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平成 28 年第 1回定例会	 教育・社会問題対策特別委員会	 

	 

平成 28 年 3 月 8 日	 

赤井委員	 

	 先ほど来、話がありました運動・スポーツの推進の件について何点かお伺い

したいと思います。	 

	 まず、成人期のスポーツの推進ということで、主な取組に 3033 運動の推進と

いうのがあります。私たちは議員ですので、3033 運動というのはよく聞く言葉

ですが、この 3033 運動について確認の意味で、どのような運動なのか、そして、

実際に行った結果についての検証等をお伺いします。	 

スポーツ課長	 

	 3033 運動とは、１日 30 分、週３回、３箇月間継続して運動やスポーツを行い、

運動やスポーツを暮らしの一部として習慣化する取組です。１日 30 分の運動と

いうのは、実際に運動の効果を得るために最低限１回の運動で必要な時間であ

ります。また、週３回というのは、運動を少なくとも１日おきに行うことがで

きれば、高い運動効果が得られると言われております。また、３箇月間続ける

というのは、運動を習慣化するための必要最低期間で、また体力が向上したな

どの運動効果が現れる期間とされているものであり、当時、東京大学の教授の

御意見を頂きながら取組を始めたものです。	 

	 効果についてですが、具体的にどれだけの人が定着しているのかというとこ

ろでは、今のところ確固たる統計等はありません。県民の皆様方に対してイベ

ント等の場で行っても、3033 運動とは何なのかとスタッフが聞かれたりもする

状況ですので、まだまだ定着していないのかなと感じているところです。	 

赤井委員	 

	 3033 運動が定着していないことは改めて伺うとして、東京大学の教授の検証

というのはどのようになっているのか伺います。	 

スポーツ課長	 

	 先ほどお話しさせていただいたように、１日 30 分の運動が運動効果を得られ

るための必要最低限な時間ということで、アメリカのスポーツ医学界のガイド

ラインからも提唱がなされています。また、週３回の運動頻度は、運動効果が

最も高く認められるということで検証を行いました。また、一般的に３箇月続

けられれば運動を習慣化することができるということで、そういったものを参

考に決めたものです。	 

赤井委員	 

	 何か非常に裏付けが乏しい運動なのかなという感じがします。ともあれ 3033

運動ということで、30 分、週３回、３箇月というと、非常に語呂合わせが良い

のかなと思いますが、この 3033 運動はいつ頃から神奈川県として取り組み始め

たのでしょうか。	 

スポーツ課長	 

	 平成 13 年度からです。	 

赤井委員	 

	 平成 13 年からということで、もう既に 15 年近くたっているわけですが、先
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ほどスポーツ課長御自身がおっしゃっていたように、いまひとつ県民の皆様に

定着をしていないのかなとも思います。これまでの 3033 運動の普及啓発につい

ては、今回の資料にもいろいろ記載されておりますが、もう一度確認の意味で、

どのような普及啓発運動をしてきたのか伺います。	 

スポーツ課長	 

	 まず、具体的な運動の実践例を示した 3033 運動のノートの作成、また未就学

の子供、働き盛りの成人、高齢者向けなど世代に応じた運動実践プログラムを

作成し、リーフレットをホームページ等で紹介するとともに、県の広報番組等

の広報媒体を活用し全県的な広報を開始しました。また、平成 19 年度からは地

域におけるスポーツの指導者、これはスポーツ推進員の方になりますが、そう

いった方を対象に 3033 運動の普及啓発を行う 3033 運動普及員養成講習会を開

催し、これまでおよそ 1,800 人の普及員を養成し地域で 3033 運動の実践を行う

ようお願いしているところであります。さらには、平成 21 年度からは民間と行

政、それからスポーツ関係団体で構成された 3033 生涯スポーツ推進会議を設置

し、県立高校や市町村、商工会議所、子供会、老人クラブなど様々な県内の団

体と連携した取組を検討、実践してきたところです。そのほか 3033 運動の講習

会や 3033 運動のキャンペーンイベントを開催しているところです。	 

赤井委員	 

	 せっかく今、これだけの運動気運が上がってきている、また 15 年近く続けて

きているにもかかわらず、具体的に効果がどの程度得られているのかという科

学的な知見が少し見えません。それにしても 30 分、週３回、３箇月間という一

つの語呂合わせについては、非常に良いネーミングだと思います。ちなみに他

の都道府県は、同じような運動をされているのか、また同じようなネーミング

なのか伺いたい。また、今後、神奈川県からこの運動を他の都道府県に広めて

いく考えがあるのでしょうか。	 

スポーツ課長	 

	 同じような標語をつくって運動を推奨している例では、石川県で１日 30 分以

上の運動を週２回以上継続して行うということで、いしかわ 302 スポーツ運動

というものを実施しています。それから、宮崎県では１週間に１回以上、30 分

以上、運動・スポーツをしましょうということを合言葉に、みんながスポーツ

1130 県民運動というものを行っていると把握しております。3033 運動について

は、科学的な知見がないということでしたが、平成 16 年度、平成 17 年度の２

箇年で、県立体育センターにおいて実際に県民の皆様がモニターとして体験し

ていただき、その中で 3033 運動が基礎体力や生活体力の向上につながるという

ことが認められたという検証結果はあります。また、そういったことと併せて、

他県に対して神奈川県で3033運動の取組を行っていますということを広めてい

く必要もあると考えております。	 

赤井委員	 

	 検証結果も出ているということであるならば、神奈川県から 3033 運動を是非

普及していっていただければよいかなと思います。	 

	 それでは、今回、運動・スポーツの推進ということで、幼児、青年期、成人

期、それから高齢者という様々な観点から議論がなされています。特に確認を
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しておきたいことになりますが、資料６ページ記載の親子ふれあい体操という

部分です。親子ふれあい体操リーフレットを作成し３歳児健診等で配布し、普

及啓発を図ったと伺っておりますが、これは内容的にどのようなもので、その

結果、どういったことが皆様から回答、御返事としてあったのか、状況を教え

てください。	 

スポーツ課長	 

	 この親子ふれあい体操リーフレットは、早稲田大学の前橋教授の監修により、

メリーゴーランド、ロボット歩き、手押し車といった親子で一緒に行える七つ

の体操をイラスト付きで簡単に解説したものであります。この親子体操リーフ

レットは、前橋教授によると、脳や神経が著しく発達する２歳から６歳の時期

より、早寝、早起き、朝ごはんなどの生活習慣の確立と併せて、生活の中に運

動、遊びを取り入れることで運動習慣を確立することを狙いとするものとなっ

ております。いわゆる未就学、幼児期から取り組むことにより、親子一緒に家

の中でも遊びながら運動、体を動かすことを習慣化していこうというものです。

具体的には、各市町村にお願いして、３歳児健診などで配っていただいている

ところです。	 

赤井委員	 

	 この達成度によると、58 市区町村中 42 市区町村ということで、まだあと 16

市区町村がこのリーフレットを活用していないのかなと思うのですが、今後こ

れについてはどのようにしていくつもりでしょうか。	 

スポーツ課長	 

	 毎年度、市区町村の保健関係ということで、３歳児健診を実施しているとこ

ろに希望をとって配付していますが、今後もしっかりと全市区町村に御協力を

いただけるよう働き掛けをしてまいりたいと考えております。	 

赤井委員	 

	 同じくこの成人の運動・スポーツの推進の中で、3033 スキマストレッチとい

うのがあります。隙間の時間にストレッチということだと思いますが、これも

余りなじみがないなと思います。この配布状況、内容的なものも含めて説明願

います。	 

スポーツ課長	 

	 スキマストレッチについては、会社などで働いている方を対象とし、おはよ

う編、始業編、昼休み編、就業編、それからおやすみ編に分かれており、少し

の時間で体と心をリラックスさせようとするものです。実際には、企業での 3033

運動講習会や3033運動の普及員の方が講習会を行う際に活用していただいてい

ますが、全県的にこれから広めていく必要があると考えています。また、働き

盛りの方を対象としたパンフレットの中でも紹介し講習会などでお配りをして

います。	 

赤井委員	 

	 資料を作成するのが大変だったと思いますが、なかなか徹底できないという

状況かと思います。特に高齢者に対しては、資料 12 ページの方で、高齢者向け

3033運動プログラムかんたん元気運動プログラムを3033運動講習会等で配布し

周知徹底を図っていこうということで、3033 運動をしっかり進めていくと記載
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されております。3033 運動について一生懸命普及啓発を図ろうという気持ちは

分かりますが、先ほどの話でもありましたように、やろうという気持ちになか

なかなれないのはなぜかなと思うところです。このかんたん元気運動プログラ

ムはどういった内容なのでしょうか。	 

スポーツ課長	 

	 こちらは順天堂大学の名誉教授である武井教授の監修により作成したもので、

具体的には高齢者の方の体の状況などに応じた体の動かせる範囲、元気度など

を勘案し、ゆったりお達者グループからますます元気グループまでの四つのグ

ループに分け、それぞれに応じた運動などの紹介をさせていただいているとこ

ろです。例えば、ますます元気グループでは、どうすれば効果的にウォーキン

グができるかということなどを紹介しております。これについても、やはり地

域で行っている3033運動の普及のための講習会で配付し実践で行っているとこ

ろです。草の根的に実施しているため、なかなか全県的とはならないのですが、

また新たな取組についてしっかり行っていきたいと考えているところです。	 

赤井委員	 

	 先ほど運動普及員が地域で活躍されていると伺いました。この運動普及員に

ついてですが、具体的に地域の中でどこにいるのか分かりません。また、こう

いった運動の講習会でも見たことがありません。この辺については今後どのよ

うにしていくのでしょうか。	 

スポーツ課長	 

	 昔は体育振興員と言われていましたが、今はスポーツ推進員と言われており

ます。このスポーツ推進員の方々を中心に、体育センターとスポーツ課の方で、

普及を図ってまいりました。また、そのほかにも神奈川県歩け歩け協会の方々

にも御協力いただいて、協会の講習会と併せて 3033 運動の普及推進のための講

習会も行っていただいているところです。今後もこういった地域のスポーツ推

進員の方と、またスポーツ団体の方を中心に講習会を広めてまいりたいと考え

ています。さらには、昨年から特に重点的に実施させていただいていることは、

企業に直接出向き、働き盛りの方々を中心に企業現場で 3033 運動についての実

践、また講習会を実施させていただいているところです。こういった取組もし

っかりと行っていきたいと思います。	 

赤井委員	 

	 ここまで 15 年間続けてきたと伺いましたが、この 3033 運動については今後

どのような方向に持っていきたいと思っているのか、また、数値的な目標など

について何か考えられているのか伺います。	 

スポーツ課長	 

	 今までの地道な活動のほか、先ほど申し上げた横浜ランドマークタワーのイ

ベントの場でも 3033 運動について周知をさせていただきましたが、そういった

いろいろなスポーツイベントに絡めて、3033 運動についてＰＲしていくという

ことが、まず一つの方法としてあるかと考えております。それから、それぞれ

の職場における責任者といった方々を中心に、商工会議所などで集まりもある

ので、そういった方々に対して、いろいろとお話をさせていただいて広めてい

ければと考えているところです。	 
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	 数値目標については、今まで 3033 運動について、どれだけ普及しているかと

いうことを検証しておりませんでしたが、今回、アクティブかながわ・スポー

ツビジョンについての検証を行う際に、県民の方々から抽出ではありますが、

3033 運動を知っていますかという質問をアンケートの中に入れております。ま

だ集計中ではありますが、今後この集計数値を基にして、浸透度について高め

ていく目標を立てていきたいと考えております。	 

赤井委員	 

	 今回、スポーツ局が設置されるわけであり、この 15 年間続けてきた 3033 運

動をどう昇華させていくのかが非常に大きな課題かなと思います。是非その辺

については、神奈川県が健康寿命日本一を目指しているという点からも、成人

のときからこの 3033 運動、そして高齢者になっても 3033 運動を続けることが

できるよう是非積極的に働き掛けをしていただきたいと思います。	 

	 次に、認知症の初期の方も相当な人数がいると考えられるわけですが、そう

いった意味で、この認知症のリスクが軽減できると期待されるコグニサイズに

ついて伺いたいと思います。認知症の方の人数については、よく 460 万人、あ

るいはＭＣＩの方で大体 370万人から 380万人などと言われております。また、

平成 37年には大体約 700万人の方が認知症になるのではないかとも言われてお

ります。この人数の掌握については、自分が認知症だと言って病院にかかるわ

けではないので、その辺について現在どのような形で認知症の人数を掌握して

いるのか伺いたいと思います。また、神奈川県には今の時点で認知症と認定さ

れる方、認知症ではないかとされる方がどのくらいいらっしゃるのか伺いたい

と思います。	 

高齢社会課長	 

	 認知症の実態の把握についてですが、認知症に関しては、なかなかストレー

トに認知症だと診断されるわけではないため、実数としてどのくらいいらっし

ゃるのか把握するのは極めて困難です。そういった中で、厚生労働省の方が認

知症の有病率ということで、65 歳以上の高齢者に占める割合が、全国で見たと

きに大体 15％程度、それから認知症とは言えないものの、正常とまでは言えな

いというような中間の軽度認知症、ＭＣＩの方々が大体 13％程度と公表してお

ります。先ほど委員から御発言のあった本県の人数については、厚生労働省が

割り出した全国の状況を勘案すると、大体本県の高齢者の方の数が 210 万人程

度となっておりますので、その 15％ということになると、大体 31 万人の方が認

知症ではないのか、あるいはＭＣＩということになると 13％ということですか

ら、27 万人程度ではないのかと推計しているところです。	 

赤井委員	 

	 900 万人口のうち 60 万近くの方が、今の時点で認知症若しくはＭＣＩという

状況を考えると、認知症のリスクの軽減として、このコグニサイズが非常に期

待されるのであれば、是非勧めていただきたいなと思います。認知症のリスク

軽減が期待できるというこのコグニサイズについて、これまでの状況を御報告

ください。	 

高齢社会課長	 

	 まず、本県では昨年度、県西地域の２市８町の御協力をいただいて、軽度の
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認知障害ではないか、あるいは記憶等について若干自分でも不安があるという

ような高齢者の方を中心に、146 人の方に参加いただいて、６箇月間にわたって

コグニサイズの考え方を導入した 16 回のプログラムを実施しました。その効果

については、このプログラムを開発した国立研究開発法人国立長寿医療研究セ

ンターに検証を依頼したところ、記憶の向上、下肢機能やバランスといった運

動機能の向上などが認められ、有効な介護予防の手法だと報告を受けたところ

です。こういったことから、認知症のリスクを軽減することが期待できる取組

と考え、今年度はコグニサイズを全県展開しようと取り組んでいるところです。

具体的には、市町村の介護予防教室や各種イベントにコグニサイズのプログラ

ムを盛り込んでいただいて、全ての市町村の御協力の下、普及に努めていると

ころです。また、県あるいは市町村の事業だけではなく、介護事業所やフィッ

トネスクラブをはじめとした民間の方々にも広くコグニサイズを実践していた

だけるよう、指導者養成の研修も実施しております。こうした取組を通じて、

市町村、民間企業とも協働して、コグニサイズを広く県民に紹介し普及を図っ

ているところです。	 

赤井委員	 

	 今年度、全市町村に展開していこうということですが、参加人数がそれぞれ

ばらばらだと思います。ちなみに、どの程度参加されたのか教えてください。

また、先ほど指導者の養成の研修という話がありましたが、この養成の研修は

どの程度の方々がどういったリズムで受けたのか、結果を教えてください。	 

高齢社会課長	 

	 まず、コグニサイズのイベントなどにより何らかの形で体験をしていただい

た人数について、今年度の実施状況で申しますと、１月末で把握できている限

りで１万人を超えているところです。それから、指導者研修については、市町

村の職員やフィットネスクラブなど民間の方に実施しております。この研修の

修了者は 482 人という状況です。	 

赤井委員	 

	 コグニサイズを実際にしてみると、確かになかなかうまくできません。例え

ば、頭の中で数字を数えながら体の方を２拍子にする、頭の中で３拍子を数え

ながら体を２拍子にするなど、頭と体を同時に動かすという点では、確かにこ

れを頻繁に行えば、認知症のリスクが軽減するのかなと感じます。また、実際

にやってみるとおもしろいのです。なかなかやろうという形にもいかないとい

う意味では、先ほど来の運動の話と同じだと思います。ちなみに認知症サポー

ター、それからまたキャラバンメイトのように、コグニサイズを行った人たち、

あるいは指導者といった人たちに対しての何らかのネーミングがあるのか教え

てください。	 

高齢社会課長	 

	 コグニサイズを開発した国立研究開発法人国立長寿医療研究センターの方で、

呼称を考えているのか確認したのですが、指導者という言い方でしか当面検討

する予定がないとの返事を得ております。	 

赤井委員	 

	 国立研究開発法人国立長寿医療研究センターはたしか愛知県にあったと思い
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ますが、コグニサイズ関係について全国的に展開をしているかどうかというこ

とになると、そこまで展開していないのではないかなと思います。先ほどの 3033

運動もそうですが、非常にユニークなことをいろいろと行っています。なかな

か全国展開する必要もないのかもしれませんが、実施するからには、これはす

ごい結果が出ているよという実績をつくりたいと思っています。そういった意

味で、他の都道府県で、認知症のリスクを軽減するコグニサイズの研修などを

行っているのでしょうか。	 

高齢社会課長	 

	 これについても、国立研究開発法人国立長寿医療研究センターに確認をした

ところ、愛知県で直接コグニサイズという形で銘は打ってはいませんが、市町

村職員や介護予防従事者を対象に研修会を実施したというお話は伺っておりま

す。	 

赤井委員	 

	 少しコグニサイズからは外れますが、高齢者の健康づくりに向けた体操推進

運動ということで、資料 13 ページに全国健康福祉祭、ねんりんピックについて

記載されています。これは高齢者対応のオリンピックというか、国民体育大会

だと思いますが、この辺についての対応状況、それから今後の展開、方向性を

お伺いいたします。	 

高齢社会課長	 

	 全国高齢福祉祭についてですが、ねんりんピックということで銘を打ってお

り、昭和 63 年から開催されているものです。毎年１回、全国のいずれかの都道

府県で実施されているところであり、本県も毎年参加し、今年においてはシニ

アの方で大体 150 名弱の方が参加されているところです。これは引き続き実施

していくところですが、本県において、ラグビーワールドカップ 2019、それか

ら東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会に続いて３年目となる平成

33 年に、大きな高齢者主体、そして正に健康長寿時代にふさわしいイベントで

閉めるという形で大会を予定しております。現在その準備に向けて市町村とも

調整をしているところです。	 

赤井委員	 

	 先ほど来出ていますが、今回スポーツ局をつくるということは、オリンピッ

クという点がメーンになっているのかなと思っています。今後、東京 2020 オリ

ンピック・パラリンピック競技大会やラグビーワールドカップ 2019 ばかりだけ

でなく、ねんりんピックについても、やはり大きくアピールをする必要がある

のではないかとも思っています。先ほど来話に出た藤沢市の亀井野が新しくな

り、そこがメーン会場として使う形になるわけで、そういった点でも、神奈川

県にとってこのラグビーワールドカップ 2019 と東京 2020 オリンピック・パラ

リンピック競技大会、そしてねんりんピックの３箇年はすごい大事だと思いま

す。そういった意味も含めて、スポーツ局ができる意味が非常に今あるのかな

と思います。	 

	 最初の話に戻りますが、認知症リスクの軽減があるコグニサイズに対して、

今後の取組について、来年度どのような形で取り組んでいくのか伺います。	 
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高齢社会課長	 

	 来年度のコグニサイズの取組についてですが、まず市町村、あるいは各種イ

ベントにコグニサイズの指導者を積極的に派遣していくということで、これは

今回の取組の延長線上であり、更に強化していこうとしているものです。さら

には、その際、人型のコミュニケーションロボットにコグニサイズのプログラ

ムを入れて、それをイベントの場面で実演させ、中高年層の皆様だけでなく、

お子様にも関心を持っていただいて、あらゆる幅広い年齢層に働き掛けていく

形で、コグニサイズを更に普及していきたいと思います。また、そのほかにＤ

ＶＤを作成し、地域の少人数のグループの方々が、いつでも自主的にコグニサ

イズができるようにしたいと考えています。指導者を養成し積極的にいろいろ

なところに派遣したいと考えてはいるのですが、なかなかそれも限界がありま

す。その辺はこういったＤＶＤなどを配れば、いつでもどこでも気軽にできま

すので、そういった取組を拡充していきたいと考えております。	 

赤井委員	 

	 ＤＶＤもそうですが、先ほどの 3033 運動のスキマストレッチや、かんたん元

気運動プログラム、このコグニサイズなどについて、例えば神奈川県のホーム

ページ見ると、コグニサイズを金太郎が一生懸命やっています。金太郎が本当

にやっているのかという感じがするので、一番よいのは、やはり知事あたりに

このコグニサイズをやっていただいて、それこそユーチューブなどで流しても

らう、それから先ほどのスキマストレッチについても知事に出てもらってやっ

てもらうなど、是非そういった点で、パルロと一緒に踊ってもらうなんていう

のもよいのかなと思います。いずれにしろ、健康寿命日本一を目指す神奈川県

において、認知症対策等についても、またこの 3033 運動ということで、健康、

運動に対しても日本一だと言われるようにしっかりと普及啓発に取り組んでい

ただきたいと申し上げて、私の質問を終わります。	 


