仙台大学大学院スポーツ科学研究科修士論文集Vol.21. 2020.3

地方自治体の健康・スポーツ領域における政策比較研究
―医療費と介護保険料に着目して―
川森

功偉

キーワード：医療費・介護保険料、人口動態・経済・気候・行政サービス
A policy comparison of health and sports in local governments
― Focus on medical and long-term care insurance fees―
Norihide Kawamori
Abstract
It is expected that the burden of medical and nursing insurance fees will continue to
rise greatly due to new advancements in recent years of the aging population.
The purpose of this research is to clearly distinguish the factors between health and
sports related projects together with the environment surrounding municipalities and its
relation to medical and nursing insurance fees, with hopes to contribute to a sustainable
local administrative body.
Within this research, data was collected from chief bureaus and education boards of
municipalities within Hokkaido and six prefectures of the Tohoku region with records
of implementing health and sports related projects and was analyzed together with
fundamental data available to the public.
It was suggested that, average temperature, annual snow accumulation, whether or
not these health and sports projects were outsourced were factors related to medical
fees, and population density, financial index, annual snow accumulation, number of people
in charge of health and sports projects at education boards and chief bureaus, relations
between education boards and institutes of higher education, number of sports clubs had
relations to nursing insurance fees.
Key words: m
 edical and long-term care insurance fees, demographics, economics, climate, administrative services
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Ⅰ．はじめに

蔵満ら（2014）は、健康寿命と地域保健

１．研究の背景

活動及びその他の要因との関連について研

厚生労働省は、健康増進法の規定に基づ

究を行い、女性では保健師活動が健康寿命

き、国民の健康の増進の総合的な推進を図

の延伸に関連していることを示唆した。ま

るため「21 世紀における国民健康づくり（健

た、高橋ら（2005）は、地方自治体が提供

康日本 21）」を策定した。また、文部科学

する高齢者運動教室の有効性に関する研究

省は、スポーツ振興法に基づき、スポーツ

を行い、地方自治体と高等教育機関が連携

振興基本計画を、平成 24 年にはスポーツ

することにより長期間にわたって実施され

基本法に基づき、スポーツ基本計画を策定

る高齢者運動教室が効力を発揮（1 回／週、

した。これを受けて多くの地方自治体が、

１年間の教室参加後、男性の体重は 3.6％、

健康増進計画やスポーツ推進計画を作成

BMI は 4.3％、体脂肪率は 9.2％低減。女性

し、住民の健康増進、スポーツの推進に向

の Vo2max は 12.3％増大）したと報告し

けて各種事業を展開している。一方、現在

ている。これらは、行政機関のサービスに

の日本の多くの各自治体では、これまで経

おいては、教室の運営などのプログラムに

験したことのない人口減少、これと並行し

関するサービスや保健師活動などの人的な

て少子高齢化が加速している。

サービスが、健康に肯定的な影響を及ぼし

こうした状況の中、国内の社会保障費を

ていることを示唆している。さらに、高等

概観すると、要介護（要支援）認定者数が

教育機関との関連性といったリレーション

2000 年 218 万人から 2018 年は 644 万人と

の構築にも注力すべきであるという指針も

およそ３倍に増加し（厚生労働省，2018）、

合わせて提示している。次に、住民の有す

医療費が 2014 年は 40 兆円で年々増加し

る特性が運動・スポーツの実施に影響を及

2018 年は 42 兆円まで増幅している（厚生

ぼすことを明らかにしている研究も見られ

労働省，2018）。さらに、生産年齢人口の

る。束原ら（2011）は、運動・スポーツ実

減少が 1997 年を境に続いていることから

施を規定する社会学的要因について研究を

も、今後は、自治体の税収減に加えて、将

行い、年収 300 万円未満の非実施者に対し、

来的に社会保障費の拡大が想定されるた

300 万円以上の非実施者は少ないと報告し

め、地方自治体においては、健康・スポー

ている。さらに、これらの指標を用いて、

ツ施策へのより効果的な投資が重要と考え

地域の類型化を試みる立場の研究も見られ

る。

る。保田ら（2018）は、ファジィクラスター
分析による健康政策を進める都市の構成要

２．先行研究

素に基づく類型化を行い、健康インフラ政

本研究は気象条件などの自然環境、地域

策重点型、総合的健康政策重点型、健康医

の財力などの社会的条件と行政サービスと

療政策重点型の 3 つのクラスターを抽出し

の組み合わせが地域住民の健康的な生活を

ている。

構築するためにいかに寄与するかについて

これらの研究結果は、健康政策がその効

焦点を当てている。この観点から先行研究

力を発揮するためには行政のサービスが充

を概観してみると、まず、行政が実施して

実していることのみならず、そのサービス

いる様々なサービスが健康に関連する指標

が様々な機関との連携することといったソ

と関連していることを示唆している研究が

フトウェアに関するものにも及んでいるこ

あげられる。

とを示唆している。また、束原ら（2011）
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らの研究結果は、地域住民の特性によって

的とする。

もその有効性に違いがあるという可能性を

また、降雪・寒冷などにより冬季間の

も示唆している。さらに、保田（2018）の

屋外での運動の阻害要因となること、平成

類型化からもわかるように、地域のサービ

27 年国勢調査では、高齢化率が全国平均

スの特徴との交互作用が影響を及ぼしてい

以上の市町村が北海道 91％、青森県 92％、

ることも重要な視点であろう。

岩手県 88％、宮城県 71％、秋田県 100％、

ま た、 鈴 木 ら（2014） は、 秋 田 県 の 高

山形県 97％、福島県 82％となっており、

齢者を対象とした調査で夏期では週に 3 回

財政状況や生産年齢人口の減少などの同様

以上外出している高齢者が 80.7％であるの

な課題を抱えていると想定されることか

に対し、冬期は 62.8％と減少し、41％の高

ら、本研究では、北海道・東北地方を研究

齢者が外出頻度は冬期の方が少ないと報告

の対象としている。

している。これらは、寒冷・降雪が健康に
２．研究の概要

マイナスの影響を与える可能性を示してお
り、北海道・東北地方特有の気象条件も研

本研究では、地方自治体が展開する市町

究の視点に加えなければならないことを示

村単位での統計データが入手可能な情報、

唆している。

アンケート調査により回答可能な情報を考
慮し、医療費及び介護保険料に関連する要

Ⅱ．研究方法

因として、上岡ら（2011）の先行研究を参

１．本研究の目的

考にし、目的変数を医療費及び介護保険料、

現在、健康・スポーツに関する施策は、
スポーツ行政事務を教育部局から首長部局

説明変数を人口動態、社会経済、気候、政
策、行政サービスとした。

に移管し、健康・スポーツ事業を一体的に
推進している自治体がある（平成 28 年 10
月現在 19.6％，文部科学省調べ）。しかし、
健康・スポーツに関する施策は、多くの市
町村では、教育部局と首長部局で行われて
いるため、必ずしも効果的な施策の推進に
向けた連携が進んでいるという状況ではな
いと考える。
さらに、保健福祉部局で展開される事業
と教育部局で展開される事業には共通点も

図 1．医療費及び介護保険料に影響を与えると考えられる
本研究の枠組み

多く、今後の更なる税収減、社会保障費の
増幅が予想される中においては、両者が相

３．調査対象

互に連携していくことが非常に重要と考え
る。

北海道・東北 6 県の全市町村 406 ヵ所の

こうしたことから、本研究は、関係部局

健康づくり事業を実施している首長部局、

の政策、施策について、計画や予算規模、

健康・スポーツ事業を実施している教育部

事業内容等を調査し、健康・スポーツ政策

局を対象とした。

が住民の健康や介護保険料の縮減などの成
果に結び付く要因を明らかにすることを目
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４．調査方法

近隣の観測所）の観測データを用いた。デー

市町村データは、医療費は総務省ホー

タを用いたそれぞれの観測所を表 3 に示

ムページ、人口、人口密度は平成 27 年国

す。

勢調査から、介護保険料、財政力指数は

政策は、政策レベルでの医療費や介護保

e-stat（政府の統計窓口）、気象情報につい

険料への影響の度合いを調査するため、ア

ては気象庁ホームページを用いて収集し

ンケート調査により、スポーツ振興に関す

た。

る計画、健康増進に関する計画策定の有無、

アンケート調査は、北海道、東北６県

各種委員の委嘱の状況、自治体の事業に参

北海道・東北 6 県（青森県、岩手県、宮城

画する健康運動指導士（公益財団法人健康・

県、秋田県、山形県、福島県）の全市町村

体力づくり事業財団）の人数を用いた。

406 ヵ所の首長部局、教育部局に返信用封

行政サービスのエリアサービスは、施設

筒を同封し、郵送で調査を行った。回答率

設置状況の医療費や介護保険料への影響の

は首長部局 147、教育部局 209 であった。

度合いを調査するため、アンケート調査に
より、体育施設数、学校開放数、民間体育

５．調査項目

施設数を用いた。

医療費及び介護保険料、人口動態、社会

行政サービスのプログラムサービスは、

経済、気候、政策、行政サービス（エリア

各種健康・スポーツ事業の展開方法の医療

サービス、プログラムサービス、クラブサー

費や介護保険料への影響の度合いを調査す

ビス）の調査を行った。各項目については、

るため、アンケート調査により、事業予算、

蔵満ら（2014）の先行研究を参考に設定し

事業数、担当者数、新規事業の有無、高等

た。

教育機関との連携の有無、近隣市町村との

人口動態は、各自治体の人口や面積によ

連携の有無、首長部局との連携の有無、対

る介護保険料への影響の度合いを調査する

象（幼児、親子、小学生、中学生、高校生、

とともに、健康・スポーツ事業展開に特徴

大学生、成人、高齢者）
、回数、実施方法、

がみられると考え、総人口、人口密度を用

外部委託の有無及び回数を用いた。

いた。

行政サービスのクラブサービスは、健

社会経済は、各自治体の財政力による医

康・スポーツ団体の医療費や介護保険料へ

療費や介護保険料への影響の度合いを調査

の影響の度合いを調査するため、アンケー

するとともに、健康・スポーツ事業への投

ト調査により、総合型地域スポーツクラブ

資に特徴がみられると考え、財政力指数を

（以下「総合型 SC」という）数及び会員数、

用いた。

スポーツクラブ数及び会員数を用いた。

気候は、各自治体の気候条件による医療
６．分析方法

費や介護保険料への影響の度合いを調査す
るとともに、健康・スポーツ事業展開に特

医療費及び介護保険料と関連が推測され

徴がみられると考え、平均気温、年間降雪

る因子間の相関係数を求めた。医療費及び

量の平成 26 年から 3 年間のデータの平均

介護保険料との間に有意な相関があった項

値を用いた。また、すべての市町村には観

目の中から、ステップワイズ方式を用いて

測所が設置されていないため、各振興局、

共線性が疑われる項目を排除し、重回帰分

振興事務所、県民局、総合支所内の主な地

析を行った。また、人口 1,000 人未満の小

点（出先機関所在地、観測所がない場合は

規模自治体から 100 万人を超える大規模自
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治体などの突出した値の影響を防ぐため、

（教育部局所管）と学校開放数に負の相関

2

各要因を偏差値換算しχ 検定を行った。

があった。プログラムサービスでは、介護

さらに、人口動態、社会経済、気候による

保険料と教育部局における担当者数と高等

各要因との特徴を見出すため、各項目にお

教育機関との連携に負の相関があった。ク

ける上位 30 市町村と下位 30 市町村のデー

ラブサービスでは、介護保険料とスポーツ

タにより t 検定を行った。

クラブの団体数に負の相関があった。

人口動態、社会経済、気候は、医療費（377
２．重回帰分析の解析結果

市町村）及び介護保険料（357 市町村）のデー
タが公開されているすべての市町村で解析

総人口と人口密度は共線性が高かったた

を行った。その他の変数は、アンケートの

め、人口を除外した。スポーツ推進委員と

回答があった市町村（教育部局、209 市町村、

体育施設（教育部局所管）と学校開放数と

首長部局 147 市町村）で解析を行った。

事業担当者数は共線性が高かったため、ス
ポーツ推進委員と体育施設（教育部局所管）

Ⅲ．結果

と学校開放数と事業担当者数を除外した。

１．医療費及び介護保険料と各変数との相

重回帰分析の結果、平均気温と年間降雪量

関分析の結果

と外部委託の有無（首長部局）が医療費を

相関分析の結果、無相関検定を行い両

説明する要因として示された。人口密度、

側 5％未満の有意な相関を示した値を表 1

財政力指数、年間降雪量、高等教育機関と

に示す。人口動態では、介護保険料は総人

の連携、スポーツクラブ数が社会保険料を

口、人口密度と負の相関があったが、医療

説明する要因として示された。

費は相関がなかった。社会経済では、医療

表 2．医療費及び介護保険料と各変数とのχ 2 検定の結果

費及び介護保険料は財政力指数に負の相関
があった。気候では、医療費と平均気温に
負の相関があり、年間降雪量に正の相関が
あった。また、介護保険料と年間降雪量に
正の相関があった。政策では、介護保険料
とスポーツ推進委員の人数に負の相関が
あった。エリアサービスでは、体育施設数
表 1．医療費及び介護保険料と各変数との相関分析の結果

３．医療費及び介護保険料と各変数とのχ

2

検定の結果
人 口 1,000 人 未 満 の 小 規 模 自 治 体 か ら
100 万人を超える大規模自治体などの突出
した値の影響を防ぐため各要因を偏差値換
算し、5 段階のランクを付け、χ 2 検定を
行った。χ 2 検定の結果を表 2 に示す。教
育部局におけるプログラムサービスの外部
委託と医療費に関連性があることが示され
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た。また、教育部局及び首長部局の事業担
当者数、スポーツクラブ数が介護保険料と
医療費に関連性があることが示された。
４．人口規模・社会経済・気候による各要
因の特徴
人口規模・社会経済・気候による各要因
との特徴を見出すため、各要因上位 30 市
町村と下位 30 市町村により t 検定を行っ
た。ｔ値は（各要因上位平均）−（各要因
下位平均）とした。下位市町村で有意で高

図 2．各因子と医療費及び介護保険料の相関

かった要因は、人口による t 検定で、教育
部局のシリーズ事業対象数が 1％水準（t=
− 2.854）、人口密度による t 検定で、教育
部局のシリーズ事業回数は 1％水準（t= −
3.283）、シリーズ事業対象数は 0.1％水準（t=
− 5.022）、財政力による t 検定で、教育部
局のシリーズ事業対象数は 1％水準（t= −

図 3．医療費及び介護保険料と関連する因子

3.145）、平均気温による t 検定で、教育部
局のシリーズ事業回数は 5％水準（t= −

１．人口動態・社会経済・気候との関連

2.520）、シリーズ事業対象数は 1％水準（t=

重回帰分析の結果、年間降雪量と医療費

− 2.763）であった。その他、有意であっ

及び介護保険料、また、平均気温と医療費

た項目はいずれも上位市町村であった。

に関連性があることが示された。これらの
Ⅳ．考察

ことは、寒冷・降雪により冬期間の運動量

本研究は、北海道・東北 6 県の市町村を

の確保が困難であることが原因である可能

対象として、人口動態、社会経済、気候、

性を示唆している。先にも述べたが、鈴木

政策、行政サービスについて調査を実施し、

ら（2014）は、秋田県の高齢者を対象とし

医療費及び社会保険料に関連する因子との

た調査で夏期では週に 3 回以上外出してい

関連性を明らかにした。相関分析及び重回

る高齢者が 80.7％であるのに対し、冬期は

帰分析により、医療費及び介護保険料と有

62.8％と減少し、41％の高齢者が外出頻度

意に相関がある因子と相関係数を図 2 に示

は冬期の方が少ないと報告している。これ

2

す。また、χ 検定により、医療費及び介

らは、寒冷・降雪が健康にマイナスの影響

護保険料と関連が見られる因子を図 3 に示

を与えることを示唆していることが考えら

す。

れ、運動機会の提供や自宅における体操の
奨励などを、特に冬期間の実施が重要であ
ると考える。だが、本研究で採用した観測
地点が 50 地点（北海道 14、青森 6、岩手 4、
宮城 7、秋田 8、山形 4、福島 7）であるた
め、精度に欠けるため注意が必要である。
148

地方自治体の健康・スポーツ領域における政策比較研究

また、自治体の人口密度と財政状況が介

にスポーツ機会があることで、スポーツ実

護保険料と負の相関がみられることは、自

施につながっていることが考えられる。松

治体を取り巻く環境と住民の健康との間に

尾ら（1015）は、スポーツ実施率（週 1 回

関連性があることを示唆している。

以上）が 66%（文部科学省調べ，2015）の
フィンランドにおいては、国民の 5 分の 1

２．政策・行政サービスとの関連

の 100 万人以上がスポーツクラブに所属し

2

χ 検定の結果、教育部局における外部

ていると報告している。本研究においても

委託の有無と医療費に関連性があることが

スポーツクラブの役割の重要性が示された

示された。これは、市町村体育協会や総合

ことは、スポーツクラブが住民の健康へつ

型 SC などの健康・スポーツ事業の専門家

ながることを示唆している。

による高品質なプログラムの提供など要因
３．人口動態、社会経済、気候からみた各

の一つとしてあげられるだろう。

因子の特徴

また、教育部局と首長部局の事業担当者
数、高等教育機関との連携の有無、スポー

最後に、人口動態、社会経済、気候によ

ツクラブ数と介護保険料に関連性があるこ

る各因子との関連について考察したい。こ

とが示された。事業担当者数は、適切な職

れらは容易に改善できるものではなく、市

員の配置により、効果をあげていることが

町村は独自に様々な環境に対応し各種事業

考えられる。北海道・東北地域での小規模

を展開していると考えられる。t 検定の結

自治体では 1 名体制（今回の調査では約 1

果、多くの項目で有意に高かったのは、人

割）で実施している自治体も多く、その他

口が多く、人口密度・財政力指数・平均気

の自治体でも少数の職員（担当者数は全国

温が高い自治体であった。一方、人口規模

平均 4.3 人のところ、今回の調査では 3.6 人：

が小さく、寒冷地において有意に高かった

文部科学省調べ、2015）で様々な業務を抱

のが、シリーズ事業の回数と対象としてい

えており、健康・スポーツ事業に専念でき

る住民の種別数である。つまり、小規模自

る環境ではないと推察される。さらには、

治体の方が、幼児から高齢者まで幅広い住

本研究では調査していないが、専門職の配

民を対象とし、多くの事業を展開している

置の推進などにより、更なる効果が期待で

のである。これは、小規模だからこそ、細

きるだろう。介護保険料の縮減に事業担当

かなサービスを展開することが可能である

者の役割の重要性が示唆されたことは、自

ことを示唆している。住民が顔の見える関

治体の政策や事業内容の重要性についても

係であり、また、現在、アメリカにおいて

示唆していると考える。

は、運動実施に至るには上流（政策レベル）、

高等教育機関との連携の有無と介護保険

中流（地域・学校・職場等のレベル）、下

料に関連性があることが示されたことは、

流（個人レベル）があると言われているが、

高等教育機関との連携によりプログラムデ

小規模自治体ほど、この川は短くなり、ダ

ザインや高度なプログラムの提供などが可

イレクトに住民に届きやすくなると考えら

能となることが原因であるものと考えられ

れる。

る。外部との積極的な連携の重要性を示す
Ⅴ．結論

結果となった。
スポーツクラブの団体数と介護保険料に

本研究では、医療費及び介護保険料を説

関連性があることが示されたことは、身近

明する因子について、重回帰分析を行い、
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川森

功偉

医療費及び介護保険料と関連する因子につ

5）文 部科学省（2016）: 地方スポーツ行

2

いてχ 検定によって分析した。さらに、

政に関する調査研究事業（H28 年度）

容易に改善することができない人口動態、

6）鈴木雄・木村一裕・日野智・折井貴臣

社会経済、気候による特徴をｔ検定によっ

（2014）: 冬期における高齢者の健康

て分析した。その結果は次のようにまとめ

活動のための都市・交通環境施策に関

られる。

する研究 , 土木学会論文集 D3, Vol.70,

（１）北海道・東北地方の市町村の医療

No.5, I_383-I_393, 2011

費に関連する要因として、平均気温、年間

7）高 橋裕美・坪山美智子・熊谷多美子・

降雪量、教育部局における健康・スポーツ

猿舘睦子・栗林徹・佐藤浩哉（2005）:

事業の外部委託の有無と関連があることが

地方自治体が提供する高齢者運動教室

示唆された。

の有効性に関する研究 , 岩手県立大学

（２）北海道・東北地方の市町村の介護

看護学部紀要 7: 51-58, 2005

保険料に関連する要因として、人口密度、

8）束原文郎・石澤伸弘・山本理人（2011）:

財政力指数、年間降雪量、教育部局と首長

札幌市民の運動・スポーツ実施を規定

部局の健康・スポーツ事業担当者数、教育

する社会学的要因 : 属性と教育機関で

部局の高等教育機関との連携、スポーツク

の運動・スポーツ経験に着目して , 北

ラブ数と関連があることが示唆された。

海道体育学研究 , 46: 39-54, 2011

（３）人口動態、社会経済、気候により

9）保田義之・江武，井ノ口弘明・秋山孝

展開する事業に違いが見られ、規模が小さ

正（2018）: ファジィクラスター分析

い自治体ほど、多様な世代へアプローチし

による健幸都市の構成要素に基づく類

ている。

型化 , 第 34 回ファジィシステムシンポ
ジウム講演論文 , FSS2018
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