
Ⅲ、農村高齢者向けの栄養管理等に関する講習会等の健康支援活動

【概要】

1）個別支援・集団支援

調査実施者８５１人に対し、いきいき健康調査票の結果報告及び、その結果に基づく

支援策を実施した。運動器機能と口腔機能の低下を予防するためのパンフレットなど

を作成、配布し、地域の特徴を踏まえた健康支援を実施した。

2）集団支援活動の取り組み

①｣Ａあづみ

ａ.｣Ａあづみにおける室淫活動の取り組み

ＪＡあづみにおける支援活動として行っている調査の結果報告会及び支援を各地区の

あんしん広場で実施した。支授内容は調査の結果から、運動器機能、口腔機能、認知

機能の生活機能低下がみられたため、筋力低下予防のための「筋力トレーニング」と

口腔機能の低下予防のための「口の準備体操」の支援策を実施した。また、この支援

を自宅やあんしん広場でも、継続的に実施するための方法について結果報告会の中で

意見を伺い検討し、各自で実施有無を評価できる「自己チェックカレンダー」を提案し、

配布を行った。今後、「自己チェックカレンダー」を回収し、この方法が有効かどうか

を検討することとなった。

ｂ・｣Ａあづみ農協支所における結果報告会および支援活動の取り組み

ＪＡあづみ地区を対象に行ってきた本事業調査の結果報告会及び支援活動について、

今年度新たに、農協支所の活動として年金友の会会員を対象に実施し、腿協支所と連

携をとり実施することの意義について検討した。準備に際しては、農協内で課を超え

た連携をとり、実施に際しては、暮らしの助け合いネットワーク“あんしん”の役員、

ＪＡあづみ福祉課職員、佐久総合病院職員でチームをつくり、各支所長と協力した。参

加者からは多くのご意見や今後につながる提案をいただくことができた。今回の活動

を通して、改めて地域住民の声を聞く基幹として農協支所の重要性を感じるとともに、

農協組織、また支所と病院職員等保健専門職の連携が、農村高齢者の健康推進に重要

な役割を果たすことが示唆された。

②｣Ａ佐久浅間

２０１２年１月２４日～２６日の３日間、１Ａ佐久浅間内山年金友の会会員で希望者を対

象に、生活機能、生活の実態等についての調査を行った。そこから、多くの農村高齢

者が健康や生きがい楽しみのために農作業を行なっていること、体力や運動器機能の

低下、口腔機能の低下や、体の痛みといった課題を抱えていることがわかった。今後、

農村高齢者がいきいきと農作業を行なうことへの支援として、運動器機能低下を予防

する対策など農作業に関連した健康管理を行うと同時に、冬期間の閉じこもりを防止

する地域としての取り組みの工夫が必要だと考えられた。未実施地区への普及、調査
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を実施していくことで、農村高齢者の問題やニーズを把握し、それらに対する支援策

を行っていきたい。

1.支援策について

調査実施者に対し、「いきいき健康調査票の結果報告醤」（添付資料１０）に基づく具体

的な支援を実施。実施集団ごとに調査結果のまとめを報告し、経年的に機能低下が多くみ

られている運動器機能や口腔機能の低下を予防するために、各地域で必要に応じた資料を

作成し、配布した。実施地区の参加者数、講演などの詳細は以下の通りである。

1）個別支援・集団支援

(1)個別支援実績

実施地区及び集団 結果報告書作成数

ｊＡあづみ 600

JＡ佐久浅間内山年金友の会会員等 9３

高齢者生協他

ＪＡ北信州みゆき

その他農作業従事者他

合計

(2)集団支援実績

ＪＡあづみ

地区

あんしん広場及び生き活

き塾生・農林年金受給者

連盟及び年金友の会会員

支所、年金友の会総会

JＡ佐久浅間
内山出張所

ＪＡ北信州みゆき

合計

支援

回数

2４

７

６

１

3８

2９

6２

6７

8５１

支援内容

運動器機能低下予防のため

の運動指導「筋力トレーニ

ング」（添付資料８）

口腔機能維持のための「口

の準備体操」

(添付資料９）

運動器機能低下予防のため

の運動指導（実演）

｢生涯おいしく食事を楽し

むために」の講話と口腔機

能低下予防のための口の体

操（添付資料14）

講話「膝の痛み・変形性膝

関節症」（添付資料20）
運動器機能低下予防のため

の運動指導・降雪時の対処

と農閑期の体操（添付資料

21）
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謂師数

3５

７

1１

６

5９

参加

者数

403

6６

7３

2０

562



2）集団支援活動の取り組み

(1)ＪＡあずみ

①｣Ａあづみにおける支援活動の取り組み一あんしん広場、生き活き塾一

【背景・目的】

本事業において、セルフチェック方式によるいきいき健康調査（健康状態や生活機能)、

生活に関する調査を、ＪＡあづみのあんしん広場や生き活き塾などで普及していくことを

目的として実施している。ＪＡあづみでは、２００７年からいきいき健康調査を、また本事

業が始まった２００９年からいきいき健康調査に加えて生活についての調査を実施し３年

間継続して実施している。３年間の傾向を生活機能の面でみると、運動器機能、口腔機能、

認知機能（物忘れ）の順に機能低下がみられていた。今年度のいきいき健康調査からは、

全体の５４．１％が「体の痛み」があると答えている。また、生活についての質問票におい

ても、農作業をするうえで腰やひざなどの痛みが、体の不都合な原因として挙げられてい

る。「体の痛み」は、農作業の動作などに影響していると考えられる。ＪＡあづみでは、こ

の調査の結果をもとに、継続して生活機能の低下を予防するための支援策を検討、実施し

てきた（実施内容は下表ｌの通りである)。しかし、「家に帰ればやろうと思うだろう

か？」「自分ひとりだけでは、なかなかできない｡」「どうしたらこれらの運動に取り組む

ことができるだろうか」という不安の声が、結果報告会の中で聞かれた。

そこで、今年度、ＪＡあづみでは生活機能低下を予防するための支援策として、農閑期

に行う「筋力トレーニング」と「口の準備体操」を提案し、継続的に実施する為の支援策

の検討を行った。

表ｌ＜２００９年、２０１０年の支援内容＞

2009年

2010年

2011年

運動器機能

･足腰を鍛える運動指導

Ｉ
股関節、膝関節の周

りの筋肉を鍛えるト
レーニングなど Ｉ

･機能低下を予防する運

動指導

生活の中でできるから

だのお手入れ

Ｉ
農作業前、休憩時間
やお昼休み、農作業

後に行うストレッチ ）
機能低下を予防する運動

指導

生活の中で行う筋力ト
レーニング

（
片足立ち、片足上げ、

腹筋トレーニング ）

口腔機能

･口腔機能を良好にする
ために

〔口腔内の学習会など 〕

･農作業を元気に実施す

るために口の機能を健康

に保つ“お口の健康',学

習会“健口体操'，の実施

･噺下機能低下に対応し

た食品の試食

口腔機能維持のための

"口の準備体操”
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認知機能

･物忘れ対策の方法
ｰ

～

音読、おしゃべり、

歌を歌う、簡単な計

算、醤き取りなど １
物忘れフォローアップ

教室



【対象者】

あんしん広場参加者、生き活き塾生及び農林年金受給者連盟、年金クラブ加入者等

【実施期間】

２０１１年１１月～２０１２年１２月

【支援実施日及び支援内容】

支援実施日

支援実施日

2011年１１月１４日

2011年１１月１５日

2011年１１月１７日

2011年１１月１８日

2011年１１月２１日

2011年１１月２２日

2011年１１月２３日

2011年１１月２４日

2011年１１月２５日

2011年１１月２５日

2011年１１月２６日

2011年１１月３０日

2011年１１月１日

2011年１１月６日

2011年１１月８日

2011年１１月１０日

2011年１１月１２日

2011年１１月１３日

2011年１１月１４日

2011年１１月１４日

2011年１１月１５日

2011年１１月２０日

2012年１１月１６日

2012年１１月１６日

合計

地区（教室名）

離山

古厩

北穂高

寺村

長野

堀金

上堀

樵

田尻

岩原

立足

倭

寺所

上川手

柏矢町

宗徳寺

久保田

住吉

富田

上長尾

下立田

倉田

真々部

いきいき塾
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参加者数 講師数

７名 1名

１４名 1名

９名 １名

６名 1名

１２名 １名

８名 １名

２１名 １名

５名 １名

１０名 １名

２３名 1名

８名 1名

８名 1名

１８名 1名

６名 1名

１０名 1名

２５名 1名

１７名 1名

１１名 1名

１４名 1名

１２名 1名

１３名 １名

２８名 １名

１名

１１８名 １名

403名 ２４名



口支援内容

．「いきいき健康調査」個別での結果報告

。「いきいき健康調査」及び「生活についての質問票」ＪＡあづみの集計結果稲告

口機能低下を予防する指導

・生活の中で行う「筋力トレーニング」（添付資料８）

・口腔機能維持のためのｍの準備体操」（添付資料９）

口自己チェックカレンダー（添付資料１９)の配布

・期間２０１２年２川１日～２０１２年４月３０日までの３ヶ月間

・方法運動及び庶下体操を実施したら、シールを張る

５月、各あんしん広場、生き活き塾で回収、あるいは返信用封筒にて回収

【結果】

今年度の洲迩結果報杵会を、あん

しん広場の各会場及び生き活き塾

で行った。ＪＡあづみにおいて、本

瑚業が３年'二Iであり継続的に結果

報告会を災施してきていることも

あり、「今年はどうだったかな」と

いう雰囲気の'１．１、報告会を実施する

ことができた。まず、自分の結果報

告書を開けて、結果を確認し、ＪＡ

あづみ全体の傾向を報告した。結果

より今年度、生活機能低下の予防のより今年度、生活機能低下の予防のための支援策として提案したのは、迎動器機能低下予

防として膿閑期に行う「筋力トレーニング」と口腔機能低下予防のための「にlの準備体

操」の実施である。報告会の中で「どうしたら、皆さん自身でこの運動に取り組むことが

できるでしょうか？」と意見を伺った。参加者の中には、既に自ら取り組んでいる方もお

り、「朝起きたら必ず体操をする習慣がある」「"取り組む，，という意縦を常に持っている

からできる」ということであった。こうした話し合いや講師からの提案の巾から、迎勤に

関して、「片足立ちトレーニングは歯磨きをしながら、片足トレーニングはトイレに座っ

た時…と決めれば、意識してできるかも」という意見があがった。「ラジオ体操のよう

にあづみの地域放送などがあって、その放送が流れればできるかもしれない」「カレン

ダーでシールを使ってチェックをすることができれば、取り組む励みになるかもしれな

い」という慰兇が出された。実際に、昨年度の健康調迩の結果より迎助器機能の低下を示

した方が多かった。ＪＡあづみの上堀地区では、「運動器機能低下予防のための体操教室」

を行うあんしん広場が立ち上げられた。この体操教室への参加者からは、「使用したカレ

ンダーへの記入が継続に有効であり、個人の目標設定も出来ている」という意見があった。

意見をまとめた結果、支援策を継続するための方法として、「自己チェックカレンダー」

を配布することとした。あんしん広場では、会場により「毎月このカレンダーを持ちよっ

て、取り組めているかチェックしよう」「テレビ番組を決めてそのあと必ずやってみよう」

など継続して取り組むための具体的な方法が出された会場もあった。
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今回、“続ける”ことに重点を置き、「自己チェックカレンダー」を配布した。楽しくで

きる、自分だけでもやろうと思える、継続してできることを目標に「運動でひとつ、口の

準備体操でひとつ取り組めたら、それぞれにシールを張ってみよう」ということで実施す

ることとなった。

【考察】

あんしん広場の各会場にて結果報告会を行い、運動の継続について意見を伺った。「家

にひとりでいても運動できるだろうか」等の不安や「継続していくことの難しさ」が問題

として挙げられた。意見を出し合う中で、“いつ”“どういう時間を使って'，など具体的な

運動を継続するための対策案が出された。話し合いを持つことで、農閑期、農作業に代

わって運動に取り組むという意識を持つことができ、運動を継続するための方法を確認し

共有できたと思われる。また、カレンダーにシールを貼ることは、自分で取り組めたこと

に対する評価をすることができるとともに、楽しく有効に活用していただけるのではない

かと考える。今後、「自己チェックカレンダー」を用いることが運動の継続に有効であっ

たかどうかを検討する必要がある。

【結語】

今年度の調査結果から、健康課題としてあげられた介護予防における生活機能の低下を

予防することを目的とし、ＪＡあづみの高齢者が農作業を安全に実施するために、農閑期

に取り組める支援策継続のための「自己チェックカレンダー」を提案した。ＪＡあづみの

あんしん広場や生き活き塾は、個人を集団で支え合い、地域住民が自らの力で確認できる

場として適した環境である。集団で継続的な取り組みを確認することは、参加者のよい励

みになるのではないかと考えられる。今後、「自己チェックカレンダー」を回収し、この

方法が有効かどうかを検討していく。
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②ＪＡあづ鍬農協支所における結果報告会および支援活動の取り組み

【背景・目的】

本事業において、セルフチェック方式によるいきいき調査と生活調査等の普及を目的に

３年間実施している地区に、暮らしの助け合いネットワーク“あんしん，，（以下あんしん

組織）が組織的に関わりを持つＪＡあづみがあげられる。この組織は、各地区でお茶のみ

場として月１回開催している「あんしん広場」の運営に関わりを持ち、本調査においては、

委員の方々をはじめ多くの方に協力していただいている。本事業における昨年度までの実

績をみると、調査協力者は年々増加している。昨年度から、事務局を務めるＪＡあづみ福

祉課から他組織への呼びかけもあり、ＪＡあづみ管内の農協支所の協力を得られ、年金受

給者の会である「年金友の会」の方々への本調査に協力していただいている。

この調査の結果報告会及び支援活動としては、各あんしん広場、あんしん組織で主催し

ている学習会、ＪＡあづみ福祉課で主催している福祉フォーラムで実施し、好評を得てい

る。しかし、年金友の会として調査協力していただいた方へは、直接的に報告会を実施で

きていないことが問題点としてあげられていた。

今回は、ＪＡあづみ管内の基幹支所の協力を得て、６支所にて結果報告会および支援活

動を実施し、各支所で行った報告会での聞き取り調査や今回実施した支援活動が有意義で

あったかを明らかにすることを目的とする。

【対象者】

各支所にて行われた取り組みに参加された方

【期間】

２０１２年１月２３，２４，２５日

支援実施日、実施内容、参加者数及び講師数

実施日 実施場所

2012年 ＪＡあづみ有明支所

１月２３日 ＪＡあづみ穂高支所

2012年 ＪＡあづみ烏川支所

１月２４日 ＪＡあづみ豊科支所

2012年 ＪＡあづみ温支所

１月２５日 ＪＡあづみ梓所

支援内容

･今回実施した「いきいき健康

調査」個別での結果報告

・あづみ地域として集計した

｢いきいき健康調査」「生活に

ついての質問票」結果報告

･上記結果に基づき作成した支

援策の実施

参加者数 講師数

７名 ２名

６名 ２名

６名 ２名

１４名 2名

９名 ２名

５名 ２名

【結果】

今回の実施にあたり、各支所ともに、あんしん組織の役員、ＪＡあづみ福祉課職員、佐

久総合病院保健師または管理栄養士、佐久総合病院健康運動指導士がチームをつくり、支

所長の協力のもと結果報告会および支援活動を実施した。

結果報告会では、参加者に対してのいきいき健康調査結果の個別報告や、あづみ地域と
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して集計したいきいき健康澗海、

および生活についての質問粟の

結果報告を実施した。昨年度に本

調査に協力していただいた方も

数名おり、「家に帰ったら昨年の

結果と比べてみるよ」と、また、

あづみ地域として災I汁したいき

いき健康調査結果からは、「運動

器機能の低下かぁ、確かにそう

だ」「飲み込みはまだ大丈夫かな」

など傭伺うことができた。生活につ

いての質問票の中で、農作業I|:'の

源ご＝＝＝

からだの不都合について話すと足腰を挙げる方が多く、ヒヤリとした経験については、

｢りんごの収穫で脚立から落ちそうになった」「はしごから落ちた」などを伺うことができ

た。その他としては、８２歳男性から、「健康の秘訣は、無理をしない、人との交流を大切

にする、農作業を続ける」と、７０代女性からは、体調を崩したことをきっかけに、「無理

をしてはいけない、仕那を減らす、若い人に迷惑をかけない」など、農作業や日々の生活

に工夫している様子を、また、「農作業には仲間や意欲も大ﾘｉ」「股作業をしながら生き生

き暮らすことが幸せ」など、今までの事業結果と類似する意見も伺うことができた。

支援策としては、運動器機能低下予防としての筋力トレーニング、口腔機能低下予防と

しての口の準備体操を実施した。皆さん真剣に取り組んでいただき、「是非やってみます」

｢わかりやすく説明してもらえたのでできそう」など伺うことができた。また、継続的に

取り組んでもらうための自己チェックカレンダーについては、とても意欲的な方が多い中、

継続的な実施に不安な方もいた。

この報告会をきっかけに、様々な波及効果をみることもできた。有明支所では、結果報

告会のあと、支所の年金友の会役員の参加者から、今回のような報告会を総会で取り組み

たいとの提案があった。烏川支所では、参加者からあんしん組織の活動についてあまり知

らないので詳しく知りたいとの声があった。報需会終了後に委鳳から説明が行われ、今後

の協力をお願いする場面があった。また、蝋科支所では、小松支所長の諦の''１で、「支所

は地域のよりどころでなければ

ならない」という立場から、今回

の支援策で行った体操や、いまま

での経純をお稲する機会を支所

で作ってほしいとの提案があっ

た。
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１
【考察】

今回の取り組みを通して、農協支所の重要性を改めて感じた。ＪＡあづみ地区では、長

年あんしん広場をはじめとするあんしん組織の活動を展開しており、本事業に関わってい

くなかで多くのことを教えていただいた。しかし、今回の参加者からは、よく知らないと

いう声があがり、あんしんの役員の方が説明する場面があった。これらから、今後一層地

域住民の方へ普及するためには、地域の行政や農協の活動と連携をとることが大切だと考

えられる。特に、農作業に焦点を絞ると、大規模であってもせんぜもん（前裁物＝庭先で

作る野菜）であっても、腿機具や資材、営農指導といった面で農協の関わりが必須であり、

中でも支所が大きな役割を持っていると考えられる。今回の取り組みからも、今まで調査

に参加することのなかった方や報告会として初めて参加した方がおり、貴重な意見を伺う

ことができた。また、支所においても地域住民の新たなよりどころとして方向性を打ち出

しているところもあった。このことからも、農協支所と病院職員等で連榔をもった活動は

今後の事業普及に対しても大きな前進であったと考えられる。

【結語】

ＪＡあづみ管内の基幹支所の協力を得て、６支所にて結果報告会および支援活動を実施

した。農村高齢者の健康づくりを地域にねざしたものにするために、農協支所を地域活動

の拠点として、支所の担当者が農協組織の他の部門や、病院等の保健専門職と連拠するこ

とが重要である。

今後の普及活動に向けて、厚生連病院としては、支所の活動と地域全体の活動（くらし

の助け合いネットワーク“あんしん"）について、円滑な交流等の連携・支援も考えてい

きたい（図ｌ)。
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図１本事業における各団体の関係性変化、および今後の普及活動に向けたイメージ図

<2010年度までのＪＡあづみ〉 <2010年度のＪＡあづみ〉

唖 ［睡亡画

愈愈愈

<これからのｊＡあづみ〉

厚生連病院の協力・連挽支掘●
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(2)」Ａ佐久浅間

①｣Ａ佐久浅間内山年金友の会の取り組み

【目的】

いきいき健康調査票の調査結果より、生活機能低下の中で多かった「運動器機能低下｣、

｢口腔機能低下」について２つの支援策を行うとともに、効果的な取り組みのための課題

を検討する。

【期間】

２０１２年２月１５日、２１～２３日の４日間

【対象】

ＪＡ佐久浅間内山年金友の会会員で希望者７３名

【方法】

いきいき健康調査の個人結果報告、］Ａ佐久浅間全体の結果報告を行った。その後、結

果に基づき、①ＪＡ佐久浅間内山出張所長が、運動器機能低下予防に対して「ストレッチ

体操」の指導を約１時間、②健康管理センタースタッフが、口腔機能低下予防に対して

｢生涯おいしく食事を楽しむために」（添付資料１４）の健康識話を約１０分行った。なお、

交通の便が悪いため、調査時と同じく希望者が集まりやすい集落単位で日程を組み実施し

た。報告会のお知らせは、ＪＡ担当者が調査当日に対象者にお知らせを配布したほか、区

の年金友の会の役員が会員に声掛けを行った。

支援実施日、実施場所、参加人数及び講師数

実施日 実施場所 参加者数 講師数

２月１５日（水） 苦水公民館 ２８名(男性６名女性２２名） 2名

２月２１日（火） 相立公民館 １１名(男性１名女性１０名） 2名

２月２２日（水） 大月公民館 ７名(男性５名女性２名） 2名

２月２２日（水） 中村公民館 １１名(男性５名女性６名） 2名

２月２３日（木） 松井公民館 3名(男性２名女性１名） 1名

２月２３日（木） JＡ佐久浅間内山出張所 １３名（男性１名女性１２名） 2名

【結果】

調査同様、年金友の会の役員が男性であった地区では、男性参加が多かった。また、今

回役員の方の計らいで集落ごとの無線放送や呼び鈴で声を掛け合うという工夫を行った。

結果、調査には参加出来なかったが、結果報告会に参加していただけた方が６名いた。

一緒に結果報告を一緒に聞いていただいた感想として、「こういう健康調査は、次いつや

るの？」と次年度への調査に興味を持ち、参加希望される方もいた。

運動器機能低下予防のためのストレッチ体操は、どこに効くのか、なぜこの動きをする
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のかの説明を交えながら高齢でも簡単に出来る動きを中心に行った。始める前には上がり

にくかった腕が上がりやすくなったり、体を動かすことで汗をかいたりなどの効果がすぐ

に出る方もいた。小さな地区ごとでの実施だったため、和気調々と行っていた。’1腔機能

低下予防では食事をとる大切さや、なぜ必要かなどを説明後、口腔体操を行った。講義中

には「こういった運動を定期的に

出来ればいい｣、「忘れてしまうか

もしれない｣、「自分ひとりでは継

続できない」といった取り組みへ

の継続に関する意見が聞かれた。

会場設定については、「健康に

対する関心はあっても、市町村で

開催される健康教室などは離れ

た会場のため参加しづらい」と

いった参加者からの声があり、身

近な集落ごとに行われた今回の

健康教室は大変喜ばれた。

【考察】

今回、調査の結果から生活機能低下の中で多かった運動器機能低下と口腔機能低下に対

して支援策を行った。

運動器機能低下予防のためのストレッチ体操、口腔機能低下予防のためのLl腔体操は、

実際に身体を動かすことができるため、効果が実感でき好評であった。しかし、これらの

体操は継続して実施することが大切である。参加者からも「忘れてしまうかもしれない｣、

｢自分ひとりでは継続できない」といった声があったことから、継続的に実施するために

定期的に皆で集まる環境を整えることや、体操を指導する講師を招くといった工夫が必要

と考えられる。集落ごとにある公民館は、離れた会場に行くことができない高齢者には足

を運び易く、定期的に集まる場所

として適していると考えられる。

加えて地区の役員の方の呼びか

けで参加人数が増える傾向に

あったことから、単純に広告を配

るだけではなく、直接顔を合わせ

て声掛けをすることが必要だと

考えられた。また、会場によって

男性の集まりの悪いところがあ

るので、男性にもより興味を持っ

ていただけるようなテーマづく

りも検討していきたい。
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【結論】

ＪＡ佐久浅間内|｣|年金友の会の

方を対象に結果報告会と支援策

を行った。運動器機能低下予防

策、口腔機能低下予防策ともに好

評であり、会員の方からも継続を

要望する声が聞こえた。より多く

の方に継続して参加してもらえ

るよう、拙師、会場の設定や、募

集方法、学習のテーマなどについ
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2）男性の生活機能の低下予防のための里山農作業あんしん広場の開催及び検
討会

背景・目的ＪＡあづみで定期的に開かれている“あんしん広場”は、女性が中心と

なっており男性の参加が少ないことが課題であった。くらしの助け合いネットワーク

"あんしん”の委員やＪＡあづみ福祉課が中心となり、男性の参加を促してきたが、積

極的に参加する方は少なかった。また、ＪＡあづみの奈川地区では、あんしん広場への

参加者が年々減少していた。そこで、２０１０年度のＪＡあづみにおける「いきいき健康

調査」の結果からみられた男性の認知機能や運動器機能の低下を予防するために、男

性参加者を募り奈川地区での“里山農作業あんしん広場”を実施し、男性が農作業等

を通じて参加できるプログラムの検討を行った。

対象・方法ＪＡあづみ福祉課やくらしの助け合いネットワーク“あんしん”の委員が

ＪＡあづみの生き活き塾生及び年金クラブ、農林年金受給者連盟等に声をかけ参加者を

募った。２０１１年６月、活動についての学習会（植樹等に関する）及び説明会を開催し

た。“里山農作業あんしん広場”として、学有林に栗や胡桃の樹を植える植樹会、蕎麦

打ち会、“ぬかくど”（写真１，２）の学習会、奈川小中学校生徒との学有林の整備及び

給食交流会を実施し、２０１２年３月に１年間の活動を振り返り、反省会及びプログラ

ムの検討会を行った。

結果ＪＡあづみ福祉課やくらしの助け合いネットワーク“あんしん”委員の呼びかけ

により、第１回目の里山農作業あんしん広場には、２０名（うち男性１１名）が参加し、

活動に関する説明会と話し合いを実施した。植樹地や樹の選定（栗、胡桃)、参加者の

安全面や負担への配臓などについての意見が出された。第２回目（男性６名)、栗と胡

桃の樹の植樹会を実施した。第３回目（男性４名)、奈川小中学校とぬかくどの給食交

流会の打ち合わせを行い、第４回（男性９名)、奈川小中学校の生徒と学有林の整備、

樹の越冬処霞作業を行った。第５回（男性２名)、１年間の活動を振り返り反省及び検

討会を実施した。男性参加者数は、全体的に少ない傾向であった。男性参加者やくら

しの助け合いネットワーク“あんしん”の運営委員の方々から、ワラビ狩りや奈川の

ウォーキングなどを取り入れたプログラムの見直しや、今後に向けて活動内容の周知

徹底を図るなどの課題が出された。

考察今年度、“里山農作業あんしん広場'，への男性参加を促すために活動を行ってき

たが、参加者数は全体を通して少ない傾向で、特に会議になると人数は少なくなった。

これは、この活動が初年度であり、年間の活動内容について詳細な計画が立てられて

いなかったこと、情報を周知できなかったこと、男性参加者が現場作業をより好むこ

と等が原因として考えられた。男性が澗極的に参加する取り組みにするためには、再

度“里山農作業あんしん広場”の趣旨説明及び活動内容の周知を徹底し、男性が自主

的に取り組みたいと思う目的を明確にし、サポートをしていくことが重要であると考
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えられた。学有林作業からは、男性参加者は手慣れた作業で山の整備や樹を植えられ

ており、これまでの“経験”や“知恵”などを地域の住民や子どもたちに伝えられる

場であったとともに、男性高齢者の生活機能低下予防のためにも有効なひとつの方法

になると思われる。数年後、奈川に植えた栗や胡桃の収穫を楽しみに、興味を持って

楽しめることや役割を持ってできる作業に従事すること、そして楽しく仲間と過ごせ

ることが、男性の認知機能や運動器機能の低下を予防することにつながっていくと思

われる。

【背景・目的】

ＪＡあづみ管内２６会場（2012年３月現在）において、“あんしん広場”というお茶飲

み会が月に一度定期的に開催されている。この活動は女性が中心となっており、くらしの

助け合いネットワーク“あんしん”の委員や〕Ａあづみ福祉課が、自宅にひきこもりがち

な男性の参加を促そうと、働きかけをしてきた経緯があるが、積極的な参加が見られず、

課題とされていた。一方で、ＪＡあづみ管内の中でも地理的に離れた奈川地区においてあ

んしん広場が立ち上げられたが、若い世代が多く年々参加者の減少がみられ活動が停滞し

ていた時期でもあった。また、昨年度（2010年度）のＪＡあづみにおける「いきいき健

康調査」の結果をみると、男性は、認知機能や運動器機能の低下が多かった。この調査の

結果報告会を行ったところ、ＪＡあづみ福祉課やくらしの助け合いネットワーク“あんし

ん”の委員から、奈川地区のあんしん広場の活性化をはかると同時に、男性の認知機能や

運動器機能の低下を予防するためにも、男性に山へ出かけてもらい、「山での農作業や収

種を楽しんでもらおう」という意見が出され、“里山農作業あんしん広場”が立ちあがっ

た。

今回、男性の認知機能や運動器機能の低下を予防するために、“里山農作業あんしん広

場”を立ちあげ、男性が農作業を通じて興味を持って参加できるプログラムを検討するこ

ととなった。

【対象者】

ＪＡあづみの生き活き塾生、ＪＡあづみ年金クラブ、あづみ地区農林年金受給者連盟等の

男性

【実施期間】

２０１１年６月～２０１２年３月
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【支援実施日及び実施内容】

実施日

2011年４月２５日

2011年５月初旬

2011年５月１６日

2011年６月２１日

2011年６月２３日

2011年７月１日

2011年７月１３日

2011年７月１４日

2011年７月１９日

2011年８月３０日

2011年９月１日

2011年１０月１８日

2011年１１月４日

2012年２月７日

2012年３月１４日

内容

奈川地域に土地の情報を得て現地確認す

るも、鳥獣被害等の懸念から断念する。

学校及び行政より「奈川小中学校の学有

林の一部を学校教育の一環として位置づ
け提供、学有林を貸与する｡」と意思表示
あり ◎

松本市奈川支所の管理担当者及び奈川小
中学校の校長・教頭との面談

里山農作業あんしん広場への取り組みに
ついての説明会

第１回里山農作業あんしん広場の開催及
び学習会の実施

奈川松田屋（松本重要文化財）にて、活

動についての説明会及び交流会

学有林貸与に関する意思確認及び現地の

確潔

学校側に生徒との学有林作業と“ぬかく

ど※ｌ'，栗ご飯の給食交流会実施の意向
を伝える

学有林伐採作業１日目

植樹スペースの確保

学有林伐採作業２日目

草刈り、地ならし、竹竿の設霞等

第２回里山農作業あんしん広場の開催

植樹会及び学習会の実施

植樹地の下草刈り作業の実施（１日目）

植樹地の下草刈り作業の実施（２日目）

第３回里山農作業あんしん広場の開催

"ぬかくど，，の栗ご飯給食交流会の打合せ

及び蕎麦会、学習会の実施

第４回里山農作業あんしん広場の開催
学有林の整備、栗と胡桃の植樹地の越冬

処髄

"ぬかくど”の栗ご飯給食交流会及び“ぬ

かくど”についての学習会の実施

第５回里山農作業あんしん広場の活動学

習会及び検討会

あづみ地区農林年金受給者連盟及び年金

クラブへの里山農作業あんしん広場の実

施報告会

－２９６－

参加者数 講師数

３名

１名

１０名

１２名 1名

２０名

(男性１１名）
２名

８名

４名

１名

１４名

(男性６名）
２名

１名

２名

１９名

(男性４名）
２名

１８名

(男性９名）
２名

１５名 ３名

２７名 1名
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写真２写真１

※ｌ“ぬかくど”…お米をつくるときに必ずできる「ぬか（もみがら)」が、安曇野の

ような米作地滞では燃料として使われてきた。しかし、火力の調節が難しく、短時間に大

きな火力を必要とする炊rliには不向きだったため、鉄製のだるまストーブによく似た形

の釜がつくられた。内部は中央に窯気をよく通すために二重になっており、外周部にぬか

を入れると、下部から入った空気と外周から少しずつこぼれたいかがちょうどよく燃えて、

大きな火力を生みだす。一度火をつければ、手をかけなくてもおいしいご飯が炊ける便利

な昔の炊飯器のことを「ぬかくど」と!『う。

－２９７－
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【結果】

第１回里山農作業あんしん広場の開催及び学習会の実施

奈川地区のあんしん広場の方々の呼び掛けにより染まった参加者に対.し、これまでの総

緯や事業の説明、学有林や植樹についての学将会を実施した。

奈川の地域住民の方から、「奈川の土地は、標間1200ｍであり、栗や胡桃の樹を植え

奈川小中学校の学有林に栗５本と胡桃９本の‘樹を植えた。学有林は標高が高く斜面が

てもクマなどに食べられてしま

う等の心配が予想される｡」とい

う意見があり、安全対策の必要性

を指摘された。これに対する対第

や、植,樹する樹の選定などについ

て意見が出された。

今年度、栗や胡桃の,樹を'1'1iえ

て、秋に奈川小中学校の学有林の

作業予定にあわせて生徒たちと

"ぬかくどご飯”の給食交流会を

実施する計画を立てた。

訂と？,

第２Ihl里山股作業あんしん広場植樹会

励

ぺ
｛
〕

面､画 遷畠旦働遷畠旦働



急な土地であった。参加者の安全而を考慮してﾘＩ前にＪＡあづみ奈川支所、ＪＡあづみ冊

祉課、シルバー人材派巡の方々 が植樹地の整備を行った。今'111“里'11典作業あんしん脳

場'’の開催が遅れてしまい、植樹に過さない時期となってしまった。根付くかどうか心配

であったが、台風の影響で雨が降ったため、作業をするのは大変であった。しかし、水を

運ぶ心配もなく恵みの雨となった。参加者ひとりひとりが２～３本ずつの樹を植えるこ

とができた。植樹を終えて、「一体何本の樹が根付くだろうか」という不安や「根付いて

その実を収種できるロがいつか来るだろうか」という期待、捕樹の感想などを伺うことが

できた。

蕎麦打ち体験をする“蕎麦会”を行っ

た。蕎麦打ち体験では、普段から蕎麦打

ちをされているという方や「蒋麦は打た

ないがそばの実を引く」など自分の役削

を持っている方もいた。参加者は自ら誌

麦打ちを行いその後、新蕎麦を美味しく

いただいた。サポートとして参加したあ

んしん広場の委旦の方々がもちよる

様々なお惣菜も、綜麦とともに食卓に並

んだ。

第３回里山艇作業あんしん広場の開催祷麦会

－２９８－
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Ｉ

第４回里山農作業あんしん広場の開催学有林の作業及び給食交流会

今Ｍ、男性の参加者は９名、学有林の作業は中学校生徒のみ１４稀と行った。６ｊｌに捕

えた栗、胡桃の樹の越冬処置と周囲の盤備を行った。作業終了後、ＪＡあづみの“ぬかく

ど隊”の方々のサポートにより“ぬかくど”の釜で栗ご飯を炊いた。学校の体育館で、

"ぬかくど隊”の方から“ぬかくど”の歴史とご飯の学習説明を聞きながら、栗ご飯の給

食交流会を行った。

次回に予定した奈川の小中学校の生徒と一緒に行う学有林の作業と給食交流会に向けて、

ド兇と打ち合わせに学校に伺い、作業の方法や“ぬかくど”ご飯の炊き方などの学習会を

行った。

対象者

受

Ⅲ．

、
三

一一

＝

－２９９－

今年度の活動に関する学習会を行い、反省をもとに哩山股作業あんしん広場の検討を行

い、今後への課題について話し合いをした。参加されたあづみ地lX股林年金受給者連盟及

びＪＡあづみ年金クラブの会長からは、「是非、総会で活動や取り組みについて報告を行っ

１
１
１
卜
■
。
■
Ｂ
ｒ

第５回里山農作業あんしん広場活動学 習 会 及 び 検 討 会

暦『

’

！



ていただきたい。参加者を増やすために

理解を促し、この活動の継続につなげた

い｡」という意見が出され、総会での活

動報告をすることが決定した。

一
一
一
一

一

□

検討会において出された感想及び反省、今後に向けての意兄

く植樹について＞

。もっと男性の参加者があるかと思ったが、意外に少なく残念だった。

・樹を植える時期がずれてしまった。

・奈川への参加者は少なかったが、福祉フォーラムへは１月の一部支所における結果報

告会の効果か、多数の参加があった。今後への参加が期待される。

。もう少し若い人がよいのではないだろうか。

・今年度はスタートの年であった。“人の心の経験”（知らない者どうしが付き合っていく

ためは）も１年２年と必要である。次への努力をしていくべきである。

。“学有林”というひとつの中でつながっているので、学校側から断られることはないと

思う。続けていくことについては心配ないのではないか。

＜“ぬかくど”で炊いた栗ご飯での生徒との給食交流会について＞

もっと、奈川の生徒と農業のこと等の話で交流ができればよかった。

生徒は年々変わっていく。主催する自分たちの方向性をしっかり持つべきである。

＜今後の活動への課題＞

・今後、活動をつないでいくためにも、参加者を募る声がけが必要である。

・どんなことをやっているのか活動報告をすることで、その姿を伝えていくことが必要で

ある。

｡年金クラブや農林年金受給者連盟に対し、“里山雌作業あんしん広場”の活動報告会を

検討する。

･熊への対策の検討も引き続き必要である。

・次へのステップとして、カリキュラムを前もって計画することも必要と思う。

カリキュラム（案）

値;樹（蕨など）・下草刈り・給食交流会の継続、ワラビ狩り

健康カリキュラム「男のストレッチ」や奈川地区のウォーキング（ポールを使っ

て）

－３００－


