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■研究発表論文

緑地保全活動が市民ボランティアとボランティアスタッフの心理に与える影響

The Psychological Impact of Green Space Conservation Activities on Staff and Citizen 

甲野毅＊

Tuyoshi Kouno 

Abstract: The purpose of this research is to clarify firstly the psychological impact of green space conservation activities on staff 

and citizen, secondly the relationship between the volume of activities and the psychological impact, and thirdly the relationship 

between evaluations of the activities and the psychological impact. A shortened version of the POMS, which surveys tension, 

dysphonia, anger, vitality, fatigue,confusion, was used to assess the psychological impact. Furthermore, the activity evaluation 

was measured by enjoyment, sense of benefit, feeling of effectiveness,cooperation, and the volume of activities was measured by 

using a lifestyle recorder which measures exercise strength, number of steps. A total of 31 staff and 65 citizens were surveyed, 

and firstly, although the activities gave the citizens a psychological benefit, it showed a negative impact on the staff.Secondly, 

there was a correlation between the volume of activities by the staff and their psychological impact, showing tendencies toward 

increased depression, anger, confusion, fatigue, and decreased vitality. Thirdly, there was a correlation between the evaluations 

of activities and the psychological impact, with the staff tending to experience reduced tension and stress by thinking that they 

have made an impact, and the citizens tending to experience increased vitality and decreased fatigue due to enjoyment. 

Keywords: green space, conservation activities, citizen, psychological impact 
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1. はじめに研究の背景

里山は人間生活とのかかわりにより維持管理されてきたが，人

との関係性が途絶えて以来，荒廃しており，維持管理のためには

新たな人々の参加が必要であると考えられている1)。そこで保全活

動への人々の参加要因をレビューすると，都市近郊の緑地での参

加要因を検証した倉本ら2)は楽しい，好きなどの感覚仲間との交

流や疲労回復自然に関する知識の習得意欲を主な要因として示

している。また長瀬らは叫参加者の自然環境の保全，交流社会

貢献などの意欲を要因としてあげている。このように参力睛との動

機には純粋に自然環境を保全したいといった意欲の他，活動に

よりもたらされる効用もあげられている。これまで以上に自発的

に多くの市民を参加させ，緑地保全活動を推進するためには，新

しい利点を示すことも必要である。森林には訪問者の心を癒すセ

ラピー効果があることはよく知られており，全国62ヶ所の森林で

心理的，生理的指標により調査した宮崎4)は，交感神経の低下，

副交感神経の上昇，血圧，心拍数・脈拍数，唾液中コルチゾール

濃度の低下などの生理的効用，快適性，自然観， リフレッシュ感

の上昇，気分状態不安の改善などの心理的効用があることを示

しteoまた活動による心理的効用も示されており，上原ら5)は，

管理放棄された二次林環境下での林床管理プログラムにおいて，

複数のストレス要因が低下し，活気が高くなることを明らかにし

ている。また市原ら6)は，市民ボランティアや学生を対象に，伐

倒作業と，より労働負荷の低い除図周辺作業における心理的効用

を示している。年齢を問わず，緑地保全活動には心理的効用があ

ることは明らかになったが，その要因が示されているとは言えな

い。例えば農作業における活動量に着目すると，高齢者を対象に，

約50日の期間中に農作業を10日以上行った実施群は， 9日以下の群

と比較し，気分状況においては活力や疲労感が同程度であった。

しかし緊張・不安感が有意に低いほか，混乱も低い傾向があり，

心理的効用の要因として農作業の活動量が示唆された7)。また集合

住宅の共有緑地における活動評価に着目すると，活動による楽し
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さや自分が貢献したという有効感が，参加意識の向上の要因とし

てあげられていた8)。以上より緑地保全活動による活動量や評価が

心理面へ影響する可能性もあると思われる。また新たな利点を示

し，緑地保全活動の参力睛を増やすことは重要であるが，それだ

けでなく，増加した市民ボランティアを支えるスタッフも必要で

ある。一般に彼らは社会貢献意欲を持ち実践していると思われる

が，より活動を促進するためには，支える側のボランティアスタ

ッフヘの影響を示すことも重要であると考える。樋口ら9)は地域

の緑地を題材とした小学校の総合学習にかかわることが，地域文

化や自然に関する知識の獲得やその楽しさの認識につながること

を，通盛°)は地或の自然環境の保全を支える博物館施設にかかわ

ることなどが，職種経験値をつくる機能を果たすことを，示して

いる。緑地に間接的にボランティアスタッフとしてかかわること

の効用ば示されたが，保全活動に直接スタッフとしてかかわるこ

とがどのような影響を与えているかは明らかにされていない。

2 研究の目的と対象

(1)研究目的

そこで本研究の目的の第1は，緑地保全活動が市民ボランティ

アおよびボランティアスタッフに与える心理的影響を示すこと，

第2に活動量に着目し，活動量の違いによる心理的影響の相違を，

第3に活動評価に着目し，活動評価の違いによる心理的影響の相

違を，それぞれ示すこととする。なお，本研究において市民ボラン

ティア（以下市民と表記）とは，活動に自らの意思で自主的に，

また無償で参加している 11)ものを指し，ボランティアスタッフ（以

下スタッフと表記）とは，その市民を支える役割を担う必要があ

り，謝礼や一定額の経費を受け取る有償ボランティア 12)で参加す

るものを指すこととする。

(2)研究対象

スタッフを研究対象としたデータ確保のためには複数のスタッ

フが保全活動に参加する必要がある。はじめにその条件を満たす
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活動団体に調査依頼をし，快諾した東京都八王子市で実施してい

る，滝山里山保全地域の活動を対象とする。次に市民を研究対象

としたデータ確保のためには複数の市民が保全活動に参加する必

要がある。滝山里山保全地域の活動では地域団体からの参加者も

おり，本研究で位置づけた市民とは呼べない参加者もいる。そこ

でこの研究対象と似た二次林や小規模丘陵地などの活動環境同

程度の活動面積そして東京都郊外に位置することなどに着目し，

その条件を満たす活動団体に調査依頼を行った。そしで脚諾した

東京都多摩市で実施している，なな山緑地の活動を対象とする。

(3)研究手法

心理的影響を計測する心理的指標は印MS短縮版質問項目を使

用する。 PQMS 短縮版質問項目は，緊張 — 不安抑うつ—落ち込み，

怒り—敵意活気疲労，混乱の 6 項目から構成され，各尺度は

5つの変数から成り，合計 30個の質問がある。 POMSの回答は 5

段階評価とし，活気に関する質問では回答値が低いほど，活気以外

の質問では回答値が高いほど，ストレスが高いことを示している。

また活動評価は，活動することによる楽しさ，活動が自分に何

か効用をもたら したと思う利得感 自分が活動することにより里

山に良い影響を与えたかを考える有効感活動中に他の参力賭とと

共同したと考える共同性の4つを設定する。

そして活動量は，保全活動への参力賭こに生活習慣記録機「ライ

フコーダ」を携帯してもらい，計測する。「ライフコーダ」とは作

業者の腰に小さな機器を装着することにより，活動量を把握する

ための身体活動計測機器である。本研究では特定時間範囲の活動

量を4秒間毎に運動強度が計測できる「ライフコーダGs4秒版」

を使用する。運動強度とは， 9段階に分けられ，運動強度 1~3の

「歩行運動」，4~6の「速歩運動」， 7~9の「強い運動」に分けら

れる。さらに歩いた歩数の「歩数」，活動内の消費したカロリーで

ある「運動量」，安静時の 1に対して何倍のカロリー消費をしてい

るのかを示す 「METs」を計測する。調査依頼の手法は，活動前に

集まった参力諸に研究樫旨を説明し， POMS短縮版質問紙の記入と

「ライフコーダ」の携帯を依頼する。承諾した参加者には落ち着

いた環境の中で，質問紙に記入してもらうように配慮する。活動

終了後には， 「ライフコーダ」を回収し，再びPOMS短縮版質問項

目と活動評価に関する質問紙の記入を依頼する。

(4)研究対象地の概要

1)滝山里山保全地域の活動

①緑地概要

滝山里山保全地域は2013年に里山保全地域として指定され，JR
八王子駅北口からバスで約 15分の場所に位置する。多摩川沿いの

滝山丘陵の一部で，近くには東京で唯一の道の駅である，道の駅八

王子滝山もあり，古くからの住宅地と新しい住宅地が混在してい

る。面積は約4ヘクタールの谷戸地形の中に，二次林と水田， 草

地竹林が拡がっている。二次林には一部針葉樹林があるが，落

葉広葉樹林が大部分を占め，萌芽更薪されずに大径木化が目立ち，

林床が暗くなり，荒廃が目立つ状況であった。だが活動団体によ

り除伐下刈りされ，以前の姿を取り戻しつつある。同様に水田

も休耕田だったものが，開墾され数年が経過し，水田または草地

として良好な状態が維持されている。二次林と水田や草地の境界

には小川が流れ，多様な生物を見ることができる。

②活動団体概要

里山保全活動を主催しているのは， NPO法人自然環境アカデミ

ーであり，専従スタッフが 1名いる。当団体は，福生市に拠点を

置き，主に環境教育を目的とした市民団体であり，設立以来 17

年が経過している。本活動以外に福生市の緑地保全活動や，多摩

川のカワラノギクを守る活動も行っており，また鳥獣保護にも力

を入れている。会員は子供から主婦，高齢者まで多様な年齢層が

おり，約 150名存在する。本活動は東京都からの依頼に応える形
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図ー1 滝山里山保全地域平面図 図ー2全景図

で2013年度から活動を開始しteo現在， NPO法人を中心として，

地域住民企業社員などが一緒に緑地保全活動をしている。

③活動形態

当団体は定例活動として月に約 1回保全活動を行っている。活

動計画は主にNPO法人のスタッフが立て，地域住民と調整しなが

ら決定していく。活動には，毎回スタッフと して専従者も含めた

複数のNPO法人の会員が，共通の有償ボランティアで，また地域

の自治会に所属する活動経験年数2年目以上の地域住民が，参加

し両者が入れ替わることはない。開始前のミーティングでは，ス

タッフから当 日の作業内容が伝達された後に，適当に参力謀fが各

作業に振り分けられる。スタッフは里山保全活動を指導する必要

はないが，主催者として保全活動を取り仕切るまたは様々な作業

の支援をする必要がある。本緑地での調査対象は2017年の4月か

ら翌3月の間に毎月実施される定例会とし，調査はNPO法人の運

営に支障がある期間を除いて毎回実施する。

④フィールドの特徴

緑地は主に水田や草地小川のある平地と二次林のある丘陵地

にわかれ，その標高差は約20mである。草地の草刈などの主な活

動は平地で行われ，樹林地整備の場合，丘陵地が活動場所となる。

活動に使用する用具などは醐妾する事務所に保管され，そこから

運搬することが出来る。

2)なな山緑地保全活動

①緑地概要

なな山緑地の正式名称は，和田緑地保全の森であり，特別緑地

保全地区に指定されている。京王線の聖蹟桜ヶ丘駅または高幡不

動駅からバスで約 10分の場所に位置し，面積は約2.7ヘクタール

である。近くには帝京大学やURにより分譲開発された住宅団地な

どがあり，本緑地は開発を免れた残存地であり，昭和30年代頃ま

では薪炭や近郊の畑地への堆肥の供給源として活用されていteo
その後土地所有者の意向により，自治体に寄贈され，現在は市

民団体により管理がされている。緑地は，二次林小さな畑地や

広場等から形成されている。二次林には萌芽更薪されなかった大

径木化した落菓広葉樹林があるが，針葉樹林や常緑樹林なども存

在する。林床の多くは市民により良好に管理され，見通しが確保

された箇所もあるが，整備をしないでアズマネザサを林床に繁茂

させた箇所も存在する。

＠活動団体概要

緑地保全活動を主催しているのは，なな山緑地の会である。当

団体は，隣接する住宅団地の自治会，地域の緑を良好な生態系の

保全場所として次世代に引き継ぐために創設された多摩市グリー

ンボランティア講座の修了生，そして結成主旨に賛同した知人が，

市の依頼に応える形で当緑地を管理し始めた。現在16年目を迎え，

市内外から会員を集め，現在50名ほどの会員が存在する。会員に

は高齢者が多く，男性と女性の比率は約7:3である。本緑地での

保全活動が主な活動となるが，地元小学生を緑地に招く，また自

ら会員が出向くなど， 自然体験活動の普及にも力を入れている。

③活動形態

当団体は定例活動として月に2回日曜日に保全活動を行って
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図ー3 なな山緑地平面図 図ー4 全景函

いる。開始前のミーティングでは，年間の活動計画に基づいて計

画された当日の作業内容や疫全管理事項がスタッフではない会長

副会長などから伝達される。その後に各参加者が決められた作業

を自由に行う。本緑地での調査活動は，運営に支障が出ることを

抑えるために， 2017年の7月から春夏秋冬に 1回ずつとする。

④フィールドの特徴

緑地は西の山，中の山，東の山の 3つの標高差約 15mの丘陵地

からなる。ミーティングや準備，休息は西の山の小さな平地で行

われ，樹林地整備の場合には主に西の山，中の山が活動場所とな

る。活動に使用する用具などは敷地内の倉庫内に保管してあり，

そこから運搬することが出来る。

3 研究結果と考察

(1)活動内容と参加者

滝山里山保全地域では， 40~60歳代の表ー1の参加スタッフ構

成に示すAから Eに番号付けされた計5名のスタッフの内，毎回

異なる約3名，のべ31名の男性スタッフが参加した。そして，高

齢者男性が多数を占めるほぼ同じ顔触れの地域住民の参加者が毎

回約 15名参加した。活動時間は一部を除き，午前9~12時頃の約

3時間活動内容は，主に草地や樹林の整備水田や小川周辺の

工作物の作成水田の維持管理などであった。主な活動エリアは

北側の公道に面した平地の草地水田，小川周辺であり ，直線距

離の最大の東西の移動距誰は約200m,南北は約 120m,また事務所

からの主要活動エリアまでは約40mであった（表ー1)。

なな山緑地では，表ー2の参加市民構成に示すaから xに番号

付けされた計24名の市民の内，毎回異なる約 15名，のべ65名の

参加者があり，高齢者の男性が多いことが特徴であった。

活動時間は午前9~14時頃の昼食を挟み約4時間であり，活動

表ー1滝山里山保全地域の活動内容と概要

日程 楼 スタッオ剛 活動内容 主要活動エリア 湿要lo・気誼C
4/22 3 ACB 休耕田の開墾 平地 24.2 8.1 

5／お 3 ABD 草刈り木製デッキ侑戎 平地 88. 0 21, 3 

6/24 4 ACBD 田植え草刈り 平地水田 47. 5 28. 8 

7/22 3 ACB 草刈り木姻ザッキ侑戎 平地 51. 0 33. 2 

9/24 2 BD 草刈り 平地 52. 5 21. 7 

10/29 3 CBD 水路草刈り 平地 8. 9 15. 7 

11/10 5 ACBDE 水田稲刈り 平地水田 57. 7 11. 3 

11/26 1 B 草刈り 枝葉処理 平地 31.2 11.0 

l／刃 2 AB 竹こし竹窟文 且 69. 0 1. 4 

2/25 2 AB ササ下刈り樹困咀髄庸 疇也コ欠林 89. 0 5. 8 

3／あ 3 ABD ヵ疇伐採窃嘩 平地出要：也コ欠／林 31. 0 15. 2 

表ー2 なな山緑地の活動内容と概要

日程 活動内容 主要活動エリア 湿瞑・気賦C

7/23 倒木処理木柵作り畑整備 西・中の山 65. 8 26. 9 

12/10 林床部隣接道路部落葉処理 西・中なU緑t也翔陪 55. 6 8. 9 

凶11 帷 雪起し敵和未整備 西・中・東の山 46. 0 12. 5 

4/8 除伐階段と畑整備植物採集 西・中の山 21. 5 14. 7 

日程 虚 市民構成 日程 人数 市民構成

7/23 19 担bcdeghiklmprstuvwx 2/11 13 abcdefghjlmos 

12/10 16 iabcdefghijklmnoq 4/8 17 acdefgijklmnopqrt 

内容は，樹林地整備や，樹林地に付帯する工作物作成，畑地での

作業などであった。主な活動エリアは西の山，中の山，南側の公

道に面した緑地の境界部であり，直線距離の最大の東西の移動距

離は300m,南北は200m,また西の山の入口部からの最も遠い東端

の公道沿いの緑地境界部までは約 300mであった（表ー2)。なお

スタッフと市民の調査への承諾率は 100%,95％であった。

(2)研究結果

1)心理的影響の研究結果

緑地保全活動に参加することで参加者にどのような変化があら

われるのかを示すために， POMS短縮版の回答値について，活動前

と活動後の回答値の平均値を検証した。それぞれの尺度における

平均値は，尺度を構成する変数の回答値を合計し，その変数の数

で除して各回答者の尺度の平均値を算出した。次にそれらを合計

し，回答者数で除して平均値とし，活動前と活動後の平均値に差が

生じるか，t検定を行い検証した結果を表ー3, 図ー5に示す。

検証した結果スタッフの平均値において，事後調査値が事前

調査値と比較し，緊張—不安は下降したが，抑うつ — 落ち込み，

怒り—敵意疲労は上昇活気は下降した。一方で市民の平均値

において，事後調査値が事前調査値と比較し，疲労は上昇緊張

—不安，抑うつ — 落ち込み，怒り—敵意疲労，混乱は下降し，

それぞれ5%（一部10%)水準で有意差がみられにそして両者と

もに緊張—不安から解消され，疲労が増加している。 市民では，

活動したことで疲労した以外は，森林セラヒ°一と同様に，参加者

にストレス減少をもたらす傾向があることが示された。だがスタ

ッフでは，活動運営などすることで精神的に疲労し，活気が減少

し，ストレス上昇する傾向があることが示された3

2)活動量の研究結果

詞究対象地の活動量

分析対象となる活動量は，生活習慣記録機「ライフコーダ」で

それぞれ 1分間ずつ記録した総運動量，平均Mets,総歩行量，ま

た2分間ずつ記録した平均運動強度である。活動開始時から活動

終了時までの休息時間を除いた活動実施期間を記録した。各参加

者の活動実施期間内の数値を合算した合計と，合計を実施期間で

除した 1分または2分間当りの平均を算出し，それぞれを合算し

た後に，参加者数で除した平均値を表ー4に示す。両者とも，運動

強度では歩行運動に該当し， Metsでは安静時と比較し穏やかな運

動をしていることが示された。

②活動量による心理的影響の相違

参力時籾苅号動量による心理的影響の相違を調べるために，参加

者を，それぞれの活動量において平均値を上回って活動した活動

表ー3 各研究対象地における事前・事後調査の平均値の比較
スタッフ 市民 ，；e：有意水準嘴有意燐騨激

事前 輝 有意差 事前 事後 有
緊張—不安 0. 600 0. 452 0. 09* 0. 695 0. 258 0.00苧

抑うつ—落込み 0. 174 0. 348 0. 05嘩 0. 298 0. 095 0. 00呻

怒り — 敵意 0. 026 0. 219 0. 00呻 0. 092 0.012 0. 00呻

活気 1. 665 1. 277 0. 00呻 1. 908 2.015 n. s. 

疲労 0. 265 0. 948 0. 00牌 0. 354 0. 797 0.00呻

混乱 0. 910 0. 961 n. s. 0. 908 0. 714 0. 00華
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表ー4 スタッフと市民の活動量

スタッフ 市民
合計値 平均値 合計値 平均値

運動強度 205. 25 1. 71 204. 20 1. 67 

週に 138. 83 0. 57 128. 16 0. 51 

歩行量（歩） 5678. 65 23. 70 5234. 06 21. 12 

Mets 334. 87 1.41 338. 20 1. 37 

表ー6 スタッフと市民の活動評価・評価による心理的影響相違
有意差？は、：，';Jぁ;ご| 対象 1'Jf;,R張度 1汀I分下類I平均値

3、ややある4、とてもある スタッフ
不安 感

気

労
活

疲民市

口
楽しさ

ー悶”咽o: 群と，平均値を下回って活動した非活動群に分類した。そして活

動量の違いにより，緊張 — 不安，抑うつ—落ち込み，怒り—敵意

活気疲労，混乱の6項目の事後調査と事前調査の回答値の変化

値の平均値に差が生じるか， t検定を行い検証した。それぞれの尺

度における変化値の平均値は，参力昨籾）各尺度の事後回答値の平

均値から事前回答値の平均値を引いた差である変化値を算出し，

それらを合算し，回答者数で除して算出しt4その結果スタッ

フでは，運動強度， Mets，歩行量における緊張—不安以外の尺度で，

それぞれ5%（一部10%)水準で有意差がみられt4すべての活動

量に有意差があることが望ましいので，緊張—不安以外の尺度を

分析対象とすると，活動群の変化値がプラスになり，非活動群がマ

イナスまたは変化なしだったのは，すべての活動量における混乱，

運動強度，運動量， Mets における抑うつ — 落ち込み，運動強度，

疇量における怒り — 敵意だった（タイプ 1)。また活動群と非活

動群の変化値がプラスになり，より活動群のプラス幅が大きかっ

たのがすべての活動量における疲労と Mets,歩行量における怒り

ー敵意歩行量における抑うつ—落ち込みだった（タイプ2)。そ

して活動群と非活動群の変化値がマイナスになり，より活動群の

マイナス幅が大きかったのがすべての活動量における活気だった

（タイプ 3)。スタッフでは，より活動する方が抑うつ—落ち込み，

怒り—敵意混乱となり，活気が少なく，疲労が増す傾向がある

ことが示された（表ー5）。一方，市民では，活動量による事前調

査と事後調査の回答値の変化値の平均値に有意差はなかった。

3)活動評価の研究結果

詞究対象地の活動評価

スタッフと市民が，緑地保全活動をどのように評価したのかを

調査した結果を表ー6に示す。スタッフは，利得感についてやや

低い評価となったが，楽しさ，有効感共同性について高い評価

となった。また市民は，有効感についてやや低い評価となったが，

楽しさ，利得感共同性について高い評価となった。

②活動評価による心理的影響の相違

参加者の活動評価による心理的影響の相違を調べるために参

加者を，それぞれの活動評価において平均値を上回って評価をし

た評価群と，平均値を下回って評価した非評価群に分類した。そ

して評価の違いにより，緊張—不安，抑うつ — 落ち込み，怒りー

敵意活気疲労，混乱の6項目の事後調査と事前調査の回答値

の変化値の平均値に差が生じるか， t検定を行い検証しt4その結

果評価群が瞬刊暉羊と比較し，スタッフの有効感において，緊

張一不安のマイナス幅が大きく，市民の楽しさにおいて，活気の

プラス幅が大きく，また疲労のプラス幅が小さく，それぞれ5%（一

表ー5 スタッフの活動量による心理的効用の相違

尺度 分類 運動強度 運動:Ill: Mets 歩行Jil:
変化値 有意差 変化値有意差 変化値有意差 変化値有意差

緊張・ 下 -014 囀 0 04※※ 葦 --00..210 0 
不安 上 -017 ns ns n.s 

抑うつ— 下 -0.04 0.00 ※※ 丹 0 01競※量 0.02 ※※ 00..033 5 0.09 ※ 
落込み 上 047 
怒り— 下 000 0.00 ※※ 膚 0 01※※ 量 0.02※※ 00..023 8 0.00楽※敵意 上 034 

活気 下 -0.19 0.04※※ 棧 0. 07碑 羞 0.07※ 国 0.03※※ 
上 -0.66 

疲労 下 0.24 0.00※※ 月 0 05年 日 0.00※※ ← ! 1.08 
0.00※※ 

上 110 

混乱
下 -013 0.00※※ 賛 0 01※※ 疇 0.0 7 ※ 疇 009※ 
上 0 27 

炉；有意水準59け有意水準10% タイプ1 タイプ2 タイプ3

部 10%)水準で有意差がみられた。スタッフはより自分が影響を

与えたと考えることで緊張や不安が減少し，市民はより楽しむこ

とで活気が上昇し，疲労が減少する傾向があることが示された。

4.まとめ

本研究の成果として以下の 3点が明らかにされた。第1に緑地

保全活動が先行研究と同様に市民に心理的な効用を与えていた）

そしてスタッフには一部の尺度を除き，負の影響となることが示

された。第2にスタッフの活動量と心理的影響には関係性があり，

より活動する方が，抑うつ — 落ち込み，怒り—敵意混乱となり ，

また活気が少なく，疲労が増す傾向があることが示されに第 3

にスタッフと市民の活動評価と心理的影響には関係性があった。

スタッフでは自分が影響を与えたと考えることで緊張や不安が減

少しteeそして市民の活動では楽しむことで活気が上昇し，疲労

が減少する傾向があることが示された。本研究では，研究対象地

が異なるので，両者間で比較検証することはできなかっteeしか

し，事後と事前の調査値の変化が異なり，スタッフとしての参加

と市民としての参加の間に，心理的な影響が異なる傾向があった。

また影響には生理的影響もある。今後は，市民とスタッフで構成

される団体を対象に，同様の成果が得られるのか，さらに本研究

で示したように，活動による生理的影響や，それらと諸要因との

関係性などを明らかにしていく必要性があると考える。
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