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 令和元年度の関西大学ソシオネットワーク戦略研究機構による「いながわ 100 万歩チャ

レンジ」効果検証の内容について以下の通り報告する。 

 猪名川町は平均寿命が兵庫県内で他の市町村に比べて最も⾧い自治体の一つであり、「健

康⾧寿の町」として知られている。こうした同町の特性を生かし、さらには一層発展させる

ことを目的として行われている「いながわ 100 万歩チャレンジ」の取り組みは、町内から

毎年数百名の参加者を集める取り組みとして定着している。 

「いながわ 100 万歩チャレンジ」が参加者の健康状態に与える効果を検証するため、同

取り組みの参加者に対して、開始時と終了後に、過去の参加者に対しては開始時に合わせて、

アンケート調査を実施した。 

またこの取り組みには、関西大学・大阪学院大学の学生がウォーキングイベントに参加す

ることを通じて町民との交流を図り、同時に健康を重視する猪名川町の背策について理解

を深めるという効果があったことが、参加学生の感想から読み取ることができる。 

 

１ 効果検証 
 

この結果について、本報告書では以下の 4 つの観点から分析を行う。 

 

① BMI（肥満度）の変化 

② 外出頻度の変化 

③ 主観的健康度の変化 

④ 参加動機と得られた効果 

 

① BMI（肥満度）の変化 
以下では BMI の分布の散らばりが小さくなった参加者の BMI の変化を、アンケート調

査の結果をもとに分析する。参加前と参加後の両方で、身⾧体重について接続可能な形で回

答を行った参加者は、164 名であった。 
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 開始時 終了後 変化 

BMI 平均 22.55 22.37 -0.18 

BMI 標準偏差 3.02 2.88 -0.14 

人数 164 164  

図表 1 開始時と終了後の BMI 比較 

 

 BMI（Body Mass Index）とは、体重（kg）を、身⾧（m）の二乗で割った値であり、肥

満度の指標として広く活用されており、22 が最も病気になりにくい水準とされている。図

表 1 から分かるように、「いながわ 100 万歩チャレンジ」参加者の BMI の平均値は、理想

的な水準の 22 に比べると、開始時には 22.55 とやや高めの水準（とはいえ、18.5 以上 25

未満の普通体重のほぼ真ん中）であったが、終了後には 22.37 に減少した。この BMI の減

少幅の平均値 0.18 は、身⾧ 160cm の人の場合、約 0.46kg の体重減少に相当する。 

 図表 1 内の BMI の標準偏差は、BMI の値の散らばりを表す指標であり、数が大きいほど

BMI の散らばりが大きい（やせすぎや太りすぎの人が多い）ことを意味する。図表 1 から

BMI の標準偏差は、「いながわ 100 万歩チャレンジ」開始時の 3.02 から終了後の 2.88 に、

0.14 ポイント減少していることが分かる。これは、やせすぎや太り気味の人が減少した結

果、BMI の分布の散らばりが小さくなったことを意味する。BMI の標準偏差 0.14 の減少

は、身⾧ 160cm の人の場合、約 0.36kg の体重変化に相当する。つまり、開始時に比べると、

参加者の体重は終了後には、平均で約 0.36kg、平均体重に近づいた（やせ気味の人は体重

が増加し、太り気味の人は体重が減少した）ことになる。 

 このように BMI の変化を見ると、「いながわ 100 万歩チャレンジ」参加者の体重は、そ

の平均値の減少と、やせすぎや太りすぎの減少を通じて、理想的な水準に近づいた。 

 またこの 3 年目の結果を 1 年目・2 年目の結果と比較すると、今年度の BMI 減少はとり

わけ大きかったことがわかる。新型コロナ感染症の影響下で、町民の外出機会が減少する中、

「いながわ 100 万歩チャレンジ」の取り組みは、町民による適正体重の達成に、通常時よ

り大きく貢献した可能性がある。 

② 外出頻度の変化 
以下では「いながわ 100 万歩チャレンジ」参加者の外出頻度の変化を、アンケート調査

の結果をもとに分析する。開始時と終了後の両方で、外出頻度について接続可能な形で

回答を行った参加者は、160 名であった。 

  

外出頻度 開始時 終了後 変化 

ほとんど毎日 85 104 +19 

週に 4～5 日 42 33 -9 

週に 2～3 日 25 20 -5 

週に 1 日以下 8 3 -5 

計 160 160  



4 

 

図表 2 開始時と終了後の外出頻度比較 

 

 
図表 3 開始時と終了後の外出頻度比較 

 

アンケートでは参加者に対して、開始時には「今年８月まで」、終了後には「最近３か月

間」に、「出かけることが、週に何日くらいありますか」と尋ねた。 

図表 2 と図表 3 から、参加者の外出頻度が開始時に比べて終了後には顕著に増加してい

ることが分かる。開始時には 75 名の参加者が外出頻度を「週に４～５日」、「週に 2～3 日」

あるいは「週に 1 日以下」と答えていたが、終了後にはこの人数が 25%（19 名）減少

した。他方開始時には 85 名の参加者が「ほとんど毎日」と答えていたが、終了後には

この人数が 22%（19 名）増加した。 

 参加者の外出頻度の変化には、いながわ 100 万歩チャレンジへの参加以外にも、季節要

因や、新型コロナ感染拡大状況なども影響しうる。このため、こうした外出頻度の変化のう

ちどの程度がいながわ 100 万歩チャレンジへの参加によるものであるのかを見極めるのは

容易ではない。しかしとりわけ今年度は新型コロナ感染拡大により町民の運動の機会が減

少する中、いながわ 100 万歩チャレンジは町民にとって感染リスクの少ない運動の機会を

確保する一定の役割を果たすことができたと、研究グループでは判断している。 

 

③ 主観的健康度の変化 
以下では「いながわ 100 万歩チャレンジ」参加者の主観的健康度（参加者自身による、

自分の健康度の判断）の変化を、アンケート調査の結果をもとに分析する。開始時と終

了後の両方で、主観的健康度について接続可能な形で回答を行った参加者は、157 名で
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あった。 

主観的健康度 開始時 終了後 変化 

健康である 42 53 +11 

どちらかといえば健康である 95 91 -4 

どちらかといえば健康でない 14 12 -2 

健康でない 6 3 -3 

計 157 157  

図表 4 開始時と終了後の主観的健康度比較 

 

 

 
図表 5 開始時と終了後の主観的健康度比較 

 

 アンケートでは参加者に対して、開始時と終了後に、「あなたは、このところ健康だと思

いますか。」と尋ねた。 

 図表 4 と図表 5 から、参加者の主観的健康度が顕著に向上していることが分かる。開始

時には 20 名の参加者が「どちらかといえば健康でない」「健康でない」と答えていたが、終

了後にはこの人数が 25%（５名）減少した。他方開始時には 42 名の参加者が「健康である」

と答えたていたが、終了後にはこの人数が 26%（11 名）増加した。 

 主観的健康度は、参加者の実際の健康度を反映している可能性が高いことや、参加者自身

の前向きな気持ちが日常生活の満足度を引き上げ、さらにはこうした精神面の改善が実際

の健康度にプラスの影響を与える可能性が高いことを考えると、極めて重要な意義のある
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指標である。いながわ 100 万歩チャレンジの参加者は、肥満度指標の改善や外出の機会増

加などを通じて、その主観的健康度を高めることができたと考えられる。 

 

④ 参加動機と得られた効果 
以下では「いながわ 100 万歩チャレンジ」参加者の、開始時の「参加動機」と、終了後

の「得られた効果」の比較を、アンケート調査の結果をもとに分析する。開始時の「参

加動機」と終了後の「得られた効果」を回答し、このデータを接続することのできた参

加者は、142 名であった。 

 

 参加の動機 得られた効果 変化 

健康維持・病気やけがの予防 93 78 -15 

ダイエット 9 4 -5 

運動能力維持・向上 22 24 +2 

目標を持つ 17 26 +9 

ストレス解消・気分転換 1 10 +9 

計 142 142  

図表 6 参加動機と得られた効果の比較 

 

 
図表 7 参加動機と得られた効果の比較 

 

アンケートでは参加者に対して、開始時に「参加の動機」を、終了後に「参加から得られ
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た効果」を尋ねた。 

図表 6 と図表 7 から、参加の動機となった効果と、実際に得られた効果が、ある程度変

化していることが分かる。開始時にはそれぞれ 93 名・9 名の参加者が「健康維持・病気や

けがの予防」・「ダイエット」が参加の動機であると答えていたが、終了後に得られた効果と

して参加者がこれらを挙げた人数はそれぞれ 16%（15 名）・56%（5 名）減少した。他方開

始時にはそれぞれ 17 名・1 名の参加者が「目標を持つ」・「ストレス解消・気分転換」が参

加の動機であると答えていたが、終了後に得られた効果として参加者がこれらを挙げた人

数はそれぞれ 53%（9 名）・900%（9 名）増加した。 

上記の結果から、参加者は当初「健康維持・病気やけがの予防」・「ダイエット」といった

健康面での実利を期待して「チャレンジ」を開始するが、実際には「目標を持つ」・「ストレ

ス解消・気分転換」といった精神面の効果を感じる傾向があることが分かる。今回のアンケ

ートでは、参加動機及び得られた効果について、「最もよくあてはまる」ものを１つだけ答

えてもらう形式をとっているため、２番目、３番目の効果が何であったのことを知ることは

できないが、「目標を持つ」・「ストレス解消・気分転換」といった項目を終了後のアンケー

トで１番目の効果として選択しなかった参加者についても、こうした効果が開始時に比べ

ると強く感じられた可能性は高いと推察される。 

既に①で確認したように、いながわ 100 万歩チャレンジの参加者は、健康面で大きな実

利を得た。このため、健康面の効果が参加者にとって期待外れであったとは考えにくい。そ

れにもかかわらず、終了後には参加者が精神面の効果をより強く感じているという結果は

極めて興味深い。 

「ストレス解消・気分転換」の効果には、②で確認した外出頻度の増加が関連している可

能性があり、参加者本人がこの効果を事前に予測していなかったものと推察される。また、

「目標を持つ」ことの重要性は、開始時には参加者本人は意識することが難しかったことは

明らかである（開始時には 142 名中１名しかこの項目を選択しなかった）。しかし終了後に

は「ダイエット」という実利を表す項目を得られた効果として選んだ人々よりもずっと多い

人々が、この項目を選んだ点は注目に値する。 

以上の開始時の「参加動機」、終了後の「得られた効果」の分析から、いながわ 100 万歩

チャレンジは、町民の健康面の改善にとどまらず、精神面の充実を後押しする広がりを持っ

た取り組みであったと評価できる。 

 

まとめ（取り組みの成果と新たな提案） 
 いながわ 100 万歩チャレンジ参加者の BMI の変化を分析することにより、参加者の体重

は、その平均値の減少（理想的な平均値への接近）と、やせすぎや太りすぎの減少を通じて、

全体として理想的な水準に近づくことにより、町民の健康改善につながったことが明らか

となった。また同時に、今年度は新型コロナ感染拡大により町民の運動機械が減少する中、

いながわ 100 万歩チャレンジは感染リスクの少ない運動の機会を確保する重要な役割を果

たした。こうした肥満度指標の改善や外出の機会増加は、町民の主観的健康度を高めること

につながったと推察される。いながわ 100 万歩チャレンジの取り組みは、元々は町民の健
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康面の改善を目的としており、多くの町民もそれを期待してこの取り組みに参加したが、実

際の効果はそうした実利にとどまらず、町民の精神面の充実を後押しする広がりを持つ取

り組みとなったことも、大きな成果として言及すべき点である。人は実利を動機に行動する

が、その結果として本人が当初想定していない精神的な満足をも得ることができることを、

上の分析結果は示している。 

 今後も「いながわ 100 万歩チャレンジ」の取り組みを継続・充実するとともに、町による

新たな健康面での目標設定などを通じた、より幅広い嗜好や年齢層を取り込んだ取り組み

の拡充を期待したい。都心部では、ごみを拾いながらウォーキングを行うといった取り組み

も行われており、幅広い世代の参加者を集めている。もし可能であれば、参加者が目指す身

体活動が、実際に何らかの形で社会貢献につながるような仕組みを作ることができれば、一

層参加者の運動意欲と充実感を高めることができるであろう。 

 

２ 参加者の感想 
 

「いながわ１００万歩チャレンジ」に参加した学生の感想 
 

参加した当初は、参加者の方々と上手くやっていけるか不安でした。しかし、その不安は

すぐに払拭されました。なぜなら、参加者の方々、開催主の皆さんが笑顔で私たちを迎え入

れてくれたからです。たとえば、私の方から参加者の方に話しかけた際、それに対して笑顔

で応じてくださり、猪名川町のことや、それ以外の色々なことをお話ししてくれました。こ

れらの経験を通して、自分自身の成⾧にも繋がったと思います。貴重な経験をさせていただ

きまして、本当にありがとうございました。新型コロナが落ち着いて、機会があればまた猪

名川町を訪ねたいです。 

少子高齢化が進む自治体が日本に数多くある中で、「健康」というテーマにスポットを当

て住民の方々と一体となって取り組んでいることに驚きました。 

みなさんが元気だなというのがとても印象に残っています。ウォーキングイベントに参

加しているため、そのように運動していれば元気でいられるのだと改めて感じました。猪名

川町の話や仕事の話などしていただいて楽しく歩けました。 

健康意識が高い方が多く、楽しんでウォーキングをされていた事がとても印象的でした。

明るい方が多く、人と話すことが⾧寿の秘訣なのではないかと感じました。 

歩くスピードが想像以上に速い方もいて歩き慣れている方が多いと感じました。また 2 回

目の参加時には帰りがバスで戻れるようになっていて体力に自信のない人でも安心して参

加できる工夫がなされていると感じました。 

100 万歩チャレンジに参加している方は、普段から歩かれている方が多く、全体的に歩く

スピードが速かったように感じました。また、参加者が多く、皆さん気さくで、楽しく話し

ながら歩くので、疲れたなど感じにくく、途中で諦めることになりにくいと感じました。歩

くスピードで 3 つにグループ分けされており、自分のペースに合わせて参加出来るため、
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歩き慣れてない人でも気軽に参加出来る環境で良かったと思いました。 

健康に気をつけてもらうために歩き方のレクチャーから行い、百万歩歩いてもらう取り

組みは面白いなと思った。 地域で集まって交流する良い場にもなっていると感じた。 

 

 

「いながわ１００万歩チャレンジ」に参加した際に、学生が聞いた住民の方のお

話 
 

猪名川市の歴史や風土、史跡などのお話を伺いました。また、この取り組みに対する住民

の方々の参加意欲のようなものや、どう思っているのかについても聞かせていただきまし

た。 

若者の流出が多いので戻ってきてくれたら嬉しい、という話が印象に残っています。 

若い世代が少なくなってしまって、高齢化が進んでいることを残念に思っている方が多

くいました。また、交通の便が悪いため、今後生活に支障が出てくるのではないかと心配す

る声が多かったです。 

この企画を楽しみにしてくださっている人が多い印象でした。（会話や交流も含め） 

1 番歩くのが速いグループに参加したのですが、そのグループで先頭を歩いていた方は、

「いつも散歩する時はもっと速く歩いている。」と仰っていました。私は少し歩くのが速い

と感じていたため、もっと速くても大丈夫と聞き、凄いと思いました。また、定年退職して

から、旅行したり、神社、お寺の御朱印集めたりしているというお話も聞きました。 

大学生と話す機会がそこまでないから話せて嬉しいとおっしゃって頂いたことが印象に

残っている。 

 

 

 


