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中国都市における高齢者の余暇・健康増進政策の研究
――北 京 市 懐 柔 区 を 事 例 と し て ――

A Study on Leisure and Health Promotion Policies for the Elderly
in Urban China
－Example Based on the Beijing Huairou District－
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高度に発展した医療技術および人口の低出生率により、現代社会の高齢化問題はますます深刻になってきた。中国
では、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、高齢化のスピードが加速していく。中国国家統計局が公表した『2019 年国民経済および社会発展統計広
報』によると、2019 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 7,603 万人であり、総人口
に占める割合は 12.6％となった。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。中国の地方自治体レベルにおいて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、中国北京市懐柔区であり、当該都市の政策・施策の立案、実施、評価を分析し、汎用性がある政
策モデルを構築したい。
キーワード：高齢人口、余暇、生活の質、介護予防、健康寿命

Ⅰ．はじめに ―なぜ、中国の高齢者余暇活動を取り上げるのか―
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。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。
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
1
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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」という夕食後の大衆踊りが 40 代から高齢者
までの間に普及してきた。
「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。北京市懐柔区もほぼ
10 年前から、区内都市部最大の広場である「明珠広場」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
名が残っている。
これは北京市懐柔区ではなく、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、
レ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。
先行研究によれば、高齢者余暇や高齢社会に関する以下の問題点が指摘された。
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。日本において、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 歳以上になるという。65 歳上の高齢者の中でも、75 歳を超える要介護（要
支援）になるリスクが上昇するという1。中国も類似した難題を抱えるようになっている。いわゆる
「3 年困難期（1959 年から 1961 年まで）
」の後に、1962 年から 1976 年にベビー・ブームが起き
て、約 10 年間で 2.5 億人が生まれた。
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 代以
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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。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。日本余暇学会は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
を提示できると指摘した。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2。
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3。
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、まずは北京市懐柔区の基本概況を紹介し、採用された具体的な政策・施策を
調査して記述する。次に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。最後にこれまで調査された内容に基づいて、中国都市における高齢者の
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
要か考察する。

Ⅱ．北京市懐柔区高齢化現状と政策調査・研究
1．
「社区」の定義
中国の行政学・社会学の領域の問題を研究する際に、
「社区」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、
「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。
「国務院弁公庁关于転発『民政部关于在全国推
進城市社区建設的意見』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
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来の職場「単位」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」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。

2．北京市懐柔区概況および人口高齢化問題現状
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5。
2019 年北京市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、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 1 のように、2012 年から 2019 年まで 8 年の間、北京市懐柔区
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、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。

図表 1 2012〜2019 年間北京市懐柔区 65 歳以上人口6
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2017 年公表した『北京市老齢事業和养老服務発展報告（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 24％であり、全国第二位である。同報告で、懐柔区の人口高齢化の四つの特徴が
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 年末まで北京市懐柔区の 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7。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 年末まで北
京市懐柔区の 80 歳以上の超高齢者の人数は 9,571 人であり、引き続き増える見込みである。
3．
「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。北京市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8。
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9。
「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。北京市懐柔区「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。

4．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、北京市懐柔区政府は「社区福祉・
介護」という高齢者が遠くへ行かず、身近なところで余暇や食事などが活動できる仕組みを構築し
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た。
2019 年 9 月 18 日、北京市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」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。
「遠いところへ
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
本円で 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
ティーに富んだ、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。

5．北京市懐柔区歩く環境の調査
中国では昔からことわざがあり、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
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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。
散歩の習慣に限らず、
散歩できる場所も不可欠だろう。
懐柔区の面積は北京市内第二位であるが、
区の 89％が山地を占める。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 年北京市懐柔区で開催した「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。明るく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 年北京市懐柔区で開催した「APEC 首脳会議」を迎えるため、
区政府は区内大部の歩道にベンチを設置した。歩き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。

6．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」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 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（集団）有限公司」
、
「北京
祥龍公交客运有限公司」および各郊区県道路客運企業が運営している合計 969 本の路線バスに無料
で乗車できる。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、公共図書館も無料で観覧・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で利用できる。
2008 年に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
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ことが可能であった。
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」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」
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るようになった。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齢者優待政策の対象となっ
た。

7．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北京市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、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、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、家計の助けにもなるので、北京市懐柔区の退職後の高齢
者は交通指導ボランティア活動に積極的に参加する。
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。ゴミ分類の政策が始まって間もなくなので、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、北京市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。
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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、北
京市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、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の関係になっている。

8．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せず、息子・娘が出勤したら、
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「遠
親不如近隣」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しながら、社区の高齢者の豊富な日常余暇活動を構築
する。北京市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」という近所祭りを毎年
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
動会を開催したりする祭りである。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とって喜びで
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まっている。
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」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。勝負の枠を超えて、高齢者間の友情が育まれた。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、高齢者たちはマスクをかけながら、脳トレゲームを行っ
た。
隣里節の力によって北京市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、北京市は第 1 回の隣
里節も開催した。

9．北京市懐柔区高齢者余暇活動についての長所と短所
北京市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多い。政府の指導があるから、北京市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
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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けながら余暇活動
に参加できる。
「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。
政府の後ろ盾があるため、資金の問題は存在しない。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、この政策に反対する住民もおり、とくに若者がよくこの政策に反対する。
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、すし詰めとなってしまい、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。

Ⅲ．新型コロナウイルスと高齢者余暇活動
1．北京市懐柔区高齢者余暇活動への影響
2019 年末から、新型コロナウイルス（COVID-19）が世界各地に蔓延した。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いて困難に直面した。
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。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。同患者が北京地壇医院（北京市伝染病専門
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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「突発公共衛
生事件一級响応机制（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。

2．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 級警戒レベルの対策をとり、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、北京市懐柔区の高齢者はボランティアとして、
「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
来者が来れば、すぐ気付くことができる」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、自らの健康を守るのが前提で、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。
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、すでに何年間も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、自分の家庭のことより、非常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によく見られた。彼らや彼女らのおかげ
で、北京市懐柔区の新型コロナウイルスをコントロールできた。

3．北京市緊急事態の緩和と懐柔区高齢者余暇活動の再開
北京市新型コロなナ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「突発
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公共衛生事件一級响応机制（突発公衆衛生事件 1 級警戒レベル）
」から「突発公共衛生事件二級响応
机制（突発公衆衛生事件 2 級警戒レベル）
」に調整した。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で活動できるようになった。室外で高齢者余暇活動
の姿も 3 ヶ月ぶりに再現した。しかし、突発公衆衛生事件 2 級警戒レベルとした記者会見で、
「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ところへの活動を控える」ことが勧告さ
れた。
2020 年 6 月 4 日まで、北京市市轄の 14 区において連続 90 日間新たな感染者がなく、海淀区は
73 日間、朝陽区は 50 日間新たな感染者がなかったので、2020 年 6 月 6 日、北京市政府は「突発
公共衛生事件二級响応机制（突発公衆衛生事件 2 級警戒レベル）
」から「突発公共衛生事件三級响応
机制（突発公衆衛生事件 3 級警戒レベル）
」に変更した。警戒レベルが 3 級になると、公園なども
ほぼ再開し、北京市懐柔区の高齢者余暇活動が徐々に回復した。2020 年 6 月 7 日、1 級警戒レベル
の際に封鎖した北京市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。高齢者の中にはマスクをかける人もかけない人もいた。ソーシャル・ディスタンス（社会的距
離）を取れながら、高齢者たちは活動したのである。

4．新型コロナウイルス終息後の高齢者余暇活動
「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インターネットで見
かけた。ここでは「コロナが終息したら、高齢者の余暇活動がどう変わる」かについて考えたい。
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ようになった。コロナが終息したら、余暇活動に参加する
高齢者の人数が増えることが期待される。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。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。コロナが収束し、高齢者の余暇活動が
全面的に回復したとしても、騒音や場所取りなどの問題を解決することが期待される。

Ⅳ．高齢者の余暇・健康増進をめぐる行政モデル
1．北京市懐柔区についての研究
北京市懐柔区の高齢者事業計画は中国や北京市政府の「十三五」発展計画に基づいて定めたもの
である。すなわち懐柔区独自で政策を考えるのではなく、国や市の発展計画を配慮しなければなら
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ない。5 年ごとの発展計画であるため、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。
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、それに応じた支援を受け、政
策の融通や資金の調達は容易になる側面がある。それゆえに、北京市懐柔区の高齢者事業計画の特
徴は全ての責任を行政に任せる傾向が生じる。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、懐柔区政府が北京市政府から専用の資金を受領し、
建設を行えば、対象の高齢者は無料で利用できるようになる。
次に、中国の基層住民組織について考えたい。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。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。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。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。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。
さらに、歩く環境と外出支援について、北京市懐柔区の都市部の三つの大通りである「青春路」
、
「迎賓路」
、
「開放路」は全て自転車、歩行者が分離通行し、歩道の両側もベンチを完備させて、高
齢者が歩きやすい街であると言える。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。一方、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
も掛からないため、時々若者から不満の声が挙がった。
日本の厚生労働省はボランティア活動について以下のように定義を定めて、
「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」10と記載する。
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。北京市懐柔区の高齢者ボランティア活動は月 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する補助が実現したが、さらに充実した高齢者ボラン
ティア活動を促進する方法があるかどうかが検討されなければならない。たとえば、コロナ禍にお
いて、北京市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大きな力を発揮した。今の北
京市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
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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時宜を得た形で防災訓練や応急手当の知識を教授し、彼らや彼女らの活動を通
して、この知識を家庭内に広げられればさらに有意義な効果が生じると思われる。

2．高齢者の余暇・健康増進の行政参加について
果たして高齢者の余暇・健康増進をめぐる行政モデルは何か。行政参加の頻度はどの程度宇が適
正なのか。また、行政が高齢者の余暇・健康増進に介入した方がいいのか、介入しない方がいいの
か。
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、様々な支援政策が定められている。たとえば、広場ダンスの専用地を確保し、専
門的なリーダーが主導する高齢者広場ダンスを順調に展開させるためには、行政機関の介入がない
と不可能である。しかし一方で、高齢者外出支援施策である公共交通機関の無料政策では、高齢者
が利用し過ぎる問題点があり、若者や社会一般民衆の反感を買っている。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、そもそも行政の力は社区住民生活の各方面に浸透して
いる。コロナ禍においてこうした基層住民組織の優位性が顕在化したのである。たとえば、在宅隔
離下にある人々への食品や生活用品の配達、濃厚接触者の検温や 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。末端行政の力によって、居民委員会は様々
な高齢者余暇活動を展開できるのである。
行政の介入は諸刃の剣であるが、適度な行政の関与は必要ではないか。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、の三つに分類される11。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
源配分の際、社会の弱者である高齢者が不利な状況に置かれてはいけない。これは行政機関がやら
なければならないことであり、かつ行政機関のみができることである。したがって、適度な行政の
関与は高齢者余暇推進に必要不可欠な一環だと考える。

3．住民参加の重要性について
北京市懐柔区は全面的な行政の参加に対し、住民の高齢者の参加意欲は高くない。行政は既に多
様な余暇活動の事業を展開し、高齢者自らが準備や管理に当たる必要はないとする高齢者が多い。
しかし、それでは、高齢者余暇活動の事業や政策・施策と高齢者の興味との整合性が図れなくなっ
てします。余暇活動事業のプロセスに高齢者が関与する必要がある。
高齢者の円滑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
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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 2 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が提示
された。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、特別委員会、
計画勧告委員会、技術審査委員会が設置され、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。こうした方法によって、市民参加
が達成しやすいプロセスが整えられたのである。行政の関与と住民の参加はともに適切な政策・施
策を定めたプロセスおける重要な作動なのであり、両者の関係は車の両輪なのである。

図表 2 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12

Ⅴ．終わりに ―持続可能な高齢者余暇・健康増進政策―
以上のように、北京市懐柔区の事例を分析し、長所と短所（問題点）を取り上げ、そこから得た
行政関与と住民参加の重要性を指摘した。持続可能な高齢者余暇・健康増進政策とは何か。
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に最
初に直面する課題は「場所の確保」である。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。社区養老サービス駅站は無料で利用
できるため、高齢者は資金面で心配せずに、気軽に参加できる。高齢者が参加しやすい、活動しや
すい場所の確立は行政が克服すべき最初の課題なのである。
高齢者が余暇活動に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
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ら出ることである。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支えた。
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、有償の仕組みも必要
である。高齢者がボランティア活動に参加する意欲を維持し、周りの人と語らう機会を増やし、高
齢者の孤独解消などの効果も期待されている。
最も重要なポイントは行政関与と住民参加の統合である。行政の指導を受けながら、住民の意識
や考え方を最大限に実現できるのは理想的な政策モデルであり、両者は相互依存の関係にある。中
国の高齢者の余暇活動をさらに発展させるためにも、住民参加は不可欠である。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齢者たちに任せれば、よりよい社会の循環が生じるのではないか。
本論文では北京市懐柔区の概況と高齢化の現状について紹介し、北京市懐柔区が実施した高齢者
余暇・健康増進に関する諸政策・施策を分析した。そして、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。さらに、北京市懐柔区の政策・施策を整理し、検討し
た。
三つの社区の訪問により、
高齢者余暇支援政策の展開を把握した。
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
進した事実を明らかにした。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についても調査した。
2019 年末からの新型コロナウイルスにより、とくに現地調査活動が困難となったものの、コロナ
禍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、困難な状況の中での高齢者の余暇活
動の可能性を追求した。
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