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要旨 

高度に発展した医療技術および人口の低出生率により、現代社会における世

界各国の少子高齢化の問題はますます深刻になってきた。中国では、1978 年

の「改革開放政策」を機に、社会および経済が飛躍的に前進した。その後、「一

人っ子政策」を実施し続け、出生率は激減しており、2000 年前後から少子高齢

化のスピードが加速していく。また、都市化に伴い、中国人の家族の規模が小

さくなり、高齢者夫婦のみや一人暮らし高齢者が増える一方である。このよう

な社会現象において、近隣としての日本と中国はその規模の違いはともかく、

類似した難題を抱えるようになっている。少子高齢化の中で人口高齢化の問題

が非常に注目され、高齢人口の激増は行政に対し多数の課題を突きつける。日

本内閣府が公表した『令和元年版高齢社会白書』によれば、2018（平成 30）年

日本の 65歳以上の高齢人口は 3,558 万人であり、高齢化率は 28.1％となった

1。中国国家統計局が公表した『2018 年国民経済および社会発展統計広報』に

よると、2018 年中国(香港、マカオ、台湾を除く)の 65 歳以上の高齢人口は 1

億 6,658万人であり、総人口に占める割合も 11.94％となった2。 

激増の高齢人口の現状は行政に対し多数の課題を生じさせており、そうした

中、定年退職後の高齢者は自由な時間を過ごす期間が長くなり、単に長生きす

るというだけでなく、健康でいかによりよく生きるかという「生活の質」が注

目されている。介護予防や健康寿命をキーワードに、高齢者の余暇の需要を満

たすための諸政策、諸施策が出現しつつある。日本と中国の行政機関（とくに

地方自治体レベル）では都市における高齢者のためどのような政策・施策を展

開しているのか。高齢者はその政策・施策にどのような影響を受け、どのよう

に受け止めているのか。日中両国の地方自治体レベルにおいて、各々が採用し

得る政策モデルは何かを考察していく。 

研究対象は、日本栃木県宇都宮市と中国北京市懐柔区であり、二つの都市の

政策・施策の立案、実施、評価を分析し、類似点と相違点を把握し、両都市が

学び合えるような政策モデルを構築したい。 

 
1 内閣府『令和元年版高齢社会白書』https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-

2019/html/gaiyou/s1_1.html（2019年 10月 4日閲覧） 
2 中国国家统计局《2018年国民经济和社会发展统计公报》http://www.gov.cn/xinwen/2019-

02/28/content_5369270.htm（2019年 10月 4 日閲覧） 
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Abstract 

With the high development of medical technology and the reduction of birth rate, the 

problem of childlessness and aging is becoming more and more serious all over the 

world. China implemented the reform and opening-up policy in 1978, and both society 

and economy have achieved rapid development. After that, the "family planning" policy 

began to be implemented, the birth rate dropped sharply, and the rate of childlessness 

and aging began to accelerate around 2000. With urbanization, the size of Chinese 

families has begun to shrink, and the number of elderly families or elderly living alone 

has increased. Under such a social phenomenon, China and Japan, which are neighbors 

to each other, may have different scales, but they must have the same difficulties. 

Among the problems of childlessness and aging, the problem of "aging" is particularly 

noticeable. The sharp increase in the elderly population has brought many problems to 

the administrative organ. According to the "White Paper on Aging Society in 2019" 

published by the Japanese Cabinet Office, Japan's population over 65 years of age has 

reached 35.58 million in 2018, with an aging rate of 28.1%1. According to the "Statistics 

Report on National Economic and Social Development in 2018" published by China's 

National Bureau of Statistics, in 2018 China (excluding Hong Kong, Macao and 

Taiwan) had 166.58 million people over the age of 65, accounting for 11.94% of the 

total population2. 

The rapid increase in the elderly population has brought many issues to the 

administrative organ. Among them, the elderly people who retire will be able to move 

freely for a longer period of time, not only for a longer life, but also for a more and 

more noticeable quality of life. With the key words of avoiding nursing and healthy life 

span, various policies to meet the daily leisure life of the elderly have begun to appear. 

What policies have Japanese and Chinese administrative organs (especially local 

governments) implemented for the elderly in cities? How do these policies affect the 

elderly? At the level of local governments in China and Japan, I will examine their 

 
1 Japanese Cabinet Office "White Paper on Aging Society in 2019" https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-

2019/html/gaiyou/s1_1.html (Read on October 4, 2019) 
2 China's National Bureau of Statistics "Statistics Report on National Economic and Social Development in 2018" 

http://www.gov.cn/xinwen/2019-02/28/content_5369270.htm (Read on October 4, 2019) 
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administrative templates. 

The research object of this time is Utsunomiya City, Tochigi Prefecture, Japan, and 

Huairou District, Beijing, China. I will start with the register, implementation and 

evaluation of the policies of the two cities, find their similarities and differences, and 

build a policy template for the two cities to learn from each other.
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はじめに 

  本論文の研究キーワードである「余暇」あるいは「余暇活動」とは何か。

まずは余暇の意味を明らかにしたい。大辞林第三版の解説によれば、余暇と

は「仕事の合間のひま。仕事から解放されて自由に使える時間。ひま。」であ

る1。総務省統計局「平成 8年社会生活基本調査―用語と分類」生活時間の定

義で「睡眠、食事など生理的に必要な活動を『1次活動』、仕事、家事など社

会生活を営む上で義務的な性格の強い活動を『2次活動』、これら以外の活動

で各人の自由時間における活動を『3次活動』と呼んでいる。一般に『余暇

活動』と呼ばれるものは『3次活動』に当たる」という記述がある2。「スポー

ツ・余暇政策」という授業を履修した際にも若者と余暇活動の定義について

議論したことがある。「普段のリクリエーション活動は余暇活動だ」、「友達と

一緒にショッピングし、ご飯を食べるのは余暇活動だ」といった若者の見解

が出てきた。本論文では若者視点からの余暇活動ではなく、高齢者の余暇活

動に注目する。 

高齢者の余暇活動に関心を持つ契機は、近年中国のマスコミで高齢者の

「余暇」に関するトラブルの報道をよく見たことである。都市化の高速的な

推進と共に、中国人の生活方式が変わりつつ、普段の余暇活動の内容も 30

年、40年前と比べ大幅に変わってきた。特に 10年前から、中国の都市にお

いて日本の健康体操に相当する「広場ダンス3」という夕食後の大衆踊りが 40

代から高齢者までの間に普及になってきた。「広場ダンス」を踊るため、語頭

の「広場」、すなわち広い場所が不可欠である。しかし、都市化を背景に中国

の大都市ではショッピングモールや住宅地用の土地の需要が高くなり、「広

場」や市民が活動できる場所の確保が徐々に難しくなってきた。今回の研究

対象である中国北京市懐柔区もほぼ 10年前から、区内都市部最大の広場「明

珠広場4」を徴用し、ショッピングモールと高層ビールを建設した。昔この明

 
1 Weblio辞書「余暇」https://www.weblio.jp/content/余暇（2020年 2月 24日閲覧） 
2 総務省統計局「平成 8年社会生活基本調査―用語と分類」

https://www.stat.go.jp/data/shakai/1996/4.html（2020年 2月 24日閲覧） 
3 中国語：广场舞（グァンチァンウー） 
4 中国語：明珠广场（ミーンズゥーグァンチァン） 



 2 

珠広場で活動する人影がなくなり、今は近くのバス停だけ「明珠広場」の名

を残っている。これは懐柔区ではなく、中国都市の縮図だと考える。高齢者

の余暇活動を展開する意欲と都市化で市民活動のできる土地の不足の矛盾が

次第に顕著になっていく。このような背景において、都市の高齢者が広場ダ

ンスを踊るため若者の屋外バスケットボール場を横領したとか、広場ダンス

の騒音が耐えず地元住民の苦情が続々来るとか、このようなタイトルの報道

が頻出した。したがって、都市における高齢者の余暇活動が規則的かつ有効

的に展開すること自体、切実な問題だと考える。 

さらに、高齢者の余暇活動がスムーズに進行すれば、体を動かしたり、気

持ちが良くなったり、リクリエーションのみならず、高齢者の健康維持・健

康増進の問題も同時に解決できるだろう。また、今の中国では 65 歳以上にな

っても引き続き仕事をする高齢者の人数が増える一方で、彼ら彼女らの健康

問題も重視すべきだと考える。 

前述した都市における中国現代社会の高齢化およびそれらについての一連

の問題をめぐり、世界で有名な超高齢化社会として知られている日本はどの

ような対策をもっているのか。社会制度が違う日中両国は同じ問題に対して

も各自の解決方法があり、両国を比較すれば有意義だと考える。さらに、今

回の研究を機に、宇都宮市と懐柔区の交流を促進しながら、将来、両地域の

高齢者が訪ね合うことも期待している。 

先行研究の結果として、高齢者余暇や高齢社会に関する以下の問題点を指

摘された。東京大学大学院法学政治学研究科の樋口範雄教授は「2025 年問題

って？団塊世代が 75歳以上になること」という研究内容を解明した。2025

年は、いわゆる「団塊の世代」がすべて 75歳以上の後期高齢者になる年であ

る。団塊の世代とは、「1947年から 1949年までの 3年間に出生した世代」で

あり、第二次大戦後のベビー・ブームを受けて、1947年生まれは 268 万人

弱、1948年生まれは 268 万人強、1949年生まれは 269万人を大きく上回っ

た。その合計は約 800 万人以上になる。現在は、団塊の世代の４割の数しか

生まれていないのである。したがって、2025 年には人口の 18％が 75歳以上

のなるという。65歳上の高齢者の中でも、75 歳を超える要介護（要支援）に
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なるリスクが上昇するという1。21 世紀の高齢化問題は、この後期高齢者の増

大である。 

何らかの病気を抱える有病率は高齢者の 50.2％であるが、そのうち日常生

活に影響のある人の割合は 23.5％である。多くの人が病気を持っていても、

日常は元気に暮らしている。しかし、80代（すなわち後期高齢者）以降にな

ってくると、日常生活に影響が出てくる割合は男性 38.5％、女性 44％と増大

する2。病気が日常生活に影響を与える割合を少しでも軽くするために、健康

維持の運動、スポーツ、趣味、などが必要である。高齢者問題の健康寿命の

課題に対し、余暇という資源が有効な解決策を提示できる。健康問題では、

余暇を有効に活用できれば健康寿命を長く保つことができて、介護費用を軽

減させることが可能となる。余暇を無為と遊びだけに費やすのではなく、蓄

積したノウハウを活用することは、生きがいを得ることにつながる。しか

し、高齢者は退職して、毎日が日曜日で、余暇はいくらでも存在するとなる

と、人というものは意外にやる気が萎えて無為に陥りがちである（日本余暇

学会瀬沼克彰会長による指摘）3。 

内閣府「高齢者の地域社会への参加に関する意識調査（平成 15 年）」によ

れば、地域活動に参加したきっかけでは「友人、仲間のすすめ」（男性

37％、女性 48.5％）、「自治会、町内会の呼びかけ」（男性 28.5％、女性

17.9％）、「個人の意思」（男性 33.9％、女性 32.1％）の 3項目が多い。高齢

者の外出状況については、全般に男性に比べて女性の割合が低く、また加齢

とともに、外出の割合は低くなる。余暇活用の視点からみると、高齢者はこ

れまで全世代の中で最も遅れていて、貧しいと言われてきた。しかし、近

年、この傾向は大きく様変わりして、最も進んでいて、リッチな世代という

評価になってきている。総理府「余暇時間の活用と旅行に関する世論調査

（平成 11年 9月）」によると、全ての世代の中で、60歳以上の高齢者が「余

暇を十分に活用している」割合が 28.7％と最も高いのである。同調査によっ

て明らかになったのは、1980年前の特徴は様相を変えて、昭和生まれの人の

 
1 樋口範雄（2015）『超高齢社会の法律、何が問題なのか』朝日新聞出版社 p.31 
2 厚生労働省「平成 13年国民生活基礎調査の概況」https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-

tyosa/k-tyosa01/index.html（2020年 12月 8日閲覧） 
3 瀬沼克彰（2005）『長寿社会の余暇開発』世界思想社 pp.2-3 
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余暇活動は「1.休養型から積極型へ 2.お金をかける活動へ 3.テレビ視聴型か

ら多様な活動型へ 4.家庭内から家庭外へ」と逆転していると表現してもよい

変わりようである。 

早稲田大学文学学術院の正岡寛司名誉教授は老後生活の多様化について、

以下の観点を指摘した。社会システムが柔軟性を欠いている場合は、多様な

生活様式が成立する可能性が低い。まして、個々人が主体的に役割と機会と

を選択して統合的につくる生活の型は、ライフスタイルとして社会的に承認

されることはないであろう。そうした社会における老後生活はとりわけ画一

的であることが要求され、ある特定の型の生活様式が老人らしさの象徴とし

て押しつけられがちである1。 

2002年にマドリードで国連の第二回世界高齢化問題会議を開催され、国連

元アナン事務室総長の基調講説が「社会の高齢化は人類の勝利だ」「高齢者は

社会の重荷ではなく資産」という考えを基調にして、「高齢者が一人亡くなる

と図書館が一つなくなる」と語って話題を呼んだ。 

論文の構成として、第 1章と第 2章は宇都宮市と懐柔区それぞれの基本概

況を紹介し、各自が採用された具体的な政策・施策を調査して記述する。第

3章はいわゆる新型コロナウイルス時期における高齢者余暇活動への影響と

将来の変化について論述する。第 4章はこれまで調査された内容に基づい

て、両都市の政策・施策の類似点と相違点を比較する。第 5章は高齢者の余

暇・健康増進をめぐる理想的な行政モデルについて、それを構築するため、

どのような要件が必要か探査する。 

比較研究の方法を用い、高齢化や高齢社会、余暇・健康増進などの講演会

に参加し、宇都宮市と懐柔区の政策・施策の文献を調べ、現場調査と聞き取

り調査を基礎として、本論文を書き上げる。 

  

 
1 福武直・青井和夫（1985）『高齢社会の構造と課題』日本生命財団 pp.217-218 
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第 1 章 宇都宮市高齢化現状と政策調査・研究 

第 1 節 宇都宮市概況および人口高齢化問題現状 

 宇都宮市は北関東における栃木県の県庁所在地であり、栃木県の政治・経済・

文化の中心地である。「宇都宮」の地名は、藤原宗円が二荒山神社の社号「宇

都宮」を氏とし、鎌倉幕府の中枢にあって、治政をあげたことに由来するとい

われている。1954（昭和 29）年から 1955（昭和 30）年にかけて、隣接 1町 10

か村を合併編入し、都市基盤の整備を進め、近代的な商業都市としての基礎を

整えた1。2019（平成 31）年 3月末の住民基本台帳によれば、市内総人口は 52.1

万人であり、その中で 65 歳以上の高齢人口は 12.9 万人となり、高齢化率は

24.8％である2。日本全国の高齢化率と比べ、宇都宮市の高齢化率は比較的低

い。 

 宇都宮市の高齢者の余暇活動の難点について、ヒアリング調査を行った。現

地の高齢者と地元住民と話し合い、「余暇活動を参加するための交通の不便性」

という問題点を発見した。日本において、宇都宮市だけではなく、全国の高齢

者運転が一般となっている。しかし、高齢者や超高齢者の運転に伴い、交通事

故が多発してきた。2019 年 4 月に東京都豊島区東池袋で高齢ドライバーによ

る車両暴走事故が発生した。落ち度のない母子が死亡し、男女 8人が重軽傷を

負った。事故後、都内では運転免許証を自主返納する高齢者が急増した。高齢

者の免許制度を見直す法改正の道筋も示され、高齢ドライバー対策は大きな転

換点を迎えようとしている。警察庁によると、75 歳以上の免許保有者は 2018

年末時点で約 564 万人であり、警察庁の推計では、2022 年からは免許保有率

の高い団塊世代が 75 歳の後期高齢者入りし、5 年には約 717 万人まで急増す

る3。しかし、東京のような公共交通網が発達した大都市以外に、車が「生活の

足」となっている地域では、高齢者が免許の自主返納に躊躇している。特に車

 
1 宇都宮市役所ホームページ「宇都宮の歩み（宇都宮市の歴史）」

https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/shisei/gaiyo/aramashi/1007463.html（2020 年 2月 24日

閲覧） 
2 宇都宮市役所ホームページ「人口」

https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/shisei/johokokai/gyoseisiryo/1020024/1020072/index.ht

ml（2020年 2月 24日閲覧） 
3 産経新聞「【東京記者ノート】池袋暴走事故 高齢者運転、大きな転換点に」

https://www.sankei.com/affairs/news/191223/afr1912230037-n1.html（2020年 2月 24 日閲覧） 
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社会として有名な栃木県では免許返納後の高齢者の外出はさらに難しくなる。

外出ができず、余暇活動もできなくなり、健康寿命を縮めかねない。 

第 2 節 クルマ依存都市宇都宮からの脱却―宇都宮市の歩く環境 

車を使わず、日常生活において積極的に歩くあるいは散歩も高齢者の健康に

対し役に立つと考える。2019年 6 月 27日、筑波大学の久野譜也教授の講演会

に参加した。講演会の演題は「歩いてしまう、歩き続けてしまうまちづくり―

クルマ依存都市宇都宮からの卒業―」である。講演会の内容は、健康長寿と運

動・スポーツの関係について、現代社会の人の運動不足の問題を解消するため

のまちづくりであった。そうした中で、高齢者の日常歩数レベルと医療費の関

係に惹かれた。筑波大学久野研究室と慶應義塾大学駒村研究室の 2015 年の調

査において、65歳以上の高齢者の中で、65歳の高齢者が 1日当たり歩数 5,000

歩未満の人の医療費は 24 万円ぐらいであり、1 日当たり歩数 9,000 歩以上の

高齢者の医療費は 19 万円ぐらいである。75 歳の高齢者の場合、1 日当たり

5,000 歩未満の高齢者の医療費は 39 万円ぐらいであり、1 日当たり 9,000 歩

以上の高齢者の医療費は 34 万円ぐらいである。高齢者の運動を促進すれば、

医療費の負担が軽減し、高齢者の日常生活も豊かになるだろう。今回の研究対

象である宇都宮市は高齢者が歩きやすい街かどうかについて調査する。 

自動車検査登録情報協会の乗用車保有台数データランキング（2018 年）に

よると、栃木県は 1 人あたりの台数の場合は日本全国第 3 位である1。歩く人

のための施設や公共交通などが整備不足だからクルマ依存都市になるわけだ

と考える。宇都宮市の歩く環境について、ここである極端な例をあげたいと思

う。2019年 7月 14日、宇都宮市大谷町でフィールドワークを実施した。大谷

町は宇都宮市の中心地域と少し離れているが、大谷石と平和観音があり、宇都

宮市内で有名な観光地である。毎年県内ないし日本全国や世界各地から多くの

観光客が訪ねている。しかし、大谷町では自動車道以外、歩行者が歩ける道が

ないケースが多い。写真 1-1のように右側は自動車道、左側は私有地、人が歩

けるところは排水溝の上のみである。フィールドワーク当日は雨の天気で、そ

 
1 カーライフ「自動車保有台数」https://www.aclass-next-stage-with-you.jp/holding/（2020年 2月

24日閲覧） 
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こで歩くのは非常に苦しかった。車がなければ、大谷町の高齢者の日常生活の

外出の難しさが想像できるだろう。フィールドワークを通して、大谷町では最

後のコンビニがなくなり、買い物難民が多数存在している状況を理解した。余

暇活動は無論、生きるための外出も困難である。大谷町だけではなく、宇都宮

市内全体的には歩行者に対し不都合な地域だと考える。宇都宮市内では、よく

歩行者と自転車が同じ道で走行し、高齢者が歩くとき、後ろから自転車が飛び

出す状況もあり、交通事故の懸念がある。 

用件や買い物のためではなく、単純に歩くための散歩も人気な余暇活動であ

る。特に久野教授の研究結果によって、高齢者の歩数は健康に関して重要な指

標である。しかし、実地調査の結果により照明不足や休憩できるベンチの設置

が足りない問題も所嫌わず存在している。夜に散歩の人たちは懐中電灯を持た

ないといけない。歩き疲れやすい高齢者に対し、座れるところも少ない。この

ような問題を解決しないと、高齢者の歩きやすい街とはいえないと考える。 

 

写真 1-1 大谷地区歩く環境1 

第 3 節 シニア支援講座「いきいき脳活」への参加 

 2019 年 11 月 25 日、宇都宮市立中央図書館で「上三川のいえ」代表である

菊地敦子氏のシニア支援講座に参加した。講座のテーマは「いきいき脳活―健

康とつながりと笑い―」である。当日は宇都宮市内に居住する各町からの高齢

者が集まり、健康づくりに関する講座やグループごとの演劇活動を行った。菊

地氏は高齢者の交流の重要性を強調し、「お見舞い」という例をあげた。高齢

に伴い、病気の可能性が高くなる。もし入院したら、お見舞いの友達の人数と

治癒率に正の相関関係があるという研究結果を示した。積極的に余暇活動に参

 
1 2019年 7月 14 日筆者撮影 
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加し、その場で友達を作るのは最適ではないかと考える。 

グループ演劇活動を行ったとき、居住する町が近い人が同じグループに分か

れ、「陽東、東峰、峰」のグループに参加した。同グループ内の高齢者をイン

タビューし、彼ら普段の余暇活動の内容を理解した。外出の運動ではなく、テ

レビを見るなど引きこもりがちの余暇活動が圧倒的に多い状況を把握した。

「交通の不便性」という問題も時々言及された。当日来館した高齢者たちはほ

ぼ公共交通機関を利用することはなく、自家車で移動した。しかし、宇都宮市

立中央図書館の駐車場が満車した状態で、駐車のため苦労した高齢者もおり、

探しても駐車できる場所を見つけられず、帰宅した高齢者もいた。 

 グループ演劇活動の内容は意味がないカタカナ台詞を見ながら、その台詞に

適すシーケンス（演劇内容）を想像し、演劇を行うということであった。各グ

ループの高齢者はブレインストーミングの方法によって、小学生の遠足、図書

館内の挨拶、駐車場を探すなど様々なことを作り出した。愉快的な 2時間を経

て、グループ内の高齢者は互いに友達になった。最後の総括において、高齢者

たちは交流や友達の重要性を再び理解し、積極的に外出し、余暇活動を参加す

ることを約束した。 

 

写真 1-2 シニア支援講座の様子1 

第 4 節 高齢者外出支援政策についての調査 

 前述した高齢者外出と健康寿命の関連性を受け、高齢者外出支援は目下の問

題だと考える。宇都宮市は高齢者の外出をサポートするため、独自の政策を定

めた。当地の高齢者と話し合ったとき、5,000 円バスカードという情報を分か

 
1 2019年 11月 25日筆者撮影 
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った。5,000 円バスカードの正式名称は「いきいき 70カード」であり、このバ

スカードは高齢者の外出の促進、健康づくりを主な目的として、高齢者専用バ

ス乗車券である。宇都宮市内に住所があり、年度末において満 70 歳以上の人

が 1,000 円の負担で 1 年度につき 1 回で 5,000 円分のバスカードを受け取る

ことができる。さらに 2020（令和 2）年 4月から、この乗車券の交付・助成額

をこれまでの 5,000円相当から 10,000 円相当に増額した1。市民館や地域コミ

ュニティセンターで余暇活動を参加する高齢者に対し、車を使わず、公共交通

機関を利用することはより安全なことだと考える。 

 行政機関からの補助のみならず、企業からの支援も無視できない。運転免許

証を返納した高齢者に対し、栃木県タクシー協会は 2009（平成 21）年 4 月 1

日から、栃木県全域で「運転経歴証明書」を提示した高齢者に運賃１割（10％）

の割引を提供している。この割引は高齢者の交通事故防止と新たな利用者の拡

大を図るため、自主的に運転免許証を返納した場合、従前と変わらない移動を

していくため、タクシー利用者に対し運賃を割引することとした2。 

 運転免許証を返納されない高齢者に対し、栃木県警察本部は「昼活キャンペ

ーン」を開催した。昼活キャンペーンの意味は「明るい昼間に活動する」とい

うことである。北関東地域に展開する「株式会社たいらや」を例として、高齢

者自動車免許制度講習会を修了した 65 歳以上の高齢者は、受講日から 1 年間

以内で、開店から午後 3時まで精算された高齢者に対し、来店 1回につき 1ス

タンプを贈呈する3。高齢者の昼間外出を促進し、買い物や食事を終わった後、

そのまま屋外で軽い程度の余暇活動をするのも体に対しいいことだと考える。 

第 5 節 高齢者福祉事業についての調査 

 高齢者の健康を守るため、宇都宮市は多様な方面から高齢者福祉事業を提供

する。施設福祉サービスや敬老、生きがい、介護予防サービスなど、様々な高

齢者サービスは充実である。新しい時代に向けて、「やさしさをはぐくむ福祉

 
1 宇都宮市役所ホームページ「高齢者外出支援事業」

https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/koureisha/service/1004277.html（2020 年 4月 27

日閲覧） 
2 栃木県庁ホームページ「運転免許自主返納者等への支援事業について」

http://www.pref.tochigi.lg.jp/c03/2016untenmenkyojisyuhennou.html（2020年 4月 28 日閲覧） 
3 栃木県庁ホームページ「高齢者自転車免許証「昼活」キャンペーン協賛店一覧」

http://www.pref.tochigi.lg.jp/keisatu/jikobousi/hirukatsu2.pdf（2020 年 4月 28日閲覧） 



 10 

のまちを」を目指し、1996（平成 8）年 9月 25日に宇都宮市は「福祉都市」を

宣言した。「赤ちゃんからお年寄りハンディキャップを持った人々など、全て

の市民が笑顔でことばを交わし、健康でいきいきと暮らせる。心のふれあう福

祉のまちをつくります」といった目標を定めた1。 

 宇都宮市の高齢者サービスの中で「生きがい・社会参画」の内容は本研究と

の関連性が強いと考える。前述した高齢者外出支援事業以外、老人福祉センタ

ー、茂原健康交流センター、老人クラブ（おおいちょう宇都宮）、シルバー大

学、シルバー人材センター、みやシニア活動センターなど多種多様な形式があ

り、逐一説明する。 

 老人福祉センターは、高齢者が健康で明るい生活を送ることができるよう、

各種の相談に応じるとともに健康の維持促進、教養の向上、レクリエーション

などに利用できる施設である。60 歳以上の宇都宮市民や栃木県内都市圏（鹿

沼市・日光市・真岡市・さくら市・下野市・上三川町・芳賀町・壬生町・高根

沢町）に住んでいる住民が無料に利用できる。さらに高齢者の外出の不便性を

配慮し、無料で送迎バスの運行を行っている。 

茂原健康交流センターは、高齢者や障害者等の健康づくり・生きがいづくり

や市民の健康増進、世代間・地域間の交流を目的とした施設である。風呂やプ

ールが完備し、65 歳以上の高齢者は一回 300 円で両方に利用できる。頻繁に

利用したい高齢者に対し 1,500円程度で回数券も購入できる。 

老人クラブ（おおいちょう宇都宮）は、地域を基盤とする高齢者の自主組織

である。会員は、生きがいと健康づくり・友愛活動などを通じて、高齢者の介

護予防や地域支援の向上に取り組んでいる。 

シルバー大学は、高齢者の健やかで生きがいのある人生を支援し、活力ある

地域社会を築くため、積極的に地域活動を実践する高齢者を養成している。シ

ルバー人材センターは、おおむね 60 歳以上の健康で働く意欲のある高年齢者

を会員として登録し、就業の仲介をしている。 

みやシニア活動センターでは、シニア世代の持つ豊かな知識や経験を生かす

 
1 宇都宮市役所ホームページ「宇都宮市高齢者サービスのしおり」

https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/013/824/01hy

ousi.pdf（2020 年 6月 15日閲覧） 
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ことで、第 2の人生を健康でいきいきと暮らすことができるよう支援する1。 

このような多彩な高齢者福祉事業を通して宇都宮市の高齢者は順調に余暇

活動を展開できるようになった。 

第 6 節 ふれあい・いきいきサロン事業についての調査 

 宇都宮市では、高齢者の余暇活動を促進し、高齢者の健康を維持するた

め、「ふれあい・いきいきサロン」という仕組みを創立した。2019（平成

31）年 3月まで、宇都宮市内には 282カ所の「ふれあい・いきいきサロン」

を設置した。「ふれあい・いきいきサロン」とは、誰もが安心して暮らせる地

域社会の実現を目指して、自治会や住民ボランティアなどの地域の人々が協

力しながら実施している。お茶会やレクリエーションなどをしたり、悩みを

相談し合ったり、同じ地域で暮らす住民どうしのふれあいを通して、仲間づ

くりや生きがいづくりの輪を広げる交流の場である。高齢者や障がいのある

方、また子ども達が、地域の身近な場所に気軽に集う「ふれあい・いきいき

サロン」を、地区社会福祉協議会が主体となり、自治会などの小地域単位で

設置・運営している2。2019年 10 月 15日、宇都宮市社会福祉協議会を訪問

し、そこで「ふれあい・いきいきサロン」について責任者の話を聞き、宇都

宮市「ふれあい・いきいきサロン」の全体的な状況を理解した。宇都宮市は

中央、東部、西部、南部、北部、五つにブロックを分け、それぞれの地区で

「ふれあい・いきいきサロン」を設置し、各自治体は 1 カ所以上のサロンを

保有する。活動の場所は主に自治体内の公民館、コミュニテイセンター、学

校などのところを利用している。たとえば、宇都宮市城東地区に位置する

「宇大西ふれあいクラブ」は宇都宮大学の峰が丘講堂で活動する。 

「ふれあい・いきいきサロン」に参加する高齢者は月 2,000 円のお金を出

し、高齢者から集まるお金は毎回活動するときの食品、飲料、場所などの料

金として使う。サロンの開催頻度は毎週 1回から毎月 1 回まで、地域の高齢

 
1 宇都宮市役所ホームページ「宇都宮市高齢者サービスのしおり―生きがい・社会参画」

https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/013/824/05ik

igai.pdf（2020 年 6月 15日閲覧） 
2 宇都宮市福祉協議会「ふれあい・いきいきサロン事業」http://www.utsunomiya-

syakyo.or.jp/tiiki/tiiki5.php（2019年 10 月 25日閲覧） 
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者の人数によって違い、開催するときは体操教室、OBOG 会などの活動を行

う。高齢者のサロン参加欲を喚起するため、社会福祉協議会はポイント事業

を導入する。高齢者は 1回のサロンに参加すると 1ポイントたまり、たとえ

ば 50ポイントをたまれば、5000円分のバスカードが交換できる。もし賞品

などを交換したくない場合は、たまったポイントも直接にサロンに寄付がで

きる。 

第 7 節 高齢者ボランティア活動についての調査 

 総務省統計局「平成 8 年社会生活基本調査―用語と分類」の「3 次活動」、

すなわち「余暇活動」の定義の中で、「社会的活動」が含まれている。「社会的

活動」とは「報酬を目的としないで、自分の労力、技術、時間を提供して地域

社会や個人・団体の福祉のために行っている活動をいう。このうち、児童・老

人等要援護者の福祉増進のための活動、地域社会・住民の安全確保、環境整備

等、もっぱら他人のための活動の色彩の強いものを『社会奉仕活動』とし、婦

人運動、市民運動等、自己を含む社会のための活動の色彩の強いものを『社会

参加活動』としている。社会奉仕活動については、奉仕対象を基に 6種類に分

類している。」という記述がある1。 

 したがって、高齢者余暇活動を研究する際に、イメージやすい運動、読書、

花道、書道などの活動以外に、ボランティア活動も余暇活動の一環として不可

欠である。宇都宮市は小学校の児童の通学路における交通安全の保持その他交

通安全の指導を行うため、1969（昭和 44）年 3 月 31 日規則第 24 号により、

1969（昭和 44）年 4月 1日から交通指導員を設置した2。 

 下野新聞 2016 年 11 月 2 日の記事によれば、宇都宮市 2016 年 11 月、男性

52人、女性 91人の計 143人が交通指導員として活動していた。写真 1-3の人

物である宇都宮市で在住している今井厚子氏の交通指導員の事例を紹介した

い。子供や地域住民の交通安全のため、1945 年に生まれた今井氏はおよそ 30

年前から、宇都宮市春日町内の交差点などで陽南小学校の児童や地域住民の保

 
1 総務省統計局「平成 8年社会生活基本調査―用語と分類」

https://www.stat.go.jp/data/shakai/1996/4.html（2020年 2月 24日閲覧） 
2 宇都宮市例規類集「宇都宮市交通指導員設置規則」https://www1.g-

reiki.net/utsunomiya/reiki_honbun/e102RG00000391.html（2020年 5月 26日閲覧） 
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護・誘導といった交通安全活動を行っており、高齢後にも引き続き指導員とし

て活動している。毎日朝食を食べた後に、午前 7時半ごろから約 1 時間、毎朝

通学や通勤する地域住民約 100人に対し交通指導を行っている。補助金などが

ないが、子供からの笑顔や感謝の手紙は今井氏に対し貴重な宝物である。今後

の願いとして、「たとえ自分の体調が悪くても『何かあったらどうしよう』と

心配で、毎朝交差点に立たずにはいられませんでした。なので、この先も自分

が健康でいて指導員を続けていくこと、そして、この先ずっと皆さんがこの道

を安全に通れることが何よりの願いです」と話した1。 

 このような交通指導員などのボランティア活動により、退職後の高齢者も社

会との絆を切らず、自分の力を社会へ貢献する。さらに高齢者の引きこもりを

防止し、毎日の外出を促す。高齢者の健康促進や孤独解消、子供の交通安全確

保など、ボランティア活動から両立できる行政モデルを構築する。 

 

写真 1-3 交通指導を行っている今井厚子氏2 

第 8 節 宇都宮市高齢者余暇・健康増進政策についての長所と短所 

 宇都宮市の高齢者の余暇・健康増進政策から見ると、高齢者自らの出金や管

理、企業などからの助成は大幅な割合を占めている。逆に行政機関からの直接

な影響力が弱く、いわゆる「小政府」の特徴があると考える。アレンジや資金

などは行政機関に頼むことではなく、個人や企業の自由自主性を強調し、鮮明

な資本主義の特色が溢れている。先進国と発達な資本主義国である日本に対し、

このような施政方針は当然だと考え、宇都宮市の情況をはじめとする、日本全

 
1 下野新聞「Interview 宇都宮市交通指導員 今井厚子さん」

https://www.shimotsuke.co.jp/articles/-/1827（2020年 5月 26日閲覧） 
2 下野新聞「Interview 宇都宮市交通指導員 今井厚子さん」より

https://www.shimotsuke.co.jp/articles/-/1827（2020年 5月 26日閲覧） 
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国も類似だと考える。 

 「政府からの援助はいらない」、「高齢者は金持ちだから当然だ」といった声

がヒアリング調査を行ったときよく耳にした。超高齢化社会の日本は、人口は

高齢に集中するだけではなく、良好な年金制度のおかげで、社会の資産も高齢

者に一極集中する状態である。こうした背景に、高齢者が自主選択権を持ち、

好きな余暇活動に自由に参加できる。特に宇都宮市の高齢者が好きな余暇活動

を調査したとき、旅行、映画鑑賞やゴルフなど、お金がかかる余暇活動は人気

である。このような「デラックス」な余暇活動は確かに行政機関からの支援が

できない。良好な年金制度は日本の高齢者の豊かな退職後の生活を保障し、宇

都宮市現地の高齢者と話し合うときも日本の年金制度の優越性を深く感じた。

退職後も支配自由なお金があり、自分の興味に応じて色々な余暇活動を参加で

きる。したがった、花道、書道、将棋など伝統な高齢者余暇活動以外、日本の

高齢者の間に新興な余暇活動も人気である。良好な年金制度を構築することは

バラエティに富む高齢者余暇活動を促進する重要な一環だと考える。 

 しかし、全社会の高齢者が富裕層ではなく、貧困層の高齢者も存在している。

前述した「いきいき 70 カード」は千円程度で 1 万円の乗車券を買えるが、毎

日乗車券を使っての外出なら、18.5 日程度で使い切ってしまう（宇都宮駅西

口→宇都宮大学陽東キャンパス片道 270 円、往復 540 円で試算）。とくにこの

いきいき 70 カードは 70 歳以上の高齢者が年に 1 回購入できるので、使い切

れば、普通のバスカードや現金を使うしかないが、65 歳になって既に高齢者

であるが、70 歳にならないと購入できないといった問題点があると考える。

したがって、70 歳以上の高齢者誰もが購入できるのは公平であるが、絶対の

公平ではないと考える。生活水準が平均より低くかつ公共交通機関を利用する

需要性が高い高齢者や 65 歳以上 70 歳未満の高齢者を選別し、別の外出支援

政策を施策すれば、さらに完璧ではないかと考える。「小政府」である宇都宮

市でも、ある程度の高齢者福祉事業があり、積極的に高齢者の余暇を促進させ

るや健康を増進させる。「ふれあい・いきいきサロン」のように、ポイント制

を導入し、余暇を参加する同時に、プレゼントがもらえる。行政機関の回避と

行政機関の介入がバランスを取って、必要なときだけ手を出すのは知恵である。 
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 歩行者専用歩道を整備することや照明施設を完備することなど、このような

公共施設の建設は宇都宮市が遅くなっている。国情の原因があり、たとえば私

有地などの理由で、簡単に解決できない事情があったが、できる範囲で素早く

進めなければならない。 

シニア講座を実際に参加し、高齢者ボランティア活動を調査し、日本の高齢

者が社会活動への参加の熱情を深く感じた。国民の素質が高いと知られている

日本は、高齢者の自己管理の能力も無視できない。 

宇都宮市の高齢社会の概況と高齢者の余暇・健康増進をめぐる政策・施策を

紹介した。宇都宮市の高齢者の余暇・健康増進政策について長所と短所の両方

面から分析し、北京市懐柔区は必ずこの中から見習うことがあり、不足を見て

改正することもあるだろう。 
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第 2 章 北京市懐柔区高齢化現状と政策調査・研究 

第 1 節 北京市懐柔区概況および人口高齢化問題現状 

 中国の行政学・社会学の問題を研究する際に、「社区1」という単語が頻繁的

に言及し、その意味が分からなければ、これから諸政策、諸施策の解説も難し

くなる。したがって、まずは「社区」の意味を説明する。「社区」は 1930年代

に中国の社会学領域に登場した用語で、中国の社会学者である費孝通氏が英語

の「community」を中国語に訳したものである。『国务院办公厅关于转发《民政

部关于在全国推进城市社区建设的意见》的通知』（『全国における都市社区建設

の推進に関する民政部の意見』に関する国務院弁公庁の転送通知）の定義によ

れば、「社区」とは、一定の地域に住む人々によって構成され、改革を通じて

規模を調整した居民委員会の管轄区、のこととされている。その背景には、従

来の職場「単位2」を基盤とした都市住民管理や社会保障サービスが立ち行か

なくなったためといわれている。 

日本の「国－都道府県－市区町村」という構造と比較して、中国は「国－省

（自治区等）－市」という構造がある。さらに基層行政単位として「街道弁事

処3」があり、街道弁事処（行政機関）の指導を受けながら「居民委員会」が活

動する。この居民委員会の管轄範囲が「社区」である。居民委員会は国家政策

の宣伝、計画出産の管理、社会治安の維持、流動人口の管理、失業者の就業斡

旋、青少年教育など、街道弁事処から指示された行政的な活動を行う。そのほ

か、住民への福祉サービスや文化活動を行い、ボランティアを組織し、社区の

環境美化、衛生管理、「空き巣老人」（独居老人）の助け合い等を進める。民主

的な自治を実現することが、社区建設の最終的な目標であるとされている。「民

主的な選挙、民主的な決議、民主的な管理、民主的な監督」を実現し、社区住

民の「自己管理、自己教育、自己サービス、自己監督」を徐々に実現すること

が目標である4。 

 
1 中国語：社区（シゥアチュイ） 
2 中国語：单位（ダンウェイ） 
3 中国語：街道办事处（ジェイドァオバンシーチュー） 
4 臣川元寛「【解説】注目される「社区」への政策措置」

https://www.jica.go.jp/project/china/015/news/20190531.html（2019年 10月 25日閲覧） 
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次に、懐柔区の概況を説明する。懐柔区は北京市の北部に位置する市轄区の

一つである。「懐柔」の地名は『詩経・周頌・時邁』からの「懐柔百神」であ

り、少数民族に懐柔策を施行する意味を指す。区内の都市部は主に泉河街道弁

事処および龍山街道弁事処で管轄する浜湖、湖光、新賢家園、麗湖、望懐など

24カ所の社区から構成されている1。 

2019年懐柔区統計局が公開した『2018年全区年末常住人口』によれば、2018

年末まで懐柔区の常住人口は 41.4 万人である。その中で 60 歳以上の高齢人

口は 7.5 万人であり、常住人口の 18.1％を占めている。一方で、日本の高齢

者標準（65 歳以上）によれば、懐柔区の高齢人口は 4.6 万人であり、常住人

口の 11.1％を占めている。図表 2-1のように、2012年から 2019年まで 8年の

間、懐柔区 65 歳以上の高齢人口は顕著な増加が現れている。都市部と農村部

の人口データからみると、懐柔区の都市部人口は 29 万人であり、常住人口の

70％を占めており、住民は主に都市部に集中する状態である2。 

 

図表 2-1 2012〜2019年間懐柔区 65歳以上人口3 

 2017 年公表した『北京市老龄事业和养老服务发展报告（2016 年-2017 年）』

（北京市高齢事業および養老サービス発展報告（2016年-2017年））によれば、

2016 年末まで、北京市戸籍人口の高齢化率はかなり高くの 24％であり、全国

第二位である4。同報告で、北京市の高い高齢化率と共に、懐柔区の人口高齢化

 
1 国家统计局“2017年统计用区划代码” 

http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/tjyqhdmhcxhfdm/2017/11/01/110116.html（2019年 10月 4日閲

覧） 
2 北京市怀柔区统计局“2018年全区年末常住人口” 

http://www.bjhr.gov.cn/zwgk/sj/tjsj/rkyjy/201912/t20191209_1011032.html（2019年 10月 4日閲

覧） 
3 北京市怀柔区统计局、北京市怀柔区经济社会调查队 2012~2019 年『国民经济和社会发展统计公报』に

よる作成 
4 北京日报“北京市户籍老年人口达 329万，老龄化已超 24%”http://www.gov.cn/xinwen/2017-

10/31/content_5235685.htm（2019年 10月 4 日閲覧） 
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も四つの特徴があるという現状が指摘された。本研究と関連性があるのは主に

以下の二つである。一つ目は人口高齢化の趨勢が加速している。2018 年末ま

で懐柔区の 60歳以上の人口は 7.5 万人であり、2015年末までの 6.4 万人と比

べ、平均年間増加率は 5.7％と急速であった1。二つ目は人口の超高齢化が深刻

になってきた。物質生活や医療衛生保健水準の高まりにより、高齢者の平均予

期寿命が伸び、2018 年末まで懐柔区の 80 歳以上の超高齢者の人数は 9571 人

であり、引き続き増える見込みである2。 

第 2 節 「十三五」時期高齢者事業計画 

中国において、高齢者事業の発展は中国共産党ならびに中国政府にとって重

要な社会事業の一つであり、全面的な小康社会（鄧小平氏が 1979 年に提出し

た豊かな社会を実現する目標）を建設するための客観的な要件である。懐柔区

政府は中国の第 13個五年（2016年―2020年）国民経済および社会発展計画時

期の中で、積極的および主動的、科学的に人口の高齢化問題に挑戦し、区内の

高齢者がますます増加する養老・福祉サービスの需要を見据え、「北京市懐柔

区『十三五』時期高齢者事業計画」を制定した。この計画は一連の計画や規則

3および高齢者福祉に関する北京市、懐柔区の法律、法規、政策を根拠として編

成されている4。 

1993年の中国民政部（日本厚生労働省相当）および中国国務院（日本内閣府

相当）所属の 14 の部門が公布した「社区サービス業の促進に関する意見」で

は、「政府の指導の下で、社会成員の多様なニーズを満足させるため、『街道弁

 
1 北京市怀柔区统计局“2015年全区年末常住人口”データによる計算

http://www.beijing.gov.cn/zfxxgk/hrq11R016/jdsj53/2016-01/25/content_41754.shtml（2019年 10

月 4日閲覧） 
2 北京市怀柔区文明办“怀柔区开展‘老年健康宣传周’主题宣传活动” 

http://www.bjwmb.gov.cn/xxgk/xcjy/t20190617_939004.htm（2019年 10月 4日閲覧） 
3 『国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（草案）』（国民経済および社会発展第 13個五年計画綱

要（草案））、『国务院关于加快发展养老服务的若干意见』（国務院養老サービスの促進に関する若干意

見）、『中国老龄事业发展“十三五”规划』（中国高齢事業発展「十三五」計画）、『北京市居家养老服务

条例』（北京市在宅養老サービス条例）、『北京市人民政府关于加快推进养老服务发展的意见』（北京市人

民政府養老サービス発展の促進に関する意見）、『北京市“十三五”时期老龄事业发展规划』（北京市

「十三五」時期老齢事業発展計画）、『北京市养老服务设施专项规划』（北京市養老サービス施設専属計

画）、『北京市怀柔区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要』（北京市懐柔区国民経済および社会発

展第 13個五年計画綱要）、『怀柔区加快推进养老服务体系建设的实施意见』（懐柔区養老サービス体系建

設の実施推進に関する意見） 
4 北京市怀柔区老龄工作委员会、北京市怀柔区发展和改革委员会《北京市怀柔区“十三五”时期老龄事

业发展规划》 
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事処』を基に提供する社会福祉的な住民サービス業である」と述べており、都

市部の「社区」において、当街区域を管轄する行政の末端組織「街道弁事処」

が「社区サービスセンター」を設立し、更に社区内「居民委員会」がそこで行

われるサービスを補完するという形態で、社区内の住民に様々な福祉サービス

が提供されている1。 

「北京市懐柔区『十三五』時期高齢者事業計画」では、「在宅を基礎し、社

区を拠り所として、介護施設がそれを補い、高齢者の多様化な福祉サービスを

十分的に満足する」という目標が記載された。懐柔区「十三五」時期高齢者事

業計画の主要任務の中で、福祉サービスの施設に関する要求として、2020 年

末までに区内全ての社区は 200 平米以上の高齢者活動スペースの建設が必要

となる。 

第 3 節 北京市懐柔区高齢者社区余暇活動概況 

 「北京市懐柔区『十三五』時期高齢者事業計画」を依拠として、懐柔区政府

は「社区福祉・介護」という高齢者が遠くところを行かず、身近なところで余

暇や食事などが活動できる仕組みを建設した。2019年 9 月 18日、懐柔区泉河

街道弁事処が管轄する「浜湖、湖光、新賢家園」といった三つの社区を訪問し、

そこで展開する高齢者余暇活動および健康促進に関する事業について行政の

担当者と住民の話を聞いた。とくに新賢家園社区で同社区党委書記である孟祥

椿書記と話し合い、当の社区で高齢者福祉事業および余暇促進政策を理解した。 

 そこで「社区養老サービス駅站2」の現状を把握することができた。前述した

ように、中国高齢者の間「広場ダンス」が盛んである。しかし、広場ダンス実

施の場所確保が近年厳しくなり、騒音問題などにも直面するようになった。新

賢家園社区はこのような高齢者の余暇活動における問題を解決するため、社区

サービスセンターの地下 1階でダンスルームを建設し、高齢者が学びたいダン

スに応じて、ダンスの専門教師を雇い、高齢者向けの授業を展開している。活

動場所は社区サービスセンターの地下 1階に設定し、発生する音にも配慮する

ことで、近隣の住民への影響についても考慮している。さらに、単に広場ダン

 
1 畢麗傑（2010）『中国都市部における高齢者介護の社会化─北京市と上海市の事例研究を通じて─』 
2 中国語：社区养老服务驿站（シゥアチュイヤンラォフーウーイーザァン） 
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スだけではなく、ラテン、モダン、モデルショーなども無料で学びできる。月

曜日から金曜日まで、午前中、午後と夜に分けスケジュールを作り、リーダー

を指定し、互いに影響しないように、整然として展開している。 

 訪問した当日、当の社区サービスセンターの地上 2 階「文明市民学校」で、

合唱の授業が進行していた。合唱の授業が終わり、そこで活動した高齢者と話

し合い、感想を記録した。「遠いところを行かず、自家の近くでも多様な活動

や興味サークルを参加できるし、さらに無料なので、非常に嬉しかった」と楊

氏（当時 68 歳）が評価した。「合唱の興味を持って、この合唱教室を参加した。

孫は隣の図書室で漫画を読み、私はここで合唱を勉強する。孫の面倒と興味が

両立でき、助かった」と王氏（当時 67 歳）が評価した。「合唱教室が終わり、

慌てて家を戻って、ご飯を料理することは一切不要で、社区の高齢者食堂で安

い価格かつ美味しい料理が買えるので、安心に合唱を勉強できる」と張氏（当

時 65歳）が評価した。 

 その後、高齢者が言及した高齢者食堂の情況を調査した。高齢者食堂は社区

養老サービス駅站の一階に位置し、イートインとテクアウトの両方が提供して

いる。中国元 10元から 15元ぐらい（日本円 150 円から 200円に相当する）の

お金で、野菜料理と肉料理およびライスや饅頭などバラエティーさらに栄養バ

ランスのご飯セットを買えるし、日替わり料理や高齢者の需要に応じる特色の

料理もある。高齢者自らの料理を調理することが不要となり、より多くの時間

があり、それを活用して余暇活動に参加できる。 

第 4 節 北京市懐柔区歩く環境の調査 

 中国では昔からあることわざがあり、それは「飯後百歩走、能活九十九」で

ある。その意味は「食後百歩歩けば、九十九歳まで生きる」である。「九」と

「久」は同じ発音だから、「九十九」は「いつまでも」という例えになってい

る。このような食後身体を動かすことが健康につながるという考え方の影響を

受け、中国人は晩ご飯を食べた後に散歩する習慣が一般となっている。前述し

た広場ダンスの流行もこの考え方から影響があると推測する。 

散歩の習慣があるに限らず、散歩できる場所も不可欠だろう。懐柔区の面積
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は北京市内第二位であるが、区の 89％が山地を占める1。平原面積が少ない懐

柔区に対し、その面積を最大限の利用が必要である。北京市の重要水源地であ

る懐柔区は、区内に「懐柔ダム」という良い景色の場所がある。住民の散歩意

欲を満足するため、区政府は懐柔ダムの外郭に歩行者専用の歩道を整備した。 

さらに 2017 年懐柔区で開催した「一帯一路国際協力サミットフォーラム」

を迎えるため、歩道の周りにイルミネーションを飾った。季節に関わらず、毎

日晩ご飯が終わる時間から夜までの間に、大勢の人が集まって散歩し、高齢者

の姿もあちこちにある。明るいかつ安全な歩行者専用道は高齢者の散歩の習慣

を培うに有意義だと考える。食後の散歩のみならず、日常的な歩くも高齢者に

対し健康促進の一環である。2014 年懐柔区で開催した「APEC 首脳会議」を迎

えるため、写真 2-1のように区政府は区内大部の歩道にベンチを設置した。歩

く疲れた高齢者たちはベンチで座り、語らうこともよく見かける。地元の高齢

者と話し合いときもこの施策を称賛する人がいた。歩く環境を整備し、現代社

会の人、特に高齢者の運動不足を改善させるのはより正しい道だと考える。 

 

写真 2-1 ベンチで座ったまま語らう高齢者の姿2 

第 5 節 高齢者福祉・外出・娯楽支援政策についての調査 

 北京市政府は高齢者福祉の支援、教養の向上、外出、体育、娯楽などの活動

を促進するため、2008 年 12月 26 日、「老人優待カード3」を発行する政策を公

表した。当時の政策により、2009 年 1 月 1 日から北京市の戸籍を持っている

 
1 北京市怀柔区人民政府官网“怀柔概况”http://www.bjhr.gov.cn/zjhr/hrgk/index_2663.html（2020

年 5月 22日閲覧） 
2 2019年 8月 13 日筆者撮影 
3 中国語：老人优待卡（ラォレンユーダイカー） 
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65歳以上の高齢者に対し「レッド老人優待カード」を配布する。このレッド老

人優待カードを持てば、北京市内の「北京市公共交通控股(集团)有限公司」、

「北京祥龙公交客运有限公司」および各郊区県道路客運企業が運営している合

計 969本の路線バスを無料に乗車できる。娯楽、教養の方面に対し、レッド老

人優待カードを提示すると 151カ所の北京市属公園が無料に入園できるし、も

ともと全社会に無料開放している北京自然博物館、徐悲鴻記念館、北京西周燕

都遺址博物館など 31カ所の博物館、記念館を加え、労働人民文化宮、大覚寺、

白塔寺、孔廟、国子監博物館、盧溝橋など合計 46 カ所の各種類の博物館、美

術館、科学館および記念館、烈士記念建物、名人旧居、公共図書館も無料に観

覧・利用できる。トレーニング施設に関して、レッド老人優待カードを持って

いる高齢者は北京市財政が投資した 14カ所の国レベル、45 カ所の市レベルの

社区体育トレーニングクラブを無料に利用できる1。 

 2008年この政策を公表した当時、北京市の戸籍を持っている 65 歳以上の高

齢者はレッド老人優待カードを配布し、60歳から 64歳までの高齢者は一時的

にブルー老人優待カードを配布する。ブルー老人優待カードを持っている高齢

者は 65 歳になったらレッド老人優待カードへ切り替える可能であった。レッ

ド老人優待カードを持っている高齢者は様々な優待政策を受けられるが、それ

に対しブルー老人優待カードを持っている高齢者はあまり優待政策を受けら

れなかった。65 歳未満の高齢者の不満の声や公平性を考え、北京市政府はこ

の政策を調整した。 

 2015年、北京市政府は 80歳以上の高齢者を対象として「高齢者・障害者福

祉サービス券2」と老人優待カード、IC カード、デビットカードなどの機能が

統一される「高齢者・障害者福祉カード3」を発行した。2016 年に 65 歳から 79

歳までの高齢者のレッド老人優待カードから高齢者・障害者福祉カードへ切り

替えた。2018 年 11 月 1 日から 60 歳から 64 歳までの高齢者も 2019 年 1 月 1

日から使える高齢者・障害者福祉カードを申請できた。したがって、2019年 1

月 1 日から、北京市 60 歳以上全ての高齢者は 10 年間で施行続けた北京市高

 
1 中央政府门户网站“北京：65 岁以上老人优待卡细则出台”http://www.gov.cn/banshi/2008-

12/29/content_1190460.htm（2020年 6月 21 日閲覧） 
2 中国語：养老助残券（ヤンラォジューツァンジュアン） 
3 中国語：养老助残卡（ヤンラォジューツァンカー） 
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齢者優待政策の対象となった1。 

第 6 節 高齢者ボランティア活動についての調査 

 社会的活動の構成として懐柔区の高齢者ボランティア活動が活発している。

実地調査によって懐柔区の高齢者ボランティア活動は主に交通指導ボランテ

ィアとゴミ分類ボランティアといった 2種類がある。 

 交通指導ボランティアとは、写真 2-2 のように朝および夜の通勤時間帯に、

交通信号やバス停などのところで交通秩序を維持し、バスの乗換方法や到着時

刻などの情報を案内することである。都市の交通渋滞を緩和するか交通安全を

守るなど、交通指導ボランティアは自らの力を貢献した。ボランティア組織の

中で 20 代、30 代の若者もいるが、主に退職後の高齢者から組成されている。

ボランティアであるが、補助金として毎月およそ 600 元（日本円 1 万円相当）

の補助金をもらえ、退職後も引き続き社会への貢献をしたい気持ちを持ちなが

ら、家計も助けるので、懐柔区の退職後の高齢者は交通指導ボランティアを積

極的に参加する。 

 交通指導ボランティア以外、ゴミ分類ボランティアもある。北京市は 2020

年 5 月 1 日から、生活ゴミ分類の政策を実施し始めた。「資源物、生ゴミ、有

害ゴミ、他のゴミ」といった四つの分類ジャンルがあり、北京市全域で次第に

推進する2。ゴミ分類の政策が始まった間もなくので、分類の方法やルールが

知らず、紛らわしいゴミが間違いのゴミ箱へ投入するケースが多かった。この

問題を解決するため、懐柔区はゴミ分類ボランティア制度を導入した。ゴミ分

類ボランティアは無償と有償の 2 種類がある。無償は住民がゴミを捨てる前

に、ゴミ置き場の隣で分類の方法を指導するボランティアである。このボラン

ティアはお金をもらえないので、参加する高齢者は主に社区の退職後の共産党

員である。もう一つの有償はゴミ収集車が来る前に、住民が捨て間違ったゴミ

を取り出し、正しいゴミ箱へ移動するボランティアである。このボランティア

は毎月およそ 1,000元(日本円 1万 6千円相当)の補助金をもらえる。 

 
1 北京日报“北京：60至 64岁老年人下月领‘养老卡’”http://www.gov.cn/xinwen/2018-

10/26/content_5334568.htm（2020年 6月 21 日閲覧） 
2 科技日报“北京垃圾分类 5月 1日实施‘柔性’政策循序推进”

http://www.xinhuanet.com/politics/2020-04/28/c_1125914546.htm（2020 年 6月 22日閲覧） 
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 交通指導ボランティアとゴミ分類ボランティアの 2 種類の高齢者ボランテ

ィア活動を通して、懐柔区の高齢者は退職後も適切な社会活動を参加できる。

孤独解消や認知症予防など、このような社会活動によって、懐柔区の高齢者は

社会との絆をさらに深くなった。すでに存在している社会問題を解決するため、

高齢者の手を借りるのはウィンウィンだと思う。 

 

写真 2-2 バス停、信号での高齢者ボランティア1 

第 7 節 高齢者余暇・交流の楽園―泉河街道「隣里節」 

 農村部の高齢者と違い、都市部の高齢者はあまり近所の人と交流しなく、児

女が出勤したら、語らえる人もいない。都市化に伴い、このような社会問題は

拡大していく。しかし、中国では「远亲不如近邻」といったことわざがあり、

その意味は「遠くの親類より近くの他人」である。高齢者の孤独を解消し、周

りの住民との交流を促進ながら、社区の高齢者の豊富な日常余暇活動を構築す

ることが目的として、懐柔区泉河街道弁事処は当該街道内の住民を集めて「隣

里節」という近所祭りが毎年開催する。 

「隣里節」とは、毎年春季や秋季のとき、社区住民を呼び集めて一緒に餃子

を作ったり、軽く運動会を開催したり、このような祭りである。隣里節の開会

式のとき、高齢者の広場ダンス・ショーや合唱の演芸があり、日常に練習した

広場ダンスや合唱を社区住民の前に演じるのは高齢者に対し喜びのことであ

る。隣里節の中で、中国の高齢者が好きなトランプや将棋のコンテストもあり、

女性高齢者以外、男性高齢者の余暇参加意欲も高めた。2019年 5月 23日、泉

河街道弁事処の第 14回隣里節の中で、同弁事処各社区で「万人トランプ大会」

 
1 2019年 8月 28 日、2019年 9月 16日筆者撮影 
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を開催した。ほぼ 1 万人の参加者から予選を通しておよそ 160 人の高齢者が

決勝戦に参加した。勝負にかかわらず、高齢者間の友情を厚くなった1。2020

年 10 月 17 日、泉河街道は第 15 回の隣里節を迎え、一緒に新型コロナウイル

スと戦った社区住民は互いの感情が一層深くなった。新型コロナウイルスはま

だ終息されていないが、写真 2-3 のような高齢者たちはマスクをかけながら、

脳トレゲームをやった。 

隣里節の力によって懐柔区泉河街道弁事処の管轄地域に住んでいる高齢者

の交流や余暇活動を有効に促進した。隣里節は泉河街道弁事処独自で開創した

社区活動であるが、懐柔区ないし北京市でも有名である。泉河街道の隣里節の

経験を学び、2019 年 10 月 26 日、北京市は市レベルの第 1 回の隣里節も開催

した。 

 

写真 2-3 箸で豆をつかむ大会を参加する高齢者2 

第 8 節 北京市懐柔区高齢者余暇活動についての長所と短所 

 懐柔区の高齢者の余暇・健康増進政策からみると、政府あるいは行政機関は

重要な地位を占めて、そこからの補助や援助などが溢れている。政府の指導が

あるから、懐柔区の高齢者の余暇活動は迅速的かつ規則的に展開できる。とく

に広場ダンスの場所と騒音問題を同時に解決できる社区養老サービス駅站の

ダンスルームはオリジナリティーに富むアイデアだと考える。高齢者自らの出

金が必要ではなく、余暇活動を参加する熱意を持つだけ、政府の資金支援を受

 
1 魅力泉河微信公众号“【邻里节】万人棋牌赛 和睦邻里节”

https://mp.weixin.qq.com/s/pWCTHun8z2BMthFGgt4Jmg（2020 年 7月 3日閲覧） 
2 魅力泉河微信公众号“【邻里节】泉河街道第十五届邻里节圆满落幕”より

https://mp.weixin.qq.com/s/nLsTHByAVL9wdaPfK7DyOg（2020 年 10月 25日閲覧） 
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けながら余暇活動を参加できる。「十三五」など国、市、区の五年発展計画が

あるので、高齢者余暇活動に関する資金調達や場所選定などの問題も事前に準

備できる。ボランティア活動も政府からの補助金があるので、高齢者の参加意

欲を大幅に高めた。中国は社会主義の国だから、本来政府の力が強く、土地、

税金など公的財産の利用も簡単である。中国の社会では「政府はわれわれの『大

家長（みんなの親）』である」と思われる人が多いので、何かの需要があれば、

政府に任せるケースが多い。高齢者の余暇活動を促進する責任は政府のことだ

と思われる人がいるのも当然だろう。中国政府もこのような考え方の影響を受

けるので、財政から高齢者の余暇活動を支援する。 

 政府は後ろ盾だから、資金の問題はあまり存在しない。高齢者外出支援政策

である「高齢者・障害者福祉カード」の一例からみると、政府は毎年バス会社

に支払う費用もかなり高いと考える。この優待政策を受ける高齢者の外出頻度

も着実に増加した。毎日バスなどの公共交通機関で高齢者たちの姿が多い。し

かし、この政策を反対する住民もおり、とくに若者がよくこの政策を反対する。

バスを無料利用できるので、朝市を買い物した後の朝通勤時間帯のとき、多く

の高齢者がバスを使い、すし詰めだから、通学や通勤の若者がバスを使えない。

「高齢者バス無料政策に時間の制限をかけろ」という声も近年よく出た。 

 高齢者余暇活動の支援に政府の参加が多いのは諸刃の剣だと考える。政策や

資金の場面で困難が一掃するのは良い面であるが、税金の浪費や単調な政策・

施策が続けるなど良くない面もあると考える。「十三五」などの五年計画は 5

年ごと定めたから、実際の社会発展に後れる可能性もあると考える。政府の参

加、住民の参与、企業の参入、このバランスを維持するのは難しいだろう。  
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第 3 章 新型コロナウイルスと高齢者余暇活動 

第 1 節 北京市懐柔区高齢者余暇活動への影響 

 2019 年末から、ある新型コロナウイルス（COVID-19）が世界各地に蔓延し

た。中国はともかく、日本も深刻な状態に陥った。新型コロナウイルスは多く

の人の生活習慣を変え、高齢者に及ぼした影響も大きい。蔓延が始まった最初

のとき「高齢者が感染・死亡しやすい」という一説があり、さらに飛沫感染、

接触感染など人から人への伝染が可能なので、従来通りの高齢者余暇活動に深

刻な影響を与えた。本研究も新型コロナウイルスの影響を受け、実地調査やヒ

アリング調査などにおける莫大な困難を逢った。 

 2020年 1 月 20日、北京市大興区は北京市内最初の新型コロナウイルスによ

る肺炎（新型肺炎）の患者が確認され、その後に北京市内各区の患者も続々出

た1。懐柔区は 2020 年 1 月 30 日に区内最初の患者（2020 年 1 月 23 日発病、

2020年 1月 24日診察）が通報され、この患者は前述の 2019年 9月 18日に訪

問した新賢家園社区で居住していた2。同患者が北京地壇医院（北京市伝染病

専門の病院）に搬入した後、新賢家園社区は全面な消毒などの手段を採用し、

素早く社区封鎖を準備した。新賢家園社区の高齢者の余暇活動や趣味教室など

も同時に停止となった。 

 新型コロナウイルスの感染拡大を抑制するため、2020 年 1月 24 日、北京市

政府は「突发公共卫生事件一级响应机制（突発公衆衛生事件 1級警戒レベル）」

を実行した。徹底的な封じ込め政策を実施するため、3人以上の人が集まる活

動が原則的に禁止となった。広場ダンスなど多人数で行う高齢者余暇活動もで

きなくなり、昔広場ダンスを行える公園などの場所も封鎖や入口検温、巡視強

化などの措置をとった。 

写真 3-1 のように、左側は 2019 年 8 月 26 日に懐柔区内南関村公園で活動

していた高齢者たちの姿である。晩ご飯を食べた後に、20 人ほどの人がおり、

 
1 人民网“北京大兴区确诊两例新型冠状病毒感染的肺炎病例”

http://society.people.com.cn/n1/2020/0120/c1008-31555975.html（2020 年 6月 12日閲覧） 
2
 北京市卫生健康委员会“1月 29日 20时至 30日 8时，本市新增 3例新型冠状病毒感染的肺炎病例”

http://wjw.beijing.gov.cn/xwzx_20031/wnxw/202001/t20200130_1621681.html（2020年 6月 12日閲

覧） 
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音楽を聞きながら、広場ダンスを踊っていたかトレーニング施設を使っていた

高齢者がいた。真ん中は 1 級警戒レベルを実行した以降、2020 年 3 月 9 日同

時間帯に一人もいなかったこの公園の写真である。写真下部の赤地に白字の横

断幕に「少出门少聚会 减少传染的机会（なるべく外を出ず、参集をしなく、

感染のリスクを減少させる）」といったメッセージを書いており、高齢者など

の人が集まらないように呼びかけていた。右側はこの公園を所有・管理してい

る南関村村民委員会は同公園に入ることを防ぐために、鉄板などのバリアを用

いて封鎖の手段である。 

 

写真 3-1 新型コロナウイルスが高齢者余暇活動への影響1 

第 2 節 北京市懐柔区高齢者の防疫ボランティア活動参与 

北京市の新型コロナウイルス 1 級警戒レベルの実行と伴い、市内各社区の入

り口で通行許可証の提示や検温などの防疫手段をとった。しかし、社区の数が

多く、さらに 24時間警備なので、人手不足の問題がすぐ現れた。それに対し、

懐柔区の高齢者はボランティアとして、この「防疫の戦争」に身を投じた。 

新賢家園社区の青春路 64 号楼（マンション名）に住んでいる苗利田氏は同

楼の楼長であり、普段も社区のボランティアである。新型コロナウイルスの伝

染を防ぐため、彼も積極的に防疫ボランティア活動に参加した。「ここに 25年

間住んで、常住者も借家人も、みんなが知り合いだから、外来者がこれば、す

ぐ気付ける」と苗利田氏が話した。苗利田氏は毎日青春路 64 号楼の入り口で

出入り者の記録や検温、巡回検査、消毒などを行う。多くの高齢者が新型コロ

ナウイルスの影響を受け、引きこもりがちになった。苗利田氏とは違い、自ら

の健康を守るが前提で、防疫ボランティア活動により社区住民全体の安全も守

った。さらに、社区への貢献と共に、社区住民との絆がより一層増進した。 

 
1 2019年 8月 26 日、2020年 3月 9日筆者撮影 
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湖光社区に住んでいる呉新民氏は退職後の 60 歳以上の高齢者が対象として

「高齢者ボランティアチーム」を結成した。新型コロナウイルスに対し、すで

に何年間のボランティア活動をやり続ける呉新民氏はすぐチームメンバーを

呼びかけ、社区の警備任務に着手した。「退職後の高齢者として、うちは老人

や子供がいる。しかし、自分の家庭より、非常な時期なので、社区の安全が一

番大事なことだと思う。チームメンバー全員が怨言を言わず、必ず新型コロナ

ウイルスを乗り越えよう」と呉新民氏が話した。 

このような高齢者たちの姿は新型コロナウイルスの時期でよく見られる。彼

らや彼女らのおかげで、懐柔区の新型コロナウイルスがコントロールし、2020

年 2月 7日以降、新たな感染者は 1人もでなかった1。 

 

写真 3-2 苗利田氏と呉新民氏2 

第 3 節 北京市緊急事態の緩和と懐柔区高齢者余暇活動の再開 

 北京市新型コロなウイルス感染拡大の緩和を踏まえ、2020年 4月 29日、北

京市政府は「突发公共卫生事件一级响应机制（突発公衆衛生事件 1級警戒レベ

ル）」から「突发公共卫生事件二级响应机制（突発公衆衛生事件 2 級警戒レベ

ル）」に調整した3。警戒レベルの調整により、学校など特別な場所以外、北京

市の室外は原則的にマスクなし活動できるとなった。室外で高齢者余暇活動の

姿も 3ヶ月ぶり再現した。しかし、突発公衆衛生事件 2級警戒レベルと調整し

た記者会見で、「警戒レベルが 2級になったが、65歳以上の高齢者が人混みの

 
1 人民网“北京怀柔区已有 66 天无新增报告确诊病例”

http://bj.people.com.cn/n2/2020/0413/c14540-33945440.html（2020年 6月 11日閲覧） 
2 怀柔融媒“新贤家园有位贴心负责的大管家”、“泉河街道：坚守一线 筑牢‘防疫墙’”より（2020年 6

月 11日閲覧） 
3 新华网“北京将突发公共卫生事件一级响应调整为二级响应”http://www.xinhuanet.com/2020-

04/29/c_1125924570.htm（2020 年 6月 11日閲覧） 
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ところへの活動を控える」と勧告した。 

 2020年 6月 4日まで、北京市市轄の 14区が連続 90日新たな感染者がなし、

海淀区は 73 日、朝陽区は 50 日新たな感染者がないので、2020 年 6 月 6 日 0

時、北京市政府は「突发公共卫生事件二级响应机制（突発公衆衛生事件 2級警

戒レベル）」から「突发公共卫生事件三级响应机制（突発公衆衛生事件 3 級警

戒レベル）」に調整した1。警戒レベルが 3級になると、公園などの場所もほぼ

再開し、懐柔区の高齢者余暇活動が徐々に回復した。写真 3-3のように、2020

年 6月 7日、1級警戒レベルの際に封鎖した懐柔区南関村公園は再開し、再び

若者や高齢者が集まり、広場ダンスを行った。高齢者の中にマスクをかける人

もおり、マスクをかけない人もいった。ソーシャル・ディスタンス（社会的距

離）を取れながら、高齢者たちは楽しく活動した。 

 

写真 3-3 高齢者余暇活動再開の様子2 

第 4 節 新型コロナウイルス終息後の高齢者余暇活動の予想 

 この論文を書いた現時点、新型コロナウイルスのパンデミック（世界的流行）

は終息には程遠い、1日当たりの感染者数はこれまでで最多となっている。い

わゆる「コロナ禍」のせいで本研究予定の宇都宮市の現地調査ができなくなり、

2020年 1月末から現時点の 2020年 6月まで継続し懐柔区にいた。中国の新型

コロナウイルスのピンチの時期からほぼ終息まで懐柔区にいるので、現地高齢

者の余暇活動の変化を観察しながら分析したい。 

 「コロナが終息したら、私たちの世界はどう変わる」というつぶやきがよく

 
1
 新华网“北京将突发公共卫生事件应急响应级别由二级调至三级”

http://www.bj.xinhuanet.com/2020-06/06/c_1126081042.htm（2020年 6月 11日閲覧） 
2 2020年 6月 7 日筆者撮影 
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インターネットで見かけた。「コロナが終息したら、高齢者の余暇活動がどう

変わる」について考え方がある。まずは余暇活動を重視する高齢者が増えるだ

ろう。体がよく動かない高齢者の免疫力は低く、伝染病を罹患する可能性が高

い。したがって、今回の新型コロナウイルスを経た高齢者は「健康維持・増進」

の意味や重要性を深く理解できると考える。コロナが終息したら、余暇活動を

参加する高齢者の人数を増えることが期待している。次は余暇活動をしていた

際に、周りの気持ちを十分配慮することである。2020年 4月 29日から北京市

の警戒レベルは 2級になって、マスクなしでも室外活動ができるが、室外で散

歩した高齢者たちもマスクをかけてなるべくソーシャル・ディスタンスをとっ

た。団体活動が好きな中国の高齢者に対し、この習慣を変えるのは難しいだろ

う。従来的なことをチェンジし、他人の気持ちを十分配慮するのは余暇活動の

重要な一環だと考える。コロナが終息したら、高齢者の余暇活動が全面回復の

ときも騒音や場所取りなどの問題を避けることが期待している。 
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第 4 章 宇都宮市と北京市懐柔区の比較研究 

第 1 節 宇都宮市高齢者福祉事業と北京市懐柔区高齢者事業計画 

 宇都宮市と北京市懐柔区を比較する場合、最初は政策面から分析しなければ

ならないと考える。政策面からいうと、両都市の高齢者福祉計画は比較研究の

優先順位ではないかと考える。したがって、第 1節は宇都宮市高齢者福祉事業

と北京市懐柔区高齢者事業計画の両方から比較する。 

 まずは宇都宮市高齢者福祉事業について分析する。宇都宮市高齢者福祉事業

は宇都宮市独自で高齢者サービスを提供する目標に基づいて、「生きがい・社

会参画」に関連する様々な支援政策を定めたことである。外出、交流、娯楽、

学習など幅広い方面から高齢者の福祉事業を支援し、特徴は行政からの政策、

資金の支援のみからず、高齢者自らの出金も必要である。しかし、高齢者福祉

に関わる様々な事業の料金や代金などはあまり高くないし、全ての高齢者が利

用しやすい値段で提供する。このような政策のメリットは行政と市民、あるい

は行政と高齢者の間に責任や資金のバランスを取ったことだと考える。高齢者

向けの政策だから、その資金面の責任を一挙に行政に任せるのはいけないと考

え、高齢者も分担する義務がある。 

 北京市懐柔区の高齢者事業計画は宇都宮市と違い、中国や北京市政府の「十

三五」発展計画に基づいて定めたことである。すなわち懐柔区独自で政策を考

えることではなく、国や市の発展計画を配慮しなければならない。5年ごとの

発展計画だから、政策の構想と実際の発展の間に遅延を生じる可能性があると

考える。しかし、懐柔区の高齢者事業計画の背後に国や市の発展計画があり、

それに応じる支援を受け、政策の融通や資金の調達は容易である。だから、懐

柔区の高齢者事業計画の特徴は全ての責任を行政の方に任せる。たとえば、前

述した北京市懐柔区「十三五」時期高齢者事業計画の中で「2020年末までに区

内全ての社区は 200平米以上の高齢者活動スペースの建設が必要となる」とい

う目標を実現するため、懐柔区政府は北京市政府から専用の資金を受領し、建

設を行い、対象の高齢者は無料に利用できる。 

 日本は「地方自治」という制度があり、地方自治体レベルの行政機関は相当

な行政自由があり、政策・施策も自由に立案できる。中国は社会主義だから、
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中央機関の権力が強い、国全体の計画樹立を重視する。資金面からみると、日

本は行政、高齢者（利用者）両方とも出金し、行政機関の負担を分担できる。

中国は行政のみ出金し、地方政府に対し資金面の負担が大きいと考える。 

第 2 節 自治会・町内会、居民委員会からみた日中の違い 

 政策面を分析した後に、日中両国それぞれの基層住民組織の違いを分析する。

日本の基層住民組織は自治会・町内会であり、中国の基層住民組織は居民委員

会である。この二つの基層住民組織の違いは何か、また、そこから比較し、深

層の日中両国の行政の違いを把握したい。 

まずは日本の自治会・町内会の定義を明らかにする。自治会・町内会とは、

日本の集落又は都市の一部分（町）において、その住民等によって組織される

親睦、共通の利益の促進、地域自治のための任意団体・地縁団体とその集会・

会合である。また、その管轄地域のことを指す事もある。裁判所の判決文にお

いては、「町内会は、自治会とも言われ、一定地域に居住する住民等を会員と

して、会員相互の親睦を図り、会員福祉の増進に努力し、関係官公署各種団体

との協力推進等を行うことを目的として設立された任意の団体」とされている

1。自治会・町内会の特徴は住民自治であり、行政機関から直接な影響が存在せ

ず、行政機関との関係が薄いと考える。一方、中国の居民委員会は前述したよ

うに、街道弁事処（行政機関）の指導を受けながら活動する形である。行政機

関との関連性が強く、行政機関からの命令に服従する。 

 自治会・町内会と居民委員会の違いから日中両国の地方自治体レベルの行政

機関の役割も一目瞭然だと考える。日本は住民自治を強調し、資金なども主に

会員（住民）の方から集める。居民委員会は行政機関の管理を受け、行政機関

から資金の支援を受けるのも当然だと考える。高齢者余暇促進の視点から見る

と、自己出金、自己管理の自治会・町内会は高齢者の興味に応じる余暇活動の

展開が容易である。しかし、専門教師の雇用費用や場所の利用料金など必要な

資金額が高く、生活面に余裕がない高齢者は参加しにくい可能性がある。マス

コミで話題となっていた「滋賀県草津市矢橋町の森脇町内会」の例をあげたい。

 
1 東京簡易裁判所「平成 18年(ハ)第 20200号 管理費等請求事件」

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/205/035205_hanrei.pdf（2020年 9月 17 日閲覧） 



 34 

滋賀県草津市矢橋町の森脇町内会は新しい入会者に 60 万円の納入を求める内

規を 2006 年から定めて、高額の入会費を徴収する理由は当時の集会所建て替

えときのコスト負担と同額で実質的な「入会費」といえることである。高額の

入会費があり、「転入者の入会制限につながる」との声が上がって、内規改定

後は町内に 1軒転居したが、子育て世帯の多い隣接の町内会に加入したことを

分かった。集会所建て替えの建設費用は約 2 千万円で、県から払われた補償金

約千万円（1戸当たり 30万円）と町内各戸は 2年間の積立金約 30 万円を充て

た。このとき、町内会の内規が改定され、「（新規入会者については）集会所建

設経費として 1 戸当たり金 60 万円を町内に納める」などの文言が盛り込まれ

た1。住民の集会所を建て替えるための資金を集め、それに応じて町内会の入

会費が高額となり、ゆえに転入者が少なくなり、今の森脇町内会の構成は高齢

者のみとなった。このような資金面の悪循環は高齢者の余暇活動を促進するこ

とに対し膨大な困難だと考える。 

日本の自治会・町内会と違い、中国の住民組織である居民委員会は上級の行

政機関（街道弁事処）の指導を受けながら行政的な活動を行う。したがって、

居民委員会自らは行政機関の一環と言っても過言ではない。前述したように、

居民委員会の管轄地である「社区」の高齢者は行政機関が提供する場所で行政

機関が雇用する専門教師のもとで余暇活動を展開することができる。資金面の

問題を配慮する必要がなく、高齢者誰でも気軽に利用できるのは中国の社区の

高齢者の余暇活動の特徴である。しかし、行政機関が選定する余暇活動の内容

だから、全ての高齢者の興味を満足できない可能性もあると考える。 

第 3 節 両都市歩く環境と高齢者外出支援政策の対比 

 高齢者余暇活動の重要な一環であり、高齢者の健康維持に大切なことである

散歩は歩くやすい環境が必要である。クルマ依存都市である宇都宮市と散歩が

人気余暇活動である北京市懐柔区の歩く環境の異同とそれにつれて政策面の

問題を分析する。 

 
1 京都新聞「町内会『入会費』なぜ 60万円？『転入者の入会制限につながる』指摘も」

https://news.yahoo.co.jp/articles/5b679e9356550c63161566ee00ff4cf5d01f1663（2020 年 9月 24日

閲覧） 
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 クルマ依存都市の宇都宮市は高齢者運転のケースが多く、車は高齢者外出の

不可欠な交通手段の一つである。車の車道がきちんと整備していたが、歩行者

の歩道は不足な点があると考える。自転車が歩行者の歩道で通行することは宇

都宮市だけではなく、日本全国で共通な問題点だと考える。法律上に自転車は

車の車道で通行するはずだが、歩行者を邪魔しない前提で歩道の通行も認める。

しかし、歩行者と自転車の間でバランスを取るのは難しい。さいたま市大宮区

で実地調査を行ったとき、写真 4-1のように自転車と歩行者は各自専用の道で

通行することを気づいた。他都市のいい経験を学び、高齢者が安心に歩ける街

を作りたい。自転車と歩行者が同じ道で通行する問題点以外、歩道の両側で歩

き疲れやすい高齢者が休憩できるベンチも少ない。歩いて遠距離に行く高齢者

に対し一気に目的地に到着することが難しく、時々の休憩が必要で、ベンチが

少ないのは不便だと考える。他には前述したように照明不足の問題もあり、夜

散歩のとき懐中電灯が必需で、懐中電灯を持たずに高齢者が倒れたり、骨折し

たりことは健康寿命に悪影響を与える恐れがある。北京市懐柔区都市部の三つ

の大通りである「青春路」、「迎賓路」、「開放路」は全てさいたま市大宮区と似

たように自転車、歩行者が分離で通行する。さらに、北京市懐柔区近年は大き

な国際サミットを迎えるため歩道の両側もベンチを完備させる。 

 

写真 4-1 さいたま市大宮区の自転車・歩行者分離通路1 

交通手段が車と歩くこと以外、公共交通機関を利用する高齢者も多い。こ

れらの高齢者に対し宇都宮市と北京市懐柔区の外出支援政策の特徴も鮮明で

 
1 2019年 12月 28日筆者撮影 
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ある。宇都宮市は一貫した高齢者と行政機関両方とも出金する形である。さ

らに年間 1 回のみ支援を受けることを制限し、高齢者が公共交通機関を利用

すぎるケースも防止した。北京市懐柔区の行政機関は高齢者の公共交通機関

の利用費用を全額負担し、制限も掛からず、時々若者から不満の声もあげ

た。 

歩道の設計面から見ると、宇都宮市は考えを欠いているが、高齢者の公共

交通機関の支援面から見ると、北京市懐柔区も不足点がある。こうした中で

高齢者の外出を促進する正しい道を探すのは容易ではないと考える。 

第 4 節 宇都宮市と北京市懐柔区の高齢者ボランティア活動の異同 

 社会的活動であるボランティア活動は日中両国の高齢者ともに参加してい

る。しかし、宇都宮市の高齢者ボランティア活動と北京市懐柔区の高齢者ボラ

ンティア活動は大きな違いがあり、それぞれの良い点とあまり良くない点が存

在している。両国の高齢者ボランティア活動の異同を分析し、適切な高齢者ボ

ランティアを促進する方法を探したい。 

 宇都宮市の高齢者ボランティア活動の代表は今井厚子氏みたいな交通指導

員だと考える。地元の住民と「高齢者ボランティア活動」について聞き取り調

査を行ったとき、「生活面に余裕がない高齢者はボランティア活動を参加しに

くい」といった意見を記録した。宇都宮市の高齢者ボランティア活動は主に無

償で、高齢者自らの社会貢献の心が大事だと考える。厚生労働省はボランティ

ア活動について以下の定義を定めて、「ボランティア活動は個人の自発的な意

思に基づく自主的な活動であり、活動者個人の自己実現への欲求や社会参加意

欲が充足されるだけでなく、社会においてはその活動の広がりによって、社会

貢献、福祉活動等への関心が高まり、様々な構成員がともに支え合い、交流す

る地域社会づくりが進むなど、大きな意義を持っています」1。したがって、ボ

ランティア活動は必ず無償に限定するではなく、適度な補助も充実した方がい

いと考える。たとえば、生活面に余裕がない高齢者はボランティア活動を通じ

 
1 厚生労働省「ボランティア活動」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/volunteer/index.

html（2020年 9月 30日閲覧） 
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て、自己の社会貢献を実現するながら、補助金をもらえ、ウィンウィンな関係

を構築できると考える。 

 北京市懐柔区の高齢者ボランティア活動は宇都宮市と同じ交通指導員だが、

月 600元（日本円 1万円相当）の補助金をもらえる。すでに高齢者ボランティ

ア活動に対し補助を実現したが、さらに完璧な高齢者ボランティア活動を促進

する方法があるかどうかを知りたい。たとえば、今回の新型コロナウイルスの

時期で、懐柔区の湖光社区の高齢者ボランテイアチームは防疫に対し大きな力

を貢献した。今の懐柔区ではこのような高齢者ボランテイアチームはまだ少な

いし、多くの社区は組織的な高齢者ボランテイア活動が存在していなかった。

湖光社区の経験を高齢者ボランテイアチームがない社区に紹介し、各社区は高

齢者ボランテイアチームの制度を推進させ、退職後の高齢者の力を集める。チ

ーム内の高齢者に適期的に防災訓練や応急手当の知識を教授し、彼らや彼女ら

の手を通して、この知識を家庭内に広げればさらに有意義ではないかと考える。 
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第 5 章 高齢者の余暇・健康増進をめぐる行政モデル 

第 1 節 高齢者の余暇・健康増進の行政参加について 

 宇都宮市と北京市懐柔区の事例を概観し、高齢者の余暇・健康増進をめぐる

行政モデルは何かについて論述したい。宇都宮市と北京市懐柔区の大きな違い

は行政参加の多少だと考える。行政が高齢者の余暇・健康増進に介入した方が

いいか、介入しない方がいいか、質問の答えを探したい。 

 宇都宮市の行政機関は主に高齢者の余暇・健康増進に介入しないケースだと

考える。宇都宮市地元の住民と交流したときも「みんなの税金だから、高齢者

に傾いてはいけない」といった意見があった。行政機関が過度に介入すれば、

必然的に社会の不公平を招く。北京市懐柔区の場合、高齢者の趣味から外出ま

で、様々な支援政策を定め、介入すぎるかどうかの質疑もあげた。たとえば、

広場ダンスの専用地を規定し、専門なリーダーを指定する高齢者広場ダンスを

順調に進行させることの解決法には行政機関の介入がないと進まないと考え

る。しかし、高齢者外出支援施策である公共交通機関の無料政策は高齢者が利

用しすぎる問題点に導き、社会一般民衆の反感を買った。北京市懐柔区の基層

住民組織である居民委員会は行政の職能も担い、すなわち行政の力は社区住民

生活の各方面に浸透した。新型コロナウイルス時期にこのような基層住民組織

の優位性を現れた。たとえば、在宅隔離の人の食品や生活用品の配達、感染者

と密接した人の検温や PCR検査、封じ込めした社区の巡視や守衛など、居民委

員会は不可欠な役割を演じた。さらに、行政の力によって、居民委員会は様々

な高齢者余暇活動を展開できる。 

 行政の参加は諸刃の剣であるが、適度な行政の参加は必要だと考える。大和

総研『最新版 入門の入門 経済のしくみ-見る・読む・わかる』によると、行

政機関である政府はそもそも経済の機能があり、資源配分の調整（公共財・公

共サービスの供給）、所得の再分配（累進課税・社会保障）、景気の安定化、の

3 つに分類される1。その中で資源配分の調整は高齢者余暇の推進と関連する。

資源配分のとき、社会の弱者である高齢者に有利な方面を傾けるべきだと考え

 
1 大和総研（2002）『最新版 入門の入門 経済のしくみ-見る・読む・わかる』日本実業出版社 pp.134-

135 
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る。これは行政機関にやらなければならないことであり、かつ行政機関だけで

きることである。したがって、適度な行政の参加は高齢者余暇推進に重要な一

環だと考える。 

第 2 節 住民参加の重要性について 

 宇都宮市と北京市懐柔区の事例を比較するとき、「住民参加」の相違点を発

見した。高齢者の余暇活動を促進するため、余暇活動の準備や管理することに

ついて、住民参加の意欲は大切なことだと考える。宇都宮市の場合、高齢者は

自主や自立で余暇活動を管理するケースが多かった。シニア支援講座やふれあ

い・いきいきサロン、おおいちょう宇都宮など、高齢者向けの事業が充実して

おり、一般住民である高齢者が参加しやすい環境を設けた。したがって、宇都

宮市の高齢者は積極的に余暇活動の計画や実施などの分野に首を突っ込んだ

と言える。 

 一方で、北京市懐柔区の場合は全面的な行政の参加に対し、住民の高齢者の

参加の意欲は低下である。行政は既に多様な余暇活動の事業を展開し、高齢者

自らの準備や管理することは不要だと思う高齢者が多数に存在している。しか

し、高齢者余暇活動の事業や政策・施策を立てたとき、高齢者の参加が足りな

いと高齢者の興味と合わない可能性があると考え、余暇活動の事業を立てるプ

ロセスに高齢者の興味が湧かせる必要があると考える。 

 高齢者のスムーズな余暇活動を実現するため、住民参加の意欲を喚起し、持

続可能な余暇活動の環境を設ける必要がある。国土交通省社会資本整備審議会

都市計画・歴史的風土分科会都市計画部会―第 1回次世代参加型まちづくり方

策小委員会で配付した資料 6「参加型まちづくりに関する現状と課題」で図表

5-1 のような米国カリフォルニア州のまちづくりにおける市民参加の事例を

紹介した。世論調査、アンケート調査、投票などの調査手段により、市民の声

を集める。特別委員会、計画勧告委員会、技術審査委員会を定め、公聴会や近

隣・コミュニティ集会などの集会で計画を議論し、最後は記者発表や新聞記事

で計画を公開、監視する。このような方法によって、市民参加がやすいプロセ

スを整えた。 

 行政の参加と住民の参加は両方ともに適切な政策・施策を定めたプロセスお
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ける重要な構成だと考え、車の両輪のような関係である行政の参加と住民の参

加は同等に重視すべきだと考える。 

 

図表 5-1 カリフォルニア州の総合計画の策定プロセスと市民参加の概念図1 

第 3 節 持続可能な高齢者余暇・健康増進政策 

 以上、宇都宮市と北京市懐柔区の事例を分析し、それぞれの長所と短所（問

題点）を取り上げ、そこから得た行政参加と住民参加の重要性を再び感じた。

持続可能な高齢者余暇・健康増進政策について論じたい。 

 まず、高齢者が気軽に余暇活動を行える場所の建設が必要だと考える。余暇

活動を行うため、とりあえず遭う問題点は「場所の確保」である。宇都宮市の

場合、歩行者が安全に散歩できる道の整備はまだされていないが、老人クラブ、

高齢者サロンなど高齢者が活動できる社会事業の展開はよく進んでいる。北京

市懐柔区の場合、高齢者の広場ダンスの場所確保や騒音対策の両面から、「社

区養老サービス駅站」を建設した。宇都宮市と比べ、社区養老サービス駅站は

 
1 国土交通省社会資本整備審議会都市計画・歴史的風土分科会都市計画部会―第 1回次世代参加型まち

づくり方策小委員会「配付資料 6『参加型まちづくりに関する現状と課題』」

https://www.mlit.go.jp/singikai/infra/city_history/city_planning/jisedai/1/shiryou6.pdf

（2020年 11月 17日閲覧） 



 41 

無料に利用できるから、高齢者たちは資金面の配慮が不要に、気楽に参加でき

る。おおいちょう宇都宮(宇都宮市老人クラブ連合会)「広報誌いちょう第 30 

号」によれば、宇都宮市老人クラブ連合会の会員数は減少の傾向があり、5年

間でおよそ 2,000人を減少している。したがって、高齢者が参加しやすい、活

動しやすい場所の確立は行政と直面する最初の課題だと考える。 

 高齢者が余暇活動を参加するための交通手段の確保も重要だと考える。余暇

活動の第一歩は家から出すことである。自宅から余暇活動の場所まで、足が弱

い高齢者に対し、公共交通機関の推進や外出支援施策の実施は不可欠である。

北京市懐柔区は ICカードの機能を搭載した高齢者・障害者福祉カードを用い、

高齢者の外出支援を有効に進行した。宇都宮市も 2021 年春から Suica（スイ

カ）の機能を搭載する IC カード「totra（トトラ）」をサービス提供開始し、

同時に「いきいき 70 カード」の高齢者乗車券制度を廃止する1。新たな IC カ

ード導入施策の実施と共に、高齢者外出に向けより効率的な支援政策を期待し

ている。 

 高齢者ボランティア活動について、ただ無償のボランティア活動ではなく、

ある程度の補助金も必要だと考える。宇都宮市の「生活面に余裕がない高齢者

はボランティア活動を参加しにくい」という問題点を解決するため、必要に応

じて補助金制度を導入すべきだと考える。高齢者がボランティア活動を参加す

る意欲を維持し、ボランティア活動を参加しながら、周りの人と語らう機会も

増やし、高齢者の孤独解消などの効果も期待している。 

 最も重要なポイントは行政参加と住民参加を統合することだと考える。宇都

宮市と北京市懐柔区の事例から、違う社会制度の両国の相違点を深く感じた。

宇都宮市は住民の参加を重視し、北京市懐柔区は行政の参加を強調する。行政

の指導を受けながら、住民の意識や考え方も最大限に実現できるのは理想的な

政策モデルだと考え、相互依存の関係である両方面は一つも欠かせない。中国

の高齢者の余暇活動をさらに発展するため、これから住民の参加は大事なこと

だと考える。北京市懐柔区を事例として、将来は数多くの社区養老サービス駅

站を建設し、その社区養老サービス駅站の管理や運営なども積極的に社区の高

 
1 下野新聞「名称は『ｔｏｔｒａ』 宇都宮の交通ＩＣカード バス・ＬＲＴ・鉄道つなぐ」

https://www.shimotsuke.co.jp/articles/-/351756（2020年 12月 9日閲覧） 
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齢者たちに任せれば、よりよい循環ではないかと考える。 

 両都市が学び合えるような政策モデルについて、さまざまな方面から比較・

分析しても、まだ触れないところが多いと思う。完璧な政策モデルを構築する

ため、さらに長時間や深くの研究が必要だと思う。高齢者の余暇・健康増進政

策について愚考し、以上の内容を概括した。宇都宮市と北京市懐柔区の高齢者

の余暇活動の発展や健康増進を期待し、多彩な退職の生活を送り、健康でいき

いきな高齢者になることを祈っている。 
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終わりに 

 本論文ではまず宇都宮市の概況と高齢化の現状について紹介し、宇都宮市が

実施した高齢者余暇・健康増進に関する諸政策・施策を分析した。次は北京市

懐柔区が宇都宮市と似たような部分を考察し、宇都宮市と北京市懐柔区におけ

る高齢者の余暇・健康増進政策の現状と課題を明らかにした。そして、宇都宮

市と北京市懐柔区の政策・施策を整理し、類似点と相違点について検討した。

宇都宮市のふれあい・いきいきサロンや北京市懐柔区の社区養老サービス駅站

など、違う両国で相似の仕組みを取り上げて比較分析を行った。 

 宇都宮市の場合、地元住民や高齢者との話し合いによって、高齢者が余暇活

動の参加における難点を見出し、そこから高齢者外出支援政策や高齢者の生き

がい・社会参画の支援施策を究めた。講演会や支援講座を参加し、専門家や高

齢者との直接な触れ合いができた。さらに、宇都宮市社会福祉協議会を訪問し、

宇都宮市で展開されている高齢者福祉事業を理解した。見守りボランティアか

ら、宇都宮市の高齢者ボランティア活動を紹介し、高齢者ボランティアの問題

点を分析した。 

 北京市懐柔区の場合、三つの社区の訪問により、展開された高齢者余暇支援

政策を把握できた。高齢者外出支援政策について、老人優待カード政策から高

齢者・障害者福祉カード施策への実施した経緯を明確した。「隣里節」など北

京市懐柔区独自の祭りから、高齢者の近所関係を分析し、「隣里節」を通して

高齢者同士の交流を増進した事実を理解した。最後は交通指導ボランティアと

ゴミ分類ボランティアの 2種類の高齢者ボランティア活動から、北京市懐柔区

の高齢者ボランティアの現状を調査した。 

 2019 年末からの新型コロナウイルスは本研究における膨大な困難を与えた

が、柔軟な対策を講じた。新型コロナウイルス時期における北京市懐柔区の高

齢者の余暇活動の変化を記録し、特殊な時期で高齢者ができる余暇活動を探察

した。世界でも未曾有な状況において高齢者たちの責任を解明し、新型コロナ

ウイルスにつれた高齢者余暇の変容も明らかにした。 

最初に「高齢者の余暇・健康増進政策」という研究テーマを選定して日中比

較研究を想定したとき、当然な考えを持ち、宇都宮市と北京市懐柔区の二つの
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研究対象を選んだ。研究の進行と伴い、日中両国の相違点を気づき、試行錯誤

しながら本論文を書き上げた。これからも日中両国の高齢者の余暇促進や高齢

者の健康増進に着目し、幅広い場面からこの課題を研究していく予定である。 
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あとがき 

 本論文を作成している中で、先行研究の成果を参考しており、又中村祐司先

生にいろいろな助言をいただきまして、併せて心より感謝の意を申し上げます。 

2018年 10 月から、人生二度目の日本留学が始まり、宇都宮大学の研究生に

なりました。2018年 12 月の大学院試験を受け、2019年 4月に宇都宮大学大学

院地域創生科学研究科の学生として入学しました。およそ 2年半の時間で、宇

都宮大学の先生たちから様々な知識や世話をいただきました。とくに指導教員

の中村祐司先生と副指導教員の中川敦先生、加藤謙一先生、およびコミュニテ

ィデザイン学プログラムの先生たちです。先生たちの指導がないと、本論文を

書くこともできないと思います。 

今回の研究において、言語の壁を深く感じました。「社区」、「小区」、「街道

弁事処」など、中国の住民組織や行政機関の名称をそのまま日本語へ訳しても、

日本人が理解できませんでした。日本の自治会・町内会などのいい経験を中国

語に訳した文書も少なく、とくに日本で作られた精緻なパンフレットを中国の

行政担当者へ紹介したとき、言語の壁が存在していますので、理解しにくい部

分があります。言語の壁により、互いに文化の交流ができなくなり、ものすご

くの損失だと思います。このような背景を受けて、宇都宮大学大学院博士後期

課程に進学したいと思います。博士後期課程に進学したら、多言語対応と多文

化共生の研究をやりたいと思います。 

新型コロナウイルスの影響を受けて、現在、国際間の人の移動が難しくなっ

ており、国際観光なども大幅に減少しています。コロナ禍後の私たちの世界は

どう変わりますか、多言語対応の需要が増加しますか、このようなコロナ禍後

の世界を見据え、国際観光などの回復を期待しながら、博士後期課程の研究を

進めたいと思います。「A Research on Mandarin‒Japanese‒English Trilingual 

Chinese Tourists' Service Language Preferences When Traveling in Japan」

1では、日本で観光する中国人観光客は中国語（北京語）、日本語、英語三つの

言語で観光サービスを受けるときの偏向性について研究しました。言語は国際

 
1 LI,Yuhan（2020）「A Research on Mandarin‒Japanese‒English Trilingual Chinese Tourists' 

Service Language Preferences When Traveling in Japan」The Kyoto Economic Review(2020),87: 

64-91 https://doi.org/10.11179/ker.87.64 
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観光において、重要な役割を演じていますが、観光サービスで言語の影響を研

究するのはまだ少ないです。この研究は 131 名の中国人観光客を対象として、

日本で経験するいくつかの代表的なサービスの場面で、日本人や中国人の従業

員からサービスを受けたときの快適さを評価しました。その結果、多言語を話

す観光客は、様々なサービスの場面で異なるサービス言語の好みを示すことが

明らかにして、必ずしも母国語でのサービスを重視しているわけではありませ

ん。さらに、サービス従業員の国籍は、特定のサービス言語に対する消費者の

認識や満足度に影響を与える可能性があります。日本人従業員がサービスを提

供する場合、英語のサービスは最も好まれていません。中国人の従業員がサー

ビスを提供する場合、すべての状況で日本語や英語のサービスと比較して中国

語が好まれます。 

このような研究から、英語だけではなく、多言語の重要性を再び感じました。

2008年北京オリンピック当時、地球村（グローバル・ヴィレッジ）という概念

を強調し、私たちが住んでいる地球は一つの村になりますように祈っていまし

た。新型コロナウイルスの影響を受け、東京オリンピックが延期となり、北京

冬季オリンピックもそろそろ迎えます。このようなタイミングで、多言語対応

と多文化共生の力を借りて、早めに元の世界に戻り、これからも多彩な世界を

全ての人間と一緒に作りたいと思います。 

行政学研究室で、ゼミ生や大学院の先輩と後輩と一緒に充実な 2年半を過ご

しまして、私にとって大きな財産だと思います。2020年は不思議な年であり、

4月から日本へ戻られないので、やむを得ず研究内容を調整しました。しかし、

このような経験も二度と会えないことだと思います。辛いことも幸せなことも、

貴重な 2年半により、自分は成長しました。 

2年半の大学院生活と修士論文作成の過程を振り返って見ると、不足な点は

まだ存在していると思います。したがって、今回の不足を直し、さらに充実な

博士後期生活と博士論文を作成したいと思います。 

最後になりますが、今までお世話になった先生、先輩、後輩、そしてゼミ生

のみんな、ありがとうございました！ 
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