
今回このような場で発表させていただく機会をいた
だきましたので、町長の意思も尊重しつつ、中をとっ
て「３％削減へ！」というテーマに決まりました。 

【方法】

すでに地区組織活動「いきいきサロン（老人会主
体」で集っているグループを対象に、スポーツク
ラブの運動指導士に講師をお願いし、健康づくり
についての笑いをまじえながらの楽しい講義や筋
力アップ運動をH26年度10月開始で月2回半年
間6か所で行った。このうち1か所は町の総合体育
館で行い町民誰でも参加できる機会を設けた。

国民健康保険保健事業の助成を受けて実施
①必須事業：特定健診受診者のフォローアップ
②国保一般事業：健康づくりを推進する地域活動等

事業全体計費 3,117,000円

補助金 1,305,000円

何かを始めるにはまずは人集めだと思いますが、
地区組織活動を始めますと言うてそんな簡単に人は
集まりませんし、私自身が退職後、地区組織活動を
したいだろうか？させられ感は絶対長くは続きませ
んよね。 

そこでもともと人が集まってるところに出向き、
そこをモデル的に始めて、インフルエンザのような
病気だけが人にうつるのではなく、健康も隣近所、
地域にうつして広めていこうよということで 老人
会の活動が盛んで、40人近い人数が集い、健康づく
りに関心をもっていただくサロンを選定し行った。 

明和町は大きく分けて５地区ある中で、26年度は
３地区の中で５か所行いました。 

後の２地区は小さな字（集落）が点在するという
地理的な問題もあるのか、もともと人が集いにくい
地域で、27年度はどうにかしてこの２地区で大人元
気を広めていこうと老人会に働きかけ、９月に開始
したところです。 

①の特定健診受診者のフォローアップは、集団健
診の結果説明会390人中約７割が参加。1,391,000円
事業全体経費1,041,000円の補助金。 

②国保被保険者数6,209人、国保加入率26.9%、国
保世帯数3,531世帯（H26年度）。 

報償費、賃金等2,798,640円　　需用費184,200円　　
役務費5,000円　　備品購入費129,135円 

約９割が人件費。　　
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町長自ら各地区へ出向きあいさつ。 

からだを動かすだけでなく、指先の細かい動きを
はじめ、脳の体操も行います。うまくできなくて自
然に笑いが出ます。 

明和町では男の人の参加も他の地域に比べると多
い方です。 

総合体育館では100名近い参加者がありますが、
町長は約1,000人集めよ！と言ってます。 
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棒体操してますが、１日分の新聞をまるめたもの
を、かわいい柄のビニールテープでとめてるだけの
ものです。 
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① ②

① ②

おとな元気教室 簡単体操

H26年度おとな元気教室参加人数（延）

地区 男性 女性 計

総合体育館 144 894 1,038

北野 148 285 433

斎宮いつき
女性友の会

411 411

本郷 86 320 406

蓑村 116 237 353

山大淀 67 245 312

合計 561 2,392 2,953

昨年10月から３月までの半年間で合計延べ参加人
数2,953人でした。 

実人数は427人です。 

62.137.9
74歳以下

75歳以上

（％）

19.780.3 男性

女性

（％）

実人数427人の中で74歳以下と75歳以下に分けた。
最高齢94歳。 

今年は40代前半の参加者もいます。 

59.3 

39.0 

0.0 

1.7 

良くなった

現状維持

悪化

未回答

体調の変化

（％）

体が軽くなった。姿勢が良くなった。腰痛が治った。
肩の痛みが治った。足の痛みが楽になり、膝の調子が良い。
体が柔らかくなった。1時間歩いても疲れなくなった。
毎日のウオーキング休まず行けるようになった。
こんな暑さにもかかわらず教室に通っている。
ウエストが細くなった。すっきりできる。気持ちが良い。
骨密度がプラスになった。血液の数値が良くなった。
気持ちが前向きになった。体重が減った。
月に2回皆に会える喜び張りができた。
自主的に歩く運動をするようになった。

昨年から参加してる人へアンケートをとりまし
た。継続してきてくれているということは、悪化し
た人はいないのが当然なのですが、生の声をたくさ
ん聴かせていただいてますので、ご紹介させてもら
います。坂道を歩くのに膝が痛くない。血液検査で
は、悪玉コレステロールLDLが下がり、善玉HDL
コレステロールが上がった。 

18.6

78

3.4

ほぼ毎日する

時々する

全くしない

自宅で体操を
続けているか？

（％）

元気に健康に美しく
歳を重ねていくため
に何が大切だと思い
ますか？

体操・ストレッチ・体を動かし鍛えること。筋肉をおとさない。
背中を人に見られている意識。食事。毎日の積み重ね。
人とのかかわり、コミュニケーション、会話、笑い。
外に目を向ける。なるべく外に出る。何事にもチャレンジ。
趣味や自分の楽しみを持つ。規則正しい生活。
精神と体のバランス。怒らない、イライラしない。
プラス思考で元気に人の役に立ちたい。
自分のことを自分でいつまでもできること。
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もっともっとありますが時間がありませんので省
略。 

82.6

17.4

１．ご自身のことで何かあれば、ご近所の人に

頼むことができますか？

プラスの変化 マイナスの変化

（％）

83.2

16.8

２．ご近所同士で、お互い助け合っていると

思いますか？

プラスの変化 マイナスの変化

（％）

97.6

2.4

３．公民館講座や自治会、老人会等の集まりに

よく参加しますか？

プラスの変化 マイナスの変化

（％）

70.7

29.3

４．現在のご自分の健康状態は何点だと

思いますか？

プラスの変化 マイナスの変化

（％）

自分の健康な状態を100点満点とした場合、現在
の状態は何点だと思いますか？の質問で30％の方が
５か月ほど前と比べてマイナスに向いてるのが残念
な結果でした。 

【結果】国保医療費は？
国保被保険者１人当たり医療費
H25年度 ３３９，２１０円
H26年度 ３６２，５７７円
60～74歳の方が国保医療費の76%を
使っている。

36.9

39.6

42.6

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

H24年 H25年 H26年

65～74歳高齢者の割合

おとな元気教室を行った結果、テーマの医療費は
どうなったか？ 

半年間では効果は現れないとは思いますが、参加
者の中で初回と最終まで参加しアンケートをとらせ
ていただいた100名の国保の方の医療費をみてみま

した。 
ちなみにここにあげているのは、明和町の全体の

国保医療費の平均１人当たり医療費年間３万円近く
上がっているのがわかります。 

大きな原因としては高齢化で、65 ～ 74歳の高齢
者の割合は年々上がっています。 

H24年度 ２３４，９４９円

H26年度 ２１９，５１６円

【結果】
おとな元気教室を半年間継続参加された国保
加入者（100名）の医療費は・・・

H25年度 ２４８，０９１円

３％とまではいかなかったが、１％は下げる
ことができた。

H24年からH25年には14,000円程あがっています
が、H26年の半年間教室に通っていただいた人は、
H26年度の医療費が約３万円下がりました。テーマ
の３％とまではいかなかったものの、１％は下げる
ことができたと思います。 

これからも、この人たちの経過を見せていただく
とともに、参加者のいきいきされてる表情からもこ
ういう参加者がどんどん増えて、健康のバトンをつ
なげていきたいと思います。 

この方も、もうすぐ75歳になられる方ですが、教
室通いいきいき美しく歳を重ねてられます。 
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保健師３人元気がとりえの私、物静かにしっかり
考える椙本、フレッシュ竹本笑顔が最高ですでに町
民さんのアイドル的存在になってます。 

イケ面国保係長、言うことをきかないおばちゃん
二人をとめてくれる存在です。 

【まとめ】
おとな元気教室を行った地区では笑顔が広まり、
「元気で歳を重ねるぞ！」という健康意識の向上
がみられた。
教室を終了した地区でも継続して運動を取り入れ
てもらうようDVDを作成し配布、ケーブルテレビ
で放映、また復習講座も年に2回行っている。
メタボ予防教室（特保）修了者の受け皿としての
効果もあり、現在約1500人（延人数）が参加し
ている。
新たな参加者を増やし健康のバトンをつなげるた
め、9月からスタンプラリーを開始し、町民さん
とともにさらに健康づくりの輪（和）を広めてい
く。

このうような機会をいただきまし
たことに関係者の皆様に深く感謝
申し上げます。
ご静聴ありがとうございました。




