
シ
ニ
ア
層
が
活
躍
す
る
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
調
査
研
究
報
告
書

平
成
29
年
12
月  
公
益
財
団
法
人 

北
海
道
市
町
村
振
興
協
会

シニア層が活躍する
地域づくりに関する
調査研究報告書

シニア層が活躍する地域づくりに関する調査研究会
公益財団法人 北海道市町村振興協会

平成29年12月

サマージャンボ宝くじ

ハロウィンジャンボ宝くじ
（市町村振興宝くじ）

（新市町村振興宝くじ）

この宝くじの収益金は
道内の売上実績等により配分され

「市町村の明るく住みよいまちづくり」
に使われます。

hon_h_a.indd   すべてのページ 2017/12/14   14:42:34



 

刊行にあたって

人口減少・少子高齢化の進展は、我が国の経済や財政、社会保障などに大きな影響を

及ぼし、地方では、過疎化が一層進行することに伴い、地域の担い手が減少するほか、

地域コミュニティの維持や必要なサービスの提供など、住民生活や自治体運営はこれま

で以上に支障が生じると推測されています。

このような状況の中で、地域の持続可能な運営を推進するためには、今後ますます増

加するシニア層が、心身の健康を保持し、これまで培った知識や経験を活かし、就業や

地域貢献、文化・スポーツなどさまざまな地域活動において活躍してもらうことが不可

欠であり、また、世代を超えて住民同士が共に支え合うことができる新たな仕組みを地

域において構築する必要があります。 
このようなことから、当協会では、調査研究事業の一環として、平成 年７月に「シ

ニア層が活躍する地域づくりに関する調査研究会」を設置し、道内外におけるシニア層

の活動施策の現状と課題等を把握・分析するとともに、その解決に向けた対応策や市町

村の役割などを検討し、地域の活性化に資することを目的として調査研究を行って参り

ました。

この間、調査研究会には、専門的な立場から座長に北星学園大学社会福祉学部教授の

杉岡直人氏、副座長に札幌市立大学デザイン学部講師の片山めぐみ氏のご参加をいただ

き、道内市町村と北海道をはじめとする関係機関の職員をメンバーに、活発な議論を重

ねながら検討を進め、この度、その成果を「シニア層が活躍する地域づくりに関する調

査研究報告書」として取りまとめ、刊行する運びとなりました。

この報告書では、シニア層の活動施策のこれまでの経緯や先進事例などを整理し、新

たな施策を考えるための視点などをお示ししております。人口減少問題や少子高齢化に

直面する市町村の首長をはじめ、多くの職員等にご活用いただけるものと考えておりま

す。

最後になりましたが、報告書をまとめるにあたり、多大なご尽力をいただきました調

査研究会の杉岡座長、片山副座長ほか会員の皆様、アンケート調査や事例調査などでご

協力いただきました市町村をはじめ関係機関の皆様並びに調査研究会の業務を受託い

ただきました株式会社北海道二十一世紀総合研究所の皆様に厚くお礼申し上げ、刊行に

あたってのご挨拶といたします。

平成 年 月

公益財団法人 北海道市町村振興協会

理事長 菊 谷 秀 吉
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はじめに

世界最速の高齢社会を迎えた日本は、超長寿化というべき新たな人口現象を受け止めること

になりました。これまで 歳定年とその後の退職＝余暇生活といったイメージが定着していま

したが、現在では 歳人生が基本とされており、そうなると 歳からさらに 年間、まさに働

いてきた期間と同じだけ退職後の生活を考えることになりました。退職後 年の人生をどのよ

うに受け止め、どのくらいの生活費を確保しなくてはならないのか？何を考え、生活し、どの

ように健康を維持するとよいのか？まさに途方に暮れるロングスパンの人生がはじまっていま

す。

一方、過疎自治体を含めて高齢者の日常生活はすべて暗く沈んだものになっているのかとい

えば、そんなことはありません。介護保険サービスを利用する高齢者は高齢者全体の ％程度

であり、大半は元気にバス旅行やドライブ旅行をしている高齢者も多いのです。そもそも高齢

期になってからの体力年齢を測定した結果は 歳ほど若返っていることが報告されており、

歳の平均的な体力は従来の 歳相当となっています。高齢者に関する政策動向としては、健康

寿命を延ばすための取り組みの重要性が注目され、在宅医療や在宅介護の支援策を中心にした

安心して住み続けられる地域社会づくりを基本とする地域包括ケアシステムの構築を目指して、

ボランティア団体・地域住民組織をはじめとする様々なステークホルダーの連携を図ることが

奨励されています。

具体的には地域における支え合いの活動を軌道にのせること、それをボランティアだけでな

く、有償（ボランティア）サービスとして、ちょっとしたサポートの仕組みをつくることで、

高齢者等が買い物や病院への通院、余暇活動等への外出支援やゴミ出しや軽度の家事援助等の

支援を必要とする時に安心して生活できる地域社会づくりが介護保険制度の地域支援事業とし

て推進されています。

けれども、自治体職員は高齢者の様々なニーズに関わる社会教育（教育委員会）、介護保険、

健康増進、産業・労働、地域活動、ボランティア活動、スポーツ活動、生きがい就労といった

多面的な分野をカバーする横断的な組織をつくったり、運営したりすることに慣れていないの

が実態です。このような状況を克服するには、少子高齢化対策をはじめとする各種施策を迅速

かつ総合的に推進することが必要であるとともに、今後ますます増加するシニア層が、地域社

会において心身の健康を保持し、就業や地域貢献活動、文化・スポーツ活動など様々な社会活

動に参加し、多様な経験や知識を活かしながら元気で生き生きと暮らせるよう、そして、世代

を超えて住民同士が共に支え合うことができるような新たな仕組みを地域に構築する必要があ

ります。

私たちの調査研究プロジェクトは、北海道内外の先進自治体の訪問調査及び北海道内自治体

へのシニア活用・自治体意向調査を実施致しました。こうした実態調査や事例調査で訪問させ

ていただいた道外・道内の関係者の皆様に心より感謝申し上げます。そして、１年半にわたる

本研究を共に担ってきていただいた調査研究会のメンバーの皆様に改めて心より感謝申し上げ

る次第です。本調査報告書が北海道内自治体職員のマネジメント力の発揮を通じて本格的なシ

ニア活躍の時代を構築していく一助となれば幸いです。

シニア層が活躍する地域づくりに関する調査研究会 座長

北星学園大学社会福祉学部教授 杉 岡 直 人

はじめに

hon.indd   1 2017/12/11   14:22:36



 

 

3 

 

第Ⅰ章  調査研究の概要 
 

 

１ 調査研究の背景・目的 

 

日本の人口は、平成27年国勢調査による1億2,709万人から、30年後（平成57年）には1
億642万人となり、高齢化率は26.6％から36.8％になると推計されています。（国立社会

保障・人口問題研究所：平成29年公表の将来推計人口による。）

北海道においては、平成27年国勢調査人口が538万人と、平成22年国勢調査人口551万
人に比べて約12万人減少し、高齢化率は24.7％（平成22年国勢調査）から29.1％（平成27
年国勢調査）へと上昇しています。また、平成57年には人口は419万人、高齢化率は42.
5％と推計されており、今後も全国よりも早いペースで高齢化が進行することが推測され

ています。

急激な人口減少・少子高齢化は、我が国の経済や財政、社会保障などに大きな影響を

及ぼし、地方では、過疎化が一層進行することに伴い、地域の担い手が減少するほか、

地域コミュニティの維持や必要なサービスの提供が難しくなり、住民生活や自治体運営

はこれまで以上に支障が生じると推測されています。

このような状況を克服するには、少子高齢化対策をはじめとする各種施策を迅速かつ

総合的に推進することが重要ですが、特に今後ますます増加するシニア層が、地域社会

において心身の健康を保持し、就業や地域貢献活動、文化・スポーツ活動などさまざま

な社会活動に参加し、多様な経験や知識を活かしながら、元気で生き生きと暮らし、世

代を超えて住民同士が共に支え合うことができるような新たな仕組みを地域において構

築する必要があります。

こうしたことから、本調査研究会では、道内市町村におけるシニア層の社会活動の現

状と課題等を把握・分析するとともに、道内・道外の先進的な取組状況などを参考に、

課題解決に向けた対応策や市町村の役割などについて調査研究を行いました。

 

２ 内容・方法 

 

(1) 調査研究の推進体制 

本調査研究の実施にあたっては、学識経験者、北海道及び市町村の職員、民間団体

等の職員で構成する「シニア層が活躍する地域づくりに関する調査研究会」を設置し、

平成28年度から２カ年をかけて、研究会の開催及び先進地視察等の成果に基づき、調

査研究を進めました。

本調査研究会の構成メンバーは、次のとおりです。（図表１－２（１））

  

１． 調査研究の概要 第Ⅰ章 

 

調査研究報告書の構成と活用方法

本報告書は、次のように構成しています。 
特に、第Ⅲ章では、道内市町村がシニア層の社会参加の推進のためにどのような取

組を行い、どのような課題を抱えているのかを整理し、第Ⅳ章では道内市町村が抱え

るシニア層の社会参加の促進に関する課題へ対応する取組のポイントや関連する先進

事例を紹介しています。また、各先進事例の詳細が分かる参考資料（資料編Ⅱ・Ⅲ）

を掲載しています。 

 

第Ⅰ章

調査研究の概要（ ３）

調査研究の背景・目的と調査研究の内容・方法 

第Ⅱ章

シニア層を取り巻く社会的環境の変化（ ）

人口減少・高齢化が地域づくりに及ぼす影響、シニア層の社

会参加に関する意識、国の制度動向等の概要 

第Ⅲ章

シニア層の社会参加推進に係る取組実態と課題（ ）

庁内部署におけるシニア層の社会参加推進との関わり、道内

市町村を対象に実施したシニア層の社会参加推進に関するア

ンケート調査の分析結果の概要 

第Ⅳ章

シニア層が活躍する地域づくりを進めるための対応策（ ）

第Ⅲ章のアンケート調査から見えるシニア層の社会参加促進

に関する課題へ対応する取組のポイントや関連する事例紹介 

資料編Ⅰ（ ）

アンケート調査結果の単純集計、クロス集計

本調査研究の概要に

ついて知りたい

国や北海道における

シニア層の社会参加等に

関する動向を知りたい

道内市町村のシニア層

の社会参加推進に向け

た取組状況を知りたい

市町村が解決すべき

課題と課題解決のための

ポイントや具体的な取組

に向けたヒントが知りたい

資料編Ⅱ 道内先進事例調査（ ）

資料編Ⅲ 道外先進事例調査（ ）

資料編Ⅳ シニア層の社会参加に関する

意識アンケート調査（ ）
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第Ⅰ章  調査研究の概要 
 

 

１ 調査研究の背景・目的 

 

日本の人口は、平成27年国勢調査による1億2,709万人から、30年後（平成57年）には1
億642万人となり、高齢化率は26.6％から36.8％になると推計されています。（国立社会

保障・人口問題研究所：平成29年公表の将来推計人口による。）

北海道においては、平成27年国勢調査人口が538万人と、平成22年国勢調査人口551万
人に比べて約12万人減少し、高齢化率は24.7％（平成22年国勢調査）から29.1％（平成27
年国勢調査）へと上昇しています。また、平成57年には人口は419万人、高齢化率は42.
5％と推計されており、今後も全国よりも早いペースで高齢化が進行することが推測され

ています。

急激な人口減少・少子高齢化は、我が国の経済や財政、社会保障などに大きな影響を

及ぼし、地方では、過疎化が一層進行することに伴い、地域の担い手が減少するほか、

地域コミュニティの維持や必要なサービスの提供が難しくなり、住民生活や自治体運営

はこれまで以上に支障が生じると推測されています。

このような状況を克服するには、少子高齢化対策をはじめとする各種施策を迅速かつ

総合的に推進することが重要ですが、特に今後ますます増加するシニア層が、地域社会

において心身の健康を保持し、就業や地域貢献活動、文化・スポーツ活動などさまざま

な社会活動に参加し、多様な経験や知識を活かしながら、元気で生き生きと暮らし、世

代を超えて住民同士が共に支え合うことができるような新たな仕組みを地域において構

築する必要があります。

こうしたことから、本調査研究会では、道内市町村におけるシニア層の社会活動の現

状と課題等を把握・分析するとともに、道内・道外の先進的な取組状況などを参考に、

課題解決に向けた対応策や市町村の役割などについて調査研究を行いました。

 

２ 内容・方法 

 

(1) 調査研究の推進体制 

本調査研究の実施にあたっては、学識経験者、北海道及び市町村の職員、民間団体

等の職員で構成する「シニア層が活躍する地域づくりに関する調査研究会」を設置し、

平成28年度から２カ年をかけて、研究会の開催及び先進地視察等の成果に基づき、調

査研究を進めました。

本調査研究会の構成メンバーは、次のとおりです。（図表１－２（１））

  

１． 調査研究の概要 第Ⅰ章 
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調査研究報告書の構成と活用方法 
 

本報告書は、次のように構成しています。

特に、第Ⅲ章では、道内市町村がシニア層の社会参加の推進のためにどのような取

組を行い、どのような課題を抱えているのかを整理し、第Ⅳ章では道内市町村が抱え

るシニア層の社会参加の促進に関する課題へ対応する取組のポイントや関連する先進

事例を紹介しています。また、各先進事例の詳細が分かる参考資料（資料編Ⅱ・Ⅲ）

を添付しています。

第Ⅰ章 

調査研究の概要（P３） 

調査研究の背景・目的と調査研究の内容・方法 

第Ⅱ章 

シニア層を取り巻く社会的環境の変化（P10） 

人口減少・高齢化が地域づくりに及ぼす影響、シニア層の社

会参加に関する意識、国の制度動向等の概要 

第Ⅲ章 

シニア層の社会参加推進に係る取組実態と課題（P24） 

庁内部署におけるシニア層の社会参加推進との関わり、道内

市町村を対象に実施したシニア層の社会参加推進に関するア

ンケート調査の分析結果の概要 

第Ⅳ章 

シニア層が活躍する地域づくりを進めるための対応策（P39） 

第Ⅲ章のアンケート調査から見えるシニア層の社会参加促進

に関する課題へ対応する取組のポイントや関連する事例紹介 

資料編Ⅰ（P67） 

アンケート調査結果の単純集計、クロス集計 

本調査研究の概要に 

ついて知りたい 

国や北海道における 

シニア層の社会参加等に

関する動向を知りたい 

道内市町村のシニア層

の社会参加推進に向け

た取組状況を知りたい 

市町村が解決すべき 

課題と課題解決のための

ポイントや具体的な取組

に向けたヒントが知りたい 

資料編Ⅱ 道内先進事例調査（P141） 

資料編Ⅲ 道外先進事例調査（P188） 

資料編Ⅳ シニア層の社会参加に関する 

意識アンケート調査（P225） 
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(2) 調査研究の経過 

調査研究の経過は、以下のとおりです。

 

図表Ⅰ－２（２） 調査研究の経過 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第3回(11/9) 
・アンケート中間結果 

・道内先進事例調査結果報

告 

第4回(12/13) 
・アンケートの結果報告 

・中間報告書の方向性につ 

いて 

第5回(2/14) 
・中間報告書（案）につい

て 

・平成29年度実施計画につ 

いて 

平
成
２８
年
度 

平
成
２９
年
度 

道内市町村の実態調査 
【アンケート調査】 
179市町村中、144市町村

の回答（回答率80.4％） 

（調査期間 10/11～11/30） 

道内先進事例調査 
▶沼田町・増毛町・赤平町・ 

旭川市（10月19日～21日） 
▶帯広市・釧路市 
（10月26日～28日） 
▶北広島市（11月9日） 

・中間報告書の作成 
・次年度の調査研究の方向性について 

シニア層が活躍する地域づくりに関する調査研究 
中間報告書 

（最終報告書のとりまとめの視点や方向性を検討するための基礎資料） 

第6回（4/17) 
・平成28年度の調査結果に

ついて 

・平成29年度の調査研究に

ついて 

・道外先進事例調査候補地

の選定について 

第7回(8/21) 
・道外先進事例調査の結果

報告 

・最終報告書の方向性につ

いて 

・シニア層が活躍する地域づくりの効果的な方策の整

理（機会創出・段階的支援・各主体の役割等） 

・シニア層が活躍する地域づくりケーススタディの検討 

・最終報告書の全体構成、骨子（案）作成 

・市町村職員研修会の開催（1月） 

シニア層が活躍する地域づくりに関する調査研究 
最終報告書 

第8回(9/29)  
・最終報告書（案）につい

て 

第9回(10/25)  
・最終報告書について 

・最終報告書（案）の作成 

道外先進事例調査 
▶東京都武蔵野市・神奈川県茅ヶ崎市・長野県松本市・ 
山梨県都留市（5月31日～6月2日） 

▶福岡県福岡市・熊本県水俣市・鹿児島県鹿児島市 
（6月5日～8日） 

道内先進事例調査（※南幌町、登別市は電話ヒアリング） 

▶池田町（4月26日）▶南幌町（9月13日）▶帯広市（9月14日） 

▶伊達市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ（9月21日）▶登別市（9月22日） 

第2回（8/29） 
・シニア層の社会活動の概 

念整理 

・アンケート項目の検討 

・道内先進事例調査候補地

の選定について 

基礎的調査【文献等資料調査】 
・高齢化社会の現状と課題の整理 

・シニア層の社会参加の現状と課題に関する全体像の把握 

第1回（7/25） 
・研究会の設置・主旨等の 

説明 

・調査の進め方について 

・調査結果のとりまとめ、課題の整理 
・中間報告書の内容検討、骨子案作成 
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図表Ⅰ－２（１） 「シニア層が活躍する地域づくりに関する調査研究会」の推進体制 

役職 氏  名 所     属 

座 長 杉 岡 直 人 北星学園大学社会福祉学部教授 

副座長 片  山 めぐみ 札幌市立大学デザイン学部講師 

副座長 関 下 祐 二 公益財団法人北海道市町村振興協会事務局次長 

会 員 

大 口 明 男 
（～平成29年３月） 

小樽市福祉部地域福祉課主査 

岩 瀬 史 明 
（平成29年４月～） 

小樽市福祉部地域福祉課主査 

芦  川 英 嗣 当別町福祉部介護課介護支援係長 

鈴 木    聞 池田町保健福祉課高齢者支援係長 

能 戸 友 治 
（～平成29年３月） 

公益社団法人伊達市シルバー人材センター理事長 

工 藤   仁 
（平成29年４月～） 

公益社団法人伊達市シルバー人材センター事務局長 

浦 田   吉 
一般社団法人富良野デザイン会議暮しステーション 
代表理事 

山 谷 智 彦 
北海道保健福祉部高齢者支援局高齢者保健福祉課 
地域包括ケアグループ主幹 

守 山 英 男 
北海道総合政策部地域創生局地域戦略課 
プロジェクト推進グループ主幹 

事  務  局 公益財団法人 北海道市町村振興協会 

業務受託機関 株式会社 北海道二十一世紀総合研究所 
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調査研究の経過

調査研究の経過は、以下のとおりです。 

図表Ⅰ－２（２） 調査研究の経過 

第 回
・アンケート中間結果

・道内先進事例調査結果報
告

第 回
・アンケートの結果報告
・中間報告書の方向性につ
いて

第 回
・中間報告書（案）につい

て
・平成 年度実施計画につ
いて

平
成
２８
年
度

平
成
２９
年
度

道内市町村の実態調査
【アンケート調査】

市町村中、 市町村

の回答（回答率 ％）

（調査期間 ～ ）

道内先進事例調査
▶沼田町・増毛町・赤平市・
旭川市（ 月 日～ 日）

▶帯広市・釧路市
（ 月 日～ 日）
▶北広島市（ 月 日）

・中間報告書の作成
・次年度の調査研究の方向性について

シニア層が活躍する地域づくりに関する調査研究
中間報告書

（最終報告書のとりまとめの視点や方向性を検討するための基礎資料）

第 回（
・平成 年度の調査結果に

ついて
・平成 年度の調査研究に
ついて

・道外先進事例調査候補地
の選定について

第 回
・道外先進事例調査の結果

報告
・最終報告書の方向性につ
いて

・シニア層が活躍する地域づくりの効果的な方策の整

理（機会創出・段階的支援・各主体の役割等）

・シニア層が活躍する地域づくりケーススタディの検討

・最終報告書の全体構成、骨子（案）作成

・市町村職員研修会の開催（ 月）

シニア層が活躍する地域づくりに関する調査研究
最終報告書

第 回
・最終報告書（案）につい

て

第 回
・最終報告書について

・最終報告書（案）の作成

道外先進事例調査
▶東京都武蔵野市・神奈川県茅ヶ崎市・長野県松本市・
山梨県都留市（ 月 日～ 月 日）

▶福岡県福岡市・熊本県水俣市・鹿児島県鹿児島市
（ 月 日～ 日）

道内先進事例調査（※南幌町、登別市は電話ヒアリング）

▶池田町（ 月 日）▶南幌町（ 月 日）▶帯広市（ 月 日）

▶伊達市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ（ 月 日）▶登別市（ 月 日）

山梨県都留市（ 月 日～ 月 日）

第 回（ ）
・シニア層の社会活動の概
念整理

・アンケート項目の検討
・道内先進事例調査候補地
の選定について

基礎的調査【文献等資料調査】
・高齢化社会の現状と課題の整理

・シニア層の社会参加の現状と課題に関する全体像の把握

第 回（ ）
・研究会の設置・趣旨等の
説明

・調査の進め方について

・調査結果のとりまとめ、課題の整理
・中間報告書の内容検討、骨子案作成
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図表Ⅰ－２（１） 「シニア層が活躍する地域づくりに関する調査研究会」の推進体制 

役職 氏  名 所     属 

座 長 杉 岡 直 人 北星学園大学社会福祉学部教授 

副座長 片  山 めぐみ 札幌市立大学デザイン学部講師 

副座長 関 下 祐 二 公益財団法人北海道市町村振興協会事務局次長 

会 員 

大 口 明 男 
（～平成29年３月） 

小樽市福祉部地域福祉課主査 

岩 瀬 史 明 
（平成29年４月～） 

小樽市福祉部地域福祉課主査 

芦  川 英 嗣 当別町福祉部介護課介護支援係長 

鈴 木    聞 池田町保健福祉課高齢者支援係長 

能 戸 友 治 
（～平成29年３月） 

公益社団法人伊達市シルバー人材センター理事長 

工 藤   仁 
（平成29年４月～） 

公益社団法人伊達市シルバー人材センター事務局長 

浦 田   吉 
一般社団法人富良野デザイン会議暮しステーション 
代表理事 

山 谷 智 彦 
北海道保健福祉部高齢者支援局高齢者保健福祉課 
地域包括ケアグループ主幹 

守 山 英 男 
北海道総合政策部地域創生局地域戦略課 
プロジェクト推進グループ主幹 

事  務  局 公益財団法人 北海道市町村振興協会 

業務受託機関 株式会社 北海道二十一世紀総合研究所 
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（北広島市） 

社会福祉法人北海

長正会「北広島団

地地域サポートセ

ンターともに」 

旧小学校を活用した「地域サポート

センターともに」では、小さな子ど

もから高齢者まで多世代が交流でき

る地域交流の拠点を目指した施設運

営 

 

・社会福祉法人による取組 

・三位一体（地域住民・自治

体・法人） 

・地域のボランティア団体の活

躍 

南幌町 町民の社会参加や社会貢献を促進

し、住民自身の健康増進及び介護予

防を推進する目的としたボランティ

アポイント制度を導入。40歳からを

対象とすることで、早い段階での介

護予防などの意識付けを図る 

・シニア予備軍へのアプローチ 

池田町 社会福祉協議会との密接な連携によ

り、町内会や老人クラブといった既

存資源を活用し、高齢者の介護予防

や生活支援体制の整備 

・元気高齢者の互助システム 

・社会福祉協議会との連携 

（登別市） 

登別市社会福祉協

議会「ふれあい・

いきいきサロン」 

「ふれあい・いきいきサロン」を市

内各地で展開。サロン活動推進のた

め、各種研修会の実施、各サロンへ

の訪問・相談活動、運営費の助成、

サロン活動の担い手となる「サロン

サポーター」の養成やサポーター連

絡会を実施 

・民間・行政との連携 

・担い手養成 

（伊達市） 

公益社団法人シル

バー人材センター 

就労機会が減少する70歳以上のシニ

アが働く場を確保するため、「アロ

ニア栽培」等独自事業を展開 

 

・シニアの就労支援 
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(3) 調査対象の概要 

図表Ⅰ－２（３）－１ 調査対象の概要 【道内先進事例】 

調査対象 概 要 特 徴 

沼田町 「沼田町農村型コンパクトエコタウ

ン構想」の具現化に向けた地域住民

の主体性を育む取組の実施 

・行政主導の取組 

・地域包括ケアや多世代交流の

要素 

・住民参加型プロセス 

（増毛町） 

ゆうゆうマーシー 

シニアの活力を活かした地域通貨

「マーシー」の運営 

・民間団体と行政との連携 

・任意団体の取組 

・幅広い活動分野 

・シニアの活躍の場の創出 

・多世代交流の要素 

赤平市 コープさっぽろ等と連携した地域住

民向けの健康プログラム「まる元」

の実施 

・市外の資源を活用 

・民間団体と行政との連携 

・健康づくり 

・生活支援コーディネーターの

配置 

（旭川市） 

ＮＰＯ法人グラウ

ンドワーク西神楽 

 

西神楽地域において、シニアが中心

となり移住促進、空き家住宅活用、

冬期集住、就労促進等の取組を実施 

・民間団体と行政との連携 

・ＮＰＯ法人による取組 

・幅広い活動分野 

・シニアの活躍の場の創出 

（帯広市） 

帯広市社会福祉協

議会 地域交流サ

ロン事業「清川ふ

れあい広場」 

社協の事業として、農村地区（清

川）に地域住民が交流するサロンを

設置。活動拠点を清川小学校とし、

小学生と高齢者の交流を促進 

・地域のボランティア団体の活

躍 

・民間団体の取組 

・多世代交流の要素 

・小学校との連携 

（帯広市） 

市民活動プラザ六

中ソフト事業推進

室 

 

旧中学校跡に、多世代交流の場とし

て「市民活動プラザ六中」を民間福

祉事業所・文化団体等が管理運営。

コーディネーターの強い求心力等に

より多世代交流が促進 

・民間団体と行政との連携 

・コンソーシアムによる運営 

・地域コミュニティ形成 

・シニアの生きがいづくり 

・多世代交流の要素 

・廃校活用 

帯広市 

 

利便性の高い市内中心部において、

高齢者の健康づくり・介護予防・居

場所づくりを図る拠点を整備 

・地域包括支援センターとの連

携 

・シニアの健康づくり・介護予

防・居場所の一体的提供 

（釧路市） 

一般社団法人釧路

社会的企業創造協

議会 

シニア層が多く含まれる生活困窮者

の就労を支援。生活困窮者個々の経

済的・社会的自立の状況、就労意向

の段階に応じた取組 

・民間団体と行政との連携 

・シニアの就労支援 

 

（釧路市） 

認定ＮＰＯ法人ふ

まねっと 

 

「ふまねっと運動」を開発・普及。

高齢者を「ふまねっと運動」の指導

者として養成することで、高齢者を

福祉の受け手から担い手として活躍

できる仕組みづくり 

 

・ＮＰＯ法人による取組 

・シニアの健康づくり 

・担い手の育成 

第Ⅰ章　調査研究の概要

hon.indd   6 2017/12/05   15:51:01



 

（北広島市）

社会福祉法人北海

長正会「北広島団

地地域サポートセ

ンターともに」

旧小学校を活用した「地域サポート

センターともに」では、小さな子ど

もから高齢者まで多世代が交流でき

る地域交流の拠点を目指した施設運

営

・社会福祉法人による取組

・三位一体（地域住民・自治

体・法人）

・地域のボランティア団体の活

躍

南幌町 町民の社会参加や社会貢献を促進

し、住民自身の健康増進及び介護予

防を推進する目的としたボランティ

アポイント制度を導入。 歳からを

対象とすることで、早い段階での介

護予防などの意識付けを図る

・シニア予備軍へのアプローチ

池田町 社会福祉協議会との密接な連携によ

り、町内会や老人クラブといった既

存資源を活用し、高齢者の介護予防

や生活支援体制の整備

・元気高齢者の互助システム

・社会福祉協議会との連携

（登別市）

登別市社会福祉協

議会「ふれあい・

いきいきサロン」

「ふれあい・いきいきサロン」を市

内各地で展開。サロン活動推進のた

め、各種研修会の実施、各サロンへ

の訪問・相談活動、運営費の助成、

サロン活動の担い手となる「サロン

サポーター」の養成やサポーター連

絡会を実施

・民間と行政との連携

・担い手養成

（伊達市）

伊達市シルバー人

材センター

就労機会が減少する 歳以上のシニ

アが働く場を確保するため、「アロ

ニア栽培」等の独自事業を展開

・シニアの就労支援

 

 

 

6 

 

(3) 調査対象の概要 

図表Ⅰ－２（３）－１ 調査対象の概要 【道内先進事例】 

調査対象 概 要 特 徴 

沼田町 「沼田町農村型コンパクトエコタウ

ン構想」の具現化に向けた地域住民

の主体性を育む取組の実施 

・行政主導の取組 

・地域包括ケアや多世代交流の

要素 

・住民参加型プロセス 

（増毛町） 

ゆうゆうマーシー 

シニアの活力を活かした地域通貨

「マーシー」の運営 

・民間団体と行政との連携 

・任意団体の取組 

・幅広い活動分野 

・シニアの活躍の場の創出 

・多世代交流の要素 

赤平市 コープさっぽろ等と連携した地域住

民向けの健康プログラム「まる元」

の実施 

・市外の資源を活用 

・民間団体と行政との連携 

・健康づくり 

・生活支援コーディネーターの

配置 

（旭川市） 

ＮＰＯ法人グラウ

ンドワーク西神楽 

 

西神楽地域において、シニアが中心

となり移住促進、空き家住宅活用、

冬期集住、就労促進等の取組を実施 

・民間団体と行政との連携 

・ＮＰＯ法人による取組 

・幅広い活動分野 

・シニアの活躍の場の創出 

（帯広市） 

帯広市社会福祉協

議会 地域交流サ

ロン事業「清川ふ

れあい広場」 

社協の事業として、農村地区（清

川）に地域住民が交流するサロンを

設置。活動拠点を清川小学校とし、

小学生と高齢者の交流を促進 

・地域のボランティア団体の活

躍 

・民間団体の取組 

・多世代交流の要素 

・小学校との連携 

（帯広市） 

市民活動プラザ六

中ソフト事業推進

室 

 

旧中学校跡に、多世代交流の場とし

て「市民活動プラザ六中」を民間福

祉事業所・文化団体等が管理運営。

コーディネーターの強い求心力等に

より多世代交流が促進 

・民間団体と行政との連携 

・コンソーシアムによる運営 

・地域コミュニティ形成 

・シニアの生きがいづくり 

・多世代交流の要素 

・廃校活用 

帯広市 

 

利便性の高い市内中心部において、

高齢者の健康づくり・介護予防・居

場所づくりを図る拠点を整備 

・地域包括支援センターとの連

携 

・シニアの健康づくり・介護予

防・居場所の一体的提供 

（釧路市） 

一般社団法人釧路

社会的企業創造協

議会 

シニア層が多く含まれる生活困窮者

の就労を支援。生活困窮者個々の経

済的・社会的自立の状況、就労意向

の段階に応じた取組 

・民間団体と行政との連携 

・シニアの就労支援 

 

（釧路市） 

認定ＮＰＯ法人ふ

まねっと 

 

「ふまねっと運動」を開発・普及。
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(4) シニア層の考え方 

人口減少に伴い地域の担い手が減少し、高齢化が進む中で、健康でかつ地域社会へ

の貢献意欲が高いシニア層の活力を活かす政策が求められています。

各種調査結果から、高齢者において潜在的に社会貢献意欲がみられることや、高齢

者になっても就業意欲が高いことなどが明らかになっています。また、国の施策にお

いては、高齢者になる前の段階から、健康づくりを推進するとともに、地域社会との

つながりを作りながら生活支援などの担い手としてシニア層を育成する動きがありま

す。

こうした背景を踏まえ、本調査研究では、おおむね50歳以上で社会参加の意欲があ

る中高年齢世代を「シニア」と位置付け、シニア層が活躍する活動として、「シニア

が地域社会の担い手として主体的に参加している活動」及び「地域社会の担い手とな

るシニアを発掘・育成する活動」を主な対象としました。

また、地域社会におけるシニアの活動形態としては、ボランティア（有償・無償）

だけではなく、地域産業の担い手が不足する現状を踏まえて、「就労」「起業」まで

幅広く捉え、地域社会の担い手として活躍し続けるための基盤として、「シニアの健

康づくりや介護予防」などにも着目しました。（図表Ⅰ－２（４））

道内自治体向けのアンケート調査結果において、道内自治体が「シニアの社会参加

推進に向けて近年、特に力を入れている分野」としては、「健康づくり」、「生涯学

習」、「生活支援」など多岐にわたっており、活動分野についても幅広く捉える必要

があります。

道内自治体では、シニアの社会参加を促進するさまざまな取組がみられますが、こ

うした活動を生み出し、継続性を確保する仕組みづくりについて、重点的に調査を実

施しました。

 

図表Ⅰ－２（４） シニアが活躍する領域の多様性 

出典：厚生労働省「生涯現役社会の実現に向けた就労のあり方に関する検討会報告書」  

（H25.6)をもとに作成 

 

図表Ⅰ－２（３）－２ 調査対象の概要 【道外先進事例】 

調査対象 概 要 特 徴

（東京都武蔵野市）

おとうさんお帰り

なさいパーティ実

行委員会

退職直後のシニアを対象に、企業コ

ミュニティから地域コミュニティへ

のスムーズな移行を目的としたイベ

ント「おとうさんお帰りなさいパー

ティ」を開催

・社会福祉協議会との連携

・民間団体主導

・退職直後シニアへのアプロー

チ

神奈川県茅ヶ崎市 シニアの豊かなセカンドライフ支援

をコンセプトに、企画部署がリーダ

ーシップを発揮し、シニアの活躍の

場の創出。既存のシルバー人材セン

ターの活性化に寄与

・行政主導

・既存団体の活性化

・ボランティア活動と就労の推

進

・企画部署のリーダーシップ

長野県松本市 市民の健康づくりと産業振興（健康

づくりのための新たな商品・サービ

スの創出）の両立を目指した取組。

商工部署と介護・福祉部署の連携事

業により、地区の福祉活動への参加

者が増える

・行政主導

・庁内部署の連携

・民間企業と団体との連携

・健康づくりと産業振興の両立

山梨県都留市 大学との連携を軸に、多世代交流を

図り、シニアの健康づくり、生きが

いづくりに係るソフト事業を創出。

強みを生かし、首都圏シニアの移住

を促進

・大学との連携

・多世代交流の要素

・アクティブシニアの移住促進

（福岡県）

福岡県 歳現役応

援センター

高齢者の活躍の場の拡大、高齢者の

就業や社会参加支援等を実施。高齢

者の仕事発掘事業で、企業に対し高

齢者雇用のためのポイントや高齢者

向けの仕事創出を提案

・就労の場の創出

・シニアの就労支援

（福岡県福岡市）

シニアフレンズ福

岡ボランティア協

議会

学びを地域に還元するシニアボラン

ティアグループの育成を念頭におい

た生涯学習を実施

・学びを活かした出番の創出

・シニアボランティアの育成

（熊本県水俣市）

村丸ごと生活博物

館 頭
かぐめ

石
いし

地区

集落全体を「生活の博物館」と見立

て、集落に住む高齢者が訪問者に地

域の普段の生活を案内し、身の丈に

あったおもてなしで、地域と住民を

元気にしていく取組を実施

・住民参加型プロセス

・地域コミュニティ形成

・シニアの出番の創出

・多世代交流の要素

（鹿児島県鹿児島市）

ＮＡＧＡＹＡ

ＴＯＷＥＲ

高齢者・障害者・一般家族・学生等

あらゆる世帯を対象とした賃貸マン

ションを供給し、入居者間の相互扶

助を実践する場を提供。多世代交流

や地域コミュニティ形成など、幅広

い課題解決のための取組として位置

付け

・多世代交流の要素

・地域コミュニティ形成
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図表Ⅰ－２（３）－２ 調査対象の概要 【道外先進事例】 

調査対象 概 要 特 徴 

（東京都武蔵野市） 

おとうさんお帰り

なさいパーティ実

行委員会 

退職直後のシニアを対象に、企業コ

ミュニティから地域コミュニティへ

のスムーズな移行を目的としたイベ

ント「おとうさんお帰りなさいパー

ティ」を開催 

・社会福祉協議会との連携 

・民間団体主導 

・退職直後シニアへのアプロー

チ 

神奈川県茅ヶ崎市 シニアの豊かなセカンドライフ支援

をコンセプトに、企画部署がリーダ

ーシップを発揮し、シニアの活躍の

場の創出。既存のシルバー人材セン

ターの活性化に寄与 

・行政主導 

・既存団体の活性化 

・ボランティア活動と就労の推

進 

・企画部署のリーダーシップ 

長野県松本市 市民の健康づくりと産業振興（健康

づくりに資する新たな商品・サービ

スの創出）の両立を目指した取組。 

商工部署と介護・福祉部署の連携事

業により、地区の福祉活動への参加

者が増える 

・行政主導 

・庁内部署の連携 

・民間企業・団体との連携 

・健康づくりと産業振興の両立 

山梨県都留市 大学との連携を軸に、多世代交流を

図り、シニアの健康づくり、生きが

いづくりに係るソフト事業を創出。

強みを生かし、首都圏シニアの移住

を促進 

・大学との連携 

・多世代交流の要素 
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図表Ⅱ－１（１）－２ 高齢化率の推移と将来推計 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：2015年までの実績値：国勢調査 

   2045年の推計値（北海道）：北海道人口ビジョン 

        同       （全国）  ：国立社会保障・人口問題研究所 平成29年公表の将来推計人口 

 
 

(2) 人口減少・高齢化による住民生活への影響 

人口減少と高齢化は今後の住民生活に大きな影響を及ぼすと考えられます。

医療サービス面では、とりわけ地方部においては医師不足など医療体制の確保がま

すます難しくなることなどが懸念され、消費生活面では、総消費額の減少による小売

店舗の撤退などの買い物環境の悪化により、高齢者をはじめとする交通弱者の生活利

便性を著しく低下させます。また、現役世代の社会負担増は一層消費額を減少させる

要因となり、さらに、生産年齢人口の減少により税収も減少します。

高齢化に関しては、１人当たりの医療費や介護給付費の増加等により、自治体の行

財政を取り巻く環境はさらに厳しさを増し、若年層や現役世代の負担増が懸念されて

います。

(3) シニア層が活躍する地域づくりの必要性 

高齢化に伴う医療費・介護給付費等の増大により今後、自治体の財政状況は一層厳

しくなることが想定され、健康づくりや生きがいづくりの場の創出など、高齢者の健

康寿命延伸を促進する取組がますます重要となります。

また、生産年齢人口が減少する中、高齢者が社会に支えられる存在ではなく、就業

やボランティアなどを通じ、社会の担い手・支え手としての活躍が期待されています。

北海道の高齢化率は、国の推計方法に準拠すると、2060年（平成72年）には44.6%と

なり、今後自治体において、シニア層の活躍による地域づくりは、介護・福祉関連部

署だけではなく、全庁的に取り組まなければならない重要な事項です。

12.0
14.8

18.2
21.4

24.7
29.1

42.5

12.1
14.5

17.4
20.2

23.04
26.6

36.8

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2045
（推計値）

%

北海道 全国

 

 

10 

 

第Ⅱ章 シニア層を取り巻く社会的環境の変化 
 

１ シニア層が活躍する地域づくりの必要性 
 

(1) 高齢社会の現状 

『北海道人口ビジョン（平成27年10月）』によると、道内の人口は、平成９年をピ

ークに全国を上回るスピードで減少が続いており、国の推計によると、今後、有効な

対策を講じない場合、平成22年は550.9万人だった人口は、平成52年には419万人にな

り、小規模市町村ほど減少が加速すると見込まれています。（図表Ⅱ－１（１）－１）

中でも、生産年齢人口は1990年代後半から、年少人口は1960年代から減少傾向をたど

っています。

一方、高齢者人口は戦後のベビーブーム以降の世代が高齢期を迎えていることに加

え、平均寿命が延びたことなどから、一貫して増加を続けており、2025年（平成37年）

にピークを迎えた後には減少局面に入りますが、高齢化率はその後も全国を上回るス

ピードで上昇していくことが見込まれています。（図表Ⅱ－１（１）－２）

生産年齢人口の減少と高齢化の進行は非就業者の増加につながり、就業者数は2040
年時点で2010年の65％、2060年時点で同45％と推測されています。

図表Ⅱ－１（１）－１ 北海道の人口動態と今後の予測 

 
資料：北海道人口ビジョン 
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図表Ⅱ－２（１）－２ 高齢者の参加している団体 

 

資料：平成28年厚生労働白書 

 

(2) 労働力としてのシニア 

平成28年の労働力人口（6,673万人）のうち65～69歳は450万人、70歳以上は336万人

であり、労働力人口総数に占める65歳以上の割合は11.8％と上昇し続けています。

（図表Ⅱ－２（２）－１）

図表Ⅱ－２（２）－１ 労働力人口の推移 
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２ シニア層の社会参加等への意識 

(1) 健康づくりと社会参加への潜在的ニーズ 

『平成28年厚生労働白書（厚労省）』によると、我が国の平均寿命と健康寿命（健

康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間）は、ともに世界トップ

クラスです。一方、平均寿命と健康寿命はともに延びていますが、日常生活に制限の

ある「不健康な期間」は縮まっておらず（図表Ⅱ－２（１）－１）、「不健康な期間」

の拡大は、個人や家族の生活の質的低下を招くとともに、医療費や介護給付費等の社

会保障費の増大にもつながります。今後も、我が国の平均寿命はさらに延びることが

予測されており（国立社会保障・人口問題研究所の日本の将来推計人口（平成29年4月
公表）による。）、平均寿命にかかわらず、健康寿命を延ばすことが重要です。

健康寿命を延ばすためには、適度な運動、十分な休養や睡眠、バランスの良い食事

などをイメージしますが、年齢が上がるにつれて「仕事やボランティアなどにより社

会で役割を得ること」の割合が増加しています。また、就業の意向については、65歳
を超えても働きたい人が多く、高齢になるほど「生きがい、社会参加のため」に働く

ことを求める傾向にあります。

 
図表Ⅱ－２（１）－１ 平均寿命と健康寿命の推移 

 
資料：平成28年厚生労働白書。元出典は平均寿命：2001・2004・2007年及び2013年は厚生労働省政策

統括官付人口動態・保健社会統計室「簡易生命表」、2010年は厚生労働省政策統括官付人口動態・保

健社会統計室「完全生命表」。健康寿命：2001～2010年は厚生労働科学研究補助金「健康寿命におけ

る将来予測と生活習慣病対策の費用対効果に関する研究」、2013年は「厚生科学審議会地域保健健康

増進栄養部会資料」（2014年10月）。 

 

現状において、高齢者が参加している団体は、町内会・自治会や老人クラブの割合

が減少傾向にある反面、「健康・スポーツのサークル・団体」の割合が高くなってお

り、健康づくりに対する関心の高まりがうかがえます。（図表Ⅱ－２（１）－２）
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図表Ⅱ－２（３）－１ 高齢者の表層的ニーズと根源的ニーズ 

資料 経済産業省資料「高齢化社会への対応」（平成28年3月） 

 

図表Ⅱ－２（３）－２ 札幌市内のシニアの根源的ニーズに関する調査結果（参考） 

 

【調査内容】 

（対象）おもむきのひとプロジェクトに参加した札幌市内の退職前後のシニア（67名）

（目的）プロジェクト実施による地域の担い手としての意識醸成の効果など

（方法）アンケート調査

【調査結果】 

 本プロジェクトをきっかけにボランティア活動や就労など社会参加等に対する意識が

高まったモニターが６割以上となりました。

 さらに、「講師に相談し、農業を始める予定」、「介護ボランティア（入居者のマー

ジャン相手）をはじめる」など、具体的に行動したモニターが５割程度となり、プロジ

ェクトをきっかけに社会参加等の行動変容効果を確認することができます。

【「おもむきのひとプロジェクト」について】 

（目的）札幌市内の退職前後のシニア層を対象とした健康づくりの推進や地域の担い手として

の意識醸成を図る 

（内容）住民にとって身近な小売店舗（コープさっぽろ）やサラリーマンが多い大通地区のビ

ルを会場として、各種講座や交流イベントの開催、活動量計を配布し目標歩数の設定

による運動等を実施 

（実施主体）㈱北海道二十一世紀総合研究所（平成28年度健康寿命延伸推進産業創出事業

（経済産業省）の一環として実施） 
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現在、仕事をしている60歳以上の約４割が「働けるうちはいつまでも」と回答する

など、約８割が高い就業意欲を持っていることがうかがえます。（図表Ⅱ－２（２）

－２）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者の就業状況についてみると、男性の場合、55～59歳で90.3％、60～64歳で77.
1％、65～69歳で53.0％となっており、60歳を過ぎても、多くの人が就業しています。

(3) シニアのニーズの構造 

『平成20年度高齢者の地域社会への参加に関する意識調査（内閣府）』では、高齢

者の社会参加に対するニーズを、表層的ニーズと根源的ニーズに分類し分析していま

す。（図表Ⅱ－２（３）－１）

表層的ニーズとしては、「遊ぶ」、「学ぶ」、「コミュニケーション」、「健康で

いたい」等が想定され、男性は「学ぶ」ことに対するニーズが、女性は「遊ぶ」こと

に対するニーズが強くなる傾向にあると分析しています。

コミュニケーションについては、「同世代同士」が、「他世代同士」よりも表層的

なニーズとして位置付けられています。

根源的ニーズとしては、「教えること」「役立つ（ボランティア）」などを位置付

けており、男性は「教える」ことに対するニーズが、女性は「役立つ」ことに対する

ニーズの方が強くなる傾向にあるとしています。

これらのニーズのうち、「学ぶ」、「コミュニケーション（他世代、国際間も含

め）」、「役立つ（ボランティア）」が満たされていないニーズとして分析していま

す。
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図表Ⅱ－２（３）－２ 札幌市内のシニアの根源的ニーズに関する調査結果（参考）

【調査内容】
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（目的）プロジェクト実施による地域の担い手としての意識醸成の効果など 
（方法）アンケート調査 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【調査結果】

本プロジェクトをきっかけにボランティア活動や就労など社会参加等に対する意識が
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【「おもむきのひとプロジェクト」について】

（目的）札幌市内の退職前後のシニア層を対象とした健康づくりの推進や地域の担い手として

の意識醸成を図る

（内容）住民にとって身近な小売店舗（コープさっぽろ）やサラリーマンが多い大通地区のビ

ルを会場として、各種講座や交流イベントの開催、活動量計を配布し目標歩数の設定
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（実施主体）㈱北海道二十一世紀総合研究所（平成 年度健康寿命延伸推進産業創出事業

（経済産業省）の一環として実施）
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(4) 高齢者に関する定義 

我が国では、国連の世界保健機関 （ＷＨＯ） の定義に基づき、65歳以上の人を高

齢者と定義していますが、これには医学的・生物学的に明確な根拠はなく、日本老年

学会と日本老年医学会は、平成25年に高齢者の定義を再検討するワーキンググループ

を立ち上げ、高齢者の定義と区分の再検討を行っています。（図表Ⅱ－２（４））

『平成28年厚生労働白書』によると、40歳以上の人が、自身が高齢者になると思う

年齢は「70歳以上」が４割を超え、60歳代は５割を超える結果となっているように、

高齢者の捉え方や位置付けは多様化していると考えられます。

図表Ⅱ－２（４）日本老年学会と日本老年医学会による高齢者の定義 

 現在の高齢者においては、10～20年前と比較して、加齢に伴う身体的機能変化の

出現が5～10年遅延する「若返り」現象がみられ、従来、高齢者とされてきた65歳以

上の人でも、特に65～74歳の前期高齢者においては、心身の健康が保たれており、

活発な社会活動が可能な人が大多数を占めているという。これを受け、両学会が設置

したワーキンググループでは、前期高齢者を仕事やボランティアなど社会に参加しな

がら、病気の予防に取り組み、高齢期に備える時期である「准高齢者」とし、社会の

支え手として捉え直すよう求める提言を発表した。 
 

65～74歳 准高齢者 准高齢期（pre-old） 

75～89歳 高齢者 高齢期（old） 

90歳～ 超高齢者 超高齢期（oldest-old,super-old） 

（参考：高齢者の定義と区分に関する、日本老年学会・日本老年医学会 高齢者に関する

定義検討ワーキンググループからの提言（概要）（平成29年１月）） 
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「おもむきのひとプロジェクト」参加による意識の変化 

  
 

「おもむきのひとプロジェクト」参加後の行動変化

 
  

10%

6%

6%

27%

13%

3%

31%

3%

0% 10% 20% 30% 40%

ボランティア活動がしたいと思うようになった

就労したいと思うようになった

起業したいと思うようになった

地域・社会に貢献したいと思うようになった

家事等をやりたいと思うようになった

その他

特に変化はない

無回答
【n=67】

10%

13%

6%

25%

3%

48%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

ボランティアに関する行動を実施した、

あるいは実施予定

就労に向けた行動を実施した、あるいは実施予定

起業に向けた行動を実施した、あるいは実施予定

家事など家庭での役割に向けた行動を実施した、

あるいは実施予定

その他

特に変化はない

無回答 【n=67】
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５ 安全・安心な生活環境

の実現

高齢者が自立して健康、安全、快適に生活できるよう

な、医療や介護、職場、住宅が近接した集約型のまちづ

くりを推進する。また、高齢者を犯罪、消費者トラブル

等から守り、高齢者の安全・安心を確保する社会の仕組

みを構築する

６ 若年期からの「人生90
年時代」への備えと世代

循環の実現

若い頃からの健康管理、健康づくりへの取組、生涯学

習や自己啓発の取組及び仕事と生活の調和（ワーク・ラ

イフ・バランス）の推進を図る。また、高齢者の築き上

げた資産を次世代が適切に継承できるよう、社会に還流

できる仕組みの構築を図る

ウ 分野別の基本的施策 

基本的考え方を踏まえ「就業・年金等分野」、「健康・介護・医療等分野」、

「社会参加・学習等分野」、「生活環境等分野」、「高齢社会に対応した市場の活

性化と調査研究推進」、「全世代が参画する超高齢社会に対応した基盤構築」の６

つの分野別の基本的施策に関する中期にわたる指針を定めています。（図表Ⅱ－３

（１）－２）

図表Ⅱ－３（１）－２ 分野別の基本的施策 

項目 内容

１ 就業・年金等分野 全員参加型社会の実現のための高齢者の雇用・就

業対策の推進、勤労者の生涯を通じた能力の発揮、

公的年金制度の安定的運営、自助努力による高齢期

の所得確保への支援を図る

２ 健康・介護・医療等分野 健康づくりの総合的推進、介護保険制度の着実な

実施、介護サービスの充実、高齢者医療制度の改

革、住民等を中心とした地域の支え合いの仕組み作

りの促進を図る

３ 社会参加・学習等分野 社会参加活動の促進、学習活動の促進を図る。

４ 生活環境等分野 豊かで安定した住生活の確保、ユニバーサルデザ

インに配慮したまちづくりの総合的推進、交通安全

の確保と犯罪、災害等からの保護、快適で活力に満

ちた生活環境の形成を図る

５ 高齢社会に対応した市場の

活性化と調査研究推進

高齢者向け市場の開拓と活性化、超高齢社会に対

応するための調査研究等の推進と基盤整備を図る

６ 全世代が参画する超高齢社

会に対応した基盤構築

全員参加型社会の推進を図る
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３ シニア層の社会参加を促進する国の主な制度動向 

(1) 高齢社会対策大綱 

高齢社会対策大綱は、平成７年12月、高齢社会対策基本法によって政府に作成が義

務付けられているものであり、政府が推進する高齢社会対策の中長期にわたる基本的

かつ総合的な指針となるものです。

この大綱では、今後、戦後生まれの人口規模の大きい、いわゆる「団塊の世代」

（昭和22～24年生まれ）が高齢期を迎え、我が国は本格的な高齢社会に移行すること

から、高齢社会対策の推進に当たっての基本的考え方を明確にし、分野別の基本的施

策の展開を図ることとしています。

ア 大綱策定の目的 

我が国が、世界のどの国もこれまで経験したことのない超高齢社会を迎えている

中で、意欲と能力のある高齢者には社会の支え手となってもらうと同時に、支えが

必要となった時には、周囲の支えにより自立し、人間らしく生活できる尊厳のある

超高齢社会を実現させていくとともに、国民一人ひとりの意欲と能力が最大限に発

揮できるような全世代で支え合える社会を構築することを目的としています。

イ 基本的考え方 

以下の６つの基本的考え方にのっとり、高齢社会対策を推進することとしており、

特に、「３ 高齢者の意欲と能力の活用」、「４ 地域力の強化と安定的な地域社

会の実現」は本調査との関連性が強いと考えられます。（図表Ⅱ－３（１）－１）

図表Ⅱ－３（１）－１ 高齢社会対策大綱の基本的な考え方 

項目 内容

１ 「高齢者」の捉え方の

意識改革  
高齢者の意欲や能力を最大限活かすため、「支えが必

要な人」という高齢者像の固定観念を変え、意欲と能力

のある65歳以上の者には支える側に回ってもらうよう、

国民の意識改革を図る

２ 老後の安心を確保する

ための社会保障制度の確

立  

社会保障制度の設計に当たっては、国民一人ひとりの

安心感を高め、年齢や性別に関係なく、全ての人が社会

保障の支え手であると同時に、社会保障の受益者である

ことを実感できる制度を確立する

３ 高齢者の意欲と能力の

活用

意欲と能力のある高齢者の多様なニーズに応じた柔軟

な働き方が可能となる環境整備を図るとともに、さまざ

まな生き方を可能とする新しい活躍の場の創出など社会

参加の機会の確保を推進する

４ 地域力の強化と安定的

な地域社会の実現

地域とのつながりが希薄化している中で、地域のコミ

ュニティの再構築を図る。また、地域で尊厳を持って生

きられるような、医療・介護の体制の構築を進める
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３ シニア層の社会参加を促進する国の主な制度動向 

(1) 高齢社会対策大綱 
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４ 地域力の強化と安定的
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ュニティの再構築を図る。また、地域で尊厳を持って生
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イ 厚生労働省 ～介護保険制度に基づく事業～ 

（ア）介護予防・日常生活支援総合事業 

市町村が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、

多様なサービスを充実することで、地域の支え合い体制づくりを推進し、要支援

者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指す事業であり、

その実現に向けた基本的な考え方として、住民主体による多様なサービスの開発

や、高齢者の社会参加と地域における支え合い体制づくりなどが求められていま

す。
 

図表Ⅱ－３（２）－２ 介護予防・日常生活支援総合事業における基本的な考え方 
基本的な考え方 内容 

１ 多様な生活支
援の充実

住民主体の多様なサービスを支援の対象とするとともに、Ｎ
ＰＯ、ボランティア等によるサービスの開発を進める。併せ
て、サービスにアクセスしやすい環境の整備も進めていく。

２ 高齢者の社会
参加と地域にお
ける支え合い体
制づくり

高齢者の社会参加のニーズは高く、高齢者の地域の社会的な
活動への参加は、活動を行う高齢者自身の生きがいや介護予防
等ともなるため、積極的な取組を推進する。

３ 介護予防の推
 進

生活環境の調整や居場所と出番づくりなどの環境へのアプロ
ーチも含めた、バランスのとれたアプローチが重要。そのた
め、リハビリ専門職等を活かした自立支援に資する取組を推進
する。

４ 市町村、住民
等の関係者間に
おける意識の共
有と自立支援に
向けたサービス
等の展開

地域の関係者間で、自立支援・介護予防といった理念や、高
齢者自らが介護予防に取り組むといった基本的な考え方、地域
づくりの方向性等を共有するとともに、多職種によるケアマネ
ジメント支援を行う。

５ 認知症施策の
推進

ボランティア活動に参加する高齢者等に研修を実施するな
ど、認知症の人に対して適切な支援が行われるようにするとと
もに、認知症サポーターの養成等により、認知症にやさしいま
ちづくりに積極的に取り組む。

６ 共生社会の推
 進

地域のニーズが要支援者等だけではなく、また、多様な人と
の関わりが高齢者の支援にも有効で、豊かな地域づくりにつな
がっていくため、要支援者等以外の高齢者、障害者、児童等が
ともに集える環境づくりに心がけることが重要。

（イ）生活支援体制整備事業 

市町村が中心となって、生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）を

配置し、多様な関係主体間の定期的な情報共有及び連携・協働による取組を推進

する協議体との連携を図りながら、総合事業として提供されるサービスを含む多

様な生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築を図る事業です。

生活支援コーディネーターや協議体によるコーディネート機能としては、地域

ニーズの把握から生活支援の担い手の養成やサービス開発まで幅広くあり、市町

村の実情に応じて、第１層から第３層のコーディネーターを配置することになり

ます。

 

 

20 

 

(2) 各省庁による主な取組 

ア 内閣府 ～ 生涯活躍のまち ～ 

「生涯活躍のまち（日本版ＣＣＲＣ∗）」とは、『まち・ひと・しごと創生総合戦

略』の基本目標の一つである、「地方に新しいひとの流れをつくる」に対応するた

めの取組であり、中高年齢者が希望に応じて地方や「まちなか」に移り住み、多世

代の地域住民等と交流しながら、健康でアクティブな生活を送り、必要に応じて医

療・介護を受けることができる地域づくりを目指すものです。

「生涯活躍のまち」は中高年齢者が健康な時から、仕事や社会活動、生涯学習な

どに積極的に参加することで、地域社会に溶け込み、子どもや若者などの多世代の

住民と交流・協働することが重視されています。これは、単に福祉施設を整備する

という発想ではなく、地域包括ケアシステムの構築とも連携しながら、中高年齢者

が元気に活躍できるコミュニティづくりを目指す「まちづくり」の取組として位置

付けられています。

道内では次の市町村が、生涯活躍のまちを推進しています。（図表Ⅱ－３（２）

－１）

図表Ⅱ－３（２）－１ 
「生涯活躍のまち」構想を推進している主な道内の市町村（平成29年９月現在） 

市町村名 事業名 

函館市 福祉コミュニティエリア整備基本構想 

室蘭市など

６自治体 西いぶり「生涯活躍のまち」構想 

江別市 江別版「生涯活躍のまち」構想 

滝川市 滝川市「生涯活躍のまち」基本計画 

当別町 当別町生涯活躍のまちづくり基本構想 

厚沢部町 持続可能となる素敵な過疎のまちづくりによる生涯活躍のまち構想推進事業 

黒松内町 黒松内版生涯活躍のまちプラン 

沼田町 沼田町農村型コンパクトエコタウン整備基本計画 

鷹栖町 鷹栖町版ＣＣＲＣ事業 

遠別町 「遠別町生涯活躍のまち」基本構想 

猿払村 猿払村生涯活躍のまち構想 

上士幌町 生涯活躍のまち 上士幌創生包括プロジェクト 

                                                                                  
∗ CCRC：「Continuing Care Retirement Community」の略。米国発祥で、仕事をリタイアした人が元気なうちに

地方に移住して活動的に暮らし、介護や医療が必要になっても継続的にケアを受けられる拠点施設のこと。 
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∗ CCRC：「Continuing Care Retirement Community」の略。米国発祥で、仕事をリタイアした人が元気なうちに

地方に移住して活動的に暮らし、介護や医療が必要になっても継続的にケアを受けられる拠点施設のこと。 

第Ⅱ章　シニア層を取り巻く社会的環境の変化

hon.indd   21 2017/12/05   15:51:06



 

 

23 

 

ウ 経済産業省ほか ～次世代ヘルスケア産業協議会～ 

（ア）次世代ヘルスケア産業協議会の取組 

次世代ヘルスケア産業協議会は、健康寿命延伸分野における民間のさまざまな

製品やサービスの実態を把握し、課題や問題点の対応策の検討を行う場として、

平成25年４月、「健康・医療戦略推進本部」の下に設置され、経済産業省が同協

議会の事務局を務めるとともに、関連施策を推進しています。

（イ）生涯現役社会の構築に向けた「アクションプラン」 

次世代ヘルスケア産業協議会では、平成29年４月に、生涯現役社会の構築に向

けた「アクションプラン2017」を策定しました。

同プランでは、下記のように能力と意欲を有する、いわばシニア層の活力を前

提とした新たな産業創出を目指すものであり、「生涯現役社会」の実現に向けた

施策等の検討や環境整備を進めることとしています。

図表Ⅱ－３（２）－５ 生涯現役社会の構築に向けた「アクションプラン2017」の主な内容

（本調査と関連する部分を抜粋） 
  

生涯現役社会の実現に向けた施策等の検討（想定されるテーマ） 

１ まちづくり・コミュニティ・住まいのあり方 

２ 高齢者向けの消費・サービスのあり方 

３ 多職種連携・地域包括ケアのあり方 

４ 企業活動、官民連携のあり方 

５ 政府の役割・制度のあり方 

６ 第４次産業革命・技術革新のインパクト 

「生涯現役社会」の実現に向け重点的に取り組むべき分野の環境整備 

１ 一次予防に着目した環境づくりが課題であることから、健康な製品・サービス

の普及のあり方や、最期まで社会に関わり生活者として暮らし続けることの出来

るまちづくり・コミュニティ等のあり方などについて、次世代ヘルスケア産業協

議会の下で検討を進める。 

 

Ⅱ 地域版協議会を活用し、地域において医療・介護関係者と関係事業者等が連携

して、主に①生活習慣病、②がん、③フレイル・認知症に係る二次予防、三次予

防に着目したヘルスケアサービスの創出を支援し、他地域への展開を目指す。 

※想定されるサービス 

①生活習慣病 

・受診勧奨や特定保健指導等の徹底に資するサービス 

・情報通信技術を活用した通院アクセス等の改善 
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・検診受診の徹底や受動喫煙防止対策の推進に資するサービス 

・緩和ケアの推進、在宅医療・介護体制構築の推進に資するサービス 

③フレイル・認知症 

・就労機会、社会参画機会の創出に資する「仕事付き高齢者向け住宅（仮称）」

やコミュニティづくり等に関するサービス 
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② 地縁組織等多様な主体への協力依頼などの働きかけ 
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④ 目指す地域の姿・方針の共有、意識の統一 
⑤ 生活支援の担い手の養成やサービスの開発（担い手を養成し、組織化し、担い手

を支援活動につなげる機能 ） 
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○ 生活支援コーディネーターによるコーディネート機能 
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第３層 個々の生活支援・介護予防サービスの事業主体で、利用者と提供者をマッチ 

ングする機能  
※生活支援体制整備事業は第１層・第２層の機能を対象 

（参考 介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン（厚生労働省））
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住民活動関連 ・ボランティア活動や地域福祉の推進 

・行政サービスの受け手として、あるいは町内会・自治会、老人

クラブ等、地域互助を支える担い手として、シニアとの関わりが

最も多い（再掲） 

・シニアのボランティア活動の推進等が求められている 

公共施設関連 ・公共施設の利活用に伴うマネジメントの推進 

・施設整備の考え方として、シニアを含めた多世代交流の促進に

係る機能等が求められている 

・公営住宅の整備においては、シニアのライフサポートや多世代

交流等の機能を付加する動きがみられる 

公共交通関連 ・地域住民の足の確保 

・車を持たない（免許を返納）シニアの足の確保が課題であり、

既存資源の活用（通学バス等）や、シニアの介護予防、社会参加

活動の推進と連動した公共交通のあり方を検討することが重要と

なっている 

教育関連 ・学校教育・社会教育の推進 

・シニアを対象とした生涯学習（高齢者大学など）が実施されて

おり、学びだけではなく、担い手として育成することが求められ

ている 
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第Ⅲ章 シニア層の社会参加推進に係る取組実態と課題 

 

１ 庁内部署における「シニア層の社会参加推進」との関わり 

市町村の庁内各部署では、それぞれの施策の成果目標を達成するため、次のようなシ

ニア層の社会参加の推進に関わる取組を行っています。（図表Ⅲ－１） 

なお、高齢者介護・福祉部署だけではなく、企画・産業振興・教育等の関連部署が全

庁横断的に取り組むことで、総体的な事業成果を高めることが重要です。

 

図表Ⅲ－１ 庁内部署におけるシニア層の社会参加の推進との関わり 

庁内部署 主な役割とシニア層の社会参加の推進との関わり 

企画関連 ・総合計画や総合戦略等に位置付けた施策の着実な推進 

・「シニア層の社会参加のまちづくり」を総合計画等に位置付け

し、庁内関連部署の統括あるいは部署間連携の調整役として施策

の推進が期待される 

保健関連 ・住民の健康づくりの推進 

・高齢者の健康づくりだけではなく、社会参加や居場所づくり

等、心の健康づくりの取組が重要視されている 

高齢者介護・福

祉関連 

・高齢者の健康づくり・介護予防、医療・介護体制の推進 

・行政サービスの受け手として、あるいは町内会・自治会、老人

クラブ等、地域互助を支える担い手として、シニアとの関わりが

最も多い 

・高齢者の介護予防や日常生活支援において、シニアが担い手と

して活躍する地域づくりが求められている 

子ども・子育て

関連 

・子ども・子育て支援体制の整備 

・三世代世帯が減少する中、ファミリーサポートセンターの協力

会員や、若い母親の子育てサポートとして、シニアがボランティ

アとして関わることなどが期待されている 

・一部のシルバー人材センターでは、会員による乳幼児の世話や

保育施設への送迎などの育児支援等を行う「子育て支援事業」を

実施している 

産業振興関連 ・地域経済や産業振興の推進 

・地域の担い手が減少する中、意欲のあるシニア層の就労促進が

重要である。特に、多くの自治体の基幹産業である農林水産業を

はじめ、食品産業、観光産業、あるいは介護産業など、シニアの

担い手なしで成り立たない状況となっている 

・一般就労、起業、生きがい就労等をシニアの多様なニーズに応

じた働き方の提案が求められている 

１．   シニア層の社会参加推進に係る取組実態と課題 第Ⅲ章
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(2) 元気な高齢者等のスムーズな地域活動参加に向けた取組状況 

シニア層の退職後を見据えた地域活動の促進に向けて、退職予定者あるいはアクテ

ィブシニアを対象とした早期のアプローチが重要ですが、こうした取組の実施状況に

ついては、「実施している」と回答した市町村が41.0％となっています。（図表Ⅲ－

２（２）－１） 

自由回答では、高齢者大学、高齢者クラブ、シルバー人材センター（高齢者事業

団）、介護予防に関する事業などが多く、各事業の参加対象を幅広いシニア層に設定

しているという意味合いから「実施している」と回答しており、退職予定者などをタ

ーゲットに、地域活動参加を積極的に促進する取組は少ないと考えられます。 

 
図表Ⅲ－２（２）－１  
元気な高齢者等のスムーズな地域活動参加に向けた取組状況（単数回答） 

 
図表Ⅲ－２（２）－２  

（人口規模別）元気な高齢者等のスムーズな地域活動参加に向けた取組状況（単数回答） 

 

 

(3) シニア層の社会参加の推進について近年、特に力を入れている分野 

「生涯学習に関すること」と回答した市町村が47.2％と最も多く、次いで「健康づ

くりに関すること」が46.5％、「高齢者や障がい者等の生活支援や見守りに関するこ

と」が36.8％、「町内会等を通じた地域活動に関すること」が20.1％の順となっていま

す。（図表Ⅲ－２（３）－１） 
自由回答では、「生涯学習に関すること」については高齢者大学が特に多く、「健

                                                                                  
 アクティブシニア：団塊世代を中心に、自分なりの価値観をもつ元気な世代であり、年齢に関係なく仕事や趣

味に非常に意欲的で、社会に対してもアクティブに行動するシニア 

41.0%

2.8%

18.1%

36.8%

1.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

実施している

今後実施を予定している

検討している

実施していない

今後も実施する予定はない

実施している
今後実施を予
定している

検討してい
る

検討してい
ない

今後も実施する
予定はない

全体(n=144) 41.0% 2.8% 18.1% 36.8% 1.4%

2千人未満（n=11） 9.1% 0.0% 0.0% 81.8% 9.1%

2千人～５千人未満（n=44） 27.3% 2.3% 27.3% 40.9% 2.3%

5千人～1万人未満（n=39） 51.3% 0.0% 17.9% 30.8% 0.0%

1万人～3万人未満（n=31） 45.2% 0.0% 22.6% 32.3% 0.0%

3万人～5万人未満（n=5） 40.0% 40.0% 0.0% 20.0% 0.0%

5万人～10万人未満（n=7） 71.4% 14.3% 0.0% 14.3% 0.0%

10万人以上(n=7) 71.4% 0.0% 0.0% 28.6% 0.0%
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２ 道内市町村の取組実態と課題（アンケート調査結果） 

※回答率：80.4%（179市町村中、144市町村の回答） 

 

(1) シニア層の社会参加の推進についての政策的位置付け 

シニア層の社会参加の推進についての政策的位置付けについては、「総合計画に位

置付けている」と回答した市町村が53.5％と最も多く、次いで「まち・ひと・しごと

創生総合戦略に位置付けている」が34.0％、「分野別の計画に位置付けている」が27.
1％の順となっています。（図表Ⅲ－２（１）－１） 

自由回答では、分野別の計画として、高齢者保健福祉計画や介護保険事業計画が特

に多く、その他では地域福祉計画や社会教育計画などがあります。        

 

図表Ⅲ－２（１）－１ シニア層の社会参加推進の政策的位置付け（複数回答） 

  

 
図表Ⅲ－２（１）－２ （人口規模別）シニア層の社会参加推進の政策的位置付け（複数回答） 
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その他

全体(n=144) 53.5% 34.0% 27.1% 12.5% 29.2% 2.8%

2千人未満（n=11） 9.1% 9.1% 0.0% 0.0% 81.8% 0.0%

2千人～５千人未満（n=44） 34.1% 25.0% 13.6% 6.8% 45.5% 2.3%

5千人～1万人未満（n=39） 64.1% 41.0% 23.1% 15.4% 23.1% 2.6%

1万人～3万人未満（n=31） 64.5% 35.5% 38.7% 9.7% 12.9% 3.2%

3万人～5万人未満（n=5） 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% 0.0%

5万人～10万人未満（n=7） 71.4% 28.6% 57.1% 28.6% 0.0% 0.0%

10万人以上(n=7) 100.0% 71.4% 85.7% 42.9% 0.0% 14.3%
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(4) シニア層の社会参加を推進するために行っていること 

「シニア層が自主的に地域で活動するための支援を行っている」と回答した市町村

が38.9％と最も多く、次いで「シニア層が社会参加するための機会創出や情報発信を

積極的に行っている」が27.1％、「シニア層の社会参加を推進する民間の組織・団体

と連携している」が20.1％の順となっています。前述の回答から町内会や高齢者クラ

ブ、高齢者大学、シルバー人材センター等の取組との関連性が強いものと考えられま

す。 
一方、「シニア層の社会参加を推進するため、自治体内の各部署間の横断的連携を

行っている」は5.6％と、庁内の推進体制の構築が進んでいない状況です。（図表Ⅲ－

２（４）－１） 

図表Ⅲ－２（４）－１ シニア層の社会参加を推進するために行っていること（複数回答） 

  

図表Ⅲ－２（４）－２  

（人口規模別）シニア層の社会参加を推進するために行っていること（複数回答） 
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全体(n=144) 27.1% 17.4% 38.9% 3.5% 20.1% 18.8% 5.6% 1.4%

2千人未満（n=11） 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 18.2% 9.1% 0.0%

2千人～５千人未満（n=44） 18.2% 9.1% 25.0% 2.3% 18.2% 15.9% 2.3% 0.0%

5千人～1万人未満（n=39） 30.8% 15.4% 41.0% 7.7% 20.5% 23.1% 2.6% 0.0%

1万人～3万人未満（n=31） 38.7% 22.6% 61.3% 0.0% 19.4% 16.1% 0.0% 3.2%

3万人～5万人未満（n=5） 40.0% 0.0% 20.0% 0.0% 80.0% 20.0% 40.0% 0.0%

5万人～10万人未満（n=7） 28.6% 42.9% 71.4% 14.3% 14.3% 42.9% 28.6% 14.3%

10万人以上(n=7) 28.6% 71.4% 57.1% 0.0% 28.6% 0.0% 14.3% 0.0%
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康づくりに関すること」については介護保険制度等に基づく事業の回答が多くなって

います。また、「高齢者や障がい者等の生活支援や見守りに関すること」については、

シニア層を対象とした高齢者福祉サービスとしての回答が多く、シニア層が担い手と

なった取組は少ないと考えられます。 
市町村による代表的な取組としては、生涯学習は高齢者大学や高齢者クラブ、健康

づくりや介護予防、生活支援は国民健康保険や介護保険制度等に基づく事業があげら

れます。また、地域の見守りには民生委員活動や町内会・自治会活動があげられます。 
ほとんどの市町村では、高齢者数が増加しているにもかかわらず、老人クラブや町

内会の会員数は減少傾向にあり、シニアが多く占める民生委員についても、新たな担

い手の確保が課題となっており、従来とは違ったシニアの社会活動促進の取組が求め

られます。 

 
図表Ⅲ－２（３）－１  
シニア層の社会参加推進について近年、特に力を入れている分野（複数回答） 

  

図表Ⅲ－２（３）－２ 

（人口規模別）シニア層の社会参加推進について近年、特に力を入れている分野（複数回答） 
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全体(n=144) 47.2% 36.8% 4.2% 20.1% 2.1% 8.3% 46.5% 6.9% 9.7% 1.4%

2千人未満（n=11） 9.1% 18.2% 0.0% 0.0% 0.0% 9.1% 18.2% 9.1% 9.1% 0.0%

2千人～５千人未満（n=44） 38.6% 38.6% 6.8% 13.6% 0.0% 6.8% 34.1% 6.8% 9.1% 2.3%

5千人～1万人未満（n=39） 53.8% 35.9% 7.7% 20.5% 5.1% 10.3% 53.8% 7.7% 10.3% 0.0%

1万人～3万人未満（n=31） 64.5% 41.9% 0.0% 29.0% 3.2% 6.5% 54.8% 3.2% 6.5% 3.2%

3万人～5万人未満（n=5） 20.0% 60.0% 0.0% 40.0% 0.0% 20.0% 60.0% 0.0% 0.0% 0.0%

5万人～10万人未満（n=7） 57.1% 14.3% 0.0% 42.9% 0.0% 0.0% 71.4% 0.0% 28.6% 0.0%

10万人以上(n=7) 57.1% 42.9% 0.0% 14.3% 0.0% 14.3% 57.1% 28.6% 14.3% 0.0%
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(4) シニア層の社会参加を推進するために行っていること 

「シニア層が自主的に地域で活動するための支援を行っている」と回答した市町村

が38.9％と最も多く、次いで「シニア層が社会参加するための機会創出や情報発信を

積極的に行っている」が27.1％、「シニア層の社会参加を推進する民間の組織・団体

と連携している」が20.1％の順となっています。前述の回答から町内会や高齢者クラ

ブ、高齢者大学、シルバー人材センター等の取組との関連性が強いものと考えられま

す。 
一方、「シニア層の社会参加を推進するため、自治体内の各部署間の横断的連携を

行っている」は5.6％と、庁内の推進体制の構築が進んでいない状況です。（図表Ⅲ－

２（４）－１） 

図表Ⅲ－２（４）－１ シニア層の社会参加を推進するために行っていること（複数回答） 

  

図表Ⅲ－２（４）－２  

（人口規模別）シニア層の社会参加を推進するために行っていること（複数回答） 

 

27.1%

17.4%

38.9%

3.5%

20.1%

18.8%

0.0%

5.6%

1.4%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

シニア層が社会参加するための機会創出や

情報発信を積極的に行っている

シニア層が地域の担い手となるための

人材育成を行っている

シニア層が自主的に地域で活動するための

支援を行っている

地域特性（社会資源、観光資源など）を

活かした取組を行っている

シニア層の社会参加を推進する

民間の組織・団体と連携している

参加対象をシニア層に限定せずに

多世代を巻き込む工夫をしている

自治体内にシニア層の社会参加の推進に

特化した部署を設置している

シニア層の社会参加を推進するため、

自治体内の各部署間の横断的連携を行っている

シニア層の社会参加を推進するため、

自治体内の人員を確保している

その他

シニア層が
社会参加す
るための機
会創出や
情報発信を
積極的に
行っている

シニア層が
地域の担い
手となるた
めの人材育
成を行って
いる

シニア層が
地域で活動
するための
支援を行っ
ている

地域特性
（社会資
源、観光資
源など）を
活かした取
組を行って
いる

シニア層の
社会参加を
推進する民
間の組織・
団体と連携
している

参加対象を
シニア層に
限定せずに
多世代を巻
き込む工夫
をしている

シニア層の
社会参加を
推進するた
め、自治体
内の各部
署間の横
断的連携を
行っている

シニア層の
社会参加を
推進するた
め、自治体
内の人員を
確保してい
る

全体(n=144) 27.1% 17.4% 38.9% 3.5% 20.1% 18.8% 5.6% 1.4%

2千人未満（n=11） 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 18.2% 9.1% 0.0%

2千人～５千人未満（n=44） 18.2% 9.1% 25.0% 2.3% 18.2% 15.9% 2.3% 0.0%

5千人～1万人未満（n=39） 30.8% 15.4% 41.0% 7.7% 20.5% 23.1% 2.6% 0.0%

1万人～3万人未満（n=31） 38.7% 22.6% 61.3% 0.0% 19.4% 16.1% 0.0% 3.2%

3万人～5万人未満（n=5） 40.0% 0.0% 20.0% 0.0% 80.0% 20.0% 40.0% 0.0%

5万人～10万人未満（n=7） 28.6% 42.9% 71.4% 14.3% 14.3% 42.9% 28.6% 14.3%

10万人以上(n=7) 28.6% 71.4% 57.1% 0.0% 28.6% 0.0% 14.3% 0.0%
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康づくりに関すること」については介護保険制度等に基づく事業の回答が多くなって

います。また、「高齢者や障がい者等の生活支援や見守りに関すること」については、

シニア層を対象とした高齢者福祉サービスとしての回答が多く、シニア層が担い手と

なった取組は少ないと考えられます。 
市町村による代表的な取組としては、生涯学習は高齢者大学や高齢者クラブ、健康

づくりや介護予防、生活支援は国民健康保険や介護保険制度等に基づく事業があげら

れます。また、地域の見守りには民生委員活動や町内会・自治会活動があげられます。 
ほとんどの市町村では、高齢者数が増加しているにもかかわらず、老人クラブや町

内会の会員数は減少傾向にあり、シニアが多く占める民生委員についても、新たな担

い手の確保が課題となっており、従来とは違ったシニアの社会活動促進の取組が求め

られます。 

 
図表Ⅲ－２（３）－１  
シニア層の社会参加推進について近年、特に力を入れている分野（複数回答） 

  

図表Ⅲ－２（３）－２ 

（人口規模別）シニア層の社会参加推進について近年、特に力を入れている分野（複数回答） 

 

47.2%

36.8%

4.2%

20.1%

2.1%

8.3%

46.5%

6.9%

9.7%

1.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

生涯学習に関すること

高齢者や障がい者等の生活支援や

見守りに関すること

子育て支援に関すること

町内会等を通じた地域活動に関すること

観光まちづくり（ボランティアガイドの育成等）

活動に関すること

就業・起業の支援（いきがい就労の取り組み）に関す

ること

健康づくりに関すること

スポーツ活動に関すること

多世代交流に関すること

その他

生涯学習
に関するこ
と

高齢者や
障がい者
等の生活
支援や見
守りに関
すること

子育て支
援に関す
ること

町内会等
を通じた地
域活動に
関すること

観光まち
づくり（ボラ
ンティアガ
イドの育成
等）活動に
関すること

就業・起業
の支援（い
きがい就
労の取り
組み）に関
すること

健康づくり
に関するこ
と

スポーツ
活動に関
すること

多世代交
流に関す
ること

その他

全体(n=144) 47.2% 36.8% 4.2% 20.1% 2.1% 8.3% 46.5% 6.9% 9.7% 1.4%

2千人未満（n=11） 9.1% 18.2% 0.0% 0.0% 0.0% 9.1% 18.2% 9.1% 9.1% 0.0%

2千人～５千人未満（n=44） 38.6% 38.6% 6.8% 13.6% 0.0% 6.8% 34.1% 6.8% 9.1% 2.3%

5千人～1万人未満（n=39） 53.8% 35.9% 7.7% 20.5% 5.1% 10.3% 53.8% 7.7% 10.3% 0.0%

1万人～3万人未満（n=31） 64.5% 41.9% 0.0% 29.0% 3.2% 6.5% 54.8% 3.2% 6.5% 3.2%

3万人～5万人未満（n=5） 20.0% 60.0% 0.0% 40.0% 0.0% 20.0% 60.0% 0.0% 0.0% 0.0%

5万人～10万人未満（n=7） 57.1% 14.3% 0.0% 42.9% 0.0% 0.0% 71.4% 0.0% 28.6% 0.0%

10万人以上(n=7) 57.1% 42.9% 0.0% 14.3% 0.0% 14.3% 57.1% 28.6% 14.3% 0.0%
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図表Ⅲ－２（５）－４ 
（人口規模別）シニア層の社会参加推進に向けた課題（シニア個人に関すること）（複数回答） 

 
 

ウ 団体に関すること 

「団体に関すること」としては、「取組を推進するキーマン（個人）がいない」

が34.7%と最も多く、次いで「シニア層が中心となった民間の組織・団体や個人の活

動が乏しい」が33.3%、「取組を推進するための人材育成が十分に行われていない」

が28.5%の順となっています。（図表Ⅲ－２（５）－５） 
 

図表Ⅲ－２（５）－５  
シニア層の社会参加推進に向けた課題（団体に関すること）（複数回答） 

 

 
図表Ⅲ－２（５）－６  

（人口規模別）シニア層の社会参加推進に向けた課題(団体に関すること) (複数回答) 

 
  

シニア層の社
会参加意識が
低い

取組に参加す
るための機会
や情報発信が
乏しい

全体(n=144) 34.0% 51.4%

2千人未満（n=11） 45.5% 45.5%

2千人～５千人未満（n=44） 40.9% 63.6%

5千人～1万人未満（n=39） 33.3% 41.0%

1万人～3万人未満（n=31） 19.4% 48.4%

3万人～5万人未満（n=5） 40.0% 0.0%

5万人～10万人未満（n=7） 14.3% 71.4%

10万人以上(n=7) 57.1% 71.4%

33.3%

28.5%

16.7%

34.7%

20.8%

0% 10% 20% 30% 40%

シニア層が中心となった民間の組織・団体や個人の活動が乏しい

取組を推進するための人材育成が十分に行われていない

人材育成後に地域で活躍する場が十分に用意されていない

取組を推進するキーマン（個人）がいない

無回答

シニア層が中
心となった民
間の組織・団
体や個人の活
動が乏しい

取組を推進す
るための人材
育成が十分に
行われていな
い

人材育成後に
地域で活躍す
る場が十分に
用意されてい
ない

取組を推進す
るキーマン（個
人）がいない

全体(n=144) 33.3% 28.5% 16.7% 34.7%

2千人未満（n=11） 54.5% 18.2% 18.2% 36.4%

2千人～５千人未満（n=44） 43.2% 27.3% 15.9% 45.5%

5千人～1万人未満（n=39） 35.9% 30.8% 17.9% 20.5%

1万人～3万人未満（n=31） 12.9% 22.6% 19.4% 25.8%

3万人～5万人未満（n=5） 0.0% 40.0% 0.0% 40.0%

5万人～10万人未満（n=7） 14.3% 28.6% 28.6% 57.1%

10万人以上(n=7) 57.1% 57.1% 0.0% 57.1%
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(5) シニア層の社会参加の推進に向けた課題 

ア 自治体に関すること 

「自治体に関すること」としては、「シニア層の社会参加を推進するための手

法・ノウハウが分からない」と回答した市町村が36.1％と最も多く、次いで「自治

体内にシニアの活動支援に特化した部署がない」が28.5％、「自治体内の人員が十

分に確保されていない」が27.1％と、自治体の推進体制に関する項目があげられて

います。（図表Ⅲ－２（５）－１） 
 

図表Ⅲ－２（５）－１  

シニア層の社会参加推進に向けた課題（自治体に関すること）（複数回答） 

 
図表Ⅲ－２（５）－２  
（人口規模別）シニア層の社会参加推進に向けた課題（自治体に関すること）（複数回答） 

 
 

イ シニア個人に関すること 

「シニア個人に関すること」としては、「取組に参加するための機会や情報発信

が乏しい」が51.4％、「シニア層の社会参加意識が低い」が34.0％の順となっていま

す。（図表Ⅲ－２（５）－３） 

 
図表Ⅲ－２（５）－３  
シニア層の社会参加推進に向けた課題（シニア個人に関すること）（複数回答） 

 
  

  

36.1%

16.0%

13.2%

27.1%

18.1%

28.5%

16.7%

13.9%

0% 10% 20% 30% 40%

シニア層の社会参加を推進するための

手法・ノウハウが分からない

自治体と民間の連携が十分に取れていない

シニア層の活動が重点的な施策として

位置付けられていない

自治体内の人員が十分に確保されていない

シニア層の社会参加を推進するための予算措置が難しい

自治体内にシニアの活動支援に特化した部署がない

自治体内の各部署間の横断的連携が取れていない

無回答

シニア層の社
会参加を推進
するための手
法・ノウハウが
分からない

自治体と民間
の連携が十分
にとれていな
い

シニア層の活
動が重点的な
施策として位
置づけられて
いない

自治体内の人
員が十分に確
保されていな
い

シニア層の社
会参加を推進
するための予
算措置が難し
い

自治体内にシ
ニアの活動支
援に特化した
部署がない

自治体内の各
部署間の横断
的連携がとれ
ていない

全体(n=144) 36.1% 16.0% 13.2% 27.1% 18.1% 28.5% 16.7%

2千人未満（n=11） 27.3% 0.0% 18.2% 36.4% 9.1% 36.4% 18.2%

2千人～５千人未満（n=44） 40.9% 13.6% 18.2% 34.1% 20.5% 31.8% 13.6%

5千人～1万人未満（n=39） 38.5% 17.9% 12.8% 23.1% 7.7% 15.4% 20.5%

1万人～3万人未満（n=31） 22.6% 16.1% 6.5% 25.8% 25.8% 35.5% 9.7%

3万人～5万人未満（n=5） 20.0% 20.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 20.0%

5万人～10万人未満（n=7） 42.9% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 28.6% 14.3%

10万人以上(n=7) 71.4% 42.9% 14.3% 28.6% 42.9% 57.1% 42.9%

34.0%

51.4%

27.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

シニア層の社会参加意識が低い

取組に参加するための機会や情報発信が乏しい

無回答

第Ⅲ章　シニア層の社会参加推進に係る取組実態と課題

hon.indd   30 2017/12/14   15:38:38



 

 

31 

 

図表Ⅲ－２（５）－４ 
（人口規模別）シニア層の社会参加推進に向けた課題（シニア個人に関すること）（複数回答） 

 
 

ウ 団体に関すること 

「団体に関すること」としては、「取組を推進するキーマン（個人）がいない」

が34.7%と最も多く、次いで「シニア層が中心となった民間の組織・団体や個人の活

動が乏しい」が33.3%、「取組を推進するための人材育成が十分に行われていない」

が28.5%の順となっています。（図表Ⅲ－２（５）－５） 
 

図表Ⅲ－２（５）－５  
シニア層の社会参加推進に向けた課題（団体に関すること）（複数回答） 

 

 
図表Ⅲ－２（５）－６  

（人口規模別）シニア層の社会参加推進に向けた課題(団体に関すること) (複数回答) 

 
  

シニア層の社
会参加意識が
低い

取組に参加す
るための機会
や情報発信が
乏しい

全体(n=144) 34.0% 51.4%

2千人未満（n=11） 45.5% 45.5%

2千人～５千人未満（n=44） 40.9% 63.6%

5千人～1万人未満（n=39） 33.3% 41.0%

1万人～3万人未満（n=31） 19.4% 48.4%

3万人～5万人未満（n=5） 40.0% 0.0%

5万人～10万人未満（n=7） 14.3% 71.4%

10万人以上(n=7) 57.1% 71.4%

33.3%

28.5%

16.7%

34.7%

20.8%

0% 10% 20% 30% 40%

シニア層が中心となった民間の組織・団体や個人の活動が乏しい

取組を推進するための人材育成が十分に行われていない

人材育成後に地域で活躍する場が十分に用意されていない

取組を推進するキーマン（個人）がいない

無回答

シニア層が中
心となった民
間の組織・団
体や個人の活
動が乏しい

取組を推進す
るための人材
育成が十分に
行われていな
い

人材育成後に
地域で活躍す
る場が十分に
用意されてい
ない

取組を推進す
るキーマン（個
人）がいない

全体(n=144) 33.3% 28.5% 16.7% 34.7%

2千人未満（n=11） 54.5% 18.2% 18.2% 36.4%

2千人～５千人未満（n=44） 43.2% 27.3% 15.9% 45.5%

5千人～1万人未満（n=39） 35.9% 30.8% 17.9% 20.5%

1万人～3万人未満（n=31） 12.9% 22.6% 19.4% 25.8%

3万人～5万人未満（n=5） 0.0% 40.0% 0.0% 40.0%

5万人～10万人未満（n=7） 14.3% 28.6% 28.6% 57.1%

10万人以上(n=7) 57.1% 57.1% 0.0% 57.1%
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(5) シニア層の社会参加の推進に向けた課題 

ア 自治体に関すること 

「自治体に関すること」としては、「シニア層の社会参加を推進するための手

法・ノウハウが分からない」と回答した市町村が36.1％と最も多く、次いで「自治

体内にシニアの活動支援に特化した部署がない」が28.5％、「自治体内の人員が十

分に確保されていない」が27.1％と、自治体の推進体制に関する項目があげられて

います。（図表Ⅲ－２（５）－１） 
 

図表Ⅲ－２（５）－１  

シニア層の社会参加推進に向けた課題（自治体に関すること）（複数回答） 

 
図表Ⅲ－２（５）－２  
（人口規模別）シニア層の社会参加推進に向けた課題（自治体に関すること）（複数回答） 

 
 

イ シニア個人に関すること 

「シニア個人に関すること」としては、「取組に参加するための機会や情報発信

が乏しい」が51.4％、「シニア層の社会参加意識が低い」が34.0％の順となっていま

す。（図表Ⅲ－２（５）－３） 

 
図表Ⅲ－２（５）－３  
シニア層の社会参加推進に向けた課題（シニア個人に関すること）（複数回答） 

 
  

  

36.1%

16.0%

13.2%

27.1%

18.1%

28.5%

16.7%

13.9%

0% 10% 20% 30% 40%

シニア層の社会参加を推進するための

手法・ノウハウが分からない

自治体と民間の連携が十分に取れていない

シニア層の活動が重点的な施策として

位置付けられていない

自治体内の人員が十分に確保されていない

シニア層の社会参加を推進するための予算措置が難しい

自治体内にシニアの活動支援に特化した部署がない

自治体内の各部署間の横断的連携が取れていない

無回答

シニア層の社
会参加を推進
するための手
法・ノウハウが
分からない

自治体と民間
の連携が十分
にとれていな
い

シニア層の活
動が重点的な
施策として位
置づけられて
いない

自治体内の人
員が十分に確
保されていな
い

シニア層の社
会参加を推進
するための予
算措置が難し
い

自治体内にシ
ニアの活動支
援に特化した
部署がない

自治体内の各
部署間の横断
的連携がとれ
ていない

全体(n=144) 36.1% 16.0% 13.2% 27.1% 18.1% 28.5% 16.7%

2千人未満（n=11） 27.3% 0.0% 18.2% 36.4% 9.1% 36.4% 18.2%

2千人～５千人未満（n=44） 40.9% 13.6% 18.2% 34.1% 20.5% 31.8% 13.6%

5千人～1万人未満（n=39） 38.5% 17.9% 12.8% 23.1% 7.7% 15.4% 20.5%

1万人～3万人未満（n=31） 22.6% 16.1% 6.5% 25.8% 25.8% 35.5% 9.7%

3万人～5万人未満（n=5） 20.0% 20.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 20.0%

5万人～10万人未満（n=7） 42.9% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 28.6% 14.3%

10万人以上(n=7) 71.4% 42.9% 14.3% 28.6% 42.9% 57.1% 42.9%

34.0%

51.4%

27.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

シニア層の社会参加意識が低い

取組に参加するための機会や情報発信が乏しい

無回答
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 図表Ⅲ－２（６）－３ 住民が日々の健康状態を把握するための取組（単数回答） 

  
 

図表Ⅲ－２（６）－４  
（人口規模別）住民が日々の健康状態を把握するための取組（単数回答） 

 
 

（ウ）健康ポイント制度の導入等、住民の健康づくりのモチベーションを高める取組 

「実施している」と回答した市町村が27.8%となっています。（図表Ⅲ－２（６）

－５） 
自由回答では、北海道が実施している「北海道健康マイレージ事業」に参加す

る自治体と、独自に実施している自治体があります。 
独自に実施している自治体では、各種健康づくりや介護予防に関する事業、介

護ボランティアへの参加に対して住民にポイントを付与する取組が多くみられま

す。 

 
図表Ⅲ－２（６）－５  
健康ポイント制度の導入等、住民の健康づくりのモチベーションを高める取組（単数回答） 

 
  

実施して

いる

53.5%

実施予定

1.4%

検討中

17.4%

実施予定は

ない

27.8%

実施している 実施予定 検討中 実施予定はない

全体(n=144) 53.5% 1.4% 17.4% 27.8%

2千人未満（n=11） 45.5% 0.0% 18.2% 36.4%

2千人～５千人未満（n=44） 47.7% 0.0% 15.9% 36.4%

5千人～1万人未満（n=39） 56.4% 0.0% 23.1% 20.5%

1万人～3万人未満（n=31） 61.3% 0.0% 9.7% 29.0%

3万人～5万人未満（n=5） 40.0% 0.0% 60.0% 0.0%

5万人～10万人未満（n=7） 28.6% 28.6% 14.3% 28.6%

10万人以上(n=7) 85.7% 0.0% 0.0% 14.3%

実施して

いる

27.8%

実施予定

3.5%検討中

25.0%

実施予定は

ない

43.8%
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(6) シニア層の健康づくりに向けた取組状況と課題 

ア 地域住民の健康づくりを推進する各種取組状況 

（ア）特定健診の受診勧奨に関する施設等との連携 

特定健診の受診率向上に向けた地域における医療機関、郵便局、公民館、薬局、

ジム、カフェ等との連携状況については、「実施している」と回答した市町村が5
0.7%と、半数以上を占めています。（図表Ⅲ－２（６）－１） 
自由回答では、医療機関や公民館等の施設でのポスター掲示や、医療機関、医

師会による受診勧奨等が多くなっていますが、農協や漁協、シルバー人材センタ

ーなどの地域の団体と連携している事例や、金融機関と連携し健診受診に応じて

定期預金の金利がプラスされる仕組みを導入している自治体もあります。 
 

 図表Ⅲ－２（６）－１ 特定健診の受診勧奨に関する施設等との連携（単数回答） 

    
図表Ⅲ－２（６）－２（人口規模別）特定健診の受診勧奨に関する施設等との連携（単数回答） 

 
 

 

（イ）住民が日々の健康状態を把握するための取組 

（歩数計や活動量計の配布、施設等における計測機器の設置など） 

「実施している」と回答した市町村が53.5%と、半数以上を占めています。（図

表Ⅲ－２（６）－３） 
自由回答では、庁舎や公民館等に血圧計等の計測機器、ウォーキングマシン等

の運動機器を設置している事例のほか、ウォーキング事業と連動した事業などが

多くなっています。 
例えば、釧路市では、市民の利用状況や運動量等を電子化し、運動指導員が個

人の状況に応じて指導できるシステムを導入しています。 

実施して

いる

50.7%

実施予定

0.7%

検討中

16.7%

実施予定は

ない

31.9%

実施している 実施予定 検討中 実施予定はない

全体(n=144) 50.7% 0.7% 16.7% 31.9%

2千人未満（n=11） 45.5% 0.0% 9.1% 45.5%

2千人～５千人未満（n=44） 38.6% 2.3% 22.7% 36.4%

5千人～1万人未満（n=39） 53.8% 0.0% 20.5% 25.6%

1万人～3万人未満（n=31） 74.2% 0.0% 6.5% 19.4%

3万人～5万人未満（n=5） 20.0% 0.0% 20.0% 60.0%

5万人～10万人未満（n=7） 57.1% 0.0% 14.3% 28.6%

10万人以上(n=7) 28.6% 0.0% 14.3% 57.1%
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 図表Ⅲ－２（６）－３ 住民が日々の健康状態を把握するための取組（単数回答） 

   
 

図表Ⅲ－２（６）－４  
（人口規模別）住民が日々の健康状態を把握するための取組（単数回答） 

 
 

（ウ）健康ポイント制度の導入等、住民の健康づくりのモチベーションを高める取組 

「実施している」と回答した市町村が27.8%となっています。（図表Ⅲ－２（６）

－５） 
自由回答では、北海道が実施している「北海道健康マイレージ事業」に参加す

る自治体と、独自に実施している自治体があります。 
独自に実施している自治体では、各種健康づくりや介護予防に関する事業、介

護ボランティアへの参加に対して住民にポイントを付与する取組が多くみられま

す。 

 
図表Ⅲ－２（６）－５  
健康ポイント制度の導入等、住民の健康づくりのモチベーションを高める取組（単数回答） 

  
  

実施して

いる

53.5%

実施予定

1.4%

検討中

17.4%

実施予定は

ない

27.8%

実施している 実施予定 検討中 実施予定はない

全体(n=144) 53.5% 1.4% 17.4% 27.8%

2千人未満（n=11） 45.5% 0.0% 18.2% 36.4%

2千人～５千人未満（n=44） 47.7% 0.0% 15.9% 36.4%

5千人～1万人未満（n=39） 56.4% 0.0% 23.1% 20.5%

1万人～3万人未満（n=31） 61.3% 0.0% 9.7% 29.0%

3万人～5万人未満（n=5） 40.0% 0.0% 60.0% 0.0%

5万人～10万人未満（n=7） 28.6% 28.6% 14.3% 28.6%

10万人以上(n=7) 85.7% 0.0% 0.0% 14.3%

実施して

いる

27.8%

実施予定

3.5%検討中

25.0%

実施予定は

ない

43.8%
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(6) シニア層の健康づくりに向けた取組状況と課題 

ア 地域住民の健康づくりを推進する各種取組状況 

（ア）特定健診の受診勧奨に関する施設等との連携 

特定健診の受診率向上に向けた地域における医療機関、郵便局、公民館、薬局、

ジム、カフェ等との連携状況については、「実施している」と回答した市町村が5
0.7%と、半数以上を占めています。（図表Ⅲ－２（６）－１） 

自由回答では、医療機関や公民館等の施設でのポスター掲示や、医療機関、医

師会による受診勧奨等が多くなっていますが、農協や漁協、シルバー人材センタ

ーなどの地域の団体と連携している事例や、金融機関と連携し健診受診に応じて

定期預金の金利がプラスされる仕組みを導入している自治体もあります。 
 

 図表Ⅲ－２（６）－１ 特定健診の受診勧奨に関する施設等との連携（単数回答） 

    
図表Ⅲ－２（６）－２（人口規模別）特定健診の受診勧奨に関する施設等との連携（単数回答） 

 
 

 

（イ）住民が日々の健康状態を把握するための取組 

（歩数計や活動量計の配布、施設等における計測機器の設置など） 

「実施している」と回答した市町村が53.5%と、半数以上を占めています。（図

表Ⅲ－２（６）－３） 
自由回答では、庁舎や公民館等に血圧計等の計測機器、ウォーキングマシン等

の運動機器を設置している事例のほか、ウォーキング事業と連動した事業などが

多くなっています。 
例えば、釧路市では、市民の利用状況や運動量等を電子化し、運動指導員が個

人の状況に応じて指導できるシステムを導入しています。 

実施して

いる

50.7%

実施予定

0.7%

検討中

16.7%

実施予定は

ない

31.9%

実施している 実施予定 検討中 実施予定はない

全体(n=144) 50.7% 0.7% 16.7% 31.9%

2千人未満（n=11） 45.5% 0.0% 9.1% 45.5%

2千人～５千人未満（n=44） 38.6% 2.3% 22.7% 36.4%

5千人～1万人未満（n=39） 53.8% 0.0% 20.5% 25.6%

1万人～3万人未満（n=31） 74.2% 0.0% 6.5% 19.4%

3万人～5万人未満（n=5） 20.0% 0.0% 20.0% 60.0%

5万人～10万人未満（n=7） 57.1% 0.0% 14.3% 28.6%

10万人以上(n=7) 28.6% 0.0% 14.3% 57.1%
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（オ）健康推進員や食生活改善推進員等、地域で健康づくりを推進する人材育成や活

動の推進 

「実施している」と回答した市町村が58.3%と、半数以上を占めています。（図

表Ⅲ－２（６）－９） 

 
図表Ⅲ－２（６）－９ 地域で健康づくりを推進する人材育成や活動の推進（単数回答） 

   
 
図表Ⅲ－２（６）－10  
（人口規模別）地域で健康づくりを推進する人材育成や活動の推進（単数回答） 

 
 

イ 住民の健康づくりを推進する施策の実施体制に係る課題 

「健康づくりを推進するためのマンパワーが不足している」と回答した市町村が

 67.4％と最も多く、次いで「プログラム等を提供する民間事業者・団体が不足し

ている」が33.3％となっています。（図表Ⅲ－２（６）－11） 

 
図表Ⅲ－２（６）－11 住民の健康づくりを推進する施策の実施体制に係る課題（複数回答） 

 

実施して

いる

58.3%

実施予定

1.4%

検討中

14.6%

実施予定は

ない

25.7%

実施している 実施予定 検討中 実施予定はない

全体(n=144) 58.3% 1.4% 14.6% 25.7%

2千人未満（n=11） 27.3% 0.0% 9.1% 63.6%

2千人～５千人未満（n=44） 47.7% 2.3% 15.9% 34.1%

5千人～1万人未満（n=39） 66.7% 2.6% 12.8% 17.9%

1万人～3万人未満（n=31） 64.5% 0.0% 12.9% 22.6%

3万人～5万人未満（n=5） 40.0% 0.0% 60.0% 0.0%

5万人～10万人未満（n=7） 85.7% 0.0% 14.3% 0.0%

10万人以上(n=7) 85.7% 0.0% 0.0% 14.3%

67.4%

22.2%

20.8%

7.6%

33.3%

6.3%

0% 20% 40% 60% 80%

健康づくりを推進するためのマンパワーが不足している

健康づくりを推進するノウハウ・情報が不足している

自治体内の各部署間の横断的連携がとれていない

医療機関や事業者等の協力が得られない

プログラム等を提供する民間事業者・団体が不足している

その他
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図表Ⅲ－２（６）－６ 
（人口規模別）健康ポイント制度の導入等、住民の健康づくりのモチベーションを高める取組   

                                （単数回答） 

 
 

（エ）運動・食生活改善プログラム等、住民が健康づくりを実践できる機会の提供 

「実施している」と回答した市町村が79.9%と、大半を占めています。（図表Ⅲ

－２（６）－７） 
自由回答では、健康づくりや介護予防事業の中で、運動教室や栄養教室、各種

相談などを実施する事例が多くみられます。 
例えば、滝上町では、ＩＣＴ（情報通信や情報処理の分野に関わる技術）を活

用し、外部の運動プログラム提供団体とスポーツセンターとをインターネット回

線で結び、モニター画面を見ながらストレッチや有酸素運動等、インストラクタ

ーが作成した運動プログラムの実践する事業を行っています。 

 
図表Ⅲ－２（６）－７ 
運動・食生活改善プログラム等、住民が健康づくりを実践できる機会の提供（単数回答） 

 

 
図表Ⅲ－２（６）－８ 
（人口規模別）運動・食生活改善プログラム等、住民が健康づくりを実践できる機会の提供 

（単数回答） 

 

実施している 実施予定 検討中 実施予定はない

全体(n=144) 27.8% 3.5% 25.0% 43.8%

2千人未満（n=11） 9.1% 9.1% 18.2% 63.6%

2千人～５千人未満（n=44） 29.5% 0.0% 18.2% 52.3%

5千人～1万人未満（n=39） 20.5% 5.1% 30.8% 43.6%

1万人～3万人未満（n=31） 38.7% 3.2% 22.6% 35.5%

3万人～5万人未満（n=5） 60.0% 0.0% 40.0% 0.0%

5万人～10万人未満（n=7） 28.6% 0.0% 14.3% 57.1%

10万人以上(n=7) 14.3% 14.3% 57.1% 14.3%

実施して

いる

79.9%

実施予定

1.4%

検討中

9.0%

実施予定はない

9.7%

実施している 実施予定 検討中 実施予定はない

全体(n=144) 79.9% 1.4% 9.0% 9.7%

2千人未満（n=11） 63.6% 9.1% 18.2% 9.1%

2千人～５千人未満（n=44） 68.2% 0.0% 13.6% 18.2%

5千人～1万人未満（n=39） 84.6% 2.6% 5.1% 7.7%

1万人～3万人未満（n=31） 87.1% 0.0% 6.5% 6.5%

3万人～5万人未満（n=5） 80.0% 0.0% 20.0% 0.0%

5万人～10万人未満（n=7） 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

10万人以上(n=7) 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
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（オ）健康推進員や食生活改善推進員等、地域で健康づくりを推進する人材育成や活

動の推進 

「実施している」と回答した市町村が58.3%と、半数以上を占めています。（図

表Ⅲ－２（６）－９） 

 
図表Ⅲ－２（６）－９ 地域で健康づくりを推進する人材育成や活動の推進（単数回答） 

   
 
図表Ⅲ－２（６）－10  
（人口規模別）地域で健康づくりを推進する人材育成や活動の推進（単数回答） 

 
 

イ 住民の健康づくりを推進する施策の実施体制に係る課題 

「健康づくりを推進するためのマンパワーが不足している」と回答した市町村が

 67.4％と最も多く、次いで「プログラム等を提供する民間事業者・団体が不足し

ている」が33.3％となっています。（図表Ⅲ－２（６）－11） 

 
図表Ⅲ－２（６）－11 住民の健康づくりを推進する施策の実施体制に係る課題（複数回答） 

 

実施して

いる

58.3%

実施予定

1.4%

検討中

14.6%

実施予定は

ない

25.7%

実施している 実施予定 検討中 実施予定はない

全体(n=144) 58.3% 1.4% 14.6% 25.7%

2千人未満（n=11） 27.3% 0.0% 9.1% 63.6%

2千人～５千人未満（n=44） 47.7% 2.3% 15.9% 34.1%

5千人～1万人未満（n=39） 66.7% 2.6% 12.8% 17.9%

1万人～3万人未満（n=31） 64.5% 0.0% 12.9% 22.6%

3万人～5万人未満（n=5） 40.0% 0.0% 60.0% 0.0%

5万人～10万人未満（n=7） 85.7% 0.0% 14.3% 0.0%

10万人以上(n=7) 85.7% 0.0% 0.0% 14.3%

67.4%

22.2%

20.8%

7.6%

33.3%

6.3%

0% 20% 40% 60% 80%

健康づくりを推進するためのマンパワーが不足している

健康づくりを推進するノウハウ・情報が不足している

自治体内の各部署間の横断的連携がとれていない

医療機関や事業者等の協力が得られない

プログラム等を提供する民間事業者・団体が不足している

その他
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図表Ⅲ－２（６）－６ 
（人口規模別）健康ポイント制度の導入等、住民の健康づくりのモチベーションを高める取組   

                                （単数回答） 

 
 

（エ）運動・食生活改善プログラム等、住民が健康づくりを実践できる機会の提供 

「実施している」と回答した市町村が79.9%と、大半を占めています。（図表Ⅲ

－２（６）－７） 
自由回答では、健康づくりや介護予防事業の中で、運動教室や栄養教室、各種

相談などを実施する事例が多くみられます。 
例えば、滝上町では、ＩＣＴ（情報通信や情報処理の分野に関わる技術）を活

用し、外部の運動プログラム提供団体とスポーツセンターとをインターネット回

線で結び、モニター画面を見ながらストレッチや有酸素運動等、インストラクタ

ーが作成した運動プログラムの実践する事業を行っています。 

 
図表Ⅲ－２（６）－７ 
運動・食生活改善プログラム等、住民が健康づくりを実践できる機会の提供（単数回答） 

 

 
図表Ⅲ－２（６）－８ 
（人口規模別）運動・食生活改善プログラム等、住民が健康づくりを実践できる機会の提供 

（単数回答） 

 

実施している 実施予定 検討中 実施予定はない

全体(n=144) 27.8% 3.5% 25.0% 43.8%

2千人未満（n=11） 9.1% 9.1% 18.2% 63.6%

2千人～５千人未満（n=44） 29.5% 0.0% 18.2% 52.3%

5千人～1万人未満（n=39） 20.5% 5.1% 30.8% 43.6%

1万人～3万人未満（n=31） 38.7% 3.2% 22.6% 35.5%

3万人～5万人未満（n=5） 60.0% 0.0% 40.0% 0.0%

5万人～10万人未満（n=7） 28.6% 0.0% 14.3% 57.1%

10万人以上(n=7) 14.3% 14.3% 57.1% 14.3%

実施して

いる

79.9%

実施予定

1.4%

検討中

9.0%

実施予定はない

9.7%

実施している 実施予定 検討中 実施予定はない

全体(n=144) 79.9% 1.4% 9.0% 9.7%

2千人未満（n=11） 63.6% 9.1% 18.2% 9.1%

2千人～５千人未満（n=44） 68.2% 0.0% 13.6% 18.2%

5千人～1万人未満（n=39） 84.6% 2.6% 5.1% 7.7%

1万人～3万人未満（n=31） 87.1% 0.0% 6.5% 6.5%

3万人～5万人未満（n=5） 80.0% 0.0% 20.0% 0.0%

5万人～10万人未満（n=7） 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

10万人以上(n=7) 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
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図表Ⅲ－２（６）－12  
（人口規模別）住民の健康づくりを推進する施策の実施体制に係る課題（複数回答） 

 
 
 

(7) 介護予防・日常生活支援総合事業のうち、生活支援・介護予防サービスの実

施状況 

ア 訪問サービス 

『現行の訪問介護に相当するサービス』のサービス提供者（予定も含む。）につ

いては、「社会福祉協議会（社協）」と回答した市町村が61.8 %と最も多く、次い

で「貴自治体にある事業者・団体（社協以外）」が54.2%となっています。（図表Ⅲ

－２（７）－１） 

 

図表Ⅲ－２（７）－１ 現行の訪問介護に相当するサービスのサービス提供者（複数回答） 

   

『多様な訪問型サービス（例：ゴミ出し、洗濯物の取り入れ、食器洗い、配食、

見守り、安否確認等）』のサービス提供者（予定も含む。）については、「現在検

討中」と回答した市町村が53.5%と最も多く、次いで「社協」が38.9%となっていま

す。（図表Ⅲ－２（７）－２） 
自由回答では、社協と連携したエリアサポーターの養成講座の開催を契機に、担

い手を確保・育成する取組（赤平市）や、市と社協、町内会、民生委員、地域包括

支援センターが承諾を得た個人の情報を共有し、高齢者を見守る体制の整備（砂川

市）、老人クラブ連合会との連携による訪問生活支援（池田町）などが特徴的な事

例としてあげられます。 

健康づくりを推進
するためのマン
パワーが不足し
ている

健康づくりを推進
するノウハウ・情
報が不足してい
る

自治体内の各部
署間の横断的連
携がとれていな
い

医療機関や事業
者等の協力が得
られない

プログラム等
を提供する民
間事業者・団
体が不足して
いる

その他

全体(n=144) 67.4% 22.2% 20.8% 7.6% 33.3% 6.3%

2千人未満（n=11） 54.5% 18.2% 27.3% 0.0% 27.3% 9.1%

2千人～５千人未満（n=44） 68.2% 27.3% 25.0% 11.4% 47.7% 2.3%

5千人～1万人未満（n=39） 56.4% 20.5% 15.4% 5.1% 38.5% 5.1%

1万人～3万人未満（n=31） 83.9% 19.4% 19.4% 9.7% 22.6% 9.7%

3万人～5万人未満（n=5） 80.0% 20.0% 20.0% 0.0% 0.0% 20.0%

5万人～10万人未満（n=7） 71.4% 42.9% 28.6% 0.0% 0.0% 14.3%

10万人以上(n=7) 57.1% 0.0% 14.3% 14.3% 28.6% 0.0%

61.8%

54.2%

13.9%

12.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

社会福祉協議会（社協）

貴自治体にある事業者・団体（社協以外）

他自治体にある事業者・団体（社協以外）

現在検討中
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図表Ⅲ－２（７）－２ 多様な訪問型サービスのサービス提供者（複数回答） 

   
 

イ 通所サービス 

『現行の通所介護に相当するサービス』のサービス提供者（予定も含む。）につ

いては、「貴自治体にある事業者・団体（社協以外）」と回答した市町村が68.1%と

最も多く、次いで「社協」が36.8%となっています。（図表Ⅲ－２（７）－３） 

 

図表Ⅲ－２（７）－３ 現行の通所介護に相当するサービスのサービス提供者（複数回答） 

   

 
『多様な通所サービス（例：サロン、住民主体の交流の場、認知症カフェ、ミニ

デイサービス、体操教室、運動・栄養・口腔ケア等の教室など）』のサービス提供

者（予定も含む。）については、「現在検討中」と回答した市町村が43.1%となって

おり、次いで「社協」と「貴自治体にある事業者・団体（社協以外）」がそれぞれ3
1.9%となっています。（図表Ⅲ－２（７）－４） 

自由回答では、ミニデイサービスや認知症カフェ、高齢者サロンなどの取組が多

くなっています。 

 

図表Ⅲ－２（７）－４ 多様な通所サービスのサービス提供者（複数回答） 

  

6.3%

38.9%

22.9%

3.5%

53.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

直営

社協

貴自治体にある事業者・団体（社協以外）

他自治体にある事業者・団体（社協以外）

現在検討中

36.8%

68.1%

16.7%

11.8%

0% 20% 40% 60% 80%

社協

貴自治体にある事業者・団体（社協以外）

他自治体にある事業者・団体（社協以外）

現在検討中

27.8%

31.9%

31.9%

4.9%

43.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

直営

社協

貴自治体にある事業者・団体（社協以外）

他自治体にある事業者・団体（社協以外）

現在検討中
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図表Ⅲ－２（７）－２ 多様な訪問型サービスのサービス提供者（複数回答） 

   
 

イ 通所サービス 

『現行の通所介護に相当するサービス』のサービス提供者（予定も含む。）につ

いては、「貴自治体にある事業者・団体（社協以外）」と回答した市町村が68.1%と

最も多く、次いで「社協」が36.8%となっています。（図表Ⅲ－２（７）－３） 

 

図表Ⅲ－２（７）－３ 現行の通所介護に相当するサービスのサービス提供者（複数回答） 

   

 
『多様な通所サービス（例：サロン、住民主体の交流の場、認知症カフェ、ミニ

デイサービス、体操教室、運動・栄養・口腔ケア等の教室など）』のサービス提供

者（予定も含む。）については、「現在検討中」と回答した市町村が43.1%となって

おり、次いで「社協」と「貴自治体にある事業者・団体（社協以外）」がそれぞれ3
1.9%となっています。（図表Ⅲ－２（７）－４） 
自由回答では、ミニデイサービスや認知症カフェ、高齢者サロンなどの取組が多

くなっています。 

 

図表Ⅲ－２（７）－４ 多様な通所サービスのサービス提供者（複数回答） 

  

6.3%

38.9%

22.9%

3.5%

53.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

直営

社協

貴自治体にある事業者・団体（社協以外）

他自治体にある事業者・団体（社協以外）

現在検討中

36.8%

68.1%

16.7%

11.8%

0% 20% 40% 60% 80%

社協

貴自治体にある事業者・団体（社協以外）

他自治体にある事業者・団体（社協以外）

現在検討中

27.8%

31.9%

31.9%

4.9%

43.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

直営

社協

貴自治体にある事業者・団体（社協以外）

他自治体にある事業者・団体（社協以外）

現在検討中
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図表Ⅲ－２（６）－12  
（人口規模別）住民の健康づくりを推進する施策の実施体制に係る課題（複数回答） 

 
 
 

(7) 介護予防・日常生活支援総合事業のうち、生活支援・介護予防サービスの実

施状況 

ア 訪問サービス 

『現行の訪問介護に相当するサービス』のサービス提供者（予定も含む。）につ

いては、「社会福祉協議会（社協）」と回答した市町村が61.8 %と最も多く、次い

で「貴自治体にある事業者・団体（社協以外）」が54.2%となっています。（図表Ⅲ

－２（７）－１） 

 

図表Ⅲ－２（７）－１ 現行の訪問介護に相当するサービスのサービス提供者（複数回答） 

   

『多様な訪問型サービス（例：ゴミ出し、洗濯物の取り入れ、食器洗い、配食、

見守り、安否確認等）』のサービス提供者（予定も含む。）については、「現在検

討中」と回答した市町村が53.5%と最も多く、次いで「社協」が38.9%となっていま

す。（図表Ⅲ－２（７）－２） 
自由回答では、社協と連携したエリアサポーターの養成講座の開催を契機に、担

い手を確保・育成する取組（赤平市）や、市と社協、町内会、民生委員、地域包括

支援センターが承諾を得た個人の情報を共有し、高齢者を見守る体制の整備（砂川

市）、老人クラブ連合会との連携による訪問生活支援（池田町）などが特徴的な事

例としてあげられます。 

健康づくりを推進
するためのマン
パワーが不足し
ている

健康づくりを推進
するノウハウ・情
報が不足してい
る

自治体内の各部
署間の横断的連
携がとれていな
い

医療機関や事業
者等の協力が得
られない

プログラム等
を提供する民
間事業者・団
体が不足して
いる

その他

全体(n=144) 67.4% 22.2% 20.8% 7.6% 33.3% 6.3%

2千人未満（n=11） 54.5% 18.2% 27.3% 0.0% 27.3% 9.1%

2千人～５千人未満（n=44） 68.2% 27.3% 25.0% 11.4% 47.7% 2.3%

5千人～1万人未満（n=39） 56.4% 20.5% 15.4% 5.1% 38.5% 5.1%

1万人～3万人未満（n=31） 83.9% 19.4% 19.4% 9.7% 22.6% 9.7%

3万人～5万人未満（n=5） 80.0% 20.0% 20.0% 0.0% 0.0% 20.0%

5万人～10万人未満（n=7） 71.4% 42.9% 28.6% 0.0% 0.0% 14.3%

10万人以上(n=7) 57.1% 0.0% 14.3% 14.3% 28.6% 0.0%

61.8%

54.2%

13.9%

12.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

社会福祉協議会（社協）

貴自治体にある事業者・団体（社協以外）

他自治体にある事業者・団体（社協以外）

現在検討中
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第Ⅳ章 シニア層が活躍する地域づくりを進めるための対応策 

 

 

１ シニア層が活躍する地域づくりを進めるための基本的な考え方 
 

(1) シニア層の位置付け 

人口減少や少子高齢化に伴い、地域を支える担い手は減少し、今後地域の半数近く

を高齢者が占める状況となります。

このような状況を踏まえると、シニア層を、支えるのではなく、地域の担い手とし

て捉えて活動を促進することは、高齢者介護・福祉部署のみならず、行政全体で取り

組むべき課題であり、シニア層が活躍する地域づくりは重要なまちづくり施策の一つ

といえます。

 

(2) シニア層が活躍する分野 

内閣府の調査結果でも、高齢者のグループ活動への参加状況は、「健康・スポーツ」

が高く、道内においてもシニアの社会参加の推進に向けて「健康づくり」に力を入れ

ている自治体が多くみられます。また、教育委員会や高齢者福祉・介護部署が「高齢

者大学」等の名称で、生涯学習としてシニアの学び直しの機会を提供し、「健康づく

り」や「生涯学習」への参加をきっかけとして、シニアのボランティア活動を促進す

る取組もみられます。

シルバー人材センター（あるいは高齢者事業団）は、「生きがい就労」の場として

も期待されています。自治体においては、介護保険制度（地域支援事業）に対応する

ために、「シニア」を中心とした地域住民が要支援者等の日常生活を支える体制整備

が求められており、主に「ボランティア（有償含む）」や「生きがい就労」の場とし

て、シニアの活躍する領域が増えてきています。また、介護分野での人手不足や人材

確保の課題に対応するため、シニアの「企業型雇用」に向けた環境整備を行っている

事例もみられます。

このように、シニアが活躍する領域は、「スポーツ・健康・生涯学習」「ＮＰＯ活

動・ボランティア」「生きがい就労」「企業型雇用」など多岐にわたっています。

(3) 市町村の役割と課題 

人口規模、産業、社会資源等の地域特性によって、シニアが活躍する領域や施策の

展開は、それぞれの市町村によって異なります。

一方、中長期的には、どの市町村においても、今後も、厳しい財政状況や専門職の

人材不足が慢性的な課題となることが予想される中、行政がすべてお膳立てをする方

法から脱却し、シニアが地域の担い手となり、シニア自らが活動を企画・運営できる

よう、伴走型支援を行っていくことが望まれます。  

２．   シニア層が活躍する地域づくりを進めるための対応策 第Ⅳ章
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また、「訪問サービス」、「通所サービス」のいずれのサービス提供者において

も、２千人未満の自治体での社協の割合が他の自治体と比べて高くなっています。

（図表Ⅲ－２（７）－５～（７）－８）

図表Ⅲ－２（７）－５  
（人口規模別）現行の訪問介護に相当するサービスのサービス提供者（複数回答） 

 
 

図表Ⅲ－２（７）－６ （人口規模別）多様な訪問型サービスのサービス提供者（複数回答） 

 
 

図表Ⅲ－２（７）－７  
（人口規模別）現行の通所介護に相当するサービスのサービス提供者（複数回答） 

 
図表Ⅲ－２（７）－８  
（人口規模別）多様な通所サービスのサービス提供者（複数回答） 

社会福祉協議
会（社協）

貴自治体にある
事業者・団体
（社協以外）

他自治体にある
事業者・団体
（社協以外）

現在検討中

全体(n=144) 61.8% 54.2% 13.9% 12.5%

2千人未満（n=11） 90.9% 9.1% 9.1% 0.0%

2千人～５千人未満（n=44） 56.8% 40.9% 13.6% 6.8%

5千人～1万人未満（n=39） 71.8% 56.4% 10.3% 12.8%

1万人～3万人未満（n=31） 61.3% 74.2% 12.9% 16.1%

3万人～5万人未満（n=5） 60.0% 100.0% 0.0% 0.0%

5万人～10万人未満（n=7） 14.3% 57.1% 57.1% 42.9%

10万人以上(n=7) 42.9% 71.4% 14.3% 28.6%

直営 社協
貴自治体にある
事業者・団体
（社協以外）

他自治体にある
事業者・団体
（社協以外）

現在検討中

全体(n=144) 6.3% 38.9% 22.9% 3.5% 53.5%

2千人未満（n=11） 27.3% 72.7% 0.0% 0.0% 18.2%

2千人～５千人未満（n=44） 6.8% 43.2% 27.3% 2.3% 47.7%

5千人～1万人未満（n=39） 2.6% 46.2% 28.2% 7.7% 43.6%

1万人～3万人未満（n=31） 6.5% 29.0% 22.6% 0.0% 67.7%

3万人～5万人未満（n=5） 0.0% 20.0% 20.0% 0.0% 80.0%

5万人～10万人未満（n=7） 0.0% 14.3% 14.3% 14.3% 85.7%

10万人以上(n=7) 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% 85.7%

社協
貴自治体にある
事業者・団体
（社協以外）

他自治体にある
事業者・団体
（社協以外）

現在検討中

全体(n=144) 36.8% 68.1% 16.7% 11.8%

2千人未満（n=11） 81.8% 18.2% 0.0% 0.0%

2千人～５千人未満（n=44） 27.3% 75.0% 18.2% 4.5%

5千人～1万人未満（n=39） 38.5% 69.2% 12.8% 10.3%

1万人～3万人未満（n=31） 45.2% 74.2% 16.1% 16.1%

3万人～5万人未満（n=5） 40.0% 80.0% 20.0% 20.0%

5万人～10万人未満（n=7） 14.3% 57.1% 57.1% 42.9%

10万人以上(n=7) 0.0% 71.4% 14.3% 28.6%

直営 社協
貴自治体にある
事業者・団体
（社協以外）

他自治体にある
事業者・団体
（社協以外）

現在検討中

全体(n=144) 27.8% 31.9% 31.9% 4.9% 43.1%

2千人未満（n=11） 27.3% 54.5% 0.0% 18.2% 18.2%

2千人～５千人未満（n=44） 47.7% 34.1% 27.3% 4.5% 34.1%

5千人～1万人未満（n=39） 23.1% 38.5% 41.0% 2.6% 46.2%

1万人～3万人未満（n=31） 22.6% 22.6% 35.5% 3.2% 48.4%

3万人～5万人未満（n=5） 0.0% 20.0% 60.0% 0.0% 40.0%

5万人～10万人未満（n=7） 0.0% 14.3% 28.6% 14.3% 71.4%

10万人以上(n=7) 0.0% 14.3% 28.6% 0.0% 71.4%
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第Ⅳ章 シニア層が活躍する地域づくりを進めるための対応策

１ シニア層が活躍する地域づくりを進めるための基本的な考え方

シニア層の位置付け

人口減少や少子高齢化に伴い、地域を支える担い手は減少し、今後地域の半数近く

を高齢者が占める状況となります。 
このような状況を踏まえると、シニア層を、支えるのではなく、地域の担い手とし

て捉えて活動を促進することは、高齢者介護・福祉部署のみならず、行政全体で取り

組むべき課題であり、シニア層が活躍する地域づくりは重要なまちづくり施策の一つ

といえます。 

シニア層が活躍する分野

内閣府の調査結果でも、高齢者のグループ活動への参加状況は、「健康・スポーツ」

が高く、道内においてもシニアの社会参加の推進に向けて「健康づくり」に力を入れ

ている自治体が多くみられます。また、教育委員会や高齢者介護・福祉部署が「高齢

者大学」等の名称で、生涯学習としてシニアの学び直しの機会を提供し、「健康づく

り」や「生涯学習」への参加をきっかけとして、シニアのボランティア活動を促進す

る取組もみられます。 
シルバー人材センター（あるいは高齢者事業団）は、「生きがい就労」の場として

も期待されています。自治体においては、介護保険制度（地域支援事業）に対応する

ために、「シニア」を中心とした地域住民が要支援者等の日常生活を支える体制整備

が求められており、主に「ボランティア（有償含む。）」や「生きがい就労」の場と

して、シニアの活躍する領域が増えてきています。また、介護分野での人手不足や人

材確保の課題に対応するため、シニアの「企業型雇用」に向けた環境整備を行ってい

る事例もみられます。 
このように、シニアが活躍する領域は、「スポーツ・健康・生涯学習」「ＮＰＯ活

動・ボランティア」「生きがい就労」「企業型雇用」など多岐にわたっています。 

 
市町村の役割と課題

人口規模、産業、社会資源等の地域特性によって、シニアが活躍する領域や施策の

展開は、それぞれの市町村によって異なります。 
一方、中長期的には、どの市町村においても、今後も、厳しい財政状況や専門職の

人材不足が慢性的な課題となることが予想される中、行政がすべてお膳立てをする方

法から脱却し、シニアが地域の担い手となり、シニア自らが活動を企画・運営できる

よう、伴走型支援を行っていくことが望まれます。 
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また、「訪問サービス」、「通所サービス」のいずれのサービス提供者において

も、２千人未満の自治体での社協の割合が他の自治体と比べて高くなっています。

（図表Ⅲ－２（７）－５～（７）－８）

図表Ⅲ－２（７）－５  
（人口規模別）現行の訪問介護に相当するサービスのサービス提供者（複数回答） 

 
 

図表Ⅲ－２（７）－６ （人口規模別）多様な訪問型サービスのサービス提供者（複数回答） 

 
 

図表Ⅲ－２（７）－７  
（人口規模別）現行の通所介護に相当するサービスのサービス提供者（複数回答） 

 
図表Ⅲ－２（７）－８  
（人口規模別）多様な通所サービスのサービス提供者（複数回答） 

社会福祉協議
会（社協）

貴自治体にある
事業者・団体
（社協以外）

他自治体にある
事業者・団体
（社協以外）

現在検討中

全体(n=144) 61.8% 54.2% 13.9% 12.5%

2千人未満（n=11） 90.9% 9.1% 9.1% 0.0%

2千人～５千人未満（n=44） 56.8% 40.9% 13.6% 6.8%

5千人～1万人未満（n=39） 71.8% 56.4% 10.3% 12.8%

1万人～3万人未満（n=31） 61.3% 74.2% 12.9% 16.1%

3万人～5万人未満（n=5） 60.0% 100.0% 0.0% 0.0%

5万人～10万人未満（n=7） 14.3% 57.1% 57.1% 42.9%

10万人以上(n=7) 42.9% 71.4% 14.3% 28.6%

直営 社協
貴自治体にある
事業者・団体
（社協以外）

他自治体にある
事業者・団体
（社協以外）

現在検討中

全体(n=144) 6.3% 38.9% 22.9% 3.5% 53.5%

2千人未満（n=11） 27.3% 72.7% 0.0% 0.0% 18.2%

2千人～５千人未満（n=44） 6.8% 43.2% 27.3% 2.3% 47.7%

5千人～1万人未満（n=39） 2.6% 46.2% 28.2% 7.7% 43.6%

1万人～3万人未満（n=31） 6.5% 29.0% 22.6% 0.0% 67.7%

3万人～5万人未満（n=5） 0.0% 20.0% 20.0% 0.0% 80.0%

5万人～10万人未満（n=7） 0.0% 14.3% 14.3% 14.3% 85.7%

10万人以上(n=7) 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% 85.7%

社協
貴自治体にある
事業者・団体
（社協以外）

他自治体にある
事業者・団体
（社協以外）

現在検討中

全体(n=144) 36.8% 68.1% 16.7% 11.8%

2千人未満（n=11） 81.8% 18.2% 0.0% 0.0%

2千人～５千人未満（n=44） 27.3% 75.0% 18.2% 4.5%

5千人～1万人未満（n=39） 38.5% 69.2% 12.8% 10.3%

1万人～3万人未満（n=31） 45.2% 74.2% 16.1% 16.1%

3万人～5万人未満（n=5） 40.0% 80.0% 20.0% 20.0%

5万人～10万人未満（n=7） 14.3% 57.1% 57.1% 42.9%

10万人以上(n=7) 0.0% 71.4% 14.3% 28.6%

直営 社協
貴自治体にある
事業者・団体
（社協以外）

他自治体にある
事業者・団体
（社協以外）

現在検討中

全体(n=144) 27.8% 31.9% 31.9% 4.9% 43.1%

2千人未満（n=11） 27.3% 54.5% 0.0% 18.2% 18.2%

2千人～５千人未満（n=44） 47.7% 34.1% 27.3% 4.5% 34.1%

5千人～1万人未満（n=39） 23.1% 38.5% 41.0% 2.6% 46.2%

1万人～3万人未満（n=31） 22.6% 22.6% 35.5% 3.2% 48.4%

3万人～5万人未満（n=5） 0.0% 20.0% 60.0% 0.0% 40.0%

5万人～10万人未満（n=7） 0.0% 14.3% 28.6% 14.3% 71.4%

10万人以上(n=7) 0.0% 14.3% 28.6% 0.0% 71.4%
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(2) シニア層の発掘・育成・定着プロセスの実現に向けた方向性 

本調査研究会では、シニア層の発掘・育成・定着プロセスの視点に基づき、道内市

町村アンケート調査結果等を分析し、シニア層の活躍を促進するための方向性を次の

５つとしました。

ア 庁内全体での意識共有 

人口減少や少子高齢化に伴い、現役世代を中心とした地域の担い手の減少や、今

後人口の半数近くをシニアが占めること、シニア層の活躍の領域が多様であること

などを踏まえ、シニアの活躍による地域づくりに向けて、庁内全体で取り組むため

の体制をいかに構築し、意識共有できるかが重要になります。

イ 地域の担い手としての意識醸成 

意識醸成を図る重点ターゲットとして、退職前あるいは退職直後のシニアを対象

に、ワークショップなど活動意欲や主体性を高める手法等を活用しながら、まずは

シニアの関心が高い分野から地域に一歩踏み出す機会を提供する。そこから徐々に、

地域の担い手として促す取組を創出することが必要です。

ウ 地域の健康づくり推進 

シニアの活躍を推進するための前提として、まずシニア層を含めた地域住民が健

康でなければなりません。

健康づくりは、シニア層において関心の高い分野の一つでもあり、地域支援事業

の枠組みなどを活用しながら、自身の健康づくりから、地域の健康づくりの担い手

として、あるいは支援を必要とする高齢者等を支える担い手として育成する仕組み

も必要となります。

エ 地域の専門職不足を補う取組 

多くの市町村では、専門職職員のマンパワー不足が課題となっています。

シニア層が地域の担い手として活躍することを促進するためには、専門職だけで

なく、地域住民自ら実行できることを明確にし、市町村は伴走的支援に徹すること

が重要です。

 

オ 活動の継続性を確保する体制づくり 

シニア層が継続的に地域の担い手として活動するためには、参加するモチベーシ

ョンを維持できる組織運営や、人的・物的な活動資源の調達が重要です。

 

  

 

２ シニア層の活躍を促進するために必要なプロセスと方向性

シニア層の発掘・育成・定着のプロセスの確立

シニア層の活躍を促進するためには、活躍し得るシニア層を発掘・育成・定着させ

るプロセスをいかに地域で確立できるかが重要なポイントとなります。 

 
ア 意識の高いシニア層の発掘

まずは、地域で活躍し得るシニア層をいかに発掘するかが重要となります。その

ためには、シニア層に対し、地域で活躍することへの意識を啓発するとともに、意

識が高まりつつあるシニア層を確実に把握する取組が必要となります。 

 
イ 地域の担い手としてのシニア層の育成

次に、地域で活躍することへの意識が高まりつつあるシニアを、地域の担い手と

して育成することが必要です。地域の担い手として主体性を引き出し、意欲を盛り

立て、一歩踏み出すための機会を提供する取組が必要になります。 

 
ウ 地域の担い手としての活動定着

さらに、地域の担い手として活動を定着させるためには、本人が継続するための

モチベーションを維持する取組や、活動している組織において、継続性を確保する

ためのマネジメント力などが必要になります。 

 
図表Ⅳ－２（１） シニア層の発掘・育成・定着のプロセスの確立

意識の高いシニア層の発掘

・地域で活躍することへの意識啓発

・意識が高いシニア層の発見

地域の担い手としてのシニア層の育成

・主体的に活動する意欲の醸成

・一歩踏み出すための機会の提供

地域の担い手としての活動定着

・活動を継続するためのモチベーションの維持

・組織のマネジメント力
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(2) シニア層の発掘・育成・定着プロセスの実現に向けた方向性 

本調査研究会では、シニア層の発掘・育成・定着プロセスの視点に基づき、道内市

町村アンケート調査結果等を分析し、シニア層の活躍を促進するための方向性を次の

５つとしました。

ア 庁内全体での意識共有 

人口減少や少子高齢化に伴い、現役世代を中心とした地域の担い手の減少や、今

後人口の半数近くをシニアが占めること、シニア層の活躍の領域が多様であること

などを踏まえ、シニアの活躍による地域づくりに向けて、庁内全体で取り組むため

の体制をいかに構築し、意識共有できるかが重要になります。

イ 地域の担い手としての意識醸成 

意識醸成を図る重点ターゲットとして、退職前あるいは退職直後のシニアを対象

に、ワークショップなど活動意欲や主体性を高める手法等を活用しながら、まずは

シニアの関心が高い分野から地域に一歩踏み出す機会を提供する。そこから徐々に、

地域の担い手として促す取組を創出することが必要です。

ウ 地域の健康づくり推進 

シニアの活躍を推進するための前提として、まずシニア層を含めた地域住民が健

康でなければなりません。

健康づくりは、シニア層において関心の高い分野の一つでもあり、地域支援事業

の枠組みなどを活用しながら、自身の健康づくりから、地域の健康づくりの担い手

として、あるいは支援を必要とする高齢者等を支える担い手として育成する仕組み

も必要となります。

エ 地域の専門職不足を補う取組 

多くの市町村では、専門職職員のマンパワー不足が課題となっています。

シニア層が地域の担い手として活躍することを促進するためには、専門職だけで

なく、地域住民自ら実行できることを明確にし、市町村は伴走的支援に徹すること

が重要です。

 

オ 活動の継続性を確保する体制づくり 

シニア層が継続的に地域の担い手として活動するためには、参加するモチベーシ

ョンを維持できる組織運営や、人的・物的な活動資源の調達が重要です。
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２ シニア層の活躍を促進するために必要なプロセスと方向性 

 

(1) シニア層の発掘・育成・定着のプロセスの確立 

シニア層の活躍を促進するためには、活躍し得るシニア層を発掘・育成・定着させ

るプロセスをいかに地域で確立できるかが重要なポイントとなります。

 

ア 意識の高いシニア層の発掘 

まずは、地域で活躍し得るシニア層をいかに発掘するかが重要となります。その

ためには、シニア層に対し、地域で活躍することへの意識を啓発するとともに、意

識が高まりつつあるシニア層を確実に把握する取組が必要となります。

イ 地域の担い手としてのシニア層の育成 

次に、地域で活躍することへの意識が高まりつつあるシニアを、地域の担い手と

して育成することが必要です。地域の担い手として主体性を引き出し、意欲を盛り

立て、一歩踏み出すための機会を提供する取組が必要になります。

ウ 地域の担い手としての活動定着 

さらに、地域の担い手として活動を定着させるためには、本人が継続するための

モチベーションを維持する取組や、活動している組織において、継続性を確保する

ためのマネジメント力などが必要になります。

 

図表Ⅳ－２（１） シニア層の発掘・育成・定着のプロセスの確立 

意識の高いシニア層の発掘 

・地域で活躍することへの意識啓発 
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(1) 庁内全体での意識共有 

ア  現状における課題 

前述のとおり、北海道の高齢化率は2060年（平成72年）には44.6％になると推測

されています。現時点（平成29年１月１日）では、40％を超えるのは小規模の市町

村（人口5,000人未満）を中心に36市町村あり、最も高齢化率が高い市町村は49.9％
となっています。

人口減少に歯止めをかけるために、市町村は、『まち・ひと・しごと創生総合戦

略』において、「地方での雇用の創出」、「地方への新しいひとの流れ」、「若い

世代の結婚・出産・子育ての希望の実現」を目指す一方、シニア層が定年等をきっ

かけに、より生活利便性の高いまちへ移住する傾向もみられることから、地域にお

ける定住を促進する必要があります。

現状において、シニア層の活躍促進は、健康づくりや高齢者介護・福祉関係の部

署、あるいは生涯学習の観点から教育委員会など特定の部署のみで担当する自治体

が多くみられ、全庁横断的な取組や庁内部署間の連携などの仕組みづくりが求めら

れています。

（アンケート調査結果から） 

 シニア層の社会参加の推進について、『総合計画』や『まち・ひと・しごと創生総

合戦略』など、「まちづくり」の計画として位置付けられている市町村が多い一方、

シニア層の社会参加の促進に向けて、「人材が十分に確保されていない」、「特化し

た部署がない」などが課題としてあげられています。 

施策の実効性の確保に向けて、各部署間の横断的な連携を促進し、それぞれが不足

するノウハウやネットワークを補う体制づくりが求められています。 

 

イ  対応策 

 

（ア）シニア層の活躍の重要性を示すデータの整理と意識の共有 

シニア層の活躍促進は、今後のまちづくりの重点施策として捉え、各市町村の

総合計画等に位置付け、全庁横断的な取組や庁内部署間の連携など、意識を共有

する仕組みの構築が重要です。

また、高齢化社会の現状や地域の実情等について、住民説明会や住民への情報

提供等を通じて、意識共有を図ることも有効です。

これらに関連して、次のような取組を行っている事例があります。

★庁内連携によるまちづくり 

★医療費削減効果などデータを庁内で共有する 

★高齢化社会の現状や地域の実情を講習会、住民説明会等を通じて地域住民と共有 

 

３ シニア層の発掘・育成・定着プロセスの実現に向けた対応策

 
ここでは、前述の５つの方向性について、シニア層の発掘・育成・定着プロセスの実

現に向け、その根拠となった道内市町村アンケート調査結果を含めて解説するとともに、

道内・道外先進事例調査等の結果に基づき、その対応策について整理しました。

 
図表Ⅳ－３ シニア層の発掘・育成・定着プロセスの実現に向けた対応策 
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【対応策】

（ア）シニア層の活躍の重要性を示すデータの整理と意識の共有

基
本
方
針
の

策
定

２．地域の担い手としての意識醸成

【対応策】

（ア）退職前・退職直後のシニアへのアプローチ

（イ）地域に一歩を踏み出すための「ワクワク」コンテンツ

（ウ）シニア層の主体性を把握し、引き出す工夫

（エ）学び（インプット）と行動（アウトプット）の連動を意識

３．地域の健康づくり推進

【対応策】

（ア）シニア層の健康づくりの工夫

４．地域の専門職不足を補う取組

【対応策】

（ア）伴走型支援を意識した取組の推進

（イ）専門職しかできないこと、地域住民ができることの明確化

（ウ）伴走型支援の方向性

（エ）地域における人材の発掘

５．活動の継続性を確保する体制づくり

【対応策】

（ア）身の丈にあった活動を継続するスタンス

（イ）モチベーションの維持や活動を継続させる仕組みの導入

（ウ）既存の地域団体等の活性化につなげる仕掛けづくり

（エ）民間団体等に対するネットワークの形成支援

（オ）社会福祉法人や企業のＣＳＲ活動との連携促進
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されています。現時点（平成29年１月１日）では、40％を超えるのは小規模の市町

村（人口5,000人未満）を中心に36市町村あり、最も高齢化率が高い市町村は49.9％
となっています。 

人口減少に歯止めをかけるために、市町村は、『まち・ひと・しごと創生総合戦

略』において、「地方での雇用の創出」、「地方への新しいひとの流れ」、「若い

世代の結婚・出産・子育ての希望の実現」を目指す一方、シニア層が定年等をきっ

かけに、より生活利便性の高いまちへ移住する傾向もみられることから、地域にお
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シニア層の活躍促進は、今後のまちづくりの重点施策として捉え、各市町村の

総合計画等に位置付け、全庁横断的な取組や庁内部署間の連携など、意識を共有
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また、高齢化社会の現状や地域の実情等について、住民説明会や住民への情報

提供等を通じて、意識共有を図ることも有効です。 

 
これらに関連して、次のような取組を行っている事例があります。 

★庁内連携によるまちづくり

★医療費削減効果などデータを庁内で共有する

★高齢化社会の現状や地域の実情を講習会、住民説明会等を通じて地域住民と共有

 

３ シニア層の発掘・育成・定着プロセスの実現に向けた対応策

 
ここでは、前述の５つの方向性について、シニア層の発掘・育成・定着プロセスの実

現に向け、その根拠となった道内市町村アンケート調査結果を含めて解説するとともに、

道内・道外先進事例調査等の結果に基づき、その対応策について整理しました。

 
図表Ⅳ－３ シニア層の発掘・育成・定着プロセスの実現に向けた対応策 
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３．地域の健康づくり推進

【対応策】

（ア）シニア層の健康づくりの工夫

４．地域の専門職不足を補う取組
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（イ）専門職しかできないこと、地域住民ができることの明確化
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（ア）身の丈にあった活動を継続するスタンス

（イ）モチベーションの維持や活動を継続させる仕組みの導入

（ウ）既存の地域団体等の活性化につなげる仕掛けづくり

（エ）民間団体等に対するネットワークの形成支援
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◆ 介護保険制度や地域の担い手としての意識を高める講座を開催（池田町） 

池田町は、今後の高齢化対策として、介護サービスの充実だけではなく、シニア

を主体とした住民自らが介護予防や生活支援の担い手として活躍できるよう支援し

てきました。その一環として、シニア等を対象に、介護保険制度に関する講座や地

域の担い手として意識を高める講座を開催し、このような取組の積み重ねにより、

町内会連合会、老人クラブ連合会による互助の取組を創出しています。 

   【資料編：Ｐ178参照】 

 

◆ 住民との話し合いの場で地域の実情を共有（沼田町・増毛町） 

 （沼田町） 

沼田町は、町内の医療問題について説明会を開催し、住民と地域の実情や課題を

共有しています。                  【資料編：Ｐ142参照】 

 （増毛町） 

増毛町は、町民ニーズに合ったまちづくりを実現するためには、どのような条件

で何が必要かについてボランティアの集い支援チームと行政が話し合い、地域の実

情や課題を共有しています。             【資料編：Ｐ146参照】 

 

 

(2) 地域の担い手としての意識醸成 

ア  現状における課題 

（ア）早い段階での意識醸成 

多くの市町村では、シニア層の割合が増加する一方で、地域の住民・互助活動

として代表とされる町内会・自治会の会員数は減少しています。また、ＮＰＯ法

人で活動するシニア層は少ないのが現状です。

地域の担い手として活躍してもらうためには、シニア層の意識の醸成を図って

いくことが必要であり、多くを占めるサラリーマン（会社員・公務員等）に、退

職後、地域活動の担い手として参画してもらうことが重要です。

そのためには、退職前の早い段階から、退職後のセカンドライフのイメージを

持ってもらい、町内会・自治会、ＮＰＯ法人での活動に加え、起業、生きがい就

労といった多様な地域社会との関わりや、社会活動参加の必要性、退職後の地域

社会への参画など、会社コミュニティから地域コミュニティへのスムーズな移行

を促すことが必要です。

また、前述した調査結果のように、社会参加の潜在的ニーズがある高齢者を把

握し、社会参加に向けて必要な情報を提供するなどの取組も有効です。
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【参考事例】 

◆ 新たな構想づくりをきっかけに庁内連携体制の構築（沼田町） 

  沼田町は、町長の強いリーダーシップのもと、企画関連部署の主導により、各部

署との連携を図りながら、小規模自治体のさまざまな課題に対応したまちづくりを

総合的に検討する必要性から、「沼田町農村型コンパクトエコタウン構想」を策定

し、10年後を見据えたまちづくりに取り組んでいます。 

【資料編：Ｐ142参照】 

 

◆ 企画関連部署主導のシニア活躍の地域づくり促進（神奈川県茅ヶ崎市） 

 茅ケ崎市は、企画関連部署の主導で、子育て分野におけるシニアの就労の場の開

拓など、各部署との連携を図り事業を推進しています。 

 企画関連部署では、担当者が異動になっても「シニアのセカンドライフ支援」を

推進できるよう、定期的に全職員に取組の重要性をメール配信しています。 

                          【資料編：Ｐ192参照】 

 

◆ 企画関連部署主導の日本版CCRCの推進（山梨県都留市） 

 都留市は、企画関連部署の主導により、各部署との連携により、「生涯活躍のま

ち・つる」を推進し、首都圏からのアクティブシニアの移住促進と、市内大学との

連携を強みとした健康づくりや、社会参加の機会創出を図っています。 

           【資料編：Ｐ203参照】 

 

◆ 市民の健康づくりと産業創出の両立に向けた庁内での意識共有（長野県松本市） 

 松本市は、総合計画において、「健康寿命延伸都市」の実現を掲げ、市民の健康

づくりと健康づくりにつながる産業の振興との両立を図っています。 

 産業振興関連部署と高齢者介護・福祉関連部署の連携や意識共有を図るため、頻

繁にミーティングなどを行うほか、健康関連産業の創出による医療費の削減効果等

のデータを共有しています。             【資料編：Ｐ198参照】 

 

◆ 「70歳現役社会」を目指した研究会の設置（福岡県70歳現役応援センター） 

 福岡県は、「70 歳現役社会」の実現を目指し、「福岡県70歳現役社会づくり研

究会」を設置しました。高齢者が健康でいきいきと働き、活躍するための方策を検

討した結果、「福岡県70歳現役応援センター」を開設し、職業紹介等のさまざまな

事業を展開しています。               【資料編：Ｐ207参照】 
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◆ 介護保険制度や地域の担い手としての意識を高める講座を開催（池田町） 

池田町は、今後の高齢化対策として、介護サービスの充実だけではなく、シニア

を主体とした住民自らが介護予防や生活支援の担い手として活躍できるよう支援し

てきました。その一環として、シニア等を対象に、介護保険制度に関する講座や地

域の担い手として意識を高める講座を開催し、このような取組の積み重ねにより、

町内会連合会、老人クラブ連合会による互助の取組を創出しています。 

   【資料編：Ｐ178参照】 

 

◆ 住民との話し合いの場で地域の実情を共有（沼田町・増毛町） 

 （沼田町） 

沼田町は、町内の医療問題について説明会を開催し、住民と地域の実情や課題を

共有しています。                  【資料編：Ｐ142参照】 

 （増毛町） 

増毛町は、町民ニーズに合ったまちづくりを実現するためには、どのような条件

で何が必要かについてボランティアの集い支援チームと行政が話し合い、地域の実

情や課題を共有しています。             【資料編：Ｐ146参照】 

 

 

(2) 地域の担い手としての意識醸成 

ア  現状における課題 

（ア）早い段階での意識醸成 

多くの市町村では、シニア層の割合が増加する一方で、地域の住民・互助活動

として代表とされる町内会・自治会の会員数は減少しています。また、ＮＰＯ法

人で活動するシニア層は少ないのが現状です。

地域の担い手として活躍してもらうためには、シニア層の意識の醸成を図って

いくことが必要であり、多くを占めるサラリーマン（会社員・公務員等）に、退

職後、地域活動の担い手として参画してもらうことが重要です。

そのためには、退職前の早い段階から、退職後のセカンドライフのイメージを

持ってもらい、町内会・自治会、ＮＰＯ法人での活動に加え、起業、生きがい就

労といった多様な地域社会との関わりや、社会活動参加の必要性、退職後の地域

社会への参画など、会社コミュニティから地域コミュニティへのスムーズな移行

を促すことが必要です。

また、前述した調査結果のように、社会参加の潜在的ニーズがある高齢者を把

握し、社会参加に向けて必要な情報を提供するなどの取組も有効です。
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【参考事例】 

◆ 新たな構想づくりをきっかけに庁内連携体制の構築（沼田町） 

  沼田町は、町長の強いリーダーシップのもと、企画関連部署の主導により、各部

署との連携を図りながら、小規模自治体のさまざまな課題に対応したまちづくりを

総合的に検討する必要性から、「沼田町農村型コンパクトエコタウン構想」を策定

し、10年後を見据えたまちづくりに取り組んでいます。 

【資料編：Ｐ142参照】 

 

◆ 企画関連部署主導のシニア活躍の地域づくり促進（神奈川県茅ヶ崎市） 

 茅ケ崎市は、企画関連部署の主導で、子育て分野におけるシニアの就労の場の開

拓など、各部署との連携を図り事業を推進しています。 

 企画関連部署では、担当者が異動になっても「シニアのセカンドライフ支援」を

推進できるよう、定期的に全職員に取組の重要性をメール配信しています。 

                          【資料編：Ｐ192参照】 

 

◆ 企画関連部署主導の日本版CCRCの推進（山梨県都留市） 

 都留市は、企画関連部署の主導により、各部署との連携により、「生涯活躍のま

ち・つる」を推進し、首都圏からのアクティブシニアの移住促進と、市内大学との

連携を強みとした健康づくりや、社会参加の機会創出を図っています。 

           【資料編：Ｐ203参照】 

 

◆ 市民の健康づくりと産業創出の両立に向けた庁内での意識共有（長野県松本市） 

 松本市は、総合計画において、「健康寿命延伸都市」の実現を掲げ、市民の健康

づくりと健康づくりにつながる産業の振興との両立を図っています。 

 産業振興関連部署と高齢者介護・福祉関連部署の連携や意識共有を図るため、頻

繁にミーティングなどを行うほか、健康関連産業の創出による医療費の削減効果等

のデータを共有しています。             【資料編：Ｐ198参照】 

 

◆ 「70歳現役社会」を目指した研究会の設置（福岡県70歳現役応援センター） 

 福岡県は、「70 歳現役社会」の実現を目指し、「福岡県70歳現役社会づくり研

究会」を設置しました。高齢者が健康でいきいきと働き、活躍するための方策を検

討した結果、「福岡県70歳現役応援センター」を開設し、職業紹介等のさまざまな

事業を展開しています。               【資料編：Ｐ207参照】 
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【参考事例】 

◆ セカンドライフを考えるきっかけを与える（福岡県福岡市・神奈川県茅ヶ崎市・

東京都武蔵野市・登別市） 

（福岡県福岡市） 

  福岡県70歳現役応援センターと福岡市中央区（生涯学習推進課）は、40～50代

の従業員や退職前後の人を対象に、シニアライフプランや60歳以降の働き方のセミ

ナーなど、早い段階からセカンドライフを考える機会を提供しています。 

  シニアフレンズ福岡ボランティア協議会は、50代向けにセカンドライフを考える

講座を開催しています。           【資料編：Ｐ207・P213参照】 

（神奈川県茅ヶ崎市） 

  茅ヶ崎市は、「シニアのセカンドライフ支援」という切り口で、企画関連部署がリ

ーダーシップをとりながら、市全体の取組として、シニアの生きがい・社会参加づ

くりを推進しています。               【資料編：Ｐ192参照】 

（東京都武蔵野市）  

  「お父さんお帰りなさいパーティ」実行委員会は、主に退職後の男性シニアをタ

ーゲットとして、地域活動に参加するきっかけとなる情報提供の場、地域活動団体

と交流を深める場や仲間づくりの場の提供を通じて、男性シニアの地域活動参加に

向けて段階的な後押しをしています。 

                           【資料編：Ｐ189参照】 

（登別市社会福祉協議会）   

  登別市社会福祉協議会は、シニアの仲間づくりや居場所づくりを目的とした「ふ

れあい・いきいきサロン」事業を実施しており、各サロンにおいて退職前後のシニ

ア層に参加を呼びかけています。             【資料編：Ｐ180参照】 

 

◆ 多世代交流を切り口に多様な地域住民を巻き込む（沼田町・北広島市・帯広市） 

（沼田町）   

  沼田町は、公共施設等の建設整備に伴う構想策定を契機として、シニア層だけで

はなく、多世代の地域住民がまちづくりに参画するコミュニティデザインの手法に

よる住民参加型のまちづくりを進めています。     【資料編：Ｐ142参照】 

（北広島市・帯広市） 

  北広島団地地域サポートセンター「ともに」（北広島市）や、市民活動プラザ六

中（帯広市）は、多世代の交流拠点として、シニア層と多世代との交流を図ってい

ます。                   【資料編：Ｐ172・Ｐ163参照】 

◆ 40代からの介護支援ボランティアポイント制度（南幌町）   

  南幌町は、一般地域介護予防事業を活用し、介護支援ボランティアポイント制度

を導入しており、40歳以上の町民を対象とすることで、早い段階での互助意識を高

める取組を推進しています。             【資料編：Ｐ176参照】 
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（アンケート調査結果から） 

  元気な高齢者や定年退職予定者がスムーズに地域活動に参加できるための取組

については、それほど積極的に実施していないと考えられます。 

 

（イ）人材の発掘・育成 

シニアの活動促進に向けて、その活動のリーダーやキーパーソンとなる人材を

いかに発掘し、育成するのかが課題となります。 
また、シニアの主体性を引き出すプロセスの導入や、地域の担い手として活躍

する場の創出が必要となります。 

 
（アンケート調査結果から） 

  シニア層の社会参加の推進に向けて、「取組に参加するための機会や情報発

信が乏しいこと」や、「シニア層の社会参加意識が低いこと」、「取組を推進

するキーマンいない」などを解決する手法やノウハウが分からないことが、課

題としてあげられています。 

 

イ  対応策 

 

（ア）退職前・退職直後のシニアへのアプローチ 

「会社」のコミュニティから、「地域」のコミュニティへのスムーズな移行や、

セカンドライフの充実には、退職前あるいは退職直後のシニアを対象とした意識

の啓発や取組が必要です。 
また、退職前後のシニア層をターゲットとした取組に加えて、多世代交流を切

り口とすることで、町内会や自治会、老人クラブへの参加に消極的な人達の社会

参加を促進することにつながります。 
一方で、パークゴルフ等のシニアグループなど、すでに活発に活動しているグ

ループをターゲットに、地域の担い手としての意識を高めてもらうことも有効な

方法だと考えられます。 

 
これらに関連して、次のような取組を行っている事例があります。 

★「セカンドライフ」を切り口としたシニア層の巻き込み 

★「多世代交流」を切り口としたシニア層の巻き込み 

★ボランティアポイント制度 
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【参考事例】 

◆ セカンドライフを考えるきっかけを与える（福岡県福岡市・神奈川県茅ヶ崎市・

東京都武蔵野市・登別市） 

（福岡県福岡市） 

  福岡県70歳現役応援センターと福岡市中央区（生涯学習推進課）は、40～50代

の従業員や退職前後の人を対象に、シニアライフプランや60歳以降の働き方のセミ

ナーなど、早い段階からセカンドライフを考える機会を提供しています。 

  シニアフレンズ福岡ボランティア協議会は、50代向けにセカンドライフを考える

講座を開催しています。           【資料編：Ｐ207・P213参照】 

（神奈川県茅ヶ崎市） 

  茅ヶ崎市は、「シニアのセカンドライフ支援」という切り口で、企画関連部署がリ

ーダーシップをとりながら、市全体の取組として、シニアの生きがい・社会参加づ

くりを推進しています。               【資料編：Ｐ192参照】 

（東京都武蔵野市）  

  「お父さんお帰りなさいパーティ」実行委員会は、主に退職後の男性シニアをタ

ーゲットとして、地域活動に参加するきっかけとなる情報提供の場、地域活動団体

と交流を深める場や仲間づくりの場の提供を通じて、男性シニアの地域活動参加に

向けて段階的な後押しをしています。 

                           【資料編：Ｐ189参照】 

（登別市社会福祉協議会）   

  登別市社会福祉協議会は、シニアの仲間づくりや居場所づくりを目的とした「ふ

れあい・いきいきサロン」事業を実施しており、各サロンにおいて退職前後のシニ

ア層に参加を呼びかけています。             【資料編：Ｐ180参照】 

 

◆ 多世代交流を切り口に多様な地域住民を巻き込む（沼田町・北広島市・帯広市） 

（沼田町）   

  沼田町は、公共施設等の建設整備に伴う構想策定を契機として、シニア層だけで

はなく、多世代の地域住民がまちづくりに参画するコミュニティデザインの手法に

よる住民参加型のまちづくりを進めています。     【資料編：Ｐ142参照】 

（北広島市・帯広市） 

  北広島団地地域サポートセンター「ともに」（北広島市）や、市民活動プラザ六

中（帯広市）は、多世代の交流拠点として、シニア層と多世代との交流を図ってい

ます。                   【資料編：Ｐ172・Ｐ163参照】 

◆ 40代からの介護支援ボランティアポイント制度（南幌町）   

  南幌町は、一般地域介護予防事業を活用し、介護支援ボランティアポイント制度

を導入しており、40歳以上の町民を対象とすることで、早い段階での互助意識を高

める取組を推進しています。             【資料編：Ｐ176参照】 

 

 

46 

 

（アンケート調査結果から） 

  元気な高齢者や定年退職予定者がスムーズに地域活動に参加できるための取組

については、それほど積極的に実施していないと考えられます。

 

（イ）人材の発掘・育成 

シニアの活動促進に向けて、その活動のリーダーやキーパーソンとなる人材を

いかに発掘し、育成するのかが課題となります。

また、シニアの主体性を引き出すプロセスの導入や、地域の担い手として活躍

する場の創出が必要となります。 

（アンケート調査結果から） 

  シニア層の社会参加の推進に向けて、「シニア層の社会参加意識が低いこ

と」、「シニア層が中心となった民間組織・団体等の活動が乏しいこと」、

「取組を推進するキーマン不足」などを解決する手法やノウハウが分からない

ことが、課題としてあげられています。 

 

イ  対応策 

 

（ア）退職前・退職直後のシニアへのアプローチ 

「会社」のコミュニティから、「地域」のコミュニティへのスムーズな移行や、

セカンドライフの充実には、退職前あるいは退職直後のシニアを対象とした意識

の啓発や取組が必要です。

また、退職前後のシニア層をターゲットとした取組に加えて、多世代交流を切

り口とすることで、町内会や自治会、老人クラブへの参加に消極的な人達の社会

参加を促進することにつながります。

一方で、パークゴルフ等のシニアグループなど、すでに活発に活動しているグ

ループをターゲットに、地域の担い手としての意識を高めてもらうことも有効な

方法だと考えられます。

これらに関連して、次のような取組を行っている事例があります。

★「セカンドライフ」を切り口としたシニア層の巻き込み 

★「多世代交流」を切り口としたシニア層の巻き込み 

★ボランティアポイント制度 
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会をつくることで、事業参画への主体性を育むことが有効です。

また、地域活動を推進する上では、リーダーの存在が重要となりますが、リー

ダーの個性や推進力が強すぎると、リーダーが不在となったときの活動の継続や、

他のメンバーの主体性を引き出すことが困難になる場合も想定されます。あえて、

リーダーを配置しない取組を行っている事例もみられます。

これらに関連して、次のような取組を行っている事例があります。

★ 地域住民への地道な情報提供・収集、情報交換の実施 

★ 専門ファシリテーターを活用したワークショップの実施 

★ 主体性を引き出す講座や研修、人材バンクの導入など 

★ 主体性を引き出すため、リーダーを配置しない活動 

 

 【参考事例】 

◆ 構想や事業企画段階での地道な情報提供・交換（沼田町・増毛町・帯広市） 

沼田町や増毛町、市民活動プラザ六中（帯広市）は、構想あるいは事業の企画段階

から、シニア層と意見の収集・交換を行っています。このような機会を通じて、シニ

ア層の地域の担い手としての必要性を伝えるとともに、社会参加に積極的なシニアの

発掘やシニアが「できること」の掘り起こしにもつなげています。   

【資料編：Ｐ142、Ｐ146、P163参照】 

 

◆ シニア等を中心とする住民調査の実施（帯広市） 

市民活動プラザ六中（帯広市）は、シニア等を中心とする住民を対象に、１年間か

けて聞き取り調査を実施し、調査を通じて、シニアの担い手としての潜在的ニーズな

どを把握し、事業の企画に活かしています。       【資料編：Ｐ163参照】

 

◆ 専門ファシリテーターを活用したワークショップの実施（沼田町） 

沼田町は、専門のファシリテーターによるワークショップを開催し、その結果を

「まちづくり通信」として配布しています。このプロセスによって、参加者それぞれ

が自分の役割を見つけ、自らまちづくりに参加するきっかけとなっています。   

                           【資料編：Ｐ142参照】 

 

◆ 住民の力を引き出す研修の実施（村丸ごと博物館頭石地区（熊本県水俣市）） 

水俣市には、市が住民の中から集落の案内役となる「生活学芸員」や、石積みなど

の熟練者、郷土料理を得意とする「生活職人」を認定する仕組みがあります。 

地域住民自らが地元を調べる研修「あるもの探し」の実施が認定要件であり、市が

研修の枠組みを住民に提供し、住民が主役となって作業を進めています。この取組に

よって、市は住民の自主的な動きを支えることに徹し、地域の持つ力や住民の力を引

き出しています。                       【資料編：Ｐ218参照】
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（イ）地域に一歩を踏み出すための「ワクワク」コンテンツ 

地域活動への参加が少ない男性シニアに対し、地域活動への参加のハードルを

引き下げ、地域に一歩を踏み出すためのきっかけづくりを進めることも重要です。

まずは、男性シニアが関心の高いテーマ（学び、趣味等）の講座等を実施する

など、これまで社会参加していないシニアの掘り起こしを進めることも必要です。

これらに関連して、次のような取組を行っている事例があります。

★シニア層の興味・関心の高い講座等を開催 

 

【参考事例】 

◆ 人気の講座からボランティアグループの誕生（帯広市） 

市民活動プラザ六中ソフト事業推進室は、「六中地域マイスター講座」を開講

し、ボランティア意識を醸成しています。参加者が多く集まる看板事業であり、コ

ーディネーターは参加者から担い手となり得る人材を発掘し、そこから自主的なボ

ランティア活動グループが誕生するなど、成果をあげています。        

                          【資料編：Ｐ163参照】 

◆ 地域活動に参加するきっかけの提供（東京都武蔵野市）  

「お父さんお帰りなさいパーティ」実行委員会は、男性を中心とする退職後シニ

アに、いきなりボランティア活動を勧めるのではなく、まずは趣味活動（将棋、囲

碁など）や研究的な要素の強い講座を開催し、家から一歩出て地域で活動してもら

うことを推進しています。                    【資料編：Ｐ189参照】 

◆ 「カラオケ」をきっかけとした地区活動の推進（長野県松本市）  

松本市は、各地区での福祉活動への参加者の固定化や、伸び悩みが課題となる中

で、シニアの男性に人気の高い「カラオケ」と健康づくりを組み合わせた「スポー

ツボイス大学院」を各地区で開催することで、地域活動への参加のハードルを下

げ、結果的にシニアの地区福祉活動への参加促進につなげています。 

                         【資料編：Ｐ198参照】 

 

（ウ）シニア層の主体性を把握し、引き出す工夫 

シニア層は、サービスや支援の受け手と考えられがちですが、「人の役に立ち

たい」という思いを持っているシニアも多く存在しています。このような人たち

を掘り起こすためのニーズ調査や情報収集等も有効な方法です。

また、「人の役に立ちたい」という気持ちのシニアの意識をもう一歩高め、

「これならできる」という意識に引き上げることも重要です。

シニア層の参画を促す手法として、企画段階からシニアの意見を取り入れる機
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会をつくることで、事業参画への主体性を育むことが有効です。
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（イ）地域に一歩を踏み出すための「ワクワク」コンテンツ 
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【参考事例】 
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ツボイス大学院」を各地区で開催することで、地域活動への参加のハードルを下

げ、結果的にシニアの地区福祉活動への参加促進につなげています。 
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これらに関連して、次のような取組を行っている事例があります。

★ 看板事業で人を集め、人材育成につなげるプロセス 

★ コーディネーターの適切なフォロー 

★ 企業と連携した就労の場の創出 

 

【参考事例】 

◆ 看板事業で人を集め、人材育成につなげるプロセス （釧路市・帯広市） 

（釧路市） 

釧路市を活動拠点とする認定NPO法人ふまねっと（所在地：札幌市）は、最初に

「ふまねっと運動」を看板として参加者を集め、その中から運動を指導できる人材

を育成することで、シニア層の社会参加・生きがいづくりと、地域貢献をミッショ

ンとして活動しています。              【資料編：Ｐ170参照】 

（帯広市） 

また、市民活動プラザ六中ソフト事業推進室では、人気の事業である「六中マイ

スター講座」の参加者から、ボランティア人材の発掘・育成を行っています。   

                           【資料編P163参照】 

◆ コーディネーターによる適切なフォロー（福岡県福岡市中央区） 

シニアフレンズ福岡ボランティア協議会は、シニアボランティアのコーディネー

ターがボランティアグループの活動先へ同行したり、会議に出席し、どのような活

動先でどのようなボランティアが必要とされているかを把握し、活動先で求められ

ているボランティアを育成する講座を企画しています。 【資料編：Ｐ213参照】 

◆ 企業と連携した就労の場の創出（釧路市）  

一般社団法人釧路社会的企業創造協議会は、生活困窮者を対象に、働くことに慣

れてもらうための作業の場を提供するだけではなく、就労意欲を高めた生活困窮者

が一般就労できる「仕事」を企業と連携しながら開拓し、提供しています。 

                         【資料編：Ｐ167参照】 

 

 

(3) 地域の健康づくり推進 

ア 現状における課題 

シニア層が地域活動や産業の担い手として継続的に活躍してもらうためには、シ

ニア層の健康づくりは極めて重要な課題です。

北海道の基幹産業である農業についてみると、農業就業人口のうち、50歳以上が

７割弱、60歳以上が５割強となっており、平均年齢は57.2歳となっています。（201
5年農林業センサス）
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【再掲】 

◆ 介護保険制度や地域の担い手としての意識を高める講座を開催（池田町） 

池田町は、今後の高齢化対策として、介護サービスの充実だけではなく、シニア

を主体とした住民自らが介護予防や生活支援の担い手として活躍できるよう支援し

てきました。その一環として、シニア等を対象に、介護保険制度に関する講座や地

域の担い手として意識を高める講座を開催し、このような取組の積み重ねにより、

町内会連合会、老人クラブ連合会による互助の取組を創出しています。 

   【資料編：Ｐ178参照】 

 

◆ 人材バンクの登録・活用（旭川市） 

NPO法人グラウンドワーク西神楽（旭川市）は、地域の高齢者が持つ優れた技能

を活用する人材バンクの登録・活用に取り組んでいます。 

                         【資料編：Ｐ157参照】 

 

◆ 高齢者の「見守る・支える」主体性を引き出す（鹿児島県鹿児島市） 

NAGAYA TOWER （鹿児島市）は、高齢者・障害者・一般家族・学生等あら

ゆる世帯が入居し、相互扶助を実践する場を提供しています。 

こうした場を通じて、地域の人も交えた多世代交流を図り、高齢者は見守られる

側・支えられる側だけでなく、見守る側や支える側の役割も果たしています。  

                          【資料編：Ｐ222参照】 

 

◆ リーダーを配置せず、主体性を育む（増毛町） 

増毛町は、住民活動にリーダーを配置せず、複数の有志でさまざまな事業を企

画・運営し、試行錯誤することで、メンバー全体の主体性を育むように工夫してい

ます。                        【資料編：Ｐ146参照】

 

（エ）学び（インプット）と行動（アウトプット）の連動を意識 

地域活動に意欲を持ち始めたシニアが、具体的に一歩を踏み出すための機会

（アウトプット）をしっかり用意することが大切です。

そのためには、地域における既存の団体の取組だけではなく、就労も含めてシ

ニアが活躍できる領域を開拓することも重要です。

最初は、「一人ではなく複数で」、「まずは体験から」というスタンスで、活

動に参加できる機会をつくり、ハードルを高くしない工夫が必要です。

例えば、健康づくりや生涯学習などを切り口として、シニア層が参加するだけ

ではなく、運営に関わってもらうことを意識した事業とすることも大切です。ま

ずはシニアが参加したいと感じる“看板”事業を展開しながら、次のステップに

進む「段階的な参加プロセス」も有効です。
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これらに関連して、次のような取組を行っている事例があります。

★ 看板事業で人を集め、人材育成につなげるプロセス 

★ コーディネーターの適切なフォロー 

★ 企業と連携した就労の場の創出 

 

【参考事例】 

◆ 看板事業で人を集め、人材育成につなげるプロセス （釧路市・帯広市） 

（釧路市） 

釧路市を活動拠点とする認定NPO法人ふまねっと（所在地：札幌市）は、最初に

「ふまねっと運動」を看板として参加者を集め、その中から運動を指導できる人材

を育成することで、シニア層の社会参加・生きがいづくりと、地域貢献をミッショ
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一般社団法人釧路社会的企業創造協議会は、生活困窮者を対象に、働くことに慣

れてもらうための作業の場を提供するだけではなく、就労意欲を高めた生活困窮者

が一般就労できる「仕事」を企業と連携しながら開拓し、提供しています。 
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【再掲】 

◆ 介護保険制度や地域の担い手としての意識を高める講座を開催（池田町） 

池田町は、今後の高齢化対策として、介護サービスの充実だけではなく、シニア

を主体とした住民自らが介護予防や生活支援の担い手として活躍できるよう支援し

てきました。その一環として、シニア等を対象に、介護保険制度に関する講座や地

域の担い手として意識を高める講座を開催し、このような取組の積み重ねにより、

町内会連合会、老人クラブ連合会による互助の取組を創出しています。 

   【資料編：Ｐ178参照】 

 

◆ 人材バンクの登録・活用（旭川市） 

NPO法人グラウンドワーク西神楽（旭川市）は、地域の高齢者が持つ優れた技能

を活用する人材バンクの登録・活用に取り組んでいます。 

                         【資料編：Ｐ157参照】 

 

◆ 高齢者の「見守る・支える」主体性を引き出す（鹿児島県鹿児島市） 

NAGAYA TOWER （鹿児島市）は、高齢者・障害者・一般家族・学生等あら

ゆる世帯が入居し、相互扶助を実践する場を提供しています。 

こうした場を通じて、地域の人も交えた多世代交流を図り、高齢者は見守られる

側・支えられる側だけでなく、見守る側や支える側の役割も果たしています。  
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最初は、「一人ではなく複数で」、「まずは体験から」というスタンスで、活
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【参考事例】 

◆ 「ふまねっと運動」をきっかけとした互助意識の醸成（釧路市、池田町） 

（釧路市（再掲）） 

釧路市を活動拠点とする認定NPO法人ふまねっと（所在地：札幌市）は、最初に

「ふまねっと運動」を看板として参加者を集め、その中から運動を指導できる人材

を育成することで、シニア層の社会参加・生きがいづくりと、地域貢献をミッショ

ンとして活動しています。              【資料編：Ｐ170参照】 

（池田町） 

池田町は、「ふまねっと運動」のサポーターを育成する要素に着目し、平成18年

度から、各地区で「ふまねっと運動」の普及に注力し、サポーターの育成等を通

じ、町内会連合会や老人クラブ連合会の会員の活力を生かした介護予防や生活支援

の体制整備につなげています。            【資料編：Ｐ178参照】 

（再掲） 

◆ 「カラオケ」をきっかけとした地区活動の推進（長野県松本市）  

松本市は、各地区での福祉活動への参加者の固定化や、伸び悩みが課題となる中

で、シニアの男性に人気の高い「カラオケ」と健康づくりを組み合わせた「スポー

ツボイス大学院」を各地区で開催することで、地域活動への参加のハードルを下

げ、結果的にシニアの地区福祉活動への参加促進につなげています。 

                         【資料編：Ｐ198参照】 

◆ 会員組織による健康づくりと産業創出の仕組み（長野県松本市）  

松本市は、市民に健康づくりの場の提供と、ヘルスケア企業への新商品・サービ

ス開発の実証の場を提供する会員組織「松本ヘルスケア・ラボ」を設置し、市民の

健康づくりに役立てています。            【資料編：Ｐ198参照】 

◆ 市民の健康づくり拠点の設置（山梨県都留市）  

都留市は、都留市ふるさと会館の１階を健康づくりの拠点として、市民の自主・

自律的な健康づくりを推進する「健康ジム」事業を実施しています。      

                          【資料編：Ｐ203参照】 

◆ 中心市街地における健康づくりや居場所の拠点づくり（帯広市）  

帯広市は、中心市街地にある帯広信用金庫が所有するビルを賃借し、市内の飲食

店や団体等が、１階でカフェスペースを運営し、２階では介護予防と健康増進のた

めのプログラムを提供しています。          【資料編：Ｐ166参照】 
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同じく、漁業従事者（男性）は50歳以上が８割弱、60歳以上が５割強を占めてい

る状況です。（2013年漁業センサス）

国や自治体によるヘルスプロモーションや、テレビ等のマスコミによる情報発信

などにより、健康づくりの必要性を認識している地域住民は増えていると考えられ

ますが、とりわけ小規模市町村については、専門職のマンパワー不足や、健康づく

りの場の創出が課題となっています。

今回の調査では、「ふまねっと運動」や「地域まるごと元気アッププログラム

（まる元）」がシニアの健康づくりに係る事例として掲げていますが、女性の参加

が多く、とりわけ産業の担い手を確保する観点から退職前あるいは退職直前の男性

の健康づくり事業への参加の仕組みづくりが重要です。

また、シニア層の活躍を支えるためには、健康づくりや社会参加・生きがいづく

り、地域住民との交流、日常生活（買い物、通院等）に不可欠な移動手段の確保な

ども認識する必要があります。

イ  対応策 

（ア）シニア層の健康づくりの工夫 

内閣府の調査では、高齢者のグループ活動への参加状況は、「健康・スポーツ」

が最も高く、シニアの「健康づくり」に対する潜在的なニーズの高さがうかがえま

す。

このため、シニアが地域活動に参加するきっかけとして、まずは「健康づくり」

の場を創出することも必要です。

シニアの健康づくり推進に係る施策として、一般地域介護予防事業を有効に活用

し、シニアの健康づくりを推進すると同時に、シニアを支える意識の醸成や、訪問

型あるいは通所型サービスのアクティブシニアを主体とした提供体制の整備が期待

されています。

  これらに関連して、次のような取組を行っている事例があります。

★ 「カラオケ」×「健康づくり」を切り口とした担い手意識の醸成 

★ 「ふまねっと運動」をきっかけとした互助意識の醸成 

★ 会員組織による健康づくりと産業創出の仕組み 

★ 健康づくりの拠点づくり 

★ 介護予防事業や地域でのサロン活動での健康づくり 
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帯広市は、中心市街地にある帯広信用金庫が所有するビルを賃借し、市内の飲食

店や団体等が、１階でカフェスペースを運営し、２階では介護予防と健康増進のた

めのプログラムを提供しています。 【資料編：Ｐ 参照】
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（イ）専門職しかできないこと、地域住民ができることの明確化 

専門職が不足する中で、まずは、専門職しかできない業務と、シニア層等に任

せることができる業務などを明確化することにより、シニア層の活躍を促進でき

る新たな領域や活動内容等を見出すことが必要です。

（ウ）伴走型支援の方向性 

伴走型支援としては、例えば、企画内容を決めるための情報提供、参加者を集

めるための広報、活動全般に対するアドバイス、多様なステークホルダー（利害

関係者）とのネットワーク形成など、社会福祉協議会や地域包括支援センター、

社会福祉法人等の専門職に対する側面支援などが考えられます。

（エ）地域における人材の発掘 

地域には保健師や看護師等の有資格者が埋もれているケースもあります。また、

地域活動に積極的な住民や、地域の分析能力が高く、専門家とのネットワークも

豊富な元公務員、地域の課題や可能性を感じている移住者など、専門職不足を補

うための活動の担い手として発掘・育成することも重要です。

 

これらに関連して、次のような取組を行っている事例があります。

★ 生活支援コーディネーター（Ⅲ層）の効果的な配置 

★ シニアが担える業務の明確化 

★ 事務局機能や活動の側面支援を行政が担う取組 

★ ボランティア活動等の推進を専門とする部署設置・コーディネーターの配置 

★ 社会福祉法人が地域のシニア層のボランティア活動を推進 

★ 移住者の人的ネットワークを活かした企業アプローチ 

【参考事例】 

◆ 生活支援コーディネーター（Ⅲ層）の効果的な配置（池田町）  

池田町は、社会福祉協議会に生活支援コーディネーター（Ⅲ層）として主婦等を

配置し、活動の側面支援を行っています。主婦ならではのきめ細やかな対応により

新規参加者等をフォローしています。         【資料編：Ｐ178参照】 

 

◆ シニアが担える業務の明確化（福岡県）  

福岡県70歳現役応援センターは、介護福祉分野において、介護専門職の職員には

介護職に専念してもらい、介護専門職以外が担える介護施設での送迎、調理、清掃

などはシニアが担うといった仕事の切り分けを行い、シニアができる仕事の発掘を

目的とした「高齢者雇用の手引」を作成し、介護施設へ提案しています。 

                         【資料編：Ｐ207参照】 

 

 

 

 
 
地域の専門職不足を補う取組

 
ア 現状における課題

財政状況が厳しい中、多くの市町村では、限られたマンパワーで多種・多様な業務

に取り組まなければなりません。 
特に、高齢者との関わりが多い健康づくりや介護福祉の関連部署では、保健師、看

護師、社会福祉士、居宅介護支援専門員（ケアマネージャー）といった専門職の人員

が不足しているため、健康に不安のある高齢者や要支援・要介護認定者等、支援が必

要な高齢者への対応などに忙殺され、アクティブシニアの健康づくりや地域活動への

意識醸成などには手が回らないのが現状です。 
専門職は、多様な知識やノウハウ、ネットワークを有しており、シニア層の活躍促

進に向けては、市町村の専門職の不足が大きな課題です。 

 
（アンケート調査結果から）

住民の健康づくりを推進する施策の実施に当たり、健康づくりを推進するための

マンパワー不足とともに、プログラム等を提供する民間事業者・団体が不足してい

ることが課題としてあげられています。

 
イ 対応策

（ア）伴走型支援を意識した取組の推進

厳しい財政状況の中で、市町村が補助金や委託事業等により、町内会・自治会、

老人クラブ等の既存組織による従来型の活動を支援し続けることには限界があり

ます。 
既存の組織も含めて、行政の予算に依存せず、住民自身でシニアが地域の担い

手となる活動を運営できるよう、住民や地域の社会福祉協議会や社会福祉法人等

への側面支援など、伴走型支援を行うことが重要です。 

◆ 介護予防事業としての展開（赤平市）

赤平市は、介護予防事業の一次予防事業として元気アッププログラムを展開して

います。参加者の運動能力の維持・向上や参加者自身の健康管理のほか、閉じこも

り防止、参加者同士の交流、指導スタッフや若い学生との交流が良い刺激にもなっ

ています。 【資料編：Ｐ 参照】

◆ サロンでの多様なメニューの提供（登別市）

登別市社会福祉協議会は、市内各地で、「健康増進・体力づくり・趣味」「交流

を通した傾聴・孤立防止」「介護予防・機能向上」などのサロン活動を展開してい

ます。 【資料編：Ｐ 参照】
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(4) 地域の専門職不足を補う取組 

ア 現状における課題 

財政状況が厳しい中、多くの市町村では、限られたマンパワーで多種・多様な業務

に取り組まなければなりません。

特に、高齢者との関わりが多い健康づくりや介護福祉の関連部署では、保健師、看

護師、社会福祉士、居宅介護支援専門員（ケアマネージャー）といった専門職の人員

が不足しているため、健康に不安のある高齢者や要支援・要介護認定者等、支援が必

要な高齢者への対応などに忙殺され、アクティブシニアの健康づくりや地域活動への

意識醸成などには手が回らないのが現状です。

専門職は、多様な知識やノウハウ、ネットワークを有しており、シニア層の活躍促

進に向けては、市町村の専門職の不足が大きな課題です。

（アンケート調査結果から） 

  住民の健康づくりを推進する施策の実施にあたり、健康づくりを推進するための

マンパワー不足とともに、プログラム等を提供する民間事業者・団体が不足してい

ることが課題としてあげられています。 

イ  対応策 

（ア）伴走型支援を意識した取組の推進 

厳しい財政状況の中で、市町村が補助金や委託事業等により、町内会・自治会、

老人クラブ等の既存組織による従来型の活動を支援し続けることには限界があり

ます。

既存の組織も含めて、行政の予算に依存せず、住民自身でシニアが地域の担い

手となる活動を運営できるよう、住民や地域の社会福祉協議会や社会福祉法人等

への側面支援など、伴走型支援を行うことが重要です。

◆ 介護予防事業としての展開（赤平市）  

赤平市は、介護予防事業の一次予防事業として元気アッププログラムを展開して

います。参加者の運動能力の維持・向上や参加者自身の健康管理のほか、閉じこも

り防止、参加者同士の交流、指導スタッフや若い学生との交流が良い刺激にもなっ

ています。                     【資料編：Ｐ151参照】 

◆ サロンでの多様なメニューの提供（登別市）  

登別市社会福祉協議会は、市内各地で、「健康増進・体力づくり・趣味」「交流

を通した傾聴・孤立防止」「介護予防・機能向上」などのサロン活動を展開してい

ます。                       【資料編：Ｐ180参照】 
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イ  対応策 

（ア）身の丈にあった活動を継続するスタンス 

シニアが地域の担い手として活動する組織は、継続性を維持することが重要で

す。

組織には、活動を牽引するリーダーが必要ですが、参加メンバーはできる限り

フラットな関係を保ち、特定のリーダーに依存するのではなく、常にメンバーの

主体性を育みながら、「無理しない範囲で、できることをしっかりやる」という

スタンスを持ち続けることが大切です。

これらに関連して、次のような取組を行っている事例があります。

★ 主体性を育むため、リーダーを配置しない 

★ 身の丈にあった息の長い活動を目指す 

★ シニアの体力などに応じた活動 

 

【参考事例】 

（再掲） 

◆ リーダーを配置せず、主体性を育む（増毛町） 

増毛町は、住民活動にリーダーを配置せず、複数の有志でさまざまな事業を企

画・運営し、試行錯誤することで、メンバー全体の主体性を育むように工夫してい

ます。                       【資料編：Ｐ146参照】

◆ できる範囲でやろうというスタンスでの取組（東京都武蔵野市） 

武蔵野市の「おとうさんお帰りなさいパーティ」実行委員会は、武蔵野市民社会

福祉協議会の予算（10万円）で、できる範囲でやろうというスタンスを持ち、自由

度の高い取組を継続して実施しています。       【資料編：Ｐ189参照】

◆ 自分たちができる範囲の活動を目指した取組（熊本県水俣市） 

水俣市の村丸ごと生活博物館は、特別なおもてなしではなく、ありのままの地域

での暮らし（昔からの生活習慣、家庭料理等）を紹介しています。新たな取組につ

いても、自分たちが地域にあるもので、できる範囲のことをやるという考えで取り

組んでいます。                   【資料編：Ｐ218参照】

 

◆ シニアの体力などに応じた業務開発（伊達市） 

伊達市シルバー人材センターは、特に70歳以上のシニアに対し、肉体的にも精神

的にも無理なく取り組める仕事を提供するため、「アロニア栽培」と「腐葉土の生

産」の２つの独自事業を展開しています。 

また、会員の高齢化に伴い、重労働から屋内軽作業への移行や、デイサービスの

要素に仕事の要素を加え、無理なく就業が続けられる仕組みを検討しています。 

                          【資料編：Ｐ185参照】

 

◆ シニアが苦手な事務局機能を行政が担う取組（増毛町）

増毛町は、「ゆうゆうマーシー」の事務局運営を行政（地域包括支援センター）

が担うことで、シニアが活動の企画・実施に専念できる体制を整備しています。

【資料編：Ｐ 参照】

◆ 地域包括支援センターによる健康づくり・居場所づくりの側面支援（帯広市）

帯広市では、中心市街地に設置したシニア等の健康づくり・居場所の拠点「まち

なか」の運営を、市内ボランティア団体等で構成する運営委員会が行っており、地

域包括支援センターがその活動を見守りながら、必要に応じて側面支援を行ってい

ます。 【資料編：Ｐ 参照】

◆ コーディネーターによるボランティア活動の創出（福岡県福岡市）

シニアフレンズ福岡ボランティア協議会は、生涯学習の講座の企画、募集、実施、

講座修了後の支援での各段階において、コーディネーターによりボランティアグルー

プの自走化に向けた工夫を図り、地域に学びを還元する仕組みを確立しています。

【資料編：Ｐ 参照】

 
◆ 移住者の人的ネットワークを活かした企業アプローチ（釧路市）

一般社団法人釧路社会的企業創造協議会は、事務局長（移住者）が持つ転勤族等

を中心とした人的ネットワークを活用し、ハローワークなど既存の機関では難しい

きめ細やかな企業へのアプローチを進めています。 【資料編：Ｐ 参照】

 
活動の継続性を確保する体制づくり

 
ア 市町村等における課題の整理

シニア層の活躍促進に係る取組は、基本的に、行政サービスや民間団体等によ

る非営利活動が中心になると考えられ、その活動の継続性の確保が必要です。 
民間団体等は、補助金等の資金に頼らずに、息の長い活動を継続できる体制の

整備や、参加するボランティアのモチベーションの維持を図ることが重要です。 

 
（アンケート調査結果から）

生活支援・介護予防のサービス提供者には、社会福祉協議会が多く、小規模自治

体ほどその傾向がみられます。

また、シニア層が地域で活躍できる場を十分に用意できていないことを課題とし

ている市町村もあり、「活躍の場」の創出と連動した取組が求められています。
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イ  対応策 

（ア）身の丈にあった活動を継続するスタンス 

シニアが地域の担い手として活動する組織は、継続性を維持することが重要で

す。

組織には、活動を牽引するリーダーが必要ですが、参加メンバーはできる限り

フラットな関係を保ち、特定のリーダーに依存するのではなく、常にメンバーの

主体性を育みながら、「無理しない範囲で、できることをしっかりやる」という

スタンスを持ち続けることが大切です。

これらに関連して、次のような取組を行っている事例があります。

★ 主体性を育むため、リーダーを配置しない 

★ 身の丈にあった息の長い活動を目指す 

★ シニアの体力などに応じた活動 

 

【参考事例】 

（再掲） 

◆ リーダーを配置せず、主体性を育む（増毛町） 

増毛町は、住民活動にリーダーを配置せず、複数の有志でさまざまな事業を企

画・運営し、試行錯誤することで、メンバー全体の主体性を育むように工夫してい

ます。                       【資料編：Ｐ146参照】

◆ できる範囲でやろうというスタンスでの取組（東京都武蔵野市） 

武蔵野市の「おとうさんお帰りなさいパーティ」実行委員会は、武蔵野市民社会

福祉協議会の予算（10万円）で、できる範囲でやろうというスタンスを持ち、自由

度の高い取組を継続して実施しています。       【資料編：Ｐ189参照】

◆ 自分たちができる範囲の活動を目指した取組（熊本県水俣市） 

水俣市の村丸ごと生活博物館は、特別なおもてなしではなく、ありのままの地域

での暮らし（昔からの生活習慣、家庭料理等）を紹介しています。新たな取組につ

いても、自分たちが地域にあるもので、できる範囲のことをやるという考えで取り

組んでいます。                   【資料編：Ｐ218参照】

 

◆ シニアの体力などに応じた業務開発（伊達市） 

伊達市シルバー人材センターは、特に70歳以上のシニアに対し、肉体的にも精神

的にも無理なく取り組める仕事を提供するため、「アロニア栽培」と「腐葉土の生

産」の２つの独自事業を展開しています。 

また、会員の高齢化に伴い、重労働から屋内軽作業への移行や、デイサービスの

要素に仕事の要素を加え、無理なく就業が続けられる仕組みを検討しています。 

                          【資料編：Ｐ185参照】
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◆ シニアが苦手な事務局機能を行政が担う取組（増毛町）  

増毛町は、「ゆうゆうマーシー」の事務局運営を行政（地域包括支援センター）

が担うことで、シニアが活動の企画・実施に専念できる体制を整備しています。 

                          【資料編：Ｐ146参照】 

 

◆ 地域包括支援センターによる健康づくり・居場所づくりの側面支援（帯広市） 

帯広市では、中心市街地に設置したシニア等の健康づくり・居場所の拠点「まち

なか」の運営を、市内ボランティア団体等で構成される運営委員会が行っており、

地域包括支援センターがその活動を見守りながら、必要に応じて側面支援を行って

います。                      【資料編：Ｐ166参照】 

 

◆ コーディネーターによるボランティア活動の創出（福岡県福岡市） 

  シニアフレンズ福岡ボランティア協議会は、生涯学習の講座の企画、募集、実施、

講座修了後の支援での各段階において、コーディネーターによりボランティアグルー

プの自走化に向けた工夫を図らり、地域に学びを還元する仕組みを確立しています。

                          【資料編：Ｐ213参照】 

◆ 移住者の人的ネットワークを活かした企業アプローチ（釧路市） 

一般社団法人釧路社会的企業創造協議会は、事務局長（移住者）が持つ転勤族等

を中心とした人的ネットワークを活用し、ハローワークなど既存の機関では難しい

きめ細やかな企業へのアプローチを進めています。   【資料編：Ｐ167参照】 

 

(5) 活動の継続性を確保する体制づくり 

ア  市町村等における課題の整理 

シニア層の活躍促進に係る取組は、基本的に、行政サービスや民間団体等によ

る非営利活動が中心になると考えられ、その活動の継続性の確保が必要です。

民間団体等は、補助金等の資金に頼らずに、息の長い活動を継続できる体制の

整備や、参加するボランティアのモチベーションの維持を図ることが重要です。

（アンケート調査結果から） 

  生活支援・介護予防のサービス提供者には、社会福祉協議会が多く、小規模自治

体ほどその傾向がみられます。 

また、シニア層が地域で活躍できる場を十分に用意できていないことを課題とし

ている市町村もあり、「活躍の場」の創出と連動した取組が求められています。 

  

第Ⅳ章　シニア層が活躍する地域づくりを進めるための対応策

hon.indd   57 2017/12/05   15:51:24



 

 

59 

 

わらず、会員数や参加者数が減少しているのが現状です。

社会参加に対する意識の多様化に加え、「高齢者」という言葉に違和感を持つ

シニアもいます。「高齢者の生きがい、仲間づくり」といったコンセプトだけで

はなく、「セカンドライフ支援」、「生涯活躍」あるいは「多世代交流」等を切

り口として、団体等を活性化する仕組みづくりも有効です。

これらに関連して、次のような取組を行っている事例があります。

★ 町内会や老人クラブ連合会、シルバー人材センター等の活性化につながる取組 

 

【参考事例】 

◆ 生活支援体制整備事業を活用した町内会や老人クラブ連合会の取組推進（池田町）

  池田町は、町内会や老人クラブ連合会を対象に、「ふまねっと運動」や各種講座 

 等を通じて、少しずつ地域の担い手としての意識醸成を図り、地域の介護予防や生 

活支援の担い手として位置付け、活動を側面支援しています。 

【資料編：Ｐ178参照】 

◆ セカンドライフ支援と連動したシルバー人材センター活性化（神奈川県茅ヶ崎市）

  茅ヶ崎市は、「セカンドライフ支援」をシルバー人材センターに委託し、相談窓口

 やセミナーの開催などを通じて社会参加への意識を高め、シルバー人材センターの会

 員数を増加させました。               【資料編：Ｐ192参照】 

 

（再掲） 

◆ 「カラオケ」をきっかけとした地区活動の推進（長野県松本市）  

松本市は、各地区での福祉活動への参加者の固定化や、伸び悩みが課題となる中

で、シニアの男性に人気の高い「カラオケ」と健康づくりを組み合わせた「スポー

ツボイス大学院」を各地区で開催することで、地域活動への参加のハードルを下

げ、結果的にシニアの地区福祉活動への参加促進につなげています。 

【資料編：Ｐ198参照】 

 

（エ）民間団体等に対するネットワークの形成支援 

シニアの活動を推進する民間組織が、地域で円滑に活動するためには、行政と

の信頼関係を活かしたさまざまな関係者とのネットワークの構築が必要です。

地域で活動する場合、住民との合意形成が必要となるため、行政が町内会や自

治会、ＰＴＡなどとの調整役となることが、大きな支援につながります。

また、他の団体や企業との連携を促進するためには、行政が運営にも関与する

などの工夫も有効です。
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（イ）モチベーションの維持や活動を継続させる仕組みの導入 

地域の担い手として活動するシニアの「やる気」や、「やりがい」だけに依存

していると、モチベーションの維持が難しくなることがあります。

このため、ボランティアポイントや地域通貨のように、モチベーションの維持

や活動資金の確保につながる仕組みを導入することも有効です。

これらに関連して、次のような取組を行っている事例があります。

★ 地域通貨やボランティアポイントの仕組み等を導入 

★ 活動資金を確保するための取組 

 

【参考事例】

◆ 地域通貨「マーシー」（増毛町）  

増毛町は、ボランティアをする側と受ける側の「気づかい」を解消するため、増

毛地域通貨券「マーシー」を導入しています。何かしてもらった時には地域通貨を

支払い、何をしてあげた時には地域通貨を受け取ることを通じて、感謝の気持ちを

伝えるとともに、モチベーションの維持につなげています。 

【資料編：Ｐ146参照】 

◆ 本人の介護予防を対象としたボランティアポイント制度の導入（池田町）  

池田町のボランティアポイント制度は、サロンへの参加など、シニア自身の介護

予防に向けた活動もポイントの対象としています。   【資料編：Ｐ178参照】 

◆ 訪問者から案内料を活動資金に（熊本県水俣市） 

村丸ごと生活博物館の訪問メニューは、1～2時間程度の村めぐり（案内）と昼食

のセットが基本で、訪問者から案内料（謝礼）を受け取っています。この謝礼が、

住民にとって楽しみながら活動を継続するための原動力でもあり、その一部は共同

資金として積み立て、地区自らが活動資金を作り出す仕組みとなっています。 

                         【資料編：Ｐ218参照】 

 

◆ パークゴルフ場の運営収入を活動資金に（旭川市） 

NPO法人グラウンドワーク西神楽（旭川市）は、地域に根ざした仕事づくりとし

て、住民手づくりでパークゴルフ場を造成し、運営に携わる地域の高齢者の生きが

いづくりと収入の確保に寄与しています。       【資料編：Ｐ157参照】 

（ウ）既存の地域団体等の活性化につなげる仕掛けづくり 

シニアによる地域活動の場として、シルバー人材センター（高齢者事業団）や

高齢者クラブ、高齢者大学などがありますが、高齢者数が増加しているにもかか
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わらず、会員数や参加者数が減少しているのが現状です。 
社会参加に対する意識の多様化に加え、「高齢者」という言葉に違和感を持つ

シニアもいます。「高齢者の生きがい、仲間づくり」といったコンセプトだけで

はなく、「セカンドライフ支援」、「生涯活躍」あるいは「多世代交流」等を切

り口として、団体等を活性化する仕組みづくりも有効です。 

 
これらに関連して、次のような取組を行っている事例があります。 

★ 町内会や老人クラブ連合会、シルバー人材センター等の活性化につながる取組

【参考事例】

◆ 生活支援体制整備事業を活用した町内会や老人クラブ連合会の取組推進（池田町）

池田町は、町内会や老人クラブ連合会を対象に、「ふまねっと運動」や各種講座

等を通じて、少しずつ地域の担い手としての意識醸成を図り、地域の介護予防や生

活支援の担い手として位置付け、活動を側面支援しています。

【資料編：Ｐ 参照】

 
◆ セカンドライフ支援と連動したシルバー人材センター活性化（神奈川県茅ヶ崎市）

茅ヶ崎市は、「セカンドライフ支援」をシルバー人材センターに委託し、相談窓口

やセミナーの開催などを通じて社会参加への意識を高め、シルバー人材センターの会

員数を増加させました。 【資料編：Ｐ 参照】

（再掲）

◆ 「カラオケ」をきっかけとした地区活動の推進（長野県松本市）

松本市は、各地区での福祉活動への参加者の固定化や、伸び悩みが課題となる中

で、シニアの男性に人気の高い「カラオケ」と健康づくりを組み合わせた「スポー

ツボイス大学院」を各地区で開催することで、地域活動への参加のハードルを下

げ、結果的にシニアの地区福祉活動への参加促進につなげています。

【資料編：Ｐ 参照】

（エ）民間団体等に対するネットワークの形成支援

シニアの活動を推進する民間組織が、地域で円滑に活動するためには、行政と

の信頼関係を活かしたさまざまな関係者とのネットワークの構築が必要です。 
地域で活動する場合、住民との合意形成が必要となるため、行政が町内会や自

治会、ＰＴＡなどとの調整役となることが、大きな支援につながります。 
また、他の団体や企業との連携を促進するためには、行政が運営にも関与する

などの工夫も有効です。 
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（イ）モチベーションの維持や活動を継続させる仕組みの導入 

地域の担い手として活動するシニアの「やる気」や、「やりがい」だけに依存

していると、モチベーションの維持が難しくなることがあります。

このため、ボランティアポイントや地域通貨のように、モチベーションの維持

や活動資金の確保につながる仕組みを導入することも有効です。

これらに関連して、次のような取組を行っている事例があります。

★ 地域通貨やボランティアポイントの仕組み等を導入 

★ 活動資金を確保するための取組 

 

【参考事例】

◆ 地域通貨「マーシー」（増毛町）  

増毛町は、ボランティアをする側と受ける側の「気づかい」を解消するため、増

毛地域通貨券「マーシー」を導入しています。何かしてもらった時には地域通貨を

支払い、何をしてあげた時には地域通貨を受け取ることを通じて、感謝の気持ちを

伝えるとともに、モチベーションの維持につなげています。 

【資料編：Ｐ146参照】 

◆ 本人の介護予防を対象としたボランティアポイント制度の導入（池田町）  

池田町のボランティアポイント制度は、サロンへの参加など、シニア自身の介護

予防に向けた活動もポイントの対象としています。   【資料編：Ｐ178参照】 

◆ 訪問者から案内料を活動資金に（熊本県水俣市） 

村丸ごと生活博物館の訪問メニューは、1～2時間程度の村めぐり（案内）と昼食

のセットが基本で、訪問者から案内料（謝礼）を受け取っています。この謝礼が、

住民にとって楽しみながら活動を継続するための原動力でもあり、その一部は共同

資金として積み立て、地区自らが活動資金を作り出す仕組みとなっています。 

                         【資料編：Ｐ218参照】 

 

◆ パークゴルフ場の運営収入を活動資金に（旭川市） 

NPO法人グラウンドワーク西神楽（旭川市）は、地域に根ざした仕事づくりとし

て、住民手づくりでパークゴルフ場を造成し、運営に携わる地域の高齢者の生きが

いづくりと収入の確保に寄与しています。       【資料編：Ｐ157参照】 

（ウ）既存の地域団体等の活性化につなげる仕掛けづくり 

シニアによる地域活動の場として、シルバー人材センター（高齢者事業団）や

高齢者クラブ、高齢者大学などがありますが、高齢者数が増加しているにもかか
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町内会・自治会やＮＰＯに次ぐ地域の担い手として存在感を高めています。

シニア層の活動を促進する上で、こうした企業のＣＳＲ活動に対して、団体等

で不足している活動資源の提供を、行政が働きかけることも有効な支援策につな

がります。

これらに関連して、次のような取組を行っている事例があります。

★ 社会福祉協議会との連携 

★ 地域の強い求心力を持つ社会福祉法人との連携 

★ 企業によるＣＳＲ活動やビジネスと連動した健康づくりの推進 

 

【参考事例】

◆ 社会福祉協議会との連携（帯広市） 

帯広市社会福祉協議会では、清川地区でのサロン開設に向けて、活動の中心とな

るキーマンの発掘や活動主体である「清川ふれあい広場」の設立支援に加えて、円

滑なサロン活動の運営に向けた様々な側面支援を行っています。 

特に、清川ふれあい広場では、ボランティアが自家用車で参加者の送迎を行って

おり、費用・マンパワー的に大きな負担となっていましたが、社協の働きかけによ 

り、平成29年から地元の社会福祉法人が送迎支援を行うことになりました。      

                                                  【資料編：Ｐ160参照】 

◆ 地域の求心力が強い社会福祉法人との連携（北広島市） 

北広島市は、市が設置した「市民検討会議」が示した方向性をもとに、社会福祉

法人北海長正会により、北広島団地地域サポートセンター「ともに」が整備・運営

されていることが、市民が積極的にボランティア活動に参加する要因と考えられま

す。 

「ともに」には、サービス付き高齢者住宅と居宅介護支援事業所が併設され、ま

た、同法人が特別養護老人ホームなども経営しており、要介護状態になっても安心

して暮らし続けられる体制が整っていることが、ボランティア活動に継続参加する

大きなきっかけとなっています。 

さらに、市民スタッフ（ボランティア）が運営する喫茶コーナーの売上の使い道

を市民スタッフに委ねるなど、ボランティアの自主性を高める工夫を行っているほ

か、喫茶コーナーの場所の無償提供や光熱費も負担しています。        

                          【資料編：Ｐ172参照】 

 

これらに関連して、次のような取組を行っている事例があります。 

★ シニアの活動拠点となる施設の整備・運営に市民の意見を反映

★ ボランティア活動の側面支援を行政が担う

 
【参考事例】

（再掲）

◆ 地域包括支援センターによる健康づくり・居場所づくりの側面支援（帯広市）

帯広市では、中心市街地に設置したシニア等の健康づくり・居場所の拠点「まち

なか」の運営を、市内ボランティア団体等で構成する運営委員会が行っており、地

域包括支援センターがその活動を見守りながら、必要に応じて側面支援を行ってい

ます。 【資料編：Ｐ 参照】

 
◆ 市民による学校跡施設の利活用の検討プロセスの導入（北広島市）

社会福祉法人北海長正会は、市内の学校跡施設を活用し、地域住民の多世代交流拠

点である「北広島団地地域サポートセンターともに」を運営しています。

学校跡施設の利活用に当たって、北広島市が「北広島市学校跡施設市民検討会議」

を設置し、同会議での報告書で示された方向性をもとに「ともに」が整備・運営され

ており、周辺住民との関わりや施設の利用促進、シニアを含めたボランティア活動の

推進等に貢献しています。 【資料編：Ｐ 参照】

（オ）社会福祉法人や企業のＣＳＲ活動との連携促進

シニアの活動を推進する組織が非営利団体（ＮＰＯ法人、任意団体）の場合は、

活動資源（ヒト・モノ・カネ・チエ）が限られる場合が多いため、活動資源の提

供を受けることができる社会福祉法人や企業との連携が重要です。 

 
【社会福祉法人との連携】

市町村との関わりが深い社会福祉協議会をはじめとする社会福祉法人との事業

連携を促進することが、シニアの活動を推進する上で、極めて重要です。 
社会福祉法人は制度改革の中で、地域に開かれた活動を推進することが求めら

れており、団体等で不足している活動資源を、社会福祉法人に補ってもらうなど

相互がwin-win（双方の利益）の関係を構築するなどの支援も有効です。 

 
【企業のＣＳＲ活動との連携】

利潤追求を目的として営利活動を行う企業は、ステークホルダーの信頼を獲得

するためにＣＳＲ（社会的責任）を意識した活動を進めています。 
ユニバーサルデザインの導入や環境に配慮した原材料の使用など、社会に役立

つ製品・サービスの提供や、従業員の雇用確保などの本来業務を通じた社会貢献

のほか、寄付や文化事業など本来業務以外の分野における活動も行われており、
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町内会・自治会やＮＰＯに次ぐ地域の担い手として存在感を高めています。 
シニア層の活動を促進する上で、こうした企業のＣＳＲ活動に対して、団体等

で不足している活動資源の提供を、行政が働きかけることも有効な支援策につな

がります。 

 
 これらに関連して、次のような取組を行っている事例があります。 

★ 社会福祉協議会との連携

★ 地域の強い求心力を持つ社会福祉法人との連携

★ 企業によるＣＳＲ活動やビジネスと連動した健康づくりの推進

【参考事例】 

◆ 社会福祉協議会との連携（帯広市）

帯広市社会福祉協議会では、清川地区でのサロン開設に向けて、活動の中心とな

るキーマンの発掘や活動主体である「清川ふれあい広場」の設立支援に加えて、円

滑なサロン活動の運営に向けたさまざまな側面支援を行っています。

特に、清川ふれあい広場では、ボランティアが自家用車で参加者の送迎を行って

おり、費用・マンパワー的に大きな負担となっていましたが、社協の働きかけによ

り、平成 年から地元の社会福祉法人が送迎支援を行うことになりました。

【資料編：Ｐ 参照】

 
◆ 地域の求心力が強い社会福祉法人との連携（北広島市）

北広島市は、市が設置した「市民検討会議」が示した方向性をもとに、社会福祉

法人北海長正会により、北広島団地地域サポートセンター「ともに」が整備・運営

されていることが、市民が積極的にボランティア活動に参加する要因と考えられま

す。

「ともに」には、サービス付き高齢者住宅と居宅介護支援事業所が併設され、ま

た、同法人が特別養護老人ホームなども経営しており、要介護状態になっても安心

して暮らし続けられる体制が整っていることが、ボランティア活動に継続参加する

大きなきっかけとなっています。

さらに、市民スタッフ（ボランティア）が運営する喫茶コーナーの売上の使い道

を市民スタッフに委ねるなど、ボランティアの自主性を高める工夫を行っているほ

か、喫茶コーナーの場所の無償提供や光熱費も負担しています。

【資料編：Ｐ 参照】

 

 

これらに関連して、次のような取組を行っている事例があります。 

★ シニアの活動拠点となる施設の整備・運営に市民の意見を反映

★ ボランティア活動の側面支援を行政が担う

 
【参考事例】

（再掲）

◆ 地域包括支援センターによる健康づくり・居場所づくりの側面支援（帯広市）

帯広市では、中心市街地に設置したシニア等の健康づくり・居場所の拠点「まち

なか」の運営を、市内ボランティア団体等で構成する運営委員会が行っており、地

域包括支援センターがその活動を見守りながら、必要に応じて側面支援を行ってい

ます。 【資料編：Ｐ 参照】

 
◆ 市民による学校跡施設の利活用の検討プロセスの導入（北広島市）

社会福祉法人北海長正会は、市内の学校跡施設を活用し、地域住民の多世代交流拠

点である「北広島団地地域サポートセンターともに」を運営しています。

学校跡施設の利活用に当たって、北広島市が「北広島市学校跡施設市民検討会議」

を設置し、同会議での報告書で示された方向性をもとに「ともに」が整備・運営され

ており、周辺住民との関わりや施設の利用促進、シニアを含めたボランティア活動の

推進等に貢献しています。 【資料編：Ｐ 参照】

（オ）社会福祉法人や企業のＣＳＲ活動との連携促進

シニアの活動を推進する組織が非営利団体（ＮＰＯ法人、任意団体）の場合は、

活動資源（ヒト・モノ・カネ・チエ）が限られる場合が多いため、活動資源の提

供を受けることができる社会福祉法人や企業との連携が重要です。 

 
【社会福祉法人との連携】

市町村との関わりが深い社会福祉協議会をはじめとする社会福祉法人との事業

連携を促進することが、シニアの活動を推進する上で、極めて重要です。 
社会福祉法人は制度改革の中で、地域に開かれた活動を推進することが求めら

れており、団体等で不足している活動資源を、社会福祉法人に補ってもらうなど

相互がwin-win（双方の利益）の関係を構築するなどの支援も有効です。 

 
【企業のＣＳＲ活動との連携】

利潤追求を目的として営利活動を行う企業は、ステークホルダーの信頼を獲得

するためにＣＳＲ（社会的責任）を意識した活動を進めています。 
ユニバーサルデザインの導入や環境に配慮した原材料の使用など、社会に役立

つ製品・サービスの提供や、従業員の雇用確保などの本来業務を通じた社会貢献

のほか、寄付や文化事業など本来業務以外の分野における活動も行われており、
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おわりに 
 

シニア層が活躍する地域づくりは、高齢の方々にも行政にとってもハードルが高い取り組

みと思われます。「自分には人のためになるような特技はない」、「うちの地域には該当す

る人が見つからない」というのが本音でしょう。そこで、まちづくり（地域づくり）につい

て、シニアの幸福感の観点から一考察を加えさせていただきたいと思います。 

 人生終盤のシニア世代には、退職やそれに伴う経済状況、体力、配偶者の死など様々な変

化を経験しなくてはならず、低迷しがちな個人の幸福感が横たわっています。また、65歳以

上の高齢者人口に占める一人暮らしの割合は、男性11.1％、女性20.3％となっており、我が

国のシニア層は国際的に見ても社会的孤立度の高い状況にあります。自分の日常が満たされ

なければ地域での活躍には繋がりにくいものですが、人々と交流することができる居場所が

見つかれば自ずとそのコミュニティの中で役割を見出し、潜在的な個人の特性に見合った活

躍ができるのではないでしょうか。 

 昨今、コミュニティカフェやレストランが地域の居場所として注目されています。こうい

った場は、血縁・地縁・社縁のいずれにも還元できない新しい人間関係の領域に対応した

「選択縁」が醸成される場所です。血縁や社縁は一旦成立したら容易に脱退することはでき

ない拘束力を持っているのに対して、互いに相手を選び合う自由で多元的な人間関係の領域

が広がってきたことが「選択縁」の背景にあります。私たちの地域には、「無縁の縁」とい

う全く無関係の赤の他人が出会い、支え合う居場所が不可欠です。 

 本調査では、シニア層の活躍の場として、就労やボランティア、健康づくり教室などを調

査しましたが、これらの取り組みを「選択縁」を醸成するシニアの居場所と捉えると課題が

違って見えてきます。就労などを通して居場所を得る人もいれば、居場所を探す過程でそれ

らに繋がる人もいるはずです。いずれも、人と人の縁が繋がる場であれば個人の幸福感が高

まり、就労も地域づくりも息の長い活動になっていくと考えられます。 行政の方々には、

単に活動の機会だけを提供するのではなく、シニアと活動の機会をマッチングさせる場をコ

ーディネーターが常駐するカフェのような空間にしたり、参加者同士のコミュニティを育成

したり、新たな役割や目標がコミュニティのなかで段階的に設定されているような活動を生

み出すことに挑戦していただければと願っております。 

 本調査研究会では２年に渡って、先進的な取り組みを推進する道内外の自治体や民間組織

の皆様にご協力をいただきました。また、研究会メンバーや北海道市町村振興協会の方々と

は活発な議論を交えて親交を深めることができ、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。 

 

シニア層が活躍する地域づくりに関する調査研究会 副座長 

 札幌市立大学デザイン学部 講師 片山めぐみ 
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◆ 民間によるＣＳＲ活動との連携による健康づくり推進（赤平市） 

赤平市の健康づくり活動は、コープさっぽろなどとの連携により実現したモデル

で、コープさっぽろはＣＳＲ活動の一環に位置付けています。 

コープさっぽろや小樽商大、北翔大等との連携により、市内で不足している専門

職や活動のノウハウを確保しています。        【資料編：Ｐ151参照】 

◆ 民間ビジネスと連動した健康づくり推進（長野県松本市） 

  松本市は、民間企業（第一興商）と市がwin-winとなる事業を創出しています。 

（再掲） 

◆ 「カラオケ」をきっかけとした地区活動の推進（長野県松本市）  

松本市は、各地区での福祉活動への参加者の固定化や、伸び悩みが課題となる中

で、シニアの男性に人気の高い「カラオケ」と健康づくりを組み合わせた「スポー

ツボイス大学院」を各地区で開催することで、地域活動への参加のハードルを下

げ、結果的にシニアの地区福祉活動への参加促進につなげています。 

 【資料編：Ｐ198参照】 
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おわりに

シニア層が活躍する地域づくりは、高齢の方々にも行政にとってもハードルが高い取り組

みと思われます。「自分には人のためになるような特技はない」、「うちの地域には該当す

る人が見つからない」というのが本音でしょう。そこで、まちづくり（地域づくり）につい

て、シニアの幸福感の観点から一考察を加えさせていただきたいと思います。

人生終盤のシニア世代には、退職やそれに伴う経済状況、体力、配偶者の死など様々な変

化を経験しなくてはならず、低迷しがちな個人の幸福感が横たわっています。また、 歳以

上の高齢者人口に占める一人暮らしの割合は、男性 ％、女性 ％となっており、我が

国のシニア層は国際的に見ても社会的孤立度の高い状況にあります。自分の日常が満たされ

なければ地域での活躍には繋がりにくいものですが、人々と交流することができる居場所が

見つかれば自ずとそのコミュニティの中で役割を見出し、潜在的な個人の特性に見合った活

躍ができるのではないでしょうか。

昨今、コミュニティカフェやレストランが地域の居場所として注目されています。こうい

った場は、血縁・地縁・社縁のいずれにも還元できない新しい人間関係の領域に対応した

「選択縁」が醸成される場所です。血縁や社縁は一旦成立したら容易に脱退することはでき

ない拘束力を持っているのに対して、互いに相手を選び合う自由で多元的な人間関係の領域

が広がってきたことが「選択縁」の背景にあります。私たちの地域には、「無縁の縁」とい

う全く無関係の赤の他人が出会い、支え合う居場所が不可欠です。

本調査では、シニア層の活躍の場として、就労やボランティア、健康づくり教室などを調

査しましたが、これらの取り組みを「選択縁」を醸成するシニアの居場所と捉えると課題が

違って見えてきます。就労などを通して居場所を得る人もいれば、居場所を探す過程でそれ

らに繋がる人もいるはずです。いずれも、人と人の縁が繋がる場であれば個人の幸福感が高

まり、就労も地域づくりも息の長い活動になっていくと考えられます。行政の方々には、単

に活動の機会だけを提供するのではなく、シニアと活動の機会をマッチングさせる場をコー

ディネーターが常駐するカフェのような空間にしたり、参加者同士のコミュニティを育成し

たり、新たな役割や目標がコミュニティのなかで段階的に設定されているような活動を生み

出すことに挑戦していただければと願っております。

本調査研究会では２年に渡って、先進的な取り組みを推進する道内外の自治体や民間組織

の皆様にご協力をいただきました。また、研究会メンバーや北海道市町村振興協会の方々と

は活発な議論を交えて親交を深めることができ、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。

シニア層が活躍する地域づくりに関する調査研究会 副座長

札幌市立大学デザイン学部 講師 片山めぐみ
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◆ 民間によるＣＳＲ活動との連携による健康づくり推進（赤平市） 

赤平市の健康づくり活動は、コープさっぽろなどとの連携により実現したモデル

で、コープさっぽろはＣＳＲ活動の一環に位置付けています。 

コープさっぽろや小樽商大、北翔大等との連携により、市内で不足している専門

職や活動のノウハウを確保しています。        【資料編：Ｐ151参照】 

◆ 民間ビジネスと連動した健康づくり推進（長野県松本市） 

  松本市は、民間企業（第一興商）と市がwin-winとなる事業を創出しています。 

（再掲） 

◆ 「カラオケ」をきっかけとした地区活動の推進（長野県松本市）  

松本市は、各地区での福祉活動への参加者の固定化や、伸び悩みが課題となる中

で、シニアの男性に人気の高い「カラオケ」と健康づくりを組み合わせた「スポー

ツボイス大学院」を各地区で開催することで、地域活動への参加のハードルを下

げ、結果的にシニアの地区福祉活動への参加促進につなげています。 

 【資料編：Ｐ198参照】 
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Ⅰ 市町村アンケート調査 

 

※ 回答率：80.4%（179市町村中、144市町村の回答） 

※ アンケートの設問番号はネットアンケート調査票の設問番号に準じる 

 

 

1 単純集計結果 

 

 

(1) シニア層の社会参加の推進についての取組 

Ｑ２ シニア層の社会参加の推進についての政策的位置付け（複数回答） 

 「総合計画に位置付けている」と回答した市町村が53.5 %と最も多く、次いで「まち・ひ

と・しごと総合戦略に位置付けている」が34.0%となっています。 

 

 

 

 

 

【その他】 

 今年度、高齢者事業団の設立を促した（増毛町） 
 旭川市教育大綱（旭川市） 
 市長マニフェスト（士別市） 
 次期総合計画に位置付ける予定（洞爺湖町） 

 

  

件数 割合

総合計画に位置付けている 77 53.5%

まち・ひと・しごと総合戦略に位置付けている 49 34.0%

分野別の計画に位置付けている 39 27.1%

予算的な枠組みがある 18 12.5%

特に位置付けていない 42 29.2%

その他 4 2.8%

全体 144

53.5%

34.0%

27.1%

12.5%

29.2%

2.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

総合計画に位置付けている

まち・ひと・しごと総合戦略に位置付けている

分野別の計画に位置付けている

予算的な枠組みがある

特に位置付けていない

その他
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No. 市町村名 内容 

30 余市町 総合戦略において、生涯活躍のまち構想に関する検討を行う旨記述している。 

31 室蘭市 第６期室蘭市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に位置付けている 

32 登別市 
登別市総合計画第３期基本計画、登別市まち・まち・ひと・しごと創生総合戦略に位置付け、施

策としては、高齢者の生きがいづくりの場と機会の充実に努める。 

33 伊達市 総合戦略も３本柱の１つである「生涯現役社会の実現」として位置付けている。 

34 壮瞥町 総合戦略の重点施策に位置付けている。 

35 白老町 総合計画(実施計画)の基本事業、総合戦略の取組内容に位置付けられている。 

36 安平町 
総合計画の「地域福祉の推進」「コミュニティの活性化」の中で位置付けている 総合戦略の重

点施策分野「④くらし」の中で位置付けている 

37 むかわ町 総合戦略の柱の一つに位置付けている。 

38 浦河町 総合計画の基本計画 3-3 高齢者福祉の充実「4.高齢者の社会参加と生きがいづくりの推進」 

39 新ひだか町 
第６期新ひだか町高齢者保健福祉計画で「地域包括ケアシステムのめざす姿」として位置付

けている 

40 函館市 

・総合計画(現計画，～H28)：基本構想では，施策の大綱「地域社会福祉の形成」に高齢者の

社会参加機会の拡大を掲げている。また，基本計画では，重点プロジェクトの各種取組のう

ち「地域の産業を支える担い手の育成と雇用環境の向上」の主要施策に高齢者の就業機会

の確保・拡大を掲げている。 

・総合計画(次期計画，H29～)：基本構想の基本目標の一つ「いつまでも生き生きと暮らせるま

ちをめざします」に高齢者を含めた誰もが生涯にわたって活躍し，健康で安心して暮らせる地

域社会の構築を掲げる予定。（現在策定中）   

・総合戦略：基本目標の一つ「市民の安全・安心を守る」に高齢者を含めた「健康増進・生きが

いづくりの推進」を掲げている。 

・第７次函館市高齢者保健福祉計画，第６期函館市介護保険事業計画 

・健康はこだて２１（第２次）  

41 福島町 福島町地域福祉計画 

42 知内町 総合計画に位置付けている  

43 七飯町 総合計画の施策の１つとして位置付けている。 

44 森町 高齢者福祉の章に記載   

45 八雲町 
総合計画（本編「生きがいづくり活動の強化」） 、第１期八雲町教育推進計画、八雲町高齢者

保健福祉計画・第６期介護保険事業計画に位置付けている。  

46 江差町 第５次江差町総合計画に位置付けている。  

47 上ノ国町 総合計画の基本目標の施策に位置付けている  

48 奥尻町 奥尻町発展計画の基本方針の一つに位置付けている 

49 今金町 第６期今金町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に位置付けられています。 

50 せたな町 
総合計画の基本目標の１項目に位置付けられており、老人クラブ等の補助金等の予算措置を

している 

51 旭川市 

・総合計画の基本政策３，５，６に位置付けている。  

・総合戦略の基本目標２，３に位置付けている。  

・(公社)旭川市シルバー人材センターの運営費，事業費への補助を実施  

52 士別市 市長マニフェストの中で、「健康長寿日本一」のまちづくりを進めている 

53 名寄市 
総合戦略には「高齢者が活躍できる環境づくりの推進」として、 総合計画や高齢者保健医療

福祉計画・介護保険事業計画には地域包括ケアシステムの構築として登載している。 

 

Ｑ３ Ｑ２「シニア層の社会参加の推進についての政策的位置付け」の具体的な内容

市町村名 内容

岩見沢市 新岩見沢市総合計画の基本構想で位置付けている。

美唄市 美唄市高齢者保健福祉計画に位置付けている。

芦別市 総合計画及び分野別の計画を位置付け、高齢者に対する事業の展開を図っている。

赤平市 「まち・ひと・しごと総合戦略」の基本目標の中に位置付けている。

三笠市 三笠市総合計画の主要事業に位置付けしている。

滝川市 総合戦略の重点施策に位置付けている。

砂川市 砂川市まち・ひと・しごと創生総合戦略

深川市 総合計画、総合戦略の主要施策に定めている。

南幌町 各事業を予算化している

長沼町
総合振興計画より抜粋： 生涯学習や雇用・就労機会の場の拡充など、産業分野と連携し高

齢者の生きがいづくりや社会参加を支援します。

栗山町 総合計画の重点政策に位置付けている。

新十津川町 コミュニティの参加機会を増やす体制づくり

雨竜町 高齢者等の社会参加や就労支援体制の整備 生涯現役で生活できる健康長寿社会の形成

沼田町
沼田町第５次総合計画後期基本計画、沼田町まち・ひと・しごと総合戦略、沼田町総合教育計

画において位置付け

江別市 総合戦略に記述あり

千歳市
千歳市高齢者保健福祉計画・第 期千歳市介護保険事業計画の計画目標（重点取組事項）

に位置付けられている

恵庭市 第 期恵庭市総合計画第 次実施計画に位置付けている

北広島市 総合計画において、”生きがいと社会参加の促進”を位置付けている

石狩市 総合計画及び総合戦略の戦略目標（重点目標）として位置付けている。

当別町 当別町まち・ひと・しごと創生総合戦略

新篠津村 総合戦略の重点施策に位置付けている

小樽市
総合計画の中で、まちづくりの５つのテーマのひとつである市民福祉の分野で高齢者福祉に

関する取り組みを位置付けている。

黒松内町 総合戦略の重点施策に位置付けている。

蘭越町 第 次蘭越町総合計画に位置付けている

ニセコ町 総合計画において、高齢者の社会参加の仕組みをつくる施策を位置付けている。

真狩村 総合計画の基本計画に位置付けている。

共和町 総合戦略の重点施策に位置付けている

神恵内村 シニアアクティブの方々を活用した、コンシェルジュの育成支援について

仁木町 総合計画の基本方針に位置付けている。
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市町村名 内容

余市町 総合戦略において、生涯活躍のまち構想に関する検討を行う旨記述している。

室蘭市 第６期室蘭市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に位置付けている

登別市
登別市総合計画第３期基本計画、登別市まち・まち・ひと・しごと創生総合戦略に位置付け、施

策としては、高齢者の生きがいづくりの場と機会の充実に努める。

伊達市 総合戦略も３本柱の１つである「生涯現役社会の実現」として位置付けている。

壮瞥町 総合戦略の重点施策に位置付けている。

白老町 総合計画 実施計画 の基本事業、総合戦略の取組内容に位置付けられている。

安平町
総合計画の「地域福祉の推進」「コミュニティの活性化」の中で位置付けている 総合戦略の重

点施策分野「④くらし」の中で位置付けている

むかわ町 総合戦略の柱の一つに位置付けている。

浦河町 総合計画の基本計画 高齢者福祉の充実「 高齢者の社会参加と生きがいづくりの推進」

新ひだか町
第６期新ひだか町高齢者保健福祉計画で「地域包括ケアシステムのめざす姿」として位置付

けている

函館市

・総合計画 現計画，～ ：基本構想では，施策の大綱「地域社会福祉の形成」に高齢者の

社会参加機会の拡大を掲げている。また，基本計画では，重点プロジェクトの各種取組のう

ち「地域の産業を支える担い手の育成と雇用環境の向上」の主要施策に高齢者の就業機会

の確保・拡大を掲げている。

・総合計画 次期計画， ～ ：基本構想の基本目標の一つ「いつまでも生き生きと暮らせるま

ちをめざします」に高齢者を含めた誰もが生涯にわたって活躍し，健康で安心して暮らせる地

域社会の構築を掲げる予定。（現在策定中）

・総合戦略：基本目標の一つ「市民の安全・安心を守る」に高齢者を含めた「健康増進・生きが

いづくりの推進」を掲げている。

・第７次函館市高齢者保健福祉計画，第６期函館市介護保険事業計画

・健康はこだて２１（第２次）

福島町 福島町地域福祉計画

知内町 総合計画に位置付けている

七飯町 総合計画の施策の１つとして位置付けている。

森町 高齢者福祉の章に記載

八雲町
総合計画（本編「生きがいづくり活動の強化」） 、第１期八雲町教育推進計画、八雲町高齢者

保健福祉計画・第６期介護保険事業計画に位置付けている。

江差町 第５次江差町総合計画に位置付けている。

上ノ国町 総合計画の基本目標の施策に位置付けている

奥尻町 奥尻町発展計画の基本方針の一つに位置付けている

今金町 第６期今金町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に位置付けられています。

せたな町
総合計画の基本目標の１項目に位置付けられており、老人クラブ等の補助金等の予算措置を

している

旭川市

・総合計画の基本政策３，５，６に位置付けている。

・総合戦略の基本目標２，３に位置付けている。

・ 公社 旭川市シルバー人材センターの運営費，事業費への補助を実施

士別市 市長マニフェストの中で、「健康長寿日本一」のまちづくりを進めている

名寄市
総合戦略には「高齢者が活躍できる環境づくりの推進」として、 総合計画や高齢者保健医療

福祉計画・介護保険事業計画には地域包括ケアシステムの構築として登載している。

 

Ｑ３ Ｑ２「シニア層の社会参加の推進についての政策的位置付け」の具体的な内容

市町村名 内容

岩見沢市 新岩見沢市総合計画の基本構想で位置付けている。

美唄市 美唄市高齢者保健福祉計画に位置付けている。

芦別市 総合計画及び分野別の計画を位置付け、高齢者に対する事業の展開を図っている。

赤平市 「まち・ひと・しごと総合戦略」の基本目標の中に位置付けている。

三笠市 三笠市総合計画の主要事業に位置付けしている。

滝川市 総合戦略の重点施策に位置付けている。

砂川市 砂川市まち・ひと・しごと創生総合戦略

深川市 総合計画、総合戦略の主要施策に定めている。

南幌町 各事業を予算化している

長沼町
総合振興計画より抜粋： 生涯学習や雇用・就労機会の場の拡充など、産業分野と連携し高

齢者の生きがいづくりや社会参加を支援します。

栗山町 総合計画の重点政策に位置付けている。

新十津川町 コミュニティの参加機会を増やす体制づくり

雨竜町 高齢者等の社会参加や就労支援体制の整備 生涯現役で生活できる健康長寿社会の形成

沼田町
沼田町第５次総合計画後期基本計画、沼田町まち・ひと・しごと総合戦略、沼田町総合教育計

画において位置付け

江別市 総合戦略に記述あり

千歳市
千歳市高齢者保健福祉計画・第 期千歳市介護保険事業計画の計画目標（重点取組事項）

に位置付けられている

恵庭市 第 期恵庭市総合計画第 次実施計画に位置付けている

北広島市 総合計画において、”生きがいと社会参加の促進”を位置付けている

石狩市 総合計画及び総合戦略の戦略目標（重点目標）として位置付けている。

当別町 当別町まち・ひと・しごと創生総合戦略

新篠津村 総合戦略の重点施策に位置付けている

小樽市
総合計画の中で、まちづくりの５つのテーマのひとつである市民福祉の分野で高齢者福祉に

関する取り組みを位置付けている。

黒松内町 総合戦略の重点施策に位置付けている。

蘭越町 第 次蘭越町総合計画に位置付けている

ニセコ町 総合計画において、高齢者の社会参加の仕組みをつくる施策を位置付けている。

真狩村 総合計画の基本計画に位置付けている。

共和町 総合戦略の重点施策に位置付けている

神恵内村 シニアアクティブの方々を活用した、コンシェルジュの育成支援について

仁木町 総合計画の基本方針に位置付けている。
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No. 市町村名 内容 

78 大空町 

・総合計画の施策に位置付け（①高齢者福祉の推進に関する施策（内容：多様な活動のリー

ダーを育成する仕組みづくりの検討、高齢者の交流機会の確保）、②生涯学習の推進に関す

る施策（内容：高齢者の学習成果を地域へ還元できる仕組みづくりと次世代への伝承手段の

検討）） 

・総合戦略の具体的な施策に位置付け（地域人材活用事業～創年世代の知識、経験、技能

等を地域に還元して活かす仕組みをつくり、人材バンク登録を推進して人材育成と地域づくり

を促進する。） 

79 帯広市 第六期帯広市総合計画等に位置付けている。 

80 音更町 第５期音更町総合戦略第４章第２節４（３）高齢者の社会参加、生きがいづくりの促進 

81 上士幌町 総合戦略の重点施策に位置付けている 

82 鹿追町 総合戦略の重点施策に位置付けている。  

83 新得町 
総合計画の主要施策として位置付けている。また、人口ビジョンの目指すべき方向性として位

置付けを行っている。 

84 清水町 総合戦略の個別施策に位置付けている。  

85 芽室町 総合計画の実施計画施策に位置付けている 

86 中札内村 まちづくり計画（基本計画）の主要な施策・事業で位置付けている 

87 大樹町 総合計画に位置付け 

88 幕別町 幕別町地域福祉計画に位置付けられている 

89 池田町 総合計画の基本方針（４つの視点）に位置付けている。  

90 本別町 第６期銀河福祉タウン計画の施策の一部に位置付け 

91 浦幌町 
・まちづくり計画  

・まち・ひと・しごと創生総合戦略  

92 釧路市 

・総合計画の施策に位置付けている 

・総合戦略の基本目標に位置付けている 

・健康くしろ２１第２次計画の「働く世代の健康づくり」に位置付けている。  

93 釧路町 
・釧路町総合戦略の主な施策に位置付けている。 

・第５次釧路町総合計画に位置付けている。 

94 厚岸町 総合計画に位置付けている 

95 厚岸町 第５期厚岸町総合計画後期行動計画に位置付けている 

96 浜中町 総合計画の基本計画に位置付けている。 

97 弟子屈町 

・総合計画の施策メニューに位置付けている 第５次弟子屈町総合計画 

・総合戦略の重点施策に位置付けている てしかがまち・ひと・しごと創生戦略 

・高齢者保健福祉計画、保健事業・地域支援事業（平成 27 年実績・平成 28 年計画）に位置

付けている  

98 鶴居村 分野別の計画に位置付けている、予算的な枠組みがある 

99 中標津町 総合発展計画の主要施策として位置付けている。 

100 標津町 総合計画等でシルバー勤労会の推進やシニア層が集う場の整備等 

101 羅臼町 

・羅臼町第７期総合計画において、新しいまちづくりに向けた重点施策の１つに位置付けてい

る。 

・羅臼町総合戦略において、みらいづくりの推進の基本施策の１つに位置付けている。 

 

 

 

 

市町村名 内容

富良野市 社会教育計画に高齢者教育を位置付けている。

鷹栖町 総合戦略の細かな施策の一つに位置付けている。

東神楽町 総合計画の主要施策に位置付けている。 総合戦略の重点項目に位置付けている。

当麻町 町の総合計画及び総合戦略に明記している。

美瑛町 総合計画・総合戦略の基本施策として位置付けている。

南富良野町 南富良野町第 次総合計画に位置付けている

中川町 総合計画の基本計画に位置付けている

増毛町 今年度、高齢者事業団の設立を促し、高齢者事業団に業務を委託した。

苫前町 第 期苫前町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画への位置付け

羽幌町
「第６次羽幌町総合振興計画ほっとプラン」の主な施策に掲げている。 「高齢者保健福祉計

画・介護保険事業計画」の基本方針を達成するための施策として掲げている。

遠別町 高齢者健康コミュニティの展開

稚内市

・総合計画後期基本計画の「施策 高齢者福祉を推進します」に記載。

・稚内市高齢者保健福祉計画 第 期稚内市介護保険事業計画の「第 章高齢者福祉施設

の推進」に記載。

猿払村
・総合計画の基本方針に掲げている。

・総合戦略の施策・事業に掲げている。

礼文町 まちづくり総合計画に位置付けられている

北見市 北見市総合計画後期基本計画及び北見市地域福祉計画の推進施策に位置付けている。

網走市
総合戦略に位置付けている ：基本目標５「支え合い、安心して暮らすことができる共生型地域

社会づくり」→高齢者や障害者が暮らしやすいまちづくり

紋別市
・総合戦略の基本目標に位置付けている。

・総合計画の基本方針に位置付けている。

美幌町 第 期総合計画基本計画に位置付けている。

斜里町
斜里町総合計画のうち、産業分野において担い手確保と技術伝承のため単位施策に位置付

けている。

小清水町
総合計画の施策の展開内容のひとつとして、また、高齢者福祉計画の高齢者福祉サービスの

目標のひとつとして位置付けている

訓子府町
第 次訓子府町総合計画 基本計画第１章第３節高齢者福祉３項 生きがいのある社会参加

の促進で掲載 第２章第３節社会教育４項 高齢者教育の充実 に掲載

置戸町 総合戦略・総合計画の一施策

滝上町 総合計画の高齢者福祉部門の主な取り組みとして位置付けられている。

興部町

・総合計画の主要施策として位置付けている →就労支援、地域活動の充実、スポーツ・レクリ

エーション活動の充実など

・総合戦略の主要施策として位置付けている →高齢者の健康と生きがい対策の推進
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市町村名 内容

大空町

・総合計画の施策に位置付け（①高齢者福祉の推進に関する施策（内容：多様な活動のリー

ダーを育成する仕組みづくりの検討、高齢者の交流機会の確保）、②生涯学習の推進に関す

る施策（内容：高齢者の学習成果を地域へ還元できる仕組みづくりと次世代への伝承手段の

検討））

・総合戦略の具体的な施策に位置付け（地域人材活用事業～創年世代の知識、経験、技能

等を地域に還元して活かす仕組みをつくり、人材バンク登録を推進して人材育成と地域づくり

を促進する。）

帯広市 第六期帯広市総合計画等に位置付けている。

音更町 第５期音更町総合戦略第４章第２節４（３）高齢者の社会参加、生きがいづくりの促進

上士幌町 総合戦略の重点施策に位置付けている

鹿追町 総合戦略の重点施策に位置付けている。

新得町
総合計画の主要施策として位置付けている。また、人口ビジョンの目指すべき方向性として位

置付けを行っている。

清水町 総合戦略の個別施策に位置付けている。

芽室町 総合計画の実施計画施策に位置付けている

中札内村 まちづくり計画（基本計画）の主要な施策・事業で位置付けている

大樹町 総合計画に位置付け

幕別町 幕別町地域福祉計画に位置付けられている

池田町 総合計画の基本方針（４つの視点）に位置付けている。

本別町 第６期銀河福祉タウン計画の施策の一部に位置付け

浦幌町
・まちづくり計画

・まち・ひと・しごと創生総合戦略

釧路市

・総合計画の施策に位置付けている

・総合戦略の基本目標に位置付けている

・健康くしろ２１第２次計画の「働く世代の健康づくり」に位置付けている。

釧路町
・釧路町総合戦略の主な施策に位置付けている。

・第５次釧路町総合計画に位置付けている。

厚岸町 総合計画に位置付けている

厚岸町 第５期厚岸町総合計画後期行動計画に位置付けている

浜中町 総合計画の基本計画に位置付けている。

弟子屈町

・総合計画の施策メニューに位置付けている 第５次弟子屈町総合計画

・総合戦略の重点施策に位置付けている てしかがまち・ひと・しごと創生戦略

・高齢者保健福祉計画、保健事業・地域支援事業（平成 年実績・平成 年計画）に位置

付けている

鶴居村 分野別の計画に位置付けている、予算的な枠組みがある

中標津町 総合発展計画の主要施策として位置付けている。

標津町 総合計画等でシルバー勤労会の推進やシニア層が集う場の整備等

羅臼町

・羅臼町第７期総合計画において、新しいまちづくりに向けた重点施策の１つに位置付けてい

る。

・羅臼町総合戦略において、みらいづくりの推進の基本施策の１つに位置付けている。

 

市町村名 内容

富良野市 社会教育計画に高齢者教育を位置付けている。

鷹栖町 総合戦略の細かな施策の一つに位置付けている。

東神楽町 総合計画の主要施策に位置付けている。 総合戦略の重点項目に位置付けている。

当麻町 町の総合計画及び総合戦略に明記している。

美瑛町 総合計画・総合戦略の基本施策として位置付けている。

南富良野町 南富良野町第 次総合計画に位置付けている

中川町 総合計画の基本計画に位置付けている

増毛町 今年度、高齢者事業団の設立を促し、高齢者事業団に業務を委託した。

苫前町 第 期苫前町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画への位置付け

羽幌町
「第６次羽幌町総合振興計画ほっとプラン」の主な施策に掲げている。 「高齢者保健福祉計

画・介護保険事業計画」の基本方針を達成するための施策として掲げている。

遠別町 高齢者健康コミュニティの展開

稚内市

・総合計画後期基本計画の「施策 高齢者福祉を推進します」に記載。

・稚内市高齢者保健福祉計画 第 期稚内市介護保険事業計画の「第 章高齢者福祉施設

の推進」に記載。

猿払村
・総合計画の基本方針に掲げている。

・総合戦略の施策・事業に掲げている。

礼文町 まちづくり総合計画に位置付けられている

北見市 北見市総合計画後期基本計画及び北見市地域福祉計画の推進施策に位置付けている。

網走市
総合戦略に位置付けている ：基本目標５「支え合い、安心して暮らすことができる共生型地域

社会づくり」→高齢者や障害者が暮らしやすいまちづくり

紋別市
・総合戦略の基本目標に位置付けている。

・総合計画の基本方針に位置付けている。

美幌町 第 期総合計画基本計画に位置付けている。

斜里町
斜里町総合計画のうち、産業分野において担い手確保と技術伝承のため単位施策に位置付

けている。

小清水町
総合計画の施策の展開内容のひとつとして、また、高齢者福祉計画の高齢者福祉サービスの

目標のひとつとして位置付けている

訓子府町
第 次訓子府町総合計画 基本計画第１章第３節高齢者福祉３項 生きがいのある社会参加

の促進で掲載 第２章第３節社会教育４項 高齢者教育の充実 に掲載

置戸町 総合戦略・総合計画の一施策

滝上町 総合計画の高齢者福祉部門の主な取り組みとして位置付けられている。

興部町

・総合計画の主要施策として位置付けている →就労支援、地域活動の充実、スポーツ・レクリ

エーション活動の充実など

・総合戦略の主要施策として位置付けている →高齢者の健康と生きがい対策の推進
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Ｑ５ Ｑ４「元気な高齢者や定年退職予定者のスムーズな地域活動参加に向けた取組状況」

の具体的な内容（「実施している」「今後実施を予定している」と回答した自治体）

市町村名 内容

岩見沢市

１．高齢者の生きがいと健康づくり事業：高齢者の生きがいづくりや心身の健康維持、社会活

動を促進する事業等への助成。

２．社会参加促進事業：世代間交流を通じ、地域社会との関わりを促進するなど、活力のある

長寿社会の構築を図るために実施する高齢者活動への助成。

三笠市 協働のまちづくり推進事業、コミュニティサポート事業、先輩から学ぼう実施事業

滝川市 今年度中に滝川版 基本計画を策定

深川市 ふれあいサロンの普及・推進

栗山町
・高齢者の多様な学びの機会づくり

・高齢者の居場所、活動の場づくり 栗山町第６次総合計画

新十津川町 ふるさと学園大学（老人大学）、シニアいきいきクラブ、ゆめりあ部会、人材バンク制度

妹背牛町 高齢者事業団への積極的な参加促進

雨竜町 雨竜町シルバー人材センターによる取組

沼田町
・いきいき大学（高齢者の学びの支援）

・高齢者就労支援 ・地域こども応援団 などのボランティア活動

千歳市

事業名：千歳市きずなポイント事業

内容：市内に居住する 歳以上の方が行ったボランティア活動に対してポイントを付与し、貯

まったポイントを換金するほか、地域貢献のため寄付できる。

恵庭市 シルバー人材センターへの助成、老人クラブ運営補助、憩いの家の運営、長寿大学の開設

北広島市

介護支援ボランティアポイント事業： 歳以上の方で、介護保険施設等でボランティアをした

方に対し１時間あたり１ポイント、１日２ポイントを上限として付与しています。ポイントは手帳に

印を各施設が押印します。ためたポイントは 年 ポイントを上限として、地元の特産品との

交換または換金できる事業です。

石狩市 高齢者の仲間づくりや社会参加の促進を図るような仕組みを検討中。

当別町

高齢者ボランティア活動支援として活動のやりがいや達成感といった活動の励みとなるよう、

ボランティア活動に対し、当別町商工会で行っているお買い物ポイントカードのポイントを付与

する取組を行っている。また、６０歳以上の方を対象に体験活動を重視した趣味の講座、健康

や生き甲斐づくり講演会や社会参加、見聞を広げる視察研修等を行っている高齢者学園こと

ぶき大学を実施している。

島牧村

高齢者事業団運営費助成事業 ：高齢者が働くことを通じて社会参加を図り、生きがいの充実

等を目的として設立された島牧村高齢者事業団に対し、主に人件費を助成する。（７０万円／

年）

黒松内町

「健康」をテーマとした生涯活躍のまち事業を推進し、活動や仕事に楽しく参加できる「仕組み」

や「場」を「コミュニティデザイン＝人とのつながり」の手法で、住民自らが継続的に地域活動を

企画・実践し、将来的に生涯活躍のまちを実現するためのプロジェクトを進めています。

蘭越町 社会教育各種サークル活動を実地

真狩村 高齢者自らが生きがいを持って元気で暮らせるよう、学ぶ機会、スポーツに親しめる場を提供

室蘭市
介護ボランティア 高齢者が介護予防と生きがいのある暮らしを送ることを目的に、介護施設

でボランティアとして活動する時間に応じてポイントを付与する事業

伊達市

高齢者が生きがいをもって、地域コミュニティの活性化の担い手として活躍できるよう、（仮）市

民クラブ活動支援センターを設置し、活動支援員の配置やＩＣＴを活用した活動支援の仕組み

づくりを行う予定である。
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Ｑ４ 元気な高齢者や定年退職予定者のスムーズな地域活動参加に向けた取組状況 

 「実施している」と回答した市町村が41.0 %、「実施していない」が36.8%と、同程度の

割合となっています。 

 

 

 

 

  

件数 割合

実施している 59 41.0%

今後実施を予定している 4 2.8%

検討している 26 18.1%

実施していない 53 36.8%

今後も実施する予定はない 2 1.4%

全体 144 100.0%
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2.8%
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36.8%

1.4%
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資料編 Ⅰ　市町村アンケート調査

hon.indd   72 2017/12/14   15:40:19



 

Ｑ５ Ｑ４「元気な高齢者や定年退職予定者のスムーズな地域活動参加に向けた取組状況」

の具体的な内容（「実施している」「今後実施を予定している」と回答した自治体）

市町村名 内容

岩見沢市

１．高齢者の生きがいと健康づくり事業：高齢者の生きがいづくりや心身の健康維持、社会活

動を促進する事業等への助成。

２．社会参加促進事業：世代間交流を通じ、地域社会との関わりを促進するなど、活力のある

長寿社会の構築を図るために実施する高齢者活動への助成。

三笠市 協働のまちづくり推進事業、コミュニティサポート事業、先輩から学ぼう実施事業

滝川市 今年度中に滝川版 基本計画を策定

深川市 ふれあいサロンの普及・推進

栗山町
・高齢者の多様な学びの機会づくり

・高齢者の居場所、活動の場づくり 栗山町第６次総合計画

新十津川町 ふるさと学園大学（老人大学）、シニアいきいきクラブ、ゆめりあ部会、人材バンク制度

妹背牛町 高齢者事業団への積極的な参加促進

雨竜町 雨竜町シルバー人材センターによる取組

沼田町
・いきいき大学（高齢者の学びの支援）

・高齢者就労支援 ・地域こども応援団 などのボランティア活動

千歳市

事業名：千歳市きずなポイント事業

内容：市内に居住する 歳以上の方が行ったボランティア活動に対してポイントを付与し、貯

まったポイントを換金するほか、地域貢献のため寄付できる。

恵庭市 シルバー人材センターへの助成、老人クラブ運営補助、憩いの家の運営、長寿大学の開設

北広島市

介護支援ボランティアポイント事業： 歳以上の方で、介護保険施設等でボランティアをした

方に対し１時間あたり１ポイント、１日２ポイントを上限として付与しています。ポイントは手帳に

印を各施設が押印します。ためたポイントは 年 ポイントを上限として、地元の特産品との

交換または換金できる事業です。

石狩市 高齢者の仲間づくりや社会参加の促進を図るような仕組みを検討中。

当別町

高齢者ボランティア活動支援として活動のやりがいや達成感といった活動の励みとなるよう、

ボランティア活動に対し、当別町商工会で行っているお買い物ポイントカードのポイントを付与

する取組を行っている。また、６０歳以上の方を対象に体験活動を重視した趣味の講座、健康

や生き甲斐づくり講演会や社会参加、見聞を広げる視察研修等を行っている高齢者学園こと

ぶき大学を実施している。

島牧村

高齢者事業団運営費助成事業 ：高齢者が働くことを通じて社会参加を図り、生きがいの充実

等を目的として設立された島牧村高齢者事業団に対し、主に人件費を助成する。（７０万円／

年）

黒松内町

「健康」をテーマとした生涯活躍のまち事業を推進し、活動や仕事に楽しく参加できる「仕組み」

や「場」を「コミュニティデザイン＝人とのつながり」の手法で、住民自らが継続的に地域活動を

企画・実践し、将来的に生涯活躍のまちを実現するためのプロジェクトを進めています。

蘭越町 社会教育各種サークル活動を実地

真狩村 高齢者自らが生きがいを持って元気で暮らせるよう、学ぶ機会、スポーツに親しめる場を提供

室蘭市
介護ボランティア 高齢者が介護予防と生きがいのある暮らしを送ることを目的に、介護施設

でボランティアとして活動する時間に応じてポイントを付与する事業

伊達市

高齢者が生きがいをもって、地域コミュニティの活性化の担い手として活躍できるよう、（仮）市

民クラブ活動支援センターを設置し、活動支援員の配置やＩＣＴを活用した活動支援の仕組み

づくりを行う予定である。

 

Ｑ４ 元気な高齢者や定年退職予定者のスムーズな地域活動参加に向けた取組状況

「実施している」と回答した市町村が 、「実施していない」が と、同程度の

割合となっています。

件数 割合
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今後実施を予定している
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今後も実施する予定はない
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No. 市町村名 内容 

45 斜里町 漁業を担う人材の育成等 

46 訓子府町 若返り学級の開設 訓子府町高齢者勤労センターの事業促進 

47 滝上町 
高齢者の健康増進、長寿クラブや生涯学習などの事業により、高齢者の社会参加（貢献）を促

している。 

48 帯広市 
老人クラブ等活動支援事業 老人クラブ及び老人クラブ連合会に対して運営費及び事業費へ

補助金交付 

49 音更町 

１、社会福祉協議会で運営する高齢者就労センターに対して補助を行っている。 

２、老人クラブ連合会及び単位老人クラブに対して補助を行っている。 

３、高齢者スポーツ大会（老人大運動会）を年に１回実施している。 

50 上士幌町 
アクティブシニアの移住を積極的に受け入れ、医療・福祉が整備された中で、生きがいをもっ

て生活・活躍できる仕組みを構築する予定である（上士幌版 CCRC） 

51 鹿追町 寿勤労会 

52 新得町 
敬老事業としての敬老会や高齢者温泉旅行、また老人クラブ連合会支援などの取り組みや町

民大学寿教室の各種サークル活動。 

53 清水町 シニア人材参画事業 

54 芽室町 
・芽室町民大学どんぐりカレッジ ・シニアライフカレッジ  

・芽室町高齢者学級めむろ柏樹学園 

55 中札内村 生涯学習の機会の提供 

56 大樹町 

・大樹町ことぶき大学の開講 

・総合事業の一つに「介護予防・生活支援サービス事業」があり、地域においては、町内会、老

人クラブ、ボランティア等の住民相互による支えあいとして、生活支援サービスを提供できる体

制を構築予定である。１２月にボランティア養成講座を開催して担い手を確保し、有償ボランテ

ィアによる生活支援（掃除、買い物等）を実施する内容となっている。 

57 本別町 ①義経教室 ②高齢者就労センター事業 ③ボランティア活動   

58 浦幌町 老人クラブ活動や生涯学習活動への参加奨励、地域生活支援や見守り活動に対する協力 

59 釧路市 

・釧路市生涯学習センター（まなぼっと幣舞）の市民学園講座「まなぼっとシニア講座 わくわく

セカンドライフ」の実施  

・高齢者支援ボランティア人材育成事業 

・主要な生活習慣病にならない、悪化させないための取り組み  

・健康に関係の深い生活習慣改善への取り組み  

60 釧路町 

介護支援ボランティア活動事業。  介護支援ボランティア活動事業とは、65 歳以上の高齢者

が介護保険施設等でボランティア活動を行った場合、活動実績に応じてポイントがたまり、た

めたポイントを活動した翌年度に交付金と交換することができる仕組みです。    

61 弟子屈町 

生きがい講座の実施 l 健康づくりに関する取り組み 

介護予防自主サークル 

摩周ふれあいスポーツクラブ各種サークル  

62 標津町 シルバー勤労会の事業運営の安定化 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村名 内容

白老町 高齢者事業団活動の実施、各町内会活動の実施、各種生涯学習 団体 活動の実施

洞爺湖町 高齢者事業団

むかわ町
高齢者による自主映画制作グループの活動支援、公民館事業、はつらつ人材センターへの支

援

平取町 シルバー人材センターの運営

函館市 介護支援ボランティアポイント事業

八雲町
八雲町高齢者学級、高齢者生きがい学級、熊石生きがい学習塾の開設、町内の高齢者を対

象に学級を開設し、１年間を通して学習・交流・健康づくり等様々な活動を行っている。

江差町 シニアカレッジ江差学園のＰＲやまちづくりカフェへの参加の呼びかけ等

上ノ国町

直接的な取組ではないが、高齢者を対象とした芸能発表会やスポーツ大会等を実施している

上ノ国町老人クラブ連合会の運営費や活動費を補助することで、高齢者の地域活動体制を支

援している。

乙部町 自治会、健康づくり推進委員会

今金町

社会福祉協議会を中心に老人クラブへの登録やボランティアセンターへの登録などを進めて

いる。保健福祉課においては、シニア世代へも健康づくりに関する事業に参加してもらい、そ

の中からキーパーソンとなる方々を見つけています。また、自治会町内会の集いの場づくりや

既存の集いを支援しています。（保健師による健康相談や健康教育、介護予防のミニ研修な

ど）

旭川市 旭川市シニア大学・大学院

士別市 健康づくり支援事業「サフォークジム」の実施

富良野市 ことぶき大学や生きがい教室を開催

鷹栖町

・保育園及び幼稚園児との野菜を育てる活動

・放課後等に小学生に学習を指導する「寺子屋」事業

・高齢者が自主的に学習する「ななかまど大学」の設立

東神楽町

自分なりの価値観を持ち、年齢に関係なく仕事や趣味に非常に意欲的で、社会に対してもアク

ティブに行動するシニア世代を対象に、これまでの人生で得た様々な知識や経験を生かし、自

分たちの住む地域をより住みやすく、また、自分の人生をより充実したものとするきっかけとな

る学習の機会を提供する。

当麻町

町内に高齢者事業団があり、多くの町民が事業団に参画し、生きがい対策や労働力提供とい

った、社会的活動を実施しています。以前は、町で事業団に対し、補助金により事業運営に助

成していました。 また、生涯学習の観点からは、高齢者学級を設置し４年間の活動期間に文

化・スポーツ・ボランティアなど様々な体験学習を実施しています。

美瑛町 高齢者団体（老人クラブ連合会）への補助の実施

南富良野町 高齢者事業団活動、老人クラブ、ボランティア活動等

羽幌町
・ 歳以上の方を対象とした、組織的な学習と交流の場として「いちい大学」を開設している。

・老人クラブ活動への支援 ・高齢者事業団活動への支援

稚内市

重点取組方針の中で、生活支援体制の整備として「生活支援体制整備事業」を実施、取組ん

でいる。「生活支援コーディネーター」の配置や「稚内市生活支援・介護予防サポート推進検討

会」の開催を通じて、地域の支えあいを含む日常生活上の支援体制の充実・強化を図ることを

目的とし、現在は高齢者が集える場づくりを目指している（地域の中で）。

猿払村
猿払村保健福祉課、猿払村教育委員会、猿払村社会福祉協議会での各種施策

今後は、地域交流施設の取組（平成 年 月運用開始予定）

礼文町
生活支援事業の推進や家族介護の支援強化を図り、生涯学習機会や交流活動への積極的

な参加を促進し、老人クラブなどの活動を支援している。

北見市

いきいきふれあいサロン事業として、仲間づくり、生きがいづくりを目的に集まった地域住民に

対して、活動費の助成を行っている。（社会福祉協議会に委託） 高齢者大学を開設し、社会

参加に関する啓発の講義、自治会活動を通じての取組を行っている。

美幌町

高齢者への就労提供団体（団体名：みどり就労センター）に対する支援、高齢者が学び生きが

いを創出する場（美幌町高齢者教室：明和大学）の提供、高齢者を会員とし、高齢者自身によ

って企画・運営して活動する場（老人クラブ）への支援
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市町村名 内容

斜里町 漁業を担う人材の育成等

訓子府町 若返り学級の開設 訓子府町高齢者勤労センターの事業促進

滝上町
高齢者の健康増進、長寿クラブや生涯学習などの事業により、高齢者の社会参加（貢献）を促

している。

帯広市
老人クラブ等活動支援事業 老人クラブ及び老人クラブ連合会に対して運営費及び事業費へ

補助金交付

音更町

１、社会福祉協議会で運営する高齢者就労センターに対して補助を行っている。

２、老人クラブ連合会及び単位老人クラブに対して補助を行っている。

３、高齢者スポーツ大会（老人大運動会）を年に１回実施している。

上士幌町
アクティブシニアの移住を積極的に受け入れ、医療・福祉が整備された中で、生きがいをもっ

て生活・活躍できる仕組みを構築する予定である（上士幌版 ）

鹿追町 寿勤労会

新得町
敬老事業としての敬老会や高齢者温泉旅行、また老人クラブ連合会支援などの取り組みや町

民大学寿教室の各種サークル活動。

清水町 シニア人材参画事業

芽室町
・芽室町民大学どんぐりカレッジ ・シニアライフカレッジ

・芽室町高齢者学級めむろ柏樹学園

中札内村 生涯学習の機会の提供

大樹町

・大樹町ことぶき大学の開講

・総合事業の一つに「介護予防・生活支援サービス事業」があり、地域においては、町内会、老

人クラブ、ボランティア等の住民相互による支えあいとして、生活支援サービスを提供できる体

制を構築予定である。１２月にボランティア養成講座を開催して担い手を確保し、有償ボランテ

ィアによる生活支援（掃除、買い物等）を実施する内容となっている。

本別町 ①義経教室 ②高齢者就労センター事業 ③ボランティア活動

浦幌町 老人クラブ活動や生涯学習活動への参加奨励、地域生活支援や見守り活動に対する協力

釧路市

・釧路市生涯学習センター（まなぼっと幣舞）の市民学園講座「まなぼっとシニア講座 わくわく

セカンドライフ」の実施

・高齢者支援ボランティア人材育成事業

・主要な生活習慣病にならない、悪化させないための取り組み

・健康に関係の深い生活習慣改善への取り組み

釧路町

介護支援ボランティア活動事業。 介護支援ボランティア活動事業とは、 歳以上の高齢者

が介護保険施設等でボランティア活動を行った場合、活動実績に応じてポイントがたまり、た

めたポイントを活動した翌年度に交付金と交換することができる仕組みです。

弟子屈町

生きがい講座の実施 健康づくりに関する取り組み

介護予防自主サークル

摩周ふれあいスポーツクラブ各種サークル

標津町 シルバー勤労会の事業運営の安定化

 

市町村名 内容

白老町 高齢者事業団活動の実施、各町内会活動の実施、各種生涯学習 団体 活動の実施

洞爺湖町 高齢者事業団

むかわ町
高齢者による自主映画制作グループの活動支援、公民館事業、はつらつ人材センターへの支

援

平取町 シルバー人材センターの運営

函館市 介護支援ボランティアポイント事業

八雲町
八雲町高齢者学級、高齢者生きがい学級、熊石生きがい学習塾の開設、町内の高齢者を対

象に学級を開設し、１年間を通して学習・交流・健康づくり等様々な活動を行っている。

江差町 シニアカレッジ江差学園のＰＲやまちづくりカフェへの参加の呼びかけ等

上ノ国町

直接的な取組ではないが、高齢者を対象とした芸能発表会やスポーツ大会等を実施している

上ノ国町老人クラブ連合会の運営費や活動費を補助することで、高齢者の地域活動体制を支

援している。

乙部町 自治会、健康づくり推進委員会

今金町

社会福祉協議会を中心に老人クラブへの登録やボランティアセンターへの登録などを進めて

いる。保健福祉課においては、シニア世代へも健康づくりに関する事業に参加してもらい、そ

の中からキーパーソンとなる方々を見つけています。また、自治会町内会の集いの場づくりや

既存の集いを支援しています。（保健師による健康相談や健康教育、介護予防のミニ研修な

ど）

旭川市 旭川市シニア大学・大学院

士別市 健康づくり支援事業「サフォークジム」の実施

富良野市 ことぶき大学や生きがい教室を開催

鷹栖町

・保育園及び幼稚園児との野菜を育てる活動

・放課後等に小学生に学習を指導する「寺子屋」事業

・高齢者が自主的に学習する「ななかまど大学」の設立

東神楽町

自分なりの価値観を持ち、年齢に関係なく仕事や趣味に非常に意欲的で、社会に対してもアク

ティブに行動するシニア世代を対象に、これまでの人生で得た様々な知識や経験を生かし、自

分たちの住む地域をより住みやすく、また、自分の人生をより充実したものとするきっかけとな

る学習の機会を提供する。

当麻町

町内に高齢者事業団があり、多くの町民が事業団に参画し、生きがい対策や労働力提供とい

った、社会的活動を実施しています。以前は、町で事業団に対し、補助金により事業運営に助

成していました。 また、生涯学習の観点からは、高齢者学級を設置し４年間の活動期間に文

化・スポーツ・ボランティアなど様々な体験学習を実施しています。

美瑛町 高齢者団体（老人クラブ連合会）への補助の実施

南富良野町 高齢者事業団活動、老人クラブ、ボランティア活動等

羽幌町
・ 歳以上の方を対象とした、組織的な学習と交流の場として「いちい大学」を開設している。

・老人クラブ活動への支援 ・高齢者事業団活動への支援

稚内市

重点取組方針の中で、生活支援体制の整備として「生活支援体制整備事業」を実施、取組ん

でいる。「生活支援コーディネーター」の配置や「稚内市生活支援・介護予防サポート推進検討

会」の開催を通じて、地域の支えあいを含む日常生活上の支援体制の充実・強化を図ることを

目的とし、現在は高齢者が集える場づくりを目指している（地域の中で）。

猿払村
猿払村保健福祉課、猿払村教育委員会、猿払村社会福祉協議会での各種施策

今後は、地域交流施設の取組（平成 年 月運用開始予定）

礼文町
生活支援事業の推進や家族介護の支援強化を図り、生涯学習機会や交流活動への積極的

な参加を促進し、老人クラブなどの活動を支援している。

北見市

いきいきふれあいサロン事業として、仲間づくり、生きがいづくりを目的に集まった地域住民に

対して、活動費の助成を行っている。（社会福祉協議会に委託） 高齢者大学を開設し、社会

参加に関する啓発の講義、自治会活動を通じての取組を行っている。

美幌町

高齢者への就労提供団体（団体名：みどり就労センター）に対する支援、高齢者が学び生きが

いを創出する場（美幌町高齢者教室：明和大学）の提供、高齢者を会員とし、高齢者自身によ

って企画・運営して活動する場（老人クラブ）への支援
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Ｑ７ Ｑ６（シニア層の社会参加の推進について、近年、特に力を入れている分野）の具体的な

内容

【生涯学習に関すること】

市町村名 内容

美唄市
美唄の地域資源を効果的に結び付け、それを活かしながら、自ら意欲を持って地域づくりに取

り組む人材（人財）の育成を目標とし「美唄サテライトキャンパス」を開講している。

芦別市
歳以上の市民を対象に、高齢者大学・大学院を原則月２回（４月から翌年２月まで）の頻度

で開講し、学習機会を提供する。

南幌町 シルバーカレッジ

長沼町

町内の高齢者の健康増進と豊かな暮らしの実現を図るため時代に適応した学習機会を提供

すると共に、 積極的な社会参加を促進し、生きがいを高めることを目的とし、学習活動を行っ

ている。

栗山町 高齢者大学、定年世代向け町民講座の開催

月形町 ふれあい大学（高齢者大学）で各種講座等を実施し、高齢者のいきがいづくりを行っている。

新十津川町 ふるさと学園大学（老人大学）、ゆめりあ部会

妹背牛町 いきいき講座の開催（高齢者大学）

雨竜町 いきいき学園大学（毎月１回開校 午前～季節イベント 午後～サークル活動）

沼田町 いきいき大学（高齢者の学びの支援）

千歳市 千歳高星大学の開設

恵庭市
長寿大学に今年度まちづくり学科を新設し、恵庭の特色を生かした分野で地域貢献できる人

材の育成に努める。

石狩市
「高齢者を対象とした学習と交流の場」 高齢者が元気に長生きできるよう高齢者の外出の機

会を創出するとともに、仲間づくりや社会参加の促進を通じて生活の充実を図る。

当別町 高齢者学園「ことぶき大学」

小樽市
小樽市老壮大学として、６つの選択科目（書道・絵画・園芸・版画・絵手紙・俳句）と特別講座

（音楽と講演）を通年開催。

蘭越町 高齢者サークル

室蘭市
悠悠ライフ（高齢者教室） 歳以上の男女を対象に、様々な学習を学ぶ教養講座や、５つの

趣味講座があり、参加者の自主運営で開講しています。

壮瞥町 生涯学習サポーターの育成

白老町 高齢者大学の運営

安平町 ふるさと教育・学社融合事業、高齢者大学

むかわ町 公民館事業、コオーディネーショントレーニング

浦河町 まちの達人

新ひだか町 新ひだか町高齢者教室「ことぶき大学」開設

函館市 高齢者対象大学

七飯町

事業名：老人大学

具体的内容：町内３地区で老人大学を開設しており、教養・実技・行事など年間 日程度の

学習を行っている。
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Ｑ６ シニア層の社会参加の推進について、近年、特に力を入れている分野（３つまで選択） 

 「生涯学習に関すること」と回答した市町村が47.2%と最も多く、次いで「健康づくりに

関すること」が46.5%、「高齢者や障がい者等の生活支援や見守りに関すること」が36.8%の

順となっています。 

 

 

 

 
【その他】 

 協働のまちづくりに関すること（秩父別町） 
 技術伝承、後継者育成（斜里町） 

 

件数 割合

生涯学習に関すること 68 47.2%

高齢者や障がい者等の生活支援や

見守りに関すること
53 36.8%

子育て支援に関すること 6 4.2%

町内会等を通じた地域活動に関すること 29 20.1%

観光まちづくり（ボランティアガイドの育成等）

活動に関すること
3 2.1%

就業・起業の支援（いきがい就労の取り組み）

に関すること
12 8.3%

健康づくりに関すること 67 46.5%

スポーツ活動に関すること 10 6.9%

多世代交流に関すること 14 9.7%

その他 2 1.4%

全体 144

47.2%

36.8%

4.2%

20.1%

2.1%

8.3%

46.5%

6.9%

9.7%

1.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

生涯学習に関すること

高齢者や障がい者等の生活支援や

見守りに関すること

子育て支援に関すること

町内会等を通じた地域活動に関すること

観光まちづくり（ボランティアガイドの育成等）

活動に関すること

就業・起業の支援（いきがい就労の取り組み）に関

すること

健康づくりに関すること

スポーツ活動に関すること

多世代交流に関すること

その他
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Ｑ７ Ｑ６（シニア層の社会参加の推進について、近年、特に力を入れている分野）の具体的な

内容

【生涯学習に関すること】

市町村名 内容

美唄市
美唄の地域資源を効果的に結び付け、それを活かしながら、自ら意欲を持って地域づくりに取

り組む人材（人財）の育成を目標とし「美唄サテライトキャンパス」を開講している。

芦別市
歳以上の市民を対象に、高齢者大学・大学院を原則月２回（４月から翌年２月まで）の頻度

で開講し、学習機会を提供する。

南幌町 シルバーカレッジ

長沼町

町内の高齢者の健康増進と豊かな暮らしの実現を図るため時代に適応した学習機会を提供

すると共に、 積極的な社会参加を促進し、生きがいを高めることを目的とし、学習活動を行っ

ている。

栗山町 高齢者大学、定年世代向け町民講座の開催

月形町 ふれあい大学（高齢者大学）で各種講座等を実施し、高齢者のいきがいづくりを行っている。

新十津川町 ふるさと学園大学（老人大学）、ゆめりあ部会

妹背牛町 いきいき講座の開催（高齢者大学）

雨竜町 いきいき学園大学（毎月１回開校 午前～季節イベント 午後～サークル活動）

沼田町 いきいき大学（高齢者の学びの支援）

千歳市 千歳高星大学の開設

恵庭市
長寿大学に今年度まちづくり学科を新設し、恵庭の特色を生かした分野で地域貢献できる人

材の育成に努める。

石狩市
「高齢者を対象とした学習と交流の場」 高齢者が元気に長生きできるよう高齢者の外出の機

会を創出するとともに、仲間づくりや社会参加の促進を通じて生活の充実を図る。

当別町 高齢者学園「ことぶき大学」

小樽市
小樽市老壮大学として、６つの選択科目（書道・絵画・園芸・版画・絵手紙・俳句）と特別講座

（音楽と講演）を通年開催。

蘭越町 高齢者サークル

室蘭市
悠悠ライフ（高齢者教室） 歳以上の男女を対象に、様々な学習を学ぶ教養講座や、５つの

趣味講座があり、参加者の自主運営で開講しています。

壮瞥町 生涯学習サポーターの育成

白老町 高齢者大学の運営

安平町 ふるさと教育・学社融合事業、高齢者大学

むかわ町 公民館事業、コオーディネーショントレーニング

浦河町 まちの達人

新ひだか町 新ひだか町高齢者教室「ことぶき大学」開設

函館市 高齢者対象大学

七飯町

事業名：老人大学

具体的内容：町内３地区で老人大学を開設しており、教養・実技・行事など年間 日程度の

学習を行っている。

 

Ｑ６ シニア層の社会参加の推進について、近年、特に力を入れている分野（３つまで選択）

「生涯学習に関すること」と回答した市町村が と最も多く、次いで「健康づくりに

関すること」が 、「高齢者や障がい者等の生活支援や見守りに関すること」が の

順となっています。

【その他】

 協働のまちづくりに関すること（秩父別町） 
 技術伝承、後継者育成（斜里町） 

件数 割合

生涯学習に関すること

高齢者や障がい者等の生活支援や

見守りに関すること

子育て支援に関すること

町内会等を通じた地域活動に関すること

観光まちづくり（ボランティアガイドの育成等）

活動に関すること

就業・起業の支援（いきがい就労の取り組み）

に関すること

健康づくりに関すること

スポーツ活動に関すること

多世代交流に関すること

その他

全体

47.2%

36.8%

4.2%

20.1%

2.1%

8.3%

46.5%

6.9%

9.7%

1.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

生涯学習に関すること

高齢者や障がい者等の生活支援や

見守りに関すること

子育て支援に関すること

町内会等を通じた地域活動に関すること

観光まちづくり（ボランティアガイドの育成等）

活動に関すること

就業・起業の支援（いきがい就労の取り組み）に関

すること

健康づくりに関すること

スポーツ活動に関すること

多世代交流に関すること

その他

資料編 Ⅰ　市町村アンケート調査

hon.indd   77 2017/12/11   15:39:28



 

 

79 

 

No. 市町村名 内容 

52 大空町 地域参加や世代間交流、学習活動推進等のために高齢者大学を開設  

53 上士幌町 
まちの中心部に位置する生涯学習センターの改築により、交流施設等を集約化し、子どもから

高齢者にとって活動の拠点となるよう整備している。 

54 鹿追町 
高齢者学級「白寿大学」を開設し、月に２回、高齢者の生きがいづくり、生涯学習を実施してい

る。 

55 新得町 

生涯学習講座として、高齢者学校「寿教室」を開設。高齢者への学習機会提供や生きがいづく

りを目的に実施。受講生 96６名、年間 15 日開催し、講話や芸術文化鑑賞の他、園児との交

流事業で昔あそびの指導などを行う。また舞踏や書道など７つのクラブを開設して活動してお

り、町の文化祭にも出演するなど、活発に活動。生涯学習を通して住民同士の交流や町に出

る機会を創出することでシニア層の社会参加を促している。 

56 清水町 シニア人材参画事業 

57 芽室町 芽室町民大学どんぐりカレッジ ・シニアライフカレッジ ・芽室町高齢者学級めむろ柏樹学園 

58 中札内村 ポロシリ大学 

59 大樹町 

60 歳以上の方を対象に「ことぶき大学」を開講。１０学部（絵画・民謡・ダンス学部等）で構成さ

れ、シニア層の生涯学習の場として、高齢者の自主的参加を促し社会参加や健康づくりを目

的に実施している。 

60 池田町 
池田町シニアカレッジ遊ゆう大学 継続的・系統的な学習活動を通じて、高齢者の持つ知識・

経験を活かしながら学習の場や仲間づくりの場を提供。 

61 本別町 ①義経教室 ②生きがいクラブ支援 

62 浦幌町 
公民館事業と連携した社会教育事業への参加やスポーツなどの社会体育事業への参加を周

知している。 

63 釧路町 釧路町高齢者大学 

64 弟子屈町 「生きがい講座」の開催  

65 鶴居村 高齢者を対象に寿大学を実施 

66 白糠町 

・事業名「白洋大学の開設」 

・事業趣旨：時代にふさわしい社会的的知識と能力を身につけ、生きがいのある生活を目指す

とともに、社会変化に対応するための学習活動に努める 

・事業概要 時期：通年 場所：白糠町社会福祉センターほか 内容：集合学習（年 4 回）、特別

活動学級学習会（運営委員会による自主的運営）、部活動 

67 別海町 別海町平成寿大学 

68 標津町 生涯学習事業の一環として町独自の「きらり大学」制度を実践している 

 

  

 

市町村名 内容

森町 公民館講座における講話や製作体験活動

八雲町

・八雲町高齢者学級（遊楽部学園）

・高齢者生きがい学級

・熊石生きがい学習塾

長万部町
いきいき大学（ 歳以上の町民を対象に心身共に健康な生活を送ることやいきがいづくりを

支援するための学習機会を提供）

江差町 シニアカレッジの学生が様々な場面で交流や活動の実践を行っている。

旭川市 シニア大学及び大学院・市内 の百寿大学で様々な分野の講座を解放している。

士別市
高齢者学習の場として「九十九大学」の活動があり、 自治会活動や生涯学習活動を行ってい

る

富良野市 生きがいを高める学習機会の拡充を図るため、富良野市ことぶき大学を開設

鷹栖町 自主的に学習できる「ななかまど大学」の設立

東神楽町
事業名：生きがいづくり生涯学習促進事業 具体的内容：講演、実践、事例発表

事業名：アクティブシニアの集い 具体的内容：講義、グループワーク

当麻町 高齢者学級での活動

愛別町 高齢者大学への参加による生涯学習の推進

占冠村 高齢者大学

留萌市

留萌市あかしあ大学 ：心身の健康管理や社会を取り巻く諸問題について学習するとともに、

これまでの豊富な経験や知識を活かし、楽しく生きがいのある生活を送ってもらうことを目的と

する。

内容：書道・ダンス・歌謡などの趣味講座、特別講座、運動会、修学旅行等

増毛町 高齢者大学によりシニア層の生涯学習への取り組みを行っている。

羽幌町 歳以上の方を対象とした、組織的な学習と交流の場として「いちい大学」を開設している。

遠別町 老人大学の運営

天塩町 高齢者大学「はまなす大学」を開設し高齢者間の交流や多世代交流活動等を実施

礼文町 老人クラブや社会福祉協議会を通じて、イベントの参加や出前講座などを開催している。

北見市
事業名：高齢者大学

取組内容：現代的課題や社会情勢など様々な分野の講師を招き学習活動を実施している。

網走市
「網走市寿大学」を設置し、教養講座やクラブ活動を通じ高齢者の学習意欲の向上や新たな

仲間づくりの場としている

美幌町 高齢者教室の開催

訓子府町 若返り学級の開設

置戸町 図書館（蔵書）の充実

遠軽町
歳以上の高齢者を対象に、生きがいのある充実した生活を営むための学習機会として、高

齢者大学を設置している。

滝上町
歳以上を対象とした「ふれあい学級」事業を実施している。スポーツや百人一首、語り場な

どを通して心のふれあいと学習の場を提供している。

興部町

長寿大学～北海道教育委員会と連携し、平成 年度から平成 年度までの３年間、「高齢

者のためのまちづくり実践者養成講座」をそれぞれ年 回程度実施し、シニア層によるまちづ

くりへの参画を促している。各種ボランティア活動やイベントへの参加など、地域での活躍が目

立つようになってきた。
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市町村名 内容

大空町 地域参加や世代間交流、学習活動推進等のために高齢者大学を開設

上士幌町
まちの中心部に位置する生涯学習センターの改築により、交流施設等を集約化し、子どもから

高齢者にとって活動の拠点となるよう整備している。

鹿追町
高齢者学級「白寿大学」を開設し、月に２回、高齢者の生きがいづくり、生涯学習を実施してい

る。

新得町

生涯学習講座として、高齢者学校「寿教室」を開設。高齢者への学習機会提供や生きがいづく

りを目的に実施。受講生 ６名、年間 日開催し、講話や芸術文化鑑賞の他、園児との交

流事業で昔あそびの指導などを行う。また舞踏や書道など７つのクラブを開設して活動してお

り、町の文化祭にも出演するなど、活発に活動。生涯学習を通して住民同士の交流や町に出

る機会を創出することでシニア層の社会参加を促している。

清水町 シニア人材参画事業

芽室町 芽室町民大学どんぐりカレッジ ・シニアライフカレッジ ・芽室町高齢者学級めむろ柏樹学園

中札内村 ポロシリ大学

大樹町

歳以上の方を対象に「ことぶき大学」を開講。１０学部（絵画・民謡・ダンス学部等）で構成さ

れ、シニア層の生涯学習の場として、高齢者の自主的参加を促し社会参加や健康づくりを目

的に実施している。

池田町
池田町シニアカレッジ遊ゆう大学 継続的・系統的な学習活動を通じて、高齢者の持つ知識・

経験を活かしながら学習の場や仲間づくりの場を提供。

本別町 ①義経教室 ②生きがいクラブ支援

浦幌町
公民館事業と連携した社会教育事業への参加やスポーツなどの社会体育事業への参加を周

知している。

釧路町 釧路町高齢者大学

弟子屈町 「生きがい講座」の開催

鶴居村 高齢者を対象に寿大学を実施

白糠町

・事業名「白洋大学の開設」

・事業趣旨：時代にふさわしい社会的的知識と能力を身につけ、生きがいのある生活を目指す

とともに、社会変化に対応するための学習活動に努める

・事業概要 時期：通年 場所：白糠町社会福祉センターほか 内容：集合学習（年 回）、特別

活動学級学習会（運営委員会による自主的運営）、部活動

別海町 別海町平成寿大学

標津町 生涯学習事業の一環として町独自の「きらり大学」制度を実践している

 

市町村名 内容

森町 公民館講座における講話や製作体験活動

八雲町

・八雲町高齢者学級（遊楽部学園）

・高齢者生きがい学級

・熊石生きがい学習塾

長万部町
いきいき大学（ 歳以上の町民を対象に心身共に健康な生活を送ることやいきがいづくりを

支援するための学習機会を提供）

江差町 シニアカレッジの学生が様々な場面で交流や活動の実践を行っている。

旭川市 シニア大学及び大学院・市内 の百寿大学で様々な分野の講座を解放している。

士別市
高齢者学習の場として「九十九大学」の活動があり、 自治会活動や生涯学習活動を行ってい

る

富良野市 生きがいを高める学習機会の拡充を図るため、富良野市ことぶき大学を開設

鷹栖町 自主的に学習できる「ななかまど大学」の設立

東神楽町
事業名：生きがいづくり生涯学習促進事業 具体的内容：講演、実践、事例発表

事業名：アクティブシニアの集い 具体的内容：講義、グループワーク

当麻町 高齢者学級での活動

愛別町 高齢者大学への参加による生涯学習の推進

占冠村 高齢者大学

留萌市

留萌市あかしあ大学 ：心身の健康管理や社会を取り巻く諸問題について学習するとともに、

これまでの豊富な経験や知識を活かし、楽しく生きがいのある生活を送ってもらうことを目的と

する。

内容：書道・ダンス・歌謡などの趣味講座、特別講座、運動会、修学旅行等

増毛町 高齢者大学によりシニア層の生涯学習への取り組みを行っている。

羽幌町 歳以上の方を対象とした、組織的な学習と交流の場として「いちい大学」を開設している。

遠別町 老人大学の運営

天塩町 高齢者大学「はまなす大学」を開設し高齢者間の交流や多世代交流活動等を実施

礼文町 老人クラブや社会福祉協議会を通じて、イベントの参加や出前講座などを開催している。

北見市
事業名：高齢者大学

取組内容：現代的課題や社会情勢など様々な分野の講師を招き学習活動を実施している。

網走市
「網走市寿大学」を設置し、教養講座やクラブ活動を通じ高齢者の学習意欲の向上や新たな

仲間づくりの場としている

美幌町 高齢者教室の開催

訓子府町 若返り学級の開設

置戸町 図書館（蔵書）の充実

遠軽町
歳以上の高齢者を対象に、生きがいのある充実した生活を営むための学習機会として、高

齢者大学を設置している。

滝上町
歳以上を対象とした「ふれあい学級」事業を実施している。スポーツや百人一首、語り場な

どを通して心のふれあいと学習の場を提供している。

興部町

長寿大学～北海道教育委員会と連携し、平成 年度から平成 年度までの３年間、「高齢

者のためのまちづくり実践者養成講座」をそれぞれ年 回程度実施し、シニア層によるまちづ

くりへの参画を促している。各種ボランティア活動やイベントへの参加など、地域での活躍が目

立つようになってきた。
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No. 市町村名 内容 

24 洞爺湖町 
地域住民が主体となって近隣住民を見守る活動を実施しており、その活動に係わる機器の提

供を実施している。 

25 安平町 地域見守りネットワーク 

26 むかわ町 高齢者見守り支援センターの開設 

27 知内町 地域ボランティアとして、介護支援や地域相談員として貢献している  

28 七飯町 
事業名：地域要援護者支え合い事業 

具体的内容：社会福祉協議会に委託 見守り活動、交流活動、福祉活動等を実施 

29 上ノ国町 身体介護、生活援助、通院等の乗降介助（社協） 除雪サービス（高齢者事業団） 

30 乙部町 一部の地域にて見守り活動を実施 

31 名寄市 

住みなれた地域で暮らし続けられるための環境整備のため、平成 28 年１月に「生活支援等サ

ービスネットワーク会議」を設置した。 また、町内会ネットワーク事業と連携して、見守り活動

や、救急医療情報キット「命のカプセル」交付事業などを実施している。 

32 愛別町 要支援世帯への除雪ボランティア 

33 南富良野町 社会福祉協議会によるボランティ活動（配食サービス等） 

34 音威子府村 ホームヘルプサービス等在宅サービスの充実 

35 苫前町 
苫前町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づく介護支援ボランティアポイント事業

や住民主体によるサロンの開催など 

36 遠別町 地域包括に関する取組を推進（交流の場） 

37 稚内市 

重点取組方針の中で、生活支援体制の整備として「生活支援体制整備事業」を実施、取組ん

でいる。「生活支援コーディネーター」の配置や「稚内市生活支援・介護予防サポート推進検討

会」の開催を通じて、地域の支えあいを含む日常生活上の支援体制の充実・強化を図ることを

目的とし、現在は高齢者が集える場づくりを目指している（地域の中で）。 

38 猿払村 小規模多機能居宅介護施設及び地域交流施設の運営（平成 29 年 10 月開始予定） 

39 礼文町 保健師による支援 ・地域の運送業者等との協定による高齢者等の見守り体制の確立 

40 網走市 
「高齢者ふれあいの家」を設置。ボランティア団体（地域住民グループ）による介護予防、生き

がいづくり、集いの場としている。 （市内 13 か所、各所週１回の開設）  

41 紋別市 
介護予防日常生活支援総合事業の実施や、認知症地域支援推進員を配置して認知症予防

の啓発などを行っている。 

42 美幌町 
地域見守り活動の推進、緊急通報システムの設置、除雪サービス、障がい者の通院等にかか

る交通費の助成等 

43 帯広市 今後、生活支援体制の整備について、養成する講座を考えている。 

44 上士幌町 上士幌版 CCRC の構想の中で検討している。 

45 新得町 
高齢者生活支援事業として、生活支援コーディネーターの配置や訪問安否確認等を実施して

いる。 

 

【高齢者や障がい者等の生活支援や見守りに関すること】

市町村名 内容

美唄市
昨年６月に 株 セブン―イレブン・ジャパンと「美唄市高齢者見守り活動に関する協定」を締結

し、両者による複合的・重層的な見守りを実施している。

芦別市

・高齢者芦別温泉等利用券等交付事業

・身体障がい者芦別温泉等利用券等交付事業

・老人クラブ支援事業：運営費の一部を助成

・高齢者福祉大運動会開催補助事業

・百歳祝品

・緊急通報システム設置事業

・門口除雪事業

・在宅福祉サービス事業

三笠市 福祉タクシー助成事業、ぬくもり除雪サービス事業、高齢者バス利用助成事業

滝川市 高齢者見守り安心ネットワーク ・介護予防・日常生活支援総合事業

深川市

生活支援：給食サービス、移送サービス、生活支援ハウス、サロン普及啓発、生活支援サポ

ーター養成、緊急通報システムなど 介護予防：運動、口腔ケア、脳トレなどを取り入れた多種

多様な事業を実施

見守り：見守りネットワークづくり、訪問、地区民生委員・ケアマネ等との協力によるサポート

由仁町

今年度から開始した、自治区（町内会）で見守り、安否確認や軽度な生活支援を行う地域支え

合い活動について、その担い手となるシニア層に活動の参加を促している。（現在は準備段階

であり資料等はありません。）

長沼町
高齢者のみの世帯や一人暮らしの増加が見込まれることから、緊急通報装置の設置を推進し

ている。

月形町
歳以上の高齢者独居世帯、７５歳以上の高齢者夫婦世帯等を対象に声かけや安否確認を

行っている。

新十津川町 緊急通報システム

妹背牛町 妹背牛町地域福祉実践計画の実践

雨竜町 シルバータクシー助成事業（タクシー助成券の交付） 冬季生活支援事業（除雪費の助成）

当別町 配食サービス、除雪サービス、緊急通報サービス、当別町ＳＯＳネットワーク事業

小樽市

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、地域全体で見守りする意識の

醸成と異変に気付いた際のルール周知を目的として、平成 年７月に「小樽市高齢者見守り

ネットワーク」を立ち上げ、年１回関係者が集まり会議を開催。

寿都町 認知症サポーター養成講座の実施

黒松内町
在宅の高齢者、障がい者及びひとり親家庭などが住み慣れた地域でいつまでも安心して暮ら

せるよう生活を支援し、在宅福祉の充実を図る。

ニセコ町

社会福祉協議会に委託し、高齢者世帯を対象とした事業「高齢者声かけ訪問」を実施。企業２

社と見守り協定を締結し、高齢者等の見守り体制を整備。民生委員、町内事業所等の関係機

関と連携し、高齢者等の見守りや生活支援に努めている。

真狩村 関係組織等との密接な連携のもと、地域ぐるみの見守り体制を確立に取り組んでいる。

神恵内村 乗合いハイヤーなど交通弱者に対する移動手段の確保

古平町 介護予防生活支援対策事業（自宅へのヘルパー派遣、寝具乾燥サービス、除雪サービス等）

仁木町 保健・医療・福祉との連携

余市町 冬期間の除雪サービス

室蘭市

高齢者の見守り事業 民生委員をはじめとする地域の方々や、新聞配達・乳飲料・電気・水

道・ ・バスなどの事業所などで構成し、高齢者の異変等を察知した場合、速やかに地域包

括支援センターに連絡する

白老町 在宅老人福祉事業
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市町村名 内容

洞爺湖町
地域住民が主体となって近隣住民を見守る活動を実施しており、その活動に係わる機器の提

供を実施している。

安平町 地域見守りネットワーク

むかわ町 高齢者見守り支援センターの開設

知内町 地域ボランティアとして、介護支援や地域相談員として貢献している

七飯町
事業名：地域要援護者支え合い事業

具体的内容：社会福祉協議会に委託 見守り活動、交流活動、福祉活動等を実施

上ノ国町 身体介護、生活援助、通院等の乗降介助（社協） 除雪サービス（高齢者事業団）

乙部町 一部の地域にて見守り活動を実施

名寄市

住みなれた地域で暮らし続けられるための環境整備のため、平成 年１月に「生活支援等サ

ービスネットワーク会議」を設置した。 また、町内会ネットワーク事業と連携して、見守り活動

や、救急医療情報キット「命のカプセル」交付事業などを実施している。

愛別町 要支援世帯への除雪ボランティア

南富良野町 社会福祉協議会によるボランティ活動（配食サービス等）

音威子府村 ホームヘルプサービス等在宅サービスの充実

苫前町
苫前町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づく介護支援ボランティアポイント事業

や住民主体によるサロンの開催など

遠別町 地域包括に関する取組を推進（交流の場）

稚内市

重点取組方針の中で、生活支援体制の整備として「生活支援体制整備事業」を実施、取組ん

でいる。「生活支援コーディネーター」の配置や「稚内市生活支援・介護予防サポート推進検討

会」の開催を通じて、地域の支えあいを含む日常生活上の支援体制の充実・強化を図ることを

目的とし、現在は高齢者が集える場づくりを目指している（地域の中で）。

猿払村 小規模多機能居宅介護施設及び地域交流施設の運営（平成 年 月開始予定）

礼文町 保健師による支援 ・地域の運送業者等との協定による高齢者等の見守り体制の確立

網走市
「高齢者ふれあいの家」を設置。ボランティア団体（地域住民グループ）による介護予防、生き

がいづくり、集いの場としている。 （市内 か所、各所週１回の開設）

紋別市
介護予防日常生活支援総合事業の実施や、認知症地域支援推進員を配置して認知症予防

の啓発などを行っている。

美幌町
地域見守り活動の推進、緊急通報システムの設置、除雪サービス、障がい者の通院等にかか

る交通費の助成等

帯広市 今後、生活支援体制の整備について、養成する講座を考えている。

上士幌町 上士幌版 の構想の中で検討している。

新得町
高齢者生活支援事業として、生活支援コーディネーターの配置や訪問安否確認等を実施して

いる。

 

【高齢者や障がい者等の生活支援や見守りに関すること】

市町村名 内容

美唄市
昨年６月に 株 セブン―イレブン・ジャパンと「美唄市高齢者見守り活動に関する協定」を締結

し、両者による複合的・重層的な見守りを実施している。

芦別市

・高齢者芦別温泉等利用券等交付事業

・身体障がい者芦別温泉等利用券等交付事業

・老人クラブ支援事業：運営費の一部を助成

・高齢者福祉大運動会開催補助事業

・百歳祝品

・緊急通報システム設置事業

・門口除雪事業

・在宅福祉サービス事業

三笠市 福祉タクシー助成事業、ぬくもり除雪サービス事業、高齢者バス利用助成事業

滝川市 高齢者見守り安心ネットワーク ・介護予防・日常生活支援総合事業

深川市

生活支援：給食サービス、移送サービス、生活支援ハウス、サロン普及啓発、生活支援サポ

ーター養成、緊急通報システムなど 介護予防：運動、口腔ケア、脳トレなどを取り入れた多種

多様な事業を実施

見守り：見守りネットワークづくり、訪問、地区民生委員・ケアマネ等との協力によるサポート

由仁町

今年度から開始した、自治区（町内会）で見守り、安否確認や軽度な生活支援を行う地域支え

合い活動について、その担い手となるシニア層に活動の参加を促している。（現在は準備段階

であり資料等はありません。）

長沼町
高齢者のみの世帯や一人暮らしの増加が見込まれることから、緊急通報装置の設置を推進し

ている。

月形町
歳以上の高齢者独居世帯、７５歳以上の高齢者夫婦世帯等を対象に声かけや安否確認を

行っている。

新十津川町 緊急通報システム

妹背牛町 妹背牛町地域福祉実践計画の実践

雨竜町 シルバータクシー助成事業（タクシー助成券の交付） 冬季生活支援事業（除雪費の助成）

当別町 配食サービス、除雪サービス、緊急通報サービス、当別町ＳＯＳネットワーク事業

小樽市

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、地域全体で見守りする意識の

醸成と異変に気付いた際のルール周知を目的として、平成 年７月に「小樽市高齢者見守り

ネットワーク」を立ち上げ、年１回関係者が集まり会議を開催。

寿都町 認知症サポーター養成講座の実施

黒松内町
在宅の高齢者、障がい者及びひとり親家庭などが住み慣れた地域でいつまでも安心して暮ら

せるよう生活を支援し、在宅福祉の充実を図る。

ニセコ町

社会福祉協議会に委託し、高齢者世帯を対象とした事業「高齢者声かけ訪問」を実施。企業２

社と見守り協定を締結し、高齢者等の見守り体制を整備。民生委員、町内事業所等の関係機

関と連携し、高齢者等の見守りや生活支援に努めている。

真狩村 関係組織等との密接な連携のもと、地域ぐるみの見守り体制を確立に取り組んでいる。

神恵内村 乗合いハイヤーなど交通弱者に対する移動手段の確保

古平町 介護予防生活支援対策事業（自宅へのヘルパー派遣、寝具乾燥サービス、除雪サービス等）

仁木町 保健・医療・福祉との連携

余市町 冬期間の除雪サービス

室蘭市

高齢者の見守り事業 民生委員をはじめとする地域の方々や、新聞配達・乳飲料・電気・水

道・ ・バスなどの事業所などで構成し、高齢者の異変等を察知した場合、速やかに地域包

括支援センターに連絡する

白老町 在宅老人福祉事業
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No. 市町村名 内容 

9 白老町 町内会活動育成事業 

10 新ひだか町 老人クラブ連合会に対する補助金 

11 知内町 独居老人宅の除雪や屋根の雪下ろし等  

12 江差町 クリーンアップ作戦など、幅広く町内全域へ呼びかけや周知を行い実施 

13 厚沢部町 防犯パトロール 

14 乙部町 町内会で行なうサロン活動 

15 せたな町 地域防災活動やコミュニティ活動に対し、町から補助金を交付し、活動の促進を図っている 

16 旭川市 シニア大学及び大学院での地域学習を通して、人材育成を図る講座を実施している。 

17 名寄市 
住みなれた地域で暮らし続けられるための環境整備のため、町内会ネットワーク事業と連携し

て、見守り活動や、救急医療情報キット「命のカプセル」交付事業などを実施している。  

18 羽幌町 町内会等の環境美化活動に対する支援 

19 遠別町 防災対策を通じた地域活動の推進 

20 天塩町 
各町内会活動において、近年では自主防災組織の立ち上げを推進し、町内会レベルでの防

災訓練などを実施 

21 美幌町 老人クラブ活動への支援 

22 遠軽町 
高齢者間の交流を図るとともに、町の環境美化活動への参画を目的に、老人園芸活動事業を

実施し、育てた花を国道の街路桝や公共施設等に植栽している。 

23 大空町 
自治会連合会等が中心となった環境美化活動の取組、研修会等の開催、コミュニティ活動の

推進等  

24 音更町 老人クラブに対する補助 

25 芽室町 公共サービスパートナー制度 

26 浦幌町 町内会、老人クラブ、文化団体、社会体育団体などへの活動参加を周知している。 

 

【観光まちづくり（ボランティアガイドの育成等）活動に関すること】 

No. 市町村名 内容 

1 芦別市 
芦別観光ホスピタリティ協議会の会員の方が道の駅に観光案内所を設け、毎年７月・８月の

土・日・祝祭日に観光案内を実施。 

2 枝幸町 観光コンシェルジェ等、様々な知識を持った人材の育成確保を推進している。 

3 紋別市 高齢者がボランティアガイドの育成に携わっている。 

 

【就業・起業の支援（いきがい就労の取組）に関すること】 

No. 市町村名 内容 

1 由仁町 
元気な高齢者の趣味や能力を活かしたり、仕事を通じて生きがいを持つための高齢者事業団

の参加について積極的に呼びかけています。 

2 栗山町 熟年人材センターの運営等高齢者の生きがいづくり 

 

市町村名 内容

芽室町 高齢者支援活動推進事業

広尾町 町内会における健康づくり活動の自主的な実施。

池田町
支えあいパート制度 老人クラブ連合による互助組織が行うチケット制による生活支援

事業

本別町 在宅福祉ネットワーク

浦幌町
地域の一員として、近所の高齢者や障がい者の見守りネットワークに協力いただけるように、

毎年機会があるたびに周知している。

釧路市 新しい総合事業の開始に伴って、高齢者の生活支援体制の整備に取り組んでいる。

釧路町 介護支援ボランティア活動事業

【子育て支援に関すること】

市町村名 内容

仁木町
保健師などが夜、子育て助言相談を行う。保護者同士の交流事業を継続実施し、充実を図っ

ている。

鷹栖町 園児との交流活動 ・学習指導「寺子屋」活動

当麻町
幼稚園、保育園などの子どもと高齢者のふれあいの場の提供。 田んぼの学校において、シ

ニア層が小中学生へ田植え、稲刈りの手伝いを実施。

猿払村 子育て支援センターの取組

枝幸町
子育て経験のある方を含め、子育て支援に係る知識を有する人材を育成するため｢子育てコ

ーチ育成事業｣を実施している ＨＰ上で地域育て「お助け隊」育成事業概要を公表している

【町内会等を通じた地域活動に関すること】

市町村名 内容

赤平市
町内会等の活動を通して、地域交流や住民同士の交流を図り、ひいては社会への参加を推

進している。

三笠市 協働のまちづくり推進事業、コミュニティサポート事業

深川市
町内会事業として、組織されているボランティアグループで活動を実施している （環境保全・

花の植栽や高齢者サロンの実施）

栗山町 介護者が集えるカフェの全町展開

妹背牛町 法人わかち愛もせうしの活動促進

千歳市
事業名：介護予防サロン事業 内容：町内会等が「いきいき百歳体操」や「ノルディックウォーキ

ング」を行うサロンを週 回程度開催する場合、その運営費の一部を市が助成する。

恵庭市
長寿大学において、恵庭の特色である「花のまち」「読書のまち」「安全・安心なまち」をテーマ

にした講座を解説し、地域活動、ボランティア活動へと発展を考えている。

石狩市
「地域自治システム検討事業」 地域内の団体や個人が主体的に地域運営に参画し、地域の

課題解決やコミュニティの活性化に資する活動を推進する。
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市町村名 内容

白老町 町内会活動育成事業

新ひだか町 老人クラブ連合会に対する補助金

知内町 独居老人宅の除雪や屋根の雪下ろし等

江差町 クリーンアップ作戦など、幅広く町内全域へ呼びかけや周知を行い実施

厚沢部町 防犯パトロール

乙部町 町内会で行なうサロン活動

せたな町 地域防災活動やコミュニティ活動に対し、町から補助金を交付し、活動の促進を図っている

旭川市 シニア大学及び大学院での地域学習を通して、人材育成を図る講座を実施している。

名寄市
住みなれた地域で暮らし続けられるための環境整備のため、町内会ネットワーク事業と連携し

て、見守り活動や、救急医療情報キット「命のカプセル」交付事業などを実施している。

羽幌町 町内会等の環境美化活動に対する支援

遠別町 防災対策を通じた地域活動の推進

天塩町
各町内会活動において、近年では自主防災組織の立ち上げを推進し、町内会レベルでの防

災訓練などを実施

美幌町 老人クラブ活動への支援

遠軽町
高齢者間の交流を図るとともに、町の環境美化活動への参画を目的に、老人園芸活動事業を

実施し、育てた花を国道の街路桝や公共施設等に植栽している。

大空町
自治会連合会等が中心となった環境美化活動の取組、研修会等の開催、コミュニティ活動の

推進等

音更町 老人クラブに対する補助

芽室町 公共サービスパートナー制度

浦幌町 町内会、老人クラブ、文化団体、社会体育団体などへの活動参加を周知している。

【観光まちづくり（ボランティアガイドの育成等）活動に関すること】

市町村名 内容

芦別市
芦別観光ホスピタリティ協議会の会員の方が道の駅に観光案内所を設け、毎年７月・８月の

土・日・祝祭日に観光案内を実施。

枝幸町 観光コンシェルジェ等、様々な知識を持った人材の育成確保を推進している。

紋別市 高齢者がボランティアガイドの育成に携わっている。

【就業・起業の支援（いきがい就労の取組）に関すること】

市町村名 内容

由仁町
元気な高齢者の趣味や能力を活かしたり、仕事を通じて生きがいを持つための高齢者事業団

の参加について積極的に呼びかけています。

栗山町 熟年人材センターの運営等高齢者の生きがいづくり

 

市町村名 内容

芽室町 高齢者支援活動推進事業

広尾町 町内会における健康づくり活動の自主的な実施。

池田町
支えあいパート制度 老人クラブ連合による互助組織が行うチケット制による生活支援

事業

本別町 在宅福祉ネットワーク

浦幌町
地域の一員として、近所の高齢者や障がい者の見守りネットワークに協力いただけるように、

毎年機会があるたびに周知している。

釧路市 新しい総合事業の開始に伴って、高齢者の生活支援体制の整備に取り組んでいる。

釧路町 介護支援ボランティア活動事業

【子育て支援に関すること】

市町村名 内容

仁木町
保健師などが夜、子育て助言相談を行う。保護者同士の交流事業を継続実施し、充実を図っ

ている。

鷹栖町 園児との交流活動 ・学習指導「寺子屋」活動

当麻町
幼稚園、保育園などの子どもと高齢者のふれあいの場の提供。 田んぼの学校において、シ

ニア層が小中学生へ田植え、稲刈りの手伝いを実施。

猿払村 子育て支援センターの取組

枝幸町
子育て経験のある方を含め、子育て支援に係る知識を有する人材を育成するため｢子育てコ

ーチ育成事業｣を実施している ＨＰ上で地域育て「お助け隊」育成事業概要を公表している

【町内会等を通じた地域活動に関すること】

市町村名 内容

赤平市
町内会等の活動を通して、地域交流や住民同士の交流を図り、ひいては社会への参加を推

進している。

三笠市 協働のまちづくり推進事業、コミュニティサポート事業

深川市
町内会事業として、組織されているボランティアグループで活動を実施している （環境保全・

花の植栽や高齢者サロンの実施）

栗山町 介護者が集えるカフェの全町展開

妹背牛町 法人わかち愛もせうしの活動促進

千歳市
事業名：介護予防サロン事業 内容：町内会等が「いきいき百歳体操」や「ノルディックウォーキ

ング」を行うサロンを週 回程度開催する場合、その運営費の一部を市が助成する。

恵庭市
長寿大学において、恵庭の特色である「花のまち」「読書のまち」「安全・安心なまち」をテーマ

にした講座を解説し、地域活動、ボランティア活動へと発展を考えている。

石狩市
「地域自治システム検討事業」 地域内の団体や個人が主体的に地域運営に参画し、地域の

課題解決やコミュニティの活性化に資する活動を推進する。
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No. 市町村名 内容 

11 江別市 

市で策定した健康づくりプランの中で、シニア期においては「健康づくり活動に参加しよう」を目

標にしている。地域健康づくり推進員の育成、健康づくりサポーターの養成、ゲートキーパー

研修、市オリジナルのリズムエクササイズ等の健康づくり対策はシニア期に限定した取組では

ないが、上記の健康づくり活動はシニア期が多く参加している。 

12 千歳市 
事業名：ノルディックウォーキング用ポール貸出事業  

内容：ノルディックウォーキングの普及を図るため、市民にボールの貸出を行う  

13 恵庭市 
高齢者のための健康づくり事業を実施。 また、長寿大学において高齢者の健康増進やけが・

病気の予防などに関して、市内の高等教育機関の協力を得て講座の開設をしている。 

14 北広島市 

健康づくり推進員（市民ボランティア）養成・育成：市民自らが健康づくりの実践者となり、地域

で率先して健康づくりの活動ができることを目指し、養成講座を毎年 15 名定員で 7 日間実

施。12 期生までを養成し H28 年 3 月末現在、56 名が活動。市の健康づくり事業について情

報提供し、身近な家族や地域の仲間へ周知活動を行っている。また、実行委員会を組織し、

市民ウォーキング大会を市と共催で年 2 回開催している。  

15 石狩市 

「ウォーキング事業」「食育推進事業」 心身ともに健康でいきいきと過ごすため、自己に適した

スポーツ・レクリエーションの実施や、生涯を通じて健全な食生活を実現する食育の推進など、

健康寿命の延伸に向けたサポートの充実を図る。 

16 当別町 
介護予防事業について がん検診など検診の受診勧奨を実施し、早期発見・治療、生活習慣

病の予防に努めている。  

17 寿都町 高齢者向け運動教室の開催 

18 真狩村 
疾病の早期発見や予防に努めるとともに、生活習慣の見直しや改善などを図るため、各種健

康相談の充実や健康診査の活用、介護予防運動の推進などを行っている。 

19 共和町 地域の有志（ボランティア組織）による、高齢者の交流の場の開催（月１回） 

20 古平町 
健康増進事業（保健師が行う健康相談や家庭訪問等） 成人保険事業（早期治療のために行

う健診費用とその後の健康指導） 

21 赤井川村 悠楽学園大学を通じて健康づくりの知識の拡充 

22 室蘭市 

高齢者向け健康講座（えみなメイト） えみなメイトは住み慣れた場所でいつまでもいきいきと

生活していけるよう、元気で長生きを支援する健康講座で、講師による体操や音楽療法、口腔

機能向上などの楽しいプログラム、健康に関する講話や歌、クイズなどの頭の体操などを行

う。 

23 伊達市 

インストラクターの指導のもと、映像を見ながら曲に合わせて体を動かす「健康カラオケ」事業

を昨年度より市内２地区で開始した。高齢者自らインストラクターの資格取得にチャレンジし、

事業への参画を目指している。 

24 安平町 健康寿命延伸事業 

25 むかわ町 生活習慣病予防対策、高齢者温泉施設健康づくり事業 

26 浦河町 健康道場 ・シニアパスポート 

27 函館市 
健康増進センターでは，シニア層が気軽に参加できる内容の運動講座を実施し，健康づくりを

サポートしている。  

28 七飯町 
運動教室を定期的に実施。今後は住民の集いの場をつくるため、自立グループ設立活動を支

援していく。 

29 八雲町 ノルディックウォーキング講習会や歩くスキー大会などを開催している  

30 上ノ国町 介護予防のための健康教室 

31 乙部町 自治会を背景に健康推進員の配置 

32 今金町 

「高齢者の役割見直しに基づく社会参加促進プログラムの長期的評価」について桜美林大学

教授芳賀博先生他との研究に協力し、高齢者と社会参加についての関連を評価しその結果

について町内へ広げていく。 

 

市町村名 内容

島牧村

除雪サービス事業委託：冬季間の高齢者世帯に対し除雪サービス事業を村で行なっている

が、その一部を高齢者事業団に委託している。

環境衛生清掃業務委託：村管理の公衆トイレの清掃業務を高齢者事業団に委託している。

集会施設管理委託：集会施設の管理について、一部を高齢者事業団に委託している。

上ノ国町 高齢者事業団への清掃、施設管理等の業務委託

鷹栖町 高齢者事業団による就労支援

南富良野町 高齢者事業団

清里町 シルバー人材センターの運営支援

訓子府町 訓子府町高齢者勤労センターの事業促進

興部町
高齢者事業団の育成～安定した仕事量確保のため町から公共施設管理、草刈・庭管理・清掃

等の業務発注を行い、補助金などの支援も行っている。

音更町 高齢者就労センターに対する補助

池田町 いきがい焼き事業

釧路市
事業名：シルバー人材センター運営補助金 公益財団法人釧路市シルバー人材センターに運

営費補助を行っている。

厚岸町 高齢者事業団への新規就業者の拡充のための補助金を交付している。

中標津町
シルバー人材センター運営事業補助 ～運営を支援することで、高齢者の就業機会の確保が

得られ、生きがいの充実や社会参加の増進につながる。

【健康づくりに関すること】

市町村名 内容

美唄市
介護予防事業として、自立した生活を維持するための筋力を養う「貯筋体操」の普及支援を実

施している。

三笠市
敬老祝い温泉入浴券助成事業、長寿祝い交付金事業、生活習慣病予防水中運動教室実施

事業

滝川市

・健康たきかわ アクションプラン推進事業

・健康維持や心身機能の改善を目指すとともに、生きがいや自己実現のための取り組みを支

援し、生活の質向上をめざすため「 歳大学」を実施。

深川市 保健推進員など、住民と行政のパイプ役となる地区組織活動の推進、人材の育成

南幌町 男の料理教室 健康イキイキマージャン

上砂川町
老人クラブの活動を支援しながら、各種スポーツ大会や健康増進事業などを通じて高齢者の

生きがいづくりと積極的な社会参加を促進

長沼町
老人クラブ活動・パークゴルフ・ゲートボール・福祉センターのレッスンプログラムや運動指導

室の利用等を通じた健康づくりを促進している。

新十津川町 健康診断の節目無料化 インフルエンザ予防接種助成 ウォーキングキャンペーン及び講座

雨竜町 高齢者・身体障害者合同レクリエーション大会

沼田町

・高齢者元気１００倍教室（６５歳以上）

・まるごと元気運動教室（６５歳以上）

・あったま～る
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市町村名 内容

江別市

市で策定した健康づくりプランの中で、シニア期においては「健康づくり活動に参加しよう」を目

標にしている。地域健康づくり推進員の育成、健康づくりサポーターの養成、ゲートキーパー

研修、市オリジナルのリズムエクササイズ等の健康づくり対策はシニア期に限定した取組では

ないが、上記の健康づくり活動はシニア期が多く参加している。

千歳市
事業名：ノルディックウォーキング用ポール貸出事業

内容：ノルディックウォーキングの普及を図るため、市民にボールの貸出を行う

恵庭市
高齢者のための健康づくり事業を実施。 また、長寿大学において高齢者の健康増進やけが・

病気の予防などに関して、市内の高等教育機関の協力を得て講座の開設をしている。

北広島市

健康づくり推進員（市民ボランティア）養成・育成：市民自らが健康づくりの実践者となり、地域

で率先して健康づくりの活動ができることを目指し、養成講座を毎年 名定員で 日間実

施。 期生までを養成し 年 月末現在、 名が活動。市の健康づくり事業について情

報提供し、身近な家族や地域の仲間へ周知活動を行っている。また、実行委員会を組織し、

市民ウォーキング大会を市と共催で年 回開催している。

石狩市

「ウォーキング事業」「食育推進事業」 心身ともに健康でいきいきと過ごすため、自己に適した

スポーツ・レクリエーションの実施や、生涯を通じて健全な食生活を実現する食育の推進など、

健康寿命の延伸に向けたサポートの充実を図る。

当別町
介護予防事業について がん検診など検診の受診勧奨を実施し、早期発見・治療、生活習慣

病の予防に努めている。

寿都町 高齢者向け運動教室の開催

真狩村
疾病の早期発見や予防に努めるとともに、生活習慣の見直しや改善などを図るため、各種健

康相談の充実や健康診査の活用、介護予防運動の推進などを行っている。

共和町 地域の有志（ボランティア組織）による、高齢者の交流の場の開催（月１回）

古平町
健康増進事業（保健師が行う健康相談や家庭訪問等） 成人保険事業（早期治療のために行

う健診費用とその後の健康指導）

赤井川村 悠楽学園大学を通じて健康づくりの知識の拡充

室蘭市

高齢者向け健康講座（えみなメイト） えみなメイトは住み慣れた場所でいつまでもいきいきと

生活していけるよう、元気で長生きを支援する健康講座で、講師による体操や音楽療法、口腔

機能向上などの楽しいプログラム、健康に関する講話や歌、クイズなどの頭の体操などを行

う。

伊達市

インストラクターの指導のもと、映像を見ながら曲に合わせて体を動かす「健康カラオケ」事業

を昨年度より市内２地区で開始した。高齢者自らインストラクターの資格取得にチャレンジし、

事業への参画を目指している。

安平町 健康寿命延伸事業

むかわ町 生活習慣病予防対策、高齢者温泉施設健康づくり事業

浦河町 健康道場 ・シニアパスポート

函館市
健康増進センターでは，シニア層が気軽に参加できる内容の運動講座を実施し，健康づくりを

サポートしている。

七飯町
運動教室を定期的に実施。今後は住民の集いの場をつくるため、自立グループ設立活動を支

援していく。

八雲町 ノルディックウォーキング講習会や歩くスキー大会などを開催している

上ノ国町 介護予防のための健康教室

乙部町 自治会を背景に健康推進員の配置

今金町

「高齢者の役割見直しに基づく社会参加促進プログラムの長期的評価」について桜美林大学

教授芳賀博先生他との研究に協力し、高齢者と社会参加についての関連を評価しその結果

について町内へ広げていく。

 

市町村名 内容

島牧村

除雪サービス事業委託：冬季間の高齢者世帯に対し除雪サービス事業を村で行なっている

が、その一部を高齢者事業団に委託している。

環境衛生清掃業務委託：村管理の公衆トイレの清掃業務を高齢者事業団に委託している。

集会施設管理委託：集会施設の管理について、一部を高齢者事業団に委託している。

上ノ国町 高齢者事業団への清掃、施設管理等の業務委託

鷹栖町 高齢者事業団による就労支援

南富良野町 高齢者事業団

清里町 シルバー人材センターの運営支援

訓子府町 訓子府町高齢者勤労センターの事業促進

興部町
高齢者事業団の育成～安定した仕事量確保のため町から公共施設管理、草刈・庭管理・清掃

等の業務発注を行い、補助金などの支援も行っている。

音更町 高齢者就労センターに対する補助

池田町 いきがい焼き事業

釧路市
事業名：シルバー人材センター運営補助金 公益財団法人釧路市シルバー人材センターに運

営費補助を行っている。

厚岸町 高齢者事業団への新規就業者の拡充のための補助金を交付している。

中標津町
シルバー人材センター運営事業補助 ～運営を支援することで、高齢者の就業機会の確保が

得られ、生きがいの充実や社会参加の増進につながる。

【健康づくりに関すること】

市町村名 内容

美唄市
介護予防事業として、自立した生活を維持するための筋力を養う「貯筋体操」の普及支援を実

施している。

三笠市
敬老祝い温泉入浴券助成事業、長寿祝い交付金事業、生活習慣病予防水中運動教室実施

事業

滝川市

・健康たきかわ アクションプラン推進事業

・健康維持や心身機能の改善を目指すとともに、生きがいや自己実現のための取り組みを支

援し、生活の質向上をめざすため「 歳大学」を実施。

深川市 保健推進員など、住民と行政のパイプ役となる地区組織活動の推進、人材の育成

南幌町 男の料理教室 健康イキイキマージャン

上砂川町
老人クラブの活動を支援しながら、各種スポーツ大会や健康増進事業などを通じて高齢者の

生きがいづくりと積極的な社会参加を促進

長沼町
老人クラブ活動・パークゴルフ・ゲートボール・福祉センターのレッスンプログラムや運動指導

室の利用等を通じた健康づくりを促進している。

新十津川町 健康診断の節目無料化 インフルエンザ予防接種助成 ウォーキングキャンペーン及び講座

雨竜町 高齢者・身体障害者合同レクリエーション大会

沼田町

・高齢者元気１００倍教室（６５歳以上）

・まるごと元気運動教室（６５歳以上）

・あったま～る
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No. 市町村名 内容 

56 大樹町 

一般介護予防事業の一つ、介護予防普及啓発事業があり、元気で居続ける教室として、現在

は「いきいき健康クラブ」（運動・口腔機能の維持向上）の充実を図っている。 住民主体の通い

の場を検討することも今後の課題である。 

57 幕別町 認知症予防、介護予防のために事業 

58 池田町 

・ふまねっと運動の推進 ・まる元運動教室の開催（町主催） ・脳トレ健康教室の開催支援 

・介護予防を目的とした介護支援ボランティア事業（対象の活動を介護予防に資する事業への

ボランティア活動とする） 

59 釧路市 
・介護予防プログラムやご当地体操の普及  

・がん検診、特定健診の受信 ・栄養・食生活・身体活動・運動等の取り組み 

60 釧路町 介護予防サロン事業 

61 浜中町 事業名：ハツラツ倶楽部わっはっは 内容：月に数回体操等を行っている。 

62 弟子屈町 介護予防自主サークル  

63 鶴居村 介護予防事業として「ふまともくらぶ」を実施（健康づくり） 

64 別海町 いきいき元気あっぷ健康体操教室 

 

【スポーツ活動に関すること】 

No. 市町村名 内容 

1 南幌町 快速シャキッと楽部 貯筋力アップ事業 

2 沼田町 

スポーツクラブ N-Link におけるシニア向けスポーツの推進（スポレック）  

会員 14 名のうち 50％が５０歳以上 ・町体育協会におけるシニア向けスポーツの推進（ミニバ

レーボール）  50 歳以上シニアチーム ２チーム 

3 当別町 フィットネスカレッジ   

4 小樽市 
高齢者の健康増進と生きがいづくりのため、年１回シルバースポーツ大会を開催するほか、高

齢者が継続して運動するきっかけづくりのため、水中歩行教室やゲートボール大会を開催。  

5 留寿都村 
スポーツ健康教室を行っている。実施するときは、地区連絡員文書にて周知。HP 上の地区連

絡員文書で閲覧可能。 

6 八雲町 ノルディックウォーキング講習会や歩くスキー大会などを開催している  

7 増毛町 高齢者にパークゴルフが盛んなので、パークゴルフ場の拡充を行っている。 

8 北見市 

事業名：ヘルシースポーツ教室（女性・男性の部）  

取組内容 ：30 歳～60 歳までの市民を対象に、中長期間のプログラムにより、スポーツの日

常化(習慣化)及び健康の維持・増進を図るとともに、健康に関する意識を高めて疾病等を予

防し、もって心身ともに若々しく生きがいのある生活を送ることができるよう、スポーツとの出会

いの機会を提供する。 

9 網走市 
○フィットネス教室：40 歳以上を対象とした筋力トレーニング教室。上記と同様の目的で早期

からの運動習慣化を促す。市内２会場各週１回。  

10 置戸町 パークゴルフの推進 

11 清水町 軽スポーツ促進事業 

12 弟子屈町 摩周ふれあいスポーツクラブ 

 

 

市町村名 内容

せたな町
保健師、包括支援センター、社会福祉協議会等を中心に健康教室等の支援活動を実施して

いる

士別市
・士別市健康長寿推進計画の作成

・通所型介護予防事業「サフォークジム」の活動

名寄市 要介護状態になることを予防することを目的として、各種講座、体操教室等を実施している。

鷹栖町 各種健康づくり教室の定期的開催

当麻町 各種検診に関わる活動。

愛別町 プール教室・軽運動教室への参加推進

美瑛町 自主的な健康づくりに対し、ポイントを付与するマイレージ事業を実施。

占冠村 お元気さんクラブ

剣淵町

貯筋体操教室（元気な高齢者の体操教室）年 回、しゃきっと体操クラブ（ 〃 ）

週１回 年 回、ふまねっとくらぶ（転倒予防とふまねっと運動の推進）年３回、

サロン事業（ボランティアの自立グループによる高齢者の居場所づくり 月１回５地区

留萌市

ＮＰＯ法人るもいコホートピアがるもい健康の駅を拠点とし、市民に健康情報を積極的に発信

している。基礎老年医学講座は、高齢者の疾患の特徴などを伝えている。この他、認知症サ

ポーター養成講座などの公園を定期的に開催。体組織計などを無料で使える部屋、軽運動が

行える部屋等を備え、市民の健康増進に寄与している。

苫前町
老人クラブの会合時に保健師を派遣しけんこう教室を開催するほか、介護者サロン等の取り

組み

天塩町
各種健康診断の積極受診や町内会を通じ、健康相談や健康体操などの活動を推進してい

る。

北見市 事業名：高齢者大学 取組内容：認知症予防や体力づくりなどへの啓発に取り組む。

網走市
らくらく健康トレーニング： 歳以上を対象とした筋力トレーニング教室。運動の習慣化を促

し、生活習慣病、要支援・要介護状態への意向を予防。市内６会場各週１回。

紋別市 ボランティアポイント制度を創設して、高齢者の社会参加を促進する活動を実施する。

訓子府町 健康まつり、肉体改造プログラム

遠軽町
高齢者の交流、親睦を深め、健康づくりを推進するため、高齢者を対象とした運動会を開催し

ている。

滝上町
介護予防を目的に、 歳以上の町民を対象としたストレッチ、筋力トレーニング、リズム体操

の教室（シャキット体操）を定期的に実施している。

興部町

・元気と若さをもらうかい～高齢者の閉じこもり予防、体力維持向上を目的として、月に２回体

操やレクリエーション、季節の行事等を実施するグループ。町内３地区で実施している（２箇所

は自主運営、 箇所は保健師と保健推進委員がサポートしている）

・保健師による老人クラブ訪問～各地区の老人クラブを訪問し、健康指導・健康相談・健康教

育などを行っている。

音更町 老人大運動会の開催

上士幌町 地域包括ケアの推進を図っている。

鹿追町
高齢者学級「白寿大学」において、軽運動、スポーツ教室の講座を設ける等して健康づくりを

はかっている。

新得町 高齢者スポーツ推進や、認知症予防教室等により健康づくりを行っている。・
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市町村名 内容

大樹町

一般介護予防事業の一つ、介護予防普及啓発事業があり、元気で居続ける教室として、現在

は「いきいき健康クラブ」（運動・口腔機能の維持向上）の充実を図っている。 住民主体の通い

の場を検討することも今後の課題である。

幕別町 認知症予防、介護予防のために事業

池田町

・ふまねっと運動の推進 ・まる元運動教室の開催（町主催） ・脳トレ健康教室の開催支援

・介護予防を目的とした介護支援ボランティア事業（対象の活動を介護予防に資する事業への

ボランティア活動とする）

釧路市
・介護予防プログラムやご当地体操の普及

・がん検診、特定健診の受信 ・栄養・食生活・身体活動・運動等の取り組み

釧路町 介護予防サロン事業

浜中町 事業名：ハツラツ倶楽部わっはっは 内容：月に数回体操等を行っている。

弟子屈町 介護予防自主サークル

鶴居村 介護予防事業として「ふまともくらぶ」を実施（健康づくり）

別海町 いきいき元気あっぷ健康体操教室

【スポーツ活動に関すること】

市町村名 内容

南幌町 快速シャキッと楽部 貯筋力アップ事業

沼田町

スポーツクラブ におけるシニア向けスポーツの推進（スポレック）

会員 名のうち ％が５０歳以上 ・町体育協会におけるシニア向けスポーツの推進（ミニバ

レーボール） 歳以上シニアチーム ２チーム

当別町 フィットネスカレッジ

小樽市
高齢者の健康増進と生きがいづくりのため、年１回シルバースポーツ大会を開催するほか、高

齢者が継続して運動するきっかけづくりのため、水中歩行教室やゲートボール大会を開催。

留寿都村
スポーツ健康教室を行っている。実施するときは、地区連絡員文書にて周知。 上の地区連

絡員文書で閲覧可能。

八雲町 ノルディックウォーキング講習会や歩くスキー大会などを開催している

増毛町 高齢者にパークゴルフが盛んなので、パークゴルフ場の拡充を行っている。

北見市

事業名：ヘルシースポーツ教室（女性・男性の部）

取組内容 ： 歳～ 歳までの市民を対象に、中長期間のプログラムにより、スポーツの日

常化 習慣化 及び健康の維持・増進を図るとともに、健康に関する意識を高めて疾病等を予

防し、もって心身ともに若々しく生きがいのある生活を送ることができるよう、スポーツとの出会

いの機会を提供する。

網走市
○フィットネス教室： 歳以上を対象とした筋力トレーニング教室。上記と同様の目的で早期

からの運動習慣化を促す。市内２会場各週１回。

置戸町 パークゴルフの推進

清水町 軽スポーツ促進事業

弟子屈町 摩周ふれあいスポーツクラブ

 

市町村名 内容

せたな町
保健師、包括支援センター、社会福祉協議会等を中心に健康教室等の支援活動を実施して

いる

士別市
・士別市健康長寿推進計画の作成

・通所型介護予防事業「サフォークジム」の活動

名寄市 要介護状態になることを予防することを目的として、各種講座、体操教室等を実施している。

鷹栖町 各種健康づくり教室の定期的開催

当麻町 各種検診に関わる活動。

愛別町 プール教室・軽運動教室への参加推進

美瑛町 自主的な健康づくりに対し、ポイントを付与するマイレージ事業を実施。

占冠村 お元気さんクラブ

剣淵町

貯筋体操教室（元気な高齢者の体操教室）年 回、しゃきっと体操クラブ（ 〃 ）

週１回 年 回、ふまねっとくらぶ（転倒予防とふまねっと運動の推進）年３回、

サロン事業（ボランティアの自立グループによる高齢者の居場所づくり 月１回５地区

留萌市

ＮＰＯ法人るもいコホートピアがるもい健康の駅を拠点とし、市民に健康情報を積極的に発信

している。基礎老年医学講座は、高齢者の疾患の特徴などを伝えている。この他、認知症サ

ポーター養成講座などの公園を定期的に開催。体組織計などを無料で使える部屋、軽運動が

行える部屋等を備え、市民の健康増進に寄与している。

苫前町
老人クラブの会合時に保健師を派遣しけんこう教室を開催するほか、介護者サロン等の取り

組み

天塩町
各種健康診断の積極受診や町内会を通じ、健康相談や健康体操などの活動を推進してい

る。

北見市 事業名：高齢者大学 取組内容：認知症予防や体力づくりなどへの啓発に取り組む。

網走市
らくらく健康トレーニング： 歳以上を対象とした筋力トレーニング教室。運動の習慣化を促

し、生活習慣病、要支援・要介護状態への意向を予防。市内６会場各週１回。

紋別市 ボランティアポイント制度を創設して、高齢者の社会参加を促進する活動を実施する。

訓子府町 健康まつり、肉体改造プログラム

遠軽町
高齢者の交流、親睦を深め、健康づくりを推進するため、高齢者を対象とした運動会を開催し

ている。

滝上町
介護予防を目的に、 歳以上の町民を対象としたストレッチ、筋力トレーニング、リズム体操

の教室（シャキット体操）を定期的に実施している。

興部町

・元気と若さをもらうかい～高齢者の閉じこもり予防、体力維持向上を目的として、月に２回体

操やレクリエーション、季節の行事等を実施するグループ。町内３地区で実施している（２箇所

は自主運営、 箇所は保健師と保健推進委員がサポートしている）

・保健師による老人クラブ訪問～各地区の老人クラブを訪問し、健康指導・健康相談・健康教

育などを行っている。

音更町 老人大運動会の開催

上士幌町 地域包括ケアの推進を図っている。

鹿追町
高齢者学級「白寿大学」において、軽運動、スポーツ教室の講座を設ける等して健康づくりを

はかっている。

新得町 高齢者スポーツ推進や、認知症予防教室等により健康づくりを行っている。・
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Ｑ８ シニア層の社会参加を推進するために行っていること（複数回答） 

 「シニア層が自主的に地域で活動するための支援を行っている」と回答した市町村が38.

9%と最も多く、次いで「シニア層が社会参加するための機会創出や情報発信を積極的に行っ

ている」が27.1%となっています。 

 

 

 

 

27.1%

17.4%

38.9%

3.5%

20.1%

18.8%

0.0%

5.6%

1.4%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

シニア層が社会参加するための機会創出や

情報発信を積極的に行っている

シニア層が地域の担い手となるための

人材育成を行っている

シニア層が自主的に地域で活動するための

支援を行っている

地域特性（社会資源、観光資源など）を

活かした取組を行っている

シニア層の社会参加を推進する

民間の組織・団体と連携している

参加対象をシニア層に限定せずに

多世代を巻き込む工夫をしている

自治体内にシニア層の社会参加の推進に

特化した部署を設置している

シニア層の社会参加を推進するため、

自治体内の各部署間の横断的連携を行っている

シニア層の社会参加を推進するため、

自治体内の人員を確保している

その他

件数 割合

シニア層が社会参加するための機会創出や

情報発信を積極的に行っている
39 27.1%

シニア層が地域の担い手となるための

人材育成を行っている
25 17.4%

シニア層が自主的に地域で活動するための

支援を行っている
56 38.9%

地域特性（社会資源、観光資源など）を

活かした取組を行っている
5 3.5%

シニア層の社会参加を推進する

民間の組織・団体と連携している
29 20.1%

参加対象をシニア層に限定せずに

多世代を巻き込む工夫をしている
27 18.8%

自治体内にシニア層の社会参加の推進に

特化した部署を設置している
0 0.0%

シニア層の社会参加を推進するため、

自治体内の各部署間の横断的連携を行っている
8 5.6%

シニア層の社会参加を推進するため、

自治体内の人員を確保している
2 1.4%

その他 0 0.0%

全体 144

 

【多世代交流に関すること】

市町村名 内容

岩見沢市
世代間交流を通じ、地域社会との関わりを促進するなど、活力のある長寿社会の構築を図る

ために実施する高齢者活動への助成。

当別町 高齢者大学「ことぶき大学」、当別学講座

寿都町
地域密着型センター「ふれあ～寿」内にて、地域コミュニティレストラン「風のごはんや」で、町

民の生きがいの場の創出と多世代交流による地域活性化を推進

神恵内村 村民運動会など世代間を超えた交流の場の提供

登別市

学校支援地域本部事業 【具体的内容】 事業の一例として、小学校低学年と地域の方々が

昔遊び（メンコやおはじき、竹とんぼなど）を通して、交流を深める世代間交流事業を実施して

いる。

浦河町 東町ふれあいフェスティバル ・堺町集落センターまつり

八雲町
多世代交流において、「お年よりと子どものつどい」「子どもわくわく教室」などで高齢者と小学

生が交流するプログラムを開催している。

江差町 ボランティアサークルが毎週月曜日に育児サポートを実施

旭川市
シニア大学及び大学院，市内 の百寿大学で多世代（特に子どもや若者）との交流を企画・

実施している。

上川町 総合戦略において多世代交流の推進を重点施策としている。

南富良野町 老人クラブによる活動

紋別市
市内にある高齢者ふれあいセンターで、園児とその親、センター利用者の三世代を集まる行

事を催している。

鹿追町
教育委員会で実施している学童保育において、高齢者ボランティアを活用するなどして、世代

間交流をはかっている。

大樹町 ことぶき大学事業の一環として、町内小学生との多世代交流事業を実施。

釧路市 多世代交流に関すること ・老人福祉センターのお祭りなどによる多世代交流の促進

羅臼町

羅臼町総合計画の重点施策に定めているように、まちづくり推進へ向け、 歳以下のアンダ

ー創造会議、 歳以上のオーバー協力隊を募り、世代間にて交流し自分達で考え、創り上げ

ていく意識を醸成させ、町民が「幸福」と感じる町づりくを進めている。

札払村 小規模多機能居宅介護施設及び地域交流施設の運営（平成 年 月開始予定）

【その他】

市町村名 内容

砂川市 今後、近隣市町と連携しながら重点分野を検討予定

秩父別町 協働のまちづくりに関すること：墓地等清掃、雪像づくり、冬のイベント事業

安平町 まちづくり事業支援交付金

奥尻町
健康づくりや、絵本の読み聞かせなどの活動はあるが、社会参加の推進というような大

げさな取り組みではない。

遠別町 シニア層への取組について大学との情報交換

利尻富士町 現状特に無いが、今後必要と考えている。

斜里町
技術伝承、後継者育成

漁協、町で構成する地域水産業再生委員会で漁業人材の育成を推進している。
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Ｑ８ シニア層の社会参加を推進するために行っていること（複数回答） 

 「シニア層が自主的に地域で活動するための支援を行っている」と回答した市町村が38.

9%と最も多く、次いで「シニア層が社会参加するための機会創出や情報発信を積極的に行っ

ている」が27.1%となっています。 

 

 

   

件数 割合

シニア層が社会参加するための機会創出や

情報発信を積極的に行っている
39 27.1%

シニア層が地域の担い手となるための

人材育成を行っている
25 17.4%

シニア層が自主的に地域で活動するための

支援を行っている
56 38.9%

地域特性（社会資源、観光資源など）を

活かした取組を行っている
5 3.5%

シニア層の社会参加を推進する

民間の組織・団体と連携している
29 20.1%

参加対象をシニア層に限定せずに

多世代を巻き込む工夫をしている
27 18.8%

自治体内にシニア層の社会参加の推進に

特化した部署を設置している
0 0.0%

シニア層の社会参加を推進するため、

自治体内の各部署間の横断的連携を行ってい

る

8 5.6%

シニア層の社会参加を推進するため、

自治体内の人員を確保している
2 1.4%

その他 0 0.0%

全体 144

27.1%

17.4%

38.9%

3.5%

20.1%

18.8%

0.0%

5.6%

1.4%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

シニア層が社会参加するための機会創出や

情報発信を積極的に行っている

シニア層が地域の担い手となるための

人材育成を行っている

シニア層が自主的に地域で活動するための

支援を行っている

地域特性（社会資源、観光資源など）を

活かした取組を行っている

シニア層の社会参加を推進する

民間の組織・団体と連携している

参加対象をシニア層に限定せずに

多世代を巻き込む工夫をしている

自治体内にシニア層の社会参加の推進に

特化した部署を設置している

シニア層の社会参加を推進するため、

自治体内の各部署間の横断的連携を行っている

シニア層の社会参加を推進するため、

自治体内の人員を確保している

その他

 

【多世代交流に関すること】

市町村名 内容

岩見沢市
世代間交流を通じ、地域社会との関わりを促進するなど、活力のある長寿社会の構築を図る

ために実施する高齢者活動への助成。

当別町 高齢者大学「ことぶき大学」、当別学講座

寿都町
地域密着型センター「ふれあ～寿」内にて、地域コミュニティレストラン「風のごはんや」で、町

民の生きがいの場の創出と多世代交流による地域活性化を推進

神恵内村 村民運動会など世代間を超えた交流の場の提供

登別市

学校支援地域本部事業 【具体的内容】 事業の一例として、小学校低学年と地域の方々が

昔遊び（メンコやおはじき、竹とんぼなど）を通して、交流を深める世代間交流事業を実施して

いる。

浦河町 東町ふれあいフェスティバル ・堺町集落センターまつり

八雲町
多世代交流において、「お年よりと子どものつどい」「子どもわくわく教室」などで高齢者と小学

生が交流するプログラムを開催している。

江差町 ボランティアサークルが毎週月曜日に育児サポートを実施

旭川市
シニア大学及び大学院，市内 の百寿大学で多世代（特に子どもや若者）との交流を企画・

実施している。

上川町 総合戦略において多世代交流の推進を重点施策としている。

南富良野町 老人クラブによる活動

紋別市
市内にある高齢者ふれあいセンターで、園児とその親、センター利用者の三世代を集まる行

事を催している。

鹿追町
教育委員会で実施している学童保育において、高齢者ボランティアを活用するなどして、世代

間交流をはかっている。

大樹町 ことぶき大学事業の一環として、町内小学生との多世代交流事業を実施。

釧路市 多世代交流に関すること ・老人福祉センターのお祭りなどによる多世代交流の促進

羅臼町

羅臼町総合計画の重点施策に定めているように、まちづくり推進へ向け、 歳以下のアンダ

ー創造会議、 歳以上のオーバー協力隊を募り、世代間にて交流し自分達で考え、創り上げ

ていく意識を醸成させ、町民が「幸福」と感じる町づりくを進めている。

札払村 小規模多機能居宅介護施設及び地域交流施設の運営（平成 年 月開始予定）

【その他】

市町村名 内容

砂川市 今後、近隣市町と連携しながら重点分野を検討予定

秩父別町 協働のまちづくりに関すること：墓地等清掃、雪像づくり、冬のイベント事業

安平町 まちづくり事業支援交付金

奥尻町
健康づくりや、絵本の読み聞かせなどの活動はあるが、社会参加の推進というような大

げさな取り組みではない。

遠別町 シニア層への取組について大学との情報交換

利尻富士町 現状特に無いが、今後必要と考えている。

斜里町
技術伝承、後継者育成

漁協、町で構成する地域水産業再生委員会で漁業人材の育成を推進している。
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No. 市町村名 内容 

32 北見市 

・ノルディックウォーキング (オホーツク北見ノルディックウォーキング協会) 会員が集って、ス
トックを使ったウォーキングを行う。高齢者の健康増進や体力づくりに効果がある。  

・無料パソコン教室・相談会 (パソコンお助けの会) シニア層を対象にパソコン等の情報機器
の使い方の指導を行う。  

・勉強会 (シニアネット北見) 北見市近郊のシニア層に向け、パソコン等のＩＴ機器の活用法や
使い方をお知らせしている。  

・ウォーキング (北見歩こう会) 会員が集ってウォーキングを行う。健康寿命を延ばし、歩く習
慣をつけ、健やかで心豊かに生活できる活力ある社会を目指す。  

・体操 (整美体操サークル) ゆったりとした体操で、健康づくりのための活動を行う。呼吸法や
東洋医学を取り入れた体操で、身体のゆがみを整え血行促進、ストレス解消、体力向上を目
指す。    

・おはようラジオ体操会 (北見市地域協働まちづくり会議 仁頃水土里の会) ラジオ体操会を
通じて世代間交流と地域の活性化を図る。   

・高齢者交流会 (北見市地域協働まちづくり会議 仁頃水土里の会) ビンゴ大会等のゲーム
を通じて、各地域の高齢者クラブ間の親睦交流を図る。  

・高齢者福祉・介護に関する講習会 (北見市地域協働まちづくり会議 上ところさくら会) 食生
活に関する講和、高齢者の転倒予防のための講和、膝痛・転倒予防の体操の指導を行う。 

・健康教室(異世代交流会) 北見市地域協働まちづくり会議 東相内みらいの会 健康管理・
軽運動・介護予防等の講座を開催すると共に異世代交流の中で支え合いの大切さを認識し
てもらう。  

・三世代交流冬のつどい (北見市地域協働まちづくり会議 三輪小校区地域協働推進協議
会) けん玉、お手玉、羽子板等の伝承遊びを行い、地域の子どもが健全に成長することを支
援する。 
・ふれあい小旅行 (北見市地域協働まちづくり会議 三輪小校区地域協働推進協議会) 高
齢者のふれあい交流活動による活気ある地域活動と、健康維持・増進を図るための小旅行。 

・高齢者ふれあいの集い (北見市地域協働まちづくり会議 高栄小校区きずな) 高齢者同士
が昼食会・芸能発表・ゲーム等で親睦交流を図る。  

・軽体操シナプソロジー (北見市地域協働まちづくり会議 住民協働組織緑彩会) 健康維持
と、元気な暮らしと認知症予防対策としての効果がみられるシナプソロジーを取り入れた健康
教室を開催する。  

・高齢者ふれあいのつどい (北見市地域協働まちづくり会議 住民協働組織緑彩会) 芸能発
表や軽体操など、地域の高齢者に社会貢献を感謝するつどいを行う。  

・健康増進事業 (北見市地域協働まちづくり会議 北進町北新町内会) 心と身体を育む健康
増進事業。高齢者の仲間意識を醸成することに効果的なウォーキングを行う。  

・世代間交流新年会 (北見市地域協働まちづくり会議 北進町北新町内会) 三世代にわたる
会員の交流を行い、顔の見える関係づくりを目指す。  

・高齢者交流 (北見市地域協働まちづくり会議 北進町北新町内会) 高齢者の健康と長寿を
祝う昼食会を行う。  

・健康教室・健康増進事業 (北見市地域協働まちづくり会議 柏泉町内会) 無理のない運動を
基本に高齢化からくる認知症の予防対策を行い、参加者の体調管理と共に参加者同士の交
流を深める。  

33 網走市 
老人クラブ連合会による「友愛会員活動」。老人クラブメンバーが研修を受け、他のメンバーの

相談を受ける窓口となる取組。  

34 斜里町 斜里町高齢者勤労センターでの勤務等 

35 滝上町 
町内のシニア層で構成される滝上町高齢者事業団が、道の駅広場の管理や町内観光施設の

管理、公共施設の樹木剪定作業、草刈り作業、除雪支援などを行っている。 

36 興部町 

地域づくりサポートの会（ボランティア団体） サポートの会の会員が中心となり一般町民が集

まれるサロンを開き、五目ならべ、百人一首、テレビ体操を実施。趣味活動として手芸、麻雀

活動を行い、閉じこもり予防や社会参加の場の提供を行っている。 

37 帯広市 老人クラブ 地域交流サロン 

38 上士幌町 まるげん体操 

39 大樹町 特徴的ではないが、老人クラブではゲートボールやパークゴルフの愛好家が多い。 

40 池田町 
ふまねっとサポーターズ池田 町民有志により、ふまねっと教室を町内会館等で定期的に開催 

（H27 年度 13 会場 244 回 延べ参加人数 2，661 人） 

41 釧路市 

・ふまねっと（NPO）、ひぶなクラブ（NPO）など ・健康くしろサポータークラブ、食生活改善推進

員などの市民団体の栄養や食生活に関する普及啓発活動 

・健康くしろサポータークラブによる運動に関する情報の発信（ウォーキングマップなど） 

42 釧路町 
地域食堂事業 地域の方々が月に１回程度 コミュニティセンターを利用し食事の提供と交流

の場を提供している。 

43 標茶町 標茶町高齢者事業団（町内の公園清掃や草刈り、除雪などを請け負う） 

 

Ｑ９ 民間事業者や団体等において、シニア層が積極的に参加・活動している特徴的な取組

市町村名 内容

深川市 男の食工房 会、ノルディックウォーキングの会

由仁町 由仁町高齢者事業団

長沼町 老人クラブ・シルバー人材センター

月形町 高齢者事業団による就労

妹背牛町

法人わかち愛もせうしの活動 地域住民の集いの場としての「わかち愛もせうしひろば」

の運営 町民参加の介護劇の開催 ふまねっと運動や、認知症出前講座などの開催 地域の

食材を活かした「わかち愛食堂」運営

秩父別町 まちづくり協働隊による墓地等清掃、冬のイベント事業

雨竜町 雨竜町シルバー人材センターの活動内容

沼田町

・介護支援ボランティア（個人）～介護ボランティア ・萌の丘ハイキング（団体）～健康づくり（ノ

ルディックウォーキング）の普及

・沼田町高齢者事業団（団体）～シルバー人材による生活支援活動 ・あったま～る（団体）～

医療コミュニティカフェ

石狩市 市民カレッジ

小樽市
高齢者が生きがいをもち、元気に暮らせるよう様々な活動を行う小樽市高齢者懇談会「杜の

つどい」

白老町 高齢者事業団

安平町
独居老人を対象とした給食サービス、老人とともに歩む会ふれあい昼食会、シルバー人材セ

ンターの諸活動

むかわ町

＜みんなの茶店＞ 町内のボランティアグループが、誰でも自由に立ち寄れる場所、お茶を飲

みながら世間話ができるサロンの場を創出。高齢者等の日常生活の困り事等の相談やボラン

ティア希望者と利用者のマッチング等を行っている。

浦河町 高齢者による通学路での見守り

森町 観光ボランティアガイド

江差町 町内には各種の団体が活動しており、その活動の特徴は様々である。

上ノ国町

・高齢者いきいき芸能発表会 各地区の老人クラブによる踊り、演劇、歌唱等の発表会

・高齢者スポーツ大会

・上ノ国町老人クラブ連合会主催の高齢者を対象としたスポーツ大会

・各町内会で行われるお祭りへの参加

乙部町
町内の行事、各自治会の動きは広報等で知らされており、参加しようという意思があれば常に

門戸は開かれている。

奥尻町 高齢者事業団が、資源ごみの回収を行っている。

今金町 料理を楽しむ会「こぶしの会」

旭川市 公益社団法人旭川市シルバー人材センター ～臨時・短期的な雇用・就業機会を提供

名寄市 高齢者事業団、各種サークル活動、老人クラブ

鷹栖町 社会福祉協議会

東神楽町 ・聖台手打ちそば研究会 ・東聖てらこや ・ＧＴＡ 祖父母と先生の会） ・ひがしかぐら花ｔｏｍｏ

当麻町
高齢者学級（教育委員会所管）、各地域の老人クラブ（民間任意団体）、高齢者事業団（民間

団体）

上川町
まちなかサロンきてみんかの取り組み：毎週１回（水曜日）開催。高齢者のみならず多世代の

住民が交流できる。

占冠村 社会福祉協議会が実施している「長生会」

剣淵町

サロン事業サロンサポーター 地域のつながりを重視して、町内会単位で高齢者が居場所と

役割をもって、生きがいと社会参加の促進、閉じこもり防止、社会的孤立の解消、介護予防を

図る。

苫前町

まちなかサロンには、民生委員等の方が中心となり会場や運営に協力されていることで、高

齢者も積極的に参加されている。 介護保険計画に基づく健康づくり事業・介護予防事業に参

加された方の中には、事業終了後も地域の集まりの中で同じような健康作りの取り組みを実

施しているとの報告もある。

天塩町
町内に高齢者事業団が組織され、独居及び高齢者夫婦世帯の住宅小破修繕や冬期間の除

排雪、安否確認等を委託している。
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市町村名 内容

北見市

・ノルディックウォーキング オホーツク北見ノルディックウォーキング協会 会員が集って、ス
トックを使ったウォーキングを行う。高齢者の健康増進や体力づくりに効果がある。
・無料パソコン教室・相談会 パソコンお助けの会 シニア層を対象にパソコン等の情報機器
の使い方の指導を行う。
・勉強会 シニアネット北見 北見市近郊のシニア層に向け、パソコン等のＩＴ機器の活用法や
使い方をお知らせしている。
・ウォーキング 北見歩こう会 会員が集ってウォーキングを行う。健康寿命を延ばし、歩く習
慣をつけ、健やかで心豊かに生活できる活力ある社会を目指す。
・体操 整美体操サークル ゆったりとした体操で、健康づくりのための活動を行う。呼吸法や
東洋医学を取り入れた体操で、身体のゆがみを整え血行促進、ストレス解消、体力向上を目
指す。
・おはようラジオ体操会 北見市地域協働まちづくり会議 仁頃水土里の会 ラジオ体操会を
通じて世代間交流と地域の活性化を図る。
・高齢者交流会 北見市地域協働まちづくり会議 仁頃水土里の会 ビンゴ大会等のゲーム
を通じて、各地域の高齢者クラブ間の親睦交流を図る。
・高齢者福祉・介護に関する講習会 北見市地域協働まちづくり会議 上ところさくら会 食生
活に関する講和、高齢者の転倒予防のための講和、膝痛・転倒予防の体操の指導を行う。
・健康教室 異世代交流会 北見市地域協働まちづくり会議 東相内みらいの会 健康管理・
軽運動・介護予防等の講座を開催すると共に異世代交流の中で支え合いの大切さを認識し
てもらう。
・三世代交流冬のつどい 北見市地域協働まちづくり会議 三輪小校区地域協働推進協議
会 けん玉、お手玉、羽子板等の伝承遊びを行い、地域の子どもが健全に成長することを支
援する。
・ふれあい小旅行 北見市地域協働まちづくり会議 三輪小校区地域協働推進協議会 高
齢者のふれあい交流活動による活気ある地域活動と、健康維持・増進を図るための小旅行。
・高齢者ふれあいの集い 北見市地域協働まちづくり会議 高栄小校区きずな 高齢者同士
が昼食会・芸能発表・ゲーム等で親睦交流を図る。
・軽体操シナプソロジー 北見市地域協働まちづくり会議 住民協働組織緑彩会 健康維持
と、元気な暮らしと認知症予防対策としての効果がみられるシナプソロジーを取り入れた健康
教室を開催する。
・高齢者ふれあいのつどい 北見市地域協働まちづくり会議 住民協働組織緑彩会 芸能発
表や軽体操など、地域の高齢者に社会貢献を感謝するつどいを行う。
・健康増進事業 北見市地域協働まちづくり会議 北進町北新町内会 心と身体を育む健康
増進事業。高齢者の仲間意識を醸成することに効果的なウォーキングを行う。
・世代間交流新年会 北見市地域協働まちづくり会議 北進町北新町内会 三世代にわたる
会員の交流を行い、顔の見える関係づくりを目指す。
・高齢者交流 北見市地域協働まちづくり会議 北進町北新町内会 高齢者の健康と長寿を
祝う昼食会を行う。
・健康教室・健康増進事業 北見市地域協働まちづくり会議 柏泉町内会 無理のない運動を
基本に高齢化からくる認知症の予防対策を行い、参加者の体調管理と共に参加者同士の交
流を深める。

網走市
老人クラブ連合会による「友愛会員活動」。老人クラブメンバーが研修を受け、他のメンバーの

相談を受ける窓口となる取組。

斜里町 斜里町高齢者勤労センターでの勤務等

滝上町
町内のシニア層で構成される滝上町高齢者事業団が、道の駅広場の管理や町内観光施設の

管理、公共施設の樹木剪定作業、草刈り作業、除雪支援などを行っている。

興部町

地域づくりサポートの会（ボランティア団体） サポートの会の会員が中心となり一般町民が集

まれるサロンを開き、五目ならべ、百人一首、テレビ体操を実施。趣味活動として手芸、麻雀

活動を行い、閉じこもり予防や社会参加の場の提供を行っている。

帯広市 老人クラブ 地域交流サロン

上士幌町 まるげん体操

大樹町 特徴的ではないが、老人クラブではゲートボールやパークゴルフの愛好家が多い。

池田町
ふまねっとサポーターズ池田 町民有志により、ふまねっと教室を町内会館等で定期的に開催

（ 年度 会場 回 延べ参加人数 ， 人）

釧路市

・ふまねっと（ ）、ひぶなクラブ（ ）など ・健康くしろサポータークラブ、食生活改善推進

員などの市民団体の栄養や食生活に関する普及啓発活動

・健康くしろサポータークラブによる運動に関する情報の発信（ウォーキングマップなど）

釧路町
地域食堂事業 地域の方々が月に１回程度 コミュニティセンターを利用し食事の提供と交流

の場を提供している。

標茶町 標茶町高齢者事業団（町内の公園清掃や草刈り、除雪などを請け負う）

 

Ｑ９ 民間事業者や団体等において、シニア層が積極的に参加・活動している特徴的な取組

市町村名 内容

深川市 男の食工房 会、ノルディックウォーキングの会

由仁町 由仁町高齢者事業団

長沼町 老人クラブ・シルバー人材センター

月形町 高齢者事業団による就労

妹背牛町

法人わかち愛もせうしの活動 地域住民の集いの場としての「わかち愛もせうしひろば」

の運営 町民参加の介護劇の開催 ふまねっと運動や、認知症出前講座などの開催 地域の

食材を活かした「わかち愛食堂」運営

秩父別町 まちづくり協働隊による墓地等清掃、冬のイベント事業

雨竜町 雨竜町シルバー人材センターの活動内容

沼田町

・介護支援ボランティア（個人）～介護ボランティア ・萌の丘ハイキング（団体）～健康づくり（ノ

ルディックウォーキング）の普及

・沼田町高齢者事業団（団体）～シルバー人材による生活支援活動 ・あったま～る（団体）～

医療コミュニティカフェ

石狩市 市民カレッジ

小樽市
高齢者が生きがいをもち、元気に暮らせるよう様々な活動を行う小樽市高齢者懇談会「杜の

つどい」

白老町 高齢者事業団

安平町
独居老人を対象とした給食サービス、老人とともに歩む会ふれあい昼食会、シルバー人材セ

ンターの諸活動

むかわ町

＜みんなの茶店＞ 町内のボランティアグループが、誰でも自由に立ち寄れる場所、お茶を飲

みながら世間話ができるサロンの場を創出。高齢者等の日常生活の困り事等の相談やボラン

ティア希望者と利用者のマッチング等を行っている。

浦河町 高齢者による通学路での見守り

森町 観光ボランティアガイド

江差町 町内には各種の団体が活動しており、その活動の特徴は様々である。

上ノ国町

・高齢者いきいき芸能発表会 各地区の老人クラブによる踊り、演劇、歌唱等の発表会

・高齢者スポーツ大会

・上ノ国町老人クラブ連合会主催の高齢者を対象としたスポーツ大会

・各町内会で行われるお祭りへの参加

乙部町
町内の行事、各自治会の動きは広報等で知らされており、参加しようという意思があれば常に

門戸は開かれている。

奥尻町 高齢者事業団が、資源ごみの回収を行っている。

今金町 料理を楽しむ会「こぶしの会」

旭川市 公益社団法人旭川市シルバー人材センター ～臨時・短期的な雇用・就業機会を提供

名寄市 高齢者事業団、各種サークル活動、老人クラブ

鷹栖町 社会福祉協議会

東神楽町 ・聖台手打ちそば研究会 ・東聖てらこや ・ＧＴＡ 祖父母と先生の会） ・ひがしかぐら花ｔｏｍｏ

当麻町
高齢者学級（教育委員会所管）、各地域の老人クラブ（民間任意団体）、高齢者事業団（民間

団体）

上川町
まちなかサロンきてみんかの取り組み：毎週１回（水曜日）開催。高齢者のみならず多世代の

住民が交流できる。

占冠村 社会福祉協議会が実施している「長生会」

剣淵町

サロン事業サロンサポーター 地域のつながりを重視して、町内会単位で高齢者が居場所と

役割をもって、生きがいと社会参加の促進、閉じこもり防止、社会的孤立の解消、介護予防を

図る。

苫前町

まちなかサロンには、民生委員等の方が中心となり会場や運営に協力されていることで、高

齢者も積極的に参加されている。 介護保険計画に基づく健康づくり事業・介護予防事業に参

加された方の中には、事業終了後も地域の集まりの中で同じような健康作りの取り組みを実

施しているとの報告もある。

天塩町
町内に高齢者事業団が組織され、独居及び高齢者夫婦世帯の住宅小破修繕や冬期間の除

排雪、安否確認等を委託している。
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Ｑ12 団体等に関すること（複数回答） 

 「取組を推進するキーマン（個人）がいない」が34.7%と最も多く、次いで「シニア層が

中心となった民間の組織・団体や個人の活動が乏しい」が33.3%となっています。 

 

 

Ｑ13 （Ｑ10～12で回答した内容以外）シニア層の社会参加の推進に向けた課題 

No. 市町村名 内容 

1 砂川市 広域連携で構想の策定から事業の実施までの具体的な進め方に関するノウハウの不足 

2 南幌町 出てくる人が固定化するため、出てこない人に参加してもらうのが難しい。 

3 沼田町 

シニア層にキーマンはいるが、ボランティアセンターが機能していないため人材育成が

十分に行われていない。今後、シニア層が生きがいを持って社会参加できるよう社協等

の体制を整備していく必要がある。 

4 恵庭市 

老人クラブ等が自分たちの余暇活動に留まることなく、生きがいづくりや地域における

新たな社会資源（子育て、介護の担い手）となるような仕掛け、働きかけを考えなくて

はならない。 

5 浦河町 参加者の固定化 

6 八雲町 

シニア層が活躍する地域づくりは、喫緊の課題であることから新たな仕組みの構築を早

急に、取り組まなければならないが、一方それが行政からの押し付けではなく、町民の

自発的な取組として行うことが出来るような意識付けが出来るかが大きな課題になると

思われる。 

7 乙部町 

人口減少が続く中、後進で続く者が居ないため世代交代が進まない、活躍の場の設立者

がやむを得ず（キーマン）そのまま現役で引っ張っており存続の危機的状況にあるもの

もみられる。 

8 奥尻町 シニア層の社会参加について理解するが、若い人が出てきにくくなるのではないか。 

9 せたな町 個人主義が強くなり、集団行動を好まない人たちが多くなっている 

10 苫前町 

社会参加意識の高い人も比較的多く、キーパーソンとなる人材が少ない訳でもないが、

人口減少・高齢化社会が進む中で、活動の質・量が大きくなると、個人にかかる負担も

大きくなるため、取り組みが拡大しにくいと思う。 

11 利尻富士町 

当町のような小規模自治体で漁業が基幹産業で且つ高齢化率が36％を超える町では、シ

ニア層でも生涯現役の方も多く、シニア層が活躍する地域づくりは当たり前のものです

が、シニア世代の多種多様な知識や経験を地域資源として活かした地域間・世代間交流

の取組の推進や、地域コミュニティの維持が難しくなっている集落において共助の仕組

みを構築することなども新たな課題として挙げられる。 

件数 割合

シニア層が中心となった民間の組織・団体や個人の活動が乏しい 48 33.3%

取組を推進するための人材育成が十分に行われていない 41 28.5%

人材育成後に地域で活躍する場が十分に用意されていない 24 16.7%

取組を推進するキーマン（個人）がいない 50 34.7%

無回答 30 20.8%

全体 144

33.3%

28.5%

16.7%

34.7%

20.8%

0% 10% 20% 30% 40%

シニア層が中心となった民間の組織・団体や個人の活動が乏しい

取組を推進するための人材育成が十分に行われていない

人材育成後に地域で活躍する場が十分に用意されていない

取組を推進するキーマン（個人）がいない

無回答
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(2) シニア層の社会参加の推進に向けた課題 

Ｑ10 自治体に関すること（複数回答） 

「シニア層の社会参加を推進するための手法・ノウハウが分からない」と回答した市町

村が36.1%と最も多く、次いで「自治体内にシニアの活動支援に特化した部署がない」が 

28.5%、「自治体内の人員が十分に確保されていない」が27.1%の順となっています。 

 

  
Ｑ11 個人に関すること（複数回答） 

 「取組に参加するための機会や情報発信が乏しい」と回答した市町村が51.4%と最も多

く、次いで「シニア層の社会参加意識が低い」が34.0%となっています。 

 

  
  

件数 割合

シニア層の社会参加を推進するための

手法・ノウハウが分からない
52 36.1%

自治体と民間の連携が十分に取れていない 23 16.0%

シニア層の活動が重点的な施策として

位置付けられていない
19 13.2%

自治体内の人員が十分に確保されていない 39 27.1%

シニア層の社会参加を推進するための予算措置

が難しい
26 18.1%

自治体内にシニアの活動支援に特化した

部署がない
41 28.5%

自治体内の各部署間の横断的連携が

取れていない
24 16.7%

無回答 20 13.9%

全体 144

36.1%

16.0%

13.2%

27.1%

18.1%

28.5%

16.7%

13.9%

0% 10% 20% 30% 40%

シニア層の社会参加を推進するための

手法・ノウハウが分からない

自治体と民間の連携が十分に取れていない

シニア層の活動が重点的な施策として

位置付けられていない

自治体内の人員が十分に確保されていない

シニア層の社会参加を推進するための予算措置が難しい

自治体内にシニアの活動支援に特化した部署がない

自治体内の各部署間の横断的連携が取れていない

無回答

件数 割合

シニア層の社会参加意識が低い 49 34.0%

取組に参加するための機会や情報発信が乏しい 74 51.4%

無回答 40 27.8%

全体 144

34.0%

51.4%

27.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

シニア層の社会参加意識が低い

取組に参加するための機会や情報発信が乏しい

無回答
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Ｑ12 団体等に関すること（複数回答） 

 「取組を推進するキーマン（個人）がいない」が34.7%と最も多く、次いで「シニア層が

中心となった民間の組織・団体や個人の活動が乏しい」が33.3%となっています。 

 

 

Ｑ13 （Ｑ10～12で回答した内容以外）シニア層の社会参加の推進に向けた課題 

No. 市町村名 内容 

1 砂川市 広域連携で構想の策定から事業の実施までの具体的な進め方に関するノウハウの不足 

2 南幌町 出てくる人が固定化するため、出てこない人に参加してもらうのが難しい。 

3 沼田町 

シニア層にキーマンはいるが、ボランティアセンターが機能していないため人材育成が

十分に行われていない。今後、シニア層が生きがいを持って社会参加できるよう社協等

の体制を整備していく必要がある。 

4 恵庭市 

老人クラブ等が自分たちの余暇活動に留まることなく、生きがいづくりや地域における

新たな社会資源（子育て、介護の担い手）となるような仕掛け、働きかけを考えなくて

はならない。 

5 浦河町 参加者の固定化 

6 八雲町 

シニア層が活躍する地域づくりは、喫緊の課題であることから新たな仕組みの構築を早

急に、取り組まなければならないが、一方それが行政からの押し付けではなく、町民の

自発的な取組として行うことが出来るような意識付けが出来るかが大きな課題になると

思われる。 

7 乙部町 

人口減少が続く中、後進で続く者が居ないため世代交代が進まない、活躍の場の設立者

がやむを得ず（キーマン）そのまま現役で引っ張っており存続の危機的状況にあるもの

もみられる。 

8 奥尻町 シニア層の社会参加について理解するが、若い人が出てきにくくなるのではないか。 

9 せたな町 個人主義が強くなり、集団行動を好まない人たちが多くなっている 

10 苫前町 

社会参加意識の高い人も比較的多く、キーパーソンとなる人材が少ない訳でもないが、

人口減少・高齢化社会が進む中で、活動の質・量が大きくなると、個人にかかる負担も

大きくなるため、取り組みが拡大しにくいと思う。 

11 利尻富士町 

当町のような小規模自治体で漁業が基幹産業で且つ高齢化率が36％を超える町では、シ

ニア層でも生涯現役の方も多く、シニア層が活躍する地域づくりは当たり前のものです

が、シニア世代の多種多様な知識や経験を地域資源として活かした地域間・世代間交流

の取組の推進や、地域コミュニティの維持が難しくなっている集落において共助の仕組

みを構築することなども新たな課題として挙げられる。 

件数 割合

シニア層が中心となった民間の組織・団体や個人の活動が乏しい 48 33.3%

取組を推進するための人材育成が十分に行われていない 41 28.5%

人材育成後に地域で活躍する場が十分に用意されていない 24 16.7%

取組を推進するキーマン（個人）がいない 50 34.7%

無回答 30 20.8%

全体 144

33.3%

28.5%

16.7%

34.7%

20.8%

0% 10% 20% 30% 40%

シニア層が中心となった民間の組織・団体や個人の活動が乏しい

取組を推進するための人材育成が十分に行われていない

人材育成後に地域で活躍する場が十分に用意されていない

取組を推進するキーマン（個人）がいない

無回答
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(2) シニア層の社会参加の推進に向けた課題 

Ｑ10 自治体に関すること（複数回答） 

「シニア層の社会参加を推進するための手法・ノウハウが分からない」と回答した市町

村が36.1%と最も多く、次いで「自治体内にシニアの活動支援に特化した部署がない」が 

28.5%、「自治体内の人員が十分に確保されていない」が27.1%の順となっています。 

 

  
Ｑ11 個人に関すること（複数回答） 

 「取組に参加するための機会や情報発信が乏しい」と回答した市町村が51.4%と最も多

く、次いで「シニア層の社会参加意識が低い」が34.0%となっています。 

 

  
  

件数 割合

シニア層の社会参加を推進するための

手法・ノウハウが分からない
52 36.1%

自治体と民間の連携が十分に取れていない 23 16.0%

シニア層の活動が重点的な施策として

位置付けられていない
19 13.2%

自治体内の人員が十分に確保されていない 39 27.1%

シニア層の社会参加を推進するための予算措置

が難しい
26 18.1%

自治体内にシニアの活動支援に特化した

部署がない
41 28.5%

自治体内の各部署間の横断的連携が

取れていない
24 16.7%

無回答 20 13.9%

全体 144

36.1%

16.0%

13.2%

27.1%

18.1%

28.5%

16.7%

13.9%

0% 10% 20% 30% 40%

シニア層の社会参加を推進するための

手法・ノウハウが分からない

自治体と民間の連携が十分に取れていない

シニア層の活動が重点的な施策として

位置付けられていない

自治体内の人員が十分に確保されていない

シニア層の社会参加を推進するための予算措置が難しい

自治体内にシニアの活動支援に特化した部署がない

自治体内の各部署間の横断的連携が取れていない

無回答

件数 割合

シニア層の社会参加意識が低い 49 34.0%

取組に参加するための機会や情報発信が乏しい 74 51.4%

無回答 40 27.8%

全体 144

34.0%

51.4%

27.8%
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■健康ポイント制度の導入等、住民の健康づくりのモチベーションを高める取組 

 「実施予定はない」と回答した市町村が43.8%と最も多く、次いで「実施している」が27.

8%、「検討中」が25.0%の順となっています。 

   

 

 

 

■運動・食生活改善プログラム等、住民が健康づくりを実践できる機会の提供 

 「実施している」と回答した市町村が79.9%と、大半を占めています。 

   

 

■健康推進員や食生活改善推進員等、地域で健康づくりを推進する人材育成や活動の推進 

 「実施している」と回答した市町村が58.3 %と半数以上を占め、次いで「実施予定はな

い」が25.7%となっています。 

   

 

 

  

件数 割合

実施している 40 27.8%

実施予定 5 3.5%

検討中 36 25.0%

実施予定はない 63 43.8%

全体 144 100.0%

実施して

いる

79.9%

実施予定
1.4%

検討中

9.0%

実施予定はない

9.7%

件数 割合

実施している 84 58.3%

実施予定 2 1.4%

検討中 21 14.6%

実施予定はない 37 25.7%

全体 144 100.0%

件数 割合

実施している 115 79.9%

実施予定 2 1.4%

検討中 13 9.0%

実施予定はない 14 9.7%

全体 144 100.0%

実施して

いる

27.8%

実施予定

3.5%検討中

25.0%

実施予定は

ない

43.8%

実施して

いる

58.3%

実施予定

1.4%

検討中

14.6%

実施予定は

ない

25.7%
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No. 市町村名 内容 

12 紋別市 老人クラブの会員数の増強 

13 大空町 社会参加の当事者となるシニア層のさらなる意識の高揚と取組の浸透  

14 新得町 
ソフト面の事業について、実施状況や実績を把握し、充実や縮小等の検討が必要であ

る。 

15 大樹町 
地域ニーズの把握と社会資源の開発 ・市街地以外（郡部）のシニア層に対する地域活

動の実施 

16 幕別町 
シニア層の多くが定年延長等により現役として仕事を継続しており、社会活動への参

加が難しい 

17 釧路市 

潜在的に地域でくすぶっているシニア層の有能な人材は多くいるはずであり、その

方々を見つけ出し、表舞台へと引っぱり出す必要がある。その為にどこにアプローチ

をし、どのような手法が良いのか課題である。 

  

(3) シニア層の健康づくりに向けた取組状況と課題 

Ｑ14  地域住民の健康づくりを推進する各種取組状況 

■特定健診の受診勧奨に関する施設等との連携（地域における医療機関、郵便局、公民館、

薬局、ジム、カフェ等） 

 「実施している」と回答した市町村が50.7%と半数以上を占めており、次いで「実施予定

はない」が31.9%となっています。 

                  

■住民が日々の健康状況を把握するための取組（歩数計や活動量計の配布、施設等における

計測機器の設置など） 

 「実施している」と回答した市町村が53.5%と半数以上を占めており、次いで「実施予定

はない」が27.8%となっています。 

                

実施して

いる

50.7%

実施予定

0.7%

検討中

16.7%

実施予定は

ない

31.9%

実施して

いる

53.5%

実施予定

1.4%

検討中

17.4%

実施予定は

ない

27.8%

件数 割合

実施している 73 50.7%

実施予定 1 0.7%

検討中 24 16.7%

実施予定はない 46 31.9%

全体 144 100.0%

件数 割合

実施している 77 53.5%

実施予定 2 1.4%

検討中 25 17.4%

実施予定はない 40 27.8%

全体 144 100.0%
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 「実施予定はない」と回答した市町村が43.8%と最も多く、次いで「実施している」が27.

8%、「検討中」が25.0%の順となっています。 
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17 釧路市 

潜在的に地域でくすぶっているシニア層の有能な人材は多くいるはずであり、その

方々を見つけ出し、表舞台へと引っぱり出す必要がある。その為にどこにアプローチ

をし、どのような手法が良いのか課題である。 
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Ｑ14  地域住民の健康づくりを推進する各種取組状況 
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 「実施している」と回答した市町村が50.7%と半数以上を占めており、次いで「実施予定

はない」が31.9%となっています。 
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No. 市町村名 取組内容 
連携している 

民間事業者・団体名 

24 安平町 広報紙や案内チラシの配置 公民館 

25 浦河町 医療機関からの勧奨 
町内医療機関（契約可

能な機関） 

26 新ひだか町 各医療機関に受診勧奨ポスター掲示 － 

27 福島町 町内医療機関での特定健診の実施（国保のみ） 
小笠原内科消化器科ク

リニック、深浦内科医院 

28 木古内町 
各健診医療機関に健診受診勧奨のポスター掲示、町ＨＰに内容等掲

載 
医療機関 

29 七飯町 
未受診者に対し、40 歳～50 歳代と 60 歳以降の対象者に分けて受

診の意向調査を実施し、その上で効果的に受診勧奨している。 
― 

30 鹿部町 年 2 回町民を対象に特定健診を実施 函館中央病院 

31 森町 
新函館農協、森漁協とタイアップして健診を実施 各団体組合員へ周

知し受診勧奨してもらう 

新函館農業協同組合

森基幹支店 森漁業協

同組合 

32 上ノ国町 ポスターの掲示、受診の呼びかけ 町内医療機関 

33 乙部町 電話及び訪問、郵送などの個別勧奨などに限られる 役場 

34 今金町 
健康増進計画推進協議会の委員となっている団体企業に職員・施設

員への勧奨をしていただいている。 

JA 今金、今金町商工

会、ササキ総合管理サ

ービス、坂本建設、和

工建設、特別養護老人

ホーム豊寿園、自治会

連合会、老人クラブ連

合会、認定こども園い

まかね等 

35 旭川市 
地域の約 130 の医療機関において，石からの働きかけや特定健診

ポスター掲示などにより，特定健診の受診勧奨を行っている。 

医師会所属の市内約

130 医療機関 

36 富良野市 
医師会加入の特定健診実施医療機関に特定健診をすすめるポスタ

ーを掲示依頼 
富良野医師会 

37 鷹栖町 地域における医療機関 浅井医院 

38 東神楽町 

町内に居住し、特定健診を含む各種健診を受診すると、金融機関の

３年もの定期預金が店頭表示金利にプラス０，１５％で健康定期預金

として利用できる。 

北央信用組合東神楽

支店 

39 当麻町 
町立診療所、町外の病院などの医療機関、がんセンターと連携して

います。 

町立診療所、旭川厚生

病院、旭川がん検診セ

ンター 

40 美瑛町 PR チラシ、広報記事への掲載 農協、医療機関 

41 幌加内町 
本町には公的な医療機関しかありませんが、受診者への健診観奨

など協力していただいています。 
幌加内町立診療所  

42 留萌市 医療機関に啓発用ポスターを掲示 医療機関 

43 羽幌町 

町内医療機関と特定健診（個別健診）業務委託契約を締結し、特定

健診を受けやすい体制を整備するとともに、かかりつけ医から特定

健診の受診勧奨を行う。 

北海道立羽幌病院、

医）社団羽仁会 加藤

病院 

44 稚内市 
特定健診の実施場所に関して、郊外の受診の際には、農協施設を

会場として実施している。 

稚内農協、北宗谷農

協、稚内市 

45 猿払村 国保病院との連携 
猿払村国民健康保険

病院 

46 枝幸町 

月 1 回国保病院職員（看護師・理学療法士・栄養士）と会議を実施し

ている。スムーズに健診を受診出来るよう話し合ったり、受診者の結

果から重症予防に向けた話し合い等を行っている。 

枝幸国保病院 

47 利尻富士町 

町で実施する集団特定健診に町国保被保険者だけでなく町内の会

社等全ての被保険者を対象として健診の受診勧奨を行っている。 ま

た、個別特定健診を島内の医療機関で実施できるよう委託契約を締

結している。 

利尻漁業協同組合、町

内各民間企業 

 

【「Ｑ 地域住民の健康づくりを推進する各種取組状況」で「実施している」「実施予

定」の取組】

Ｑ 特定健診の受診勧奨に関する施設等との連携（地域における医療機関、郵便局、公民

館、薬局、ジム、カフェ等）

市町村名 取組内容
連携している

民間事業者・団体名

美唄市 地域における医療機関にポスターを掲示 －

砂川市 医療機関からの特定健診の受診に関する情報提供

慈恵会病院、細谷医

院、明円医院、村山内

科医院、いとう内科循

環器科クリニック、砂川

市立病院

歌志内市
コミュニティセンターでのポスター掲示 ・医療機関での健診案内チラ

シの配布
勤医協神威診療所

深川市
市内個人病院（医師会）、各コミュニティセンターや公民館に特定健

診の受診勧奨となるポスター等を掲示
－

南幌町 地域における医療機関 －

栗山町

毎年９月健康増進月間に合わせて町内施設（公民会、スポーツセン

ター等）と町内医療機関の協力を得て健診受診に関するパンフレット

の掲示、啓発グッズの活用（トイレットペーパーの設置）を行ってい

る。

栗山赤十字病院 他

妹背牛町 妹背牛診療所 －

秩父別町 地域の医療機関にポスター掲示及び医師からの紹介依頼を実施 町立診療所

雨竜町 公民館で実施 －

沼田町

沼田厚生クリニックと連携し、特定健診、後期高齢者健診を積極的に

受診推奨している。特定健診は受診率 ％、 歳以上が ～ ％

を占める。

沼田厚生クリニック

恵庭市 恵庭市健康づくり計画の策定 市内の医療機関

北広島市
医療機関に受診を啓発するためののぼりやポスターを掲示 ・医師

等の医療機関職員からの受診勧奨
医師会

石狩市 各種検診やワクチン接種等への助成 医療機関

当別町

医療機関との連携により治療中の方への特定健診の受診勧奨や農

協と連携し農家世帯への人間ドック申し込み取りまとめ、シルバー人

材センターと連携し、健診受診の呼びかけを実施。

町内医療機関、 北

いしかり、シルバー人

材センター

新篠津村 と連携した受診勧奨の取り組み 新篠津

寿都町 診療所、病院等の施設と連携 寿都診療所 他

真狩村 各施設で特定健診の受診を勧めるチラシ等の掲示

医療法人 野の花診療

所、真狩村社会福祉協

議会

留寿都村 公民館 －

共和町
町内の診療所３ヵ所と契約し、特定健診を受診できるようにしてい

る。 農協から農協組合員への受診勧奨をしてもらっている。
きょうわ農業協同組合

泊村
村内診療所通院患者のうち、一部の国保加入者について受信勧奨

を行っている。
茅沼診療所

神恵内村 ポスター等の設置 神恵内診療所

余市町 公民館を会場として実施 余市町社会教育課

登別市
室蘭市医師会を通して、地域の医療機関での特定健診を委託し、実

施している。
室蘭市医師会
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市町村名 取組内容
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―
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森町
新函館農協、森漁協とタイアップして健診を実施 各団体組合員へ周

知し受診勧奨してもらう
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森基幹支店 森漁業協

同組合

上ノ国町 ポスターの掲示、受診の呼びかけ 町内医療機関

乙部町 電話及び訪問、郵送などの個別勧奨などに限られる 役場

今金町
健康増進計画推進協議会の委員となっている団体企業に職員・施設

員への勧奨をしていただいている。

今金、今金町商工

会、ササキ総合管理サ

ービス、坂本建設、和

工建設、特別養護老人

ホーム豊寿園、自治会

連合会、老人クラブ連

合会、認定こども園い

まかね等

旭川市
地域の約 の医療機関において，石からの働きかけや特定健診

ポスター掲示などにより，特定健診の受診勧奨を行っている。

医師会所属の市内約

医療機関

富良野市
医師会加入の特定健診実施医療機関に特定健診をすすめるポスタ

ーを掲示依頼
富良野医師会

鷹栖町 地域における医療機関 浅井医院

東神楽町

町内に居住し、特定健診を含む各種健診を受診すると、金融機関の

３年もの定期預金が店頭表示金利にプラス０，１５％で健康定期預金

として利用できる。

北央信用組合東神楽

支店

当麻町
町立診療所、町外の病院などの医療機関、がんセンターと連携して

います。

町立診療所、旭川厚生

病院、旭川がん検診セ

ンター

美瑛町 チラシ、広報記事への掲載 農協、医療機関

幌加内町
本町には公的な医療機関しかありませんが、受診者への健診観奨

など協力していただいています。
幌加内町立診療所

留萌市 医療機関に啓発用ポスターを掲示 医療機関

羽幌町

町内医療機関と特定健診（個別健診）業務委託契約を締結し、特定

健診を受けやすい体制を整備するとともに、かかりつけ医から特定

健診の受診勧奨を行う。

北海道立羽幌病院、

医）社団羽仁会 加藤

病院

稚内市
特定健診の実施場所に関して、郊外の受診の際には、農協施設を

会場として実施している。

稚内農協、北宗谷農

協、稚内市

猿払村 国保病院との連携
猿払村国民健康保険

病院

枝幸町

月 回国保病院職員（看護師・理学療法士・栄養士）と会議を実施し

ている。スムーズに健診を受診出来るよう話し合ったり、受診者の結

果から重症予防に向けた話し合い等を行っている。

枝幸国保病院

利尻富士町

町で実施する集団特定健診に町国保被保険者だけでなく町内の会

社等全ての被保険者を対象として健診の受診勧奨を行っている。 ま

た、個別特定健診を島内の医療機関で実施できるよう委託契約を締

結している。

利尻漁業協同組合、町

内各民間企業

 

【「Ｑ 地域住民の健康づくりを推進する各種取組状況」で「実施している」「実施予

定」の取組】

Ｑ 特定健診の受診勧奨に関する施設等との連携（地域における医療機関、郵便局、公民

館、薬局、ジム、カフェ等）

市町村名 取組内容
連携している

民間事業者・団体名

美唄市 地域における医療機関にポスターを掲示 －

砂川市 医療機関からの特定健診の受診に関する情報提供

慈恵会病院、細谷医

院、明円医院、村山内

科医院、いとう内科循

環器科クリニック、砂川

市立病院

歌志内市
コミュニティセンターでのポスター掲示 ・医療機関での健診案内チラ

シの配布
勤医協神威診療所

深川市
市内個人病院（医師会）、各コミュニティセンターや公民館に特定健

診の受診勧奨となるポスター等を掲示
－

南幌町 地域における医療機関 －

栗山町

毎年９月健康増進月間に合わせて町内施設（公民会、スポーツセン

ター等）と町内医療機関の協力を得て健診受診に関するパンフレット

の掲示、啓発グッズの活用（トイレットペーパーの設置）を行ってい

る。

栗山赤十字病院 他

妹背牛町 妹背牛診療所 －

秩父別町 地域の医療機関にポスター掲示及び医師からの紹介依頼を実施 町立診療所

雨竜町 公民館で実施 －

沼田町

沼田厚生クリニックと連携し、特定健診、後期高齢者健診を積極的に

受診推奨している。特定健診は受診率 ％、 歳以上が ～ ％

を占める。

沼田厚生クリニック

恵庭市 恵庭市健康づくり計画の策定 市内の医療機関

北広島市
医療機関に受診を啓発するためののぼりやポスターを掲示 ・医師

等の医療機関職員からの受診勧奨
医師会

石狩市 各種検診やワクチン接種等への助成 医療機関

当別町

医療機関との連携により治療中の方への特定健診の受診勧奨や農

協と連携し農家世帯への人間ドック申し込み取りまとめ、シルバー人

材センターと連携し、健診受診の呼びかけを実施。

町内医療機関、 北

いしかり、シルバー人

材センター

新篠津村 と連携した受診勧奨の取り組み 新篠津

寿都町 診療所、病院等の施設と連携 寿都診療所 他

真狩村 各施設で特定健診の受診を勧めるチラシ等の掲示

医療法人 野の花診療

所、真狩村社会福祉協

議会

留寿都村 公民館 －

共和町
町内の診療所３ヵ所と契約し、特定健診を受診できるようにしてい

る。 農協から農協組合員への受診勧奨をしてもらっている。
きょうわ農業協同組合

泊村
村内診療所通院患者のうち、一部の国保加入者について受信勧奨

を行っている。
茅沼診療所

神恵内村 ポスター等の設置 神恵内診療所

余市町 公民館を会場として実施 余市町社会教育課

登別市
室蘭市医師会を通して、地域の医療機関での特定健診を委託し、実

施している。
室蘭市医師会
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Ｑ16 住民が日々の健康状況を把握するための取組（歩数計や活動量計の配布、施設等にお

ける計測機器の設置等） 

No. 市町村名 取組内容 
連携している 

民間事業者・団体名 

1 岩見沢市 
街の中心部に市民が健康状況を把握できる機器（血圧・体組織・血

管年齢・骨密度等）を設置する。 （平成 29 年４月から） 
北海道大学 

2 美唄市 
健康相談を随時実施。  詳細は、美唄市国民健康保険データヘル

ス計画に記載。  
― 

3 三笠市 血圧計、ウォーキングマシン、マッサージ機(市関連施設に設置) ― 

4 歌志内市 自動血圧計の設置 ― 

5 深川市 
市内各コミュニティセンター、公民館に自動血圧計を設置 ・ライフコ

ーダ（生活習慣記録機）の貸出し 
― 

6 南幌町 自動血圧計の貸出し ― 

7 栗山町 スポーツセンター等町民が集まる施設に自動血圧計を設置 ― 

8 新十津川町 ウォーキングキャンペーン ― 

9 妹背牛町 
妹背牛町保健センターにおける歩数計など健康管理機器の貸出及

び、機器の設置 
― 

10 秩父別町 地域の温泉や福祉センター等の公共施設に血圧計を設置 秩父別振興公社 

11 雨竜町 保健師の訪問 社会福祉施設に血圧測定器設置 ― 

12 沼田町 
高齢者元気 100 倍教室における体力測定会と血圧測定・健康相

談 ・まるごと元気運動教室における健康相談 

・沼田町老人クラブ連

合会 ・萌の丘ハイキン

グクラブ 

13 江別市 

公民館、地区センター等に自動血圧計を設置している。また、市内７

箇所で血圧と体組成計を置き「健康チェックステーション」を開設。市

内の大学で実施する「食品ボランティア」登録者は、健康カードを所

持しており測定データを蓄積できる。 

北海道情報大学 

14 恵庭市 健診結果説明会の実施 保険センター 

15 北広島市 
保健センター（現在建設中）の開設後、ロビーにて計測機器を設置す

る予定 
― 

16 石狩市 市内スポーツ関係機関と連携したスポーツの振興 市内スポーツ関係機関 

17 当別町 

・血圧計、歩数計の貸し出し、保健センターに血圧計の設置 ・総合

体育館トレーニングルームに体重計、体脂肪計、血圧計の設置及び

トレーナーの配置  

ふれ・スポ withAMB 

18 新篠津村 期間限定の多機能歩数計の貸出 健康づくり財団 

19 寿都町 歩数計配布や血圧測定機の設置 ― 

20 蘭越町 健康まつりの開催 ― 

21 泊村 集会所や役場などの公共施設に血圧計の設置あり。 ― 

22 神恵内村 血圧計やノルディックウォーキング用ポールの貸し出し ― 

23 古平町 公共施設での血圧計の設置 ― 

24 赤井川村 庁舎や健康支援センターに血圧計等を設置 ― 

25 安平町 
歩数計や活動量計の貸し出し、施設での体成分分析機器の設置・計

測支援 
イズミック 

26 浦河町 シニア層対象事業での歩数計の貸し出し ― 

27 えりも町 施設内に血圧計の設置 ― 

28 福島町 役場内に血圧計を設置 ― 

 

市町村名 取組内容
連携している

民間事業者・団体名

紋別市
市内医療機関に特定検診委託している。 また、特定検診と同様の

検査データの提供についても委託している。
市内医療機関

美幌町 医療機関、医師会への受診勧奨の依頼 医師会

小清水町 定期通院の際の検査を特定健診とみなす（みなし検診）の勧奨 小清水赤十字病院

遠軽町 健診の実施、検査データ提供のシステム化

遠軽厚生病院、丸瀬布

厚生病院、はやかわク

リニック、みずしま クリ

ニック、遠軽共立病院

西興部村 住民検診ミニドックの実施
西興部村厚生診療所・

歯科診療所

上士幌町 医療機関で受診している住民へ検診の受診勧奨をしていただく 上士幌クリニック

鹿追町

各病院受信者及び家族に対し、受信勧奨、農協組合員に広報や各

家庭に 等で受信勧奨。 各公民館例会時に保健師が説明・受

診勧奨

町立病院・個人病院・

農業協同組合・各公民

館

新得町
特定健診受診勧奨用ポスターを町内医療機関、スーパー、コンビニ、

郵便局等に貼る。
－

芽室町

医療機関との情報提供のやりとり、医療機関への受診勧奨ポスター

貼り出しの依頼、公民館・図書館他公共施設内や町内金融機関、ス

ーパーマーケット内等にある公共掲示板（すまいるボード）へのポス

ターの貼付

町内医療機関

中札内村 村内公共施設や医療機関での特定健診ＰＲのためのポスター掲示 中札内村立診療所

大樹町
医療機関において、かかりつけ医から受診の勧奨について診察時に

声かけをお願いしている。
医療機関

幕別町 医療機関、公共施設、スーパーにポスターやチラシを設置 －

池田町
受診勧奨のためのポスター掲示、のぼりの設置 女性部や商工

会女性部、老人クラブや町内会への健康講座

、商工会、老人クラ

ブ、町内会、町内各医

療機関

浦幌町

青年期からの検診受診や地域医療機関で行っている３０歳から５歳

ごとの節目で行う健康診査を実施し、検診受診のきっかけをつくり、

特定検診の受診へつないでいる。

浦幌町立診療所、本別

国保病院

釧路町 地域における医療機関 医療機関内での受診の告知等を実施 渡辺医院

厚岸町
町内医療機関における特定健診の受診勧奨にあたり、受診履歴の

確認等についての連携

医療法人社団 田中医

院

弟子屈町
町内医療機関と連携し、血液検査等で来院する対象者へ受診を勧

めるよう依頼している。
町内医療機関

中標津町 医療機関、文化会館、体育館等へポスター掲示を依頼
中標津町文化スポーツ

振興財団

標津町 保健・福祉・医療の関係機関による連携 ―

羅臼町 特定健診の受診料への助成を行うため、地域医療機関と連携。
知床らうす国民健康保

険診療所
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Ｑ 住民が日々の健康状況を把握するための取組（歩数計や活動量計の配布、施設等にお

ける計測機器の設置等）

市町村名 取組内容
連携している

民間事業者・団体名

岩見沢市
街の中心部に市民が健康状況を把握できる機器（血圧・体組織・血

管年齢・骨密度等）を設置する。 （平成 年４月から）
北海道大学

美唄市
健康相談を随時実施。 詳細は、美唄市国民健康保険データヘル

ス計画に記載。
―

三笠市 血圧計、ウォーキングマシン、マッサージ機 市関連施設に設置 ―

歌志内市 自動血圧計の設置 ―

深川市
市内各コミュニティセンター、公民館に自動血圧計を設置 ・ライフコ

ーダ（生活習慣記録機）の貸出し
―

南幌町 自動血圧計の貸出し ―

栗山町 スポーツセンター等町民が集まる施設に自動血圧計を設置 ―

新十津川町 ウォーキングキャンペーン ―

妹背牛町
妹背牛町保健センターにおける歩数計など健康管理機器の貸出及

び、機器の設置
―

秩父別町 地域の温泉や福祉センター等の公共施設に血圧計を設置 秩父別振興公社

雨竜町 保健師の訪問 社会福祉施設に血圧測定器設置 ―

沼田町
高齢者元気 倍教室における体力測定会と血圧測定・健康相

談 ・まるごと元気運動教室における健康相談

・沼田町老人クラブ連

合会 ・萌の丘ハイキン

グクラブ

江別市

公民館、地区センター等に自動血圧計を設置している。また、市内７

箇所で血圧と体組成計を置き「健康チェックステーション」を開設。市

内の大学で実施する「食品ボランティア」登録者は、健康カードを所

持しており測定データを蓄積できる。

北海道情報大学

恵庭市 健診結果説明会の実施 保険センター

北広島市
保健センター（現在建設中）の開設後、ロビーにて計測機器を設置す

る予定
―

石狩市 市内スポーツ関係機関と連携したスポーツの振興 市内スポーツ関係機関

当別町

・血圧計、歩数計の貸し出し、保健センターに血圧計の設置 ・総合

体育館トレーニングルームに体重計、体脂肪計、血圧計の設置及び

トレーナーの配置

ふれ・スポ

新篠津村 期間限定の多機能歩数計の貸出 健康づくり財団

寿都町 歩数計配布や血圧測定機の設置 ―

蘭越町 健康まつりの開催 ―

泊村 集会所や役場などの公共施設に血圧計の設置あり。 ―

神恵内村 血圧計やノルディックウォーキング用ポールの貸し出し ―

古平町 公共施設での血圧計の設置 ―

赤井川村 庁舎や健康支援センターに血圧計等を設置 ―

安平町
歩数計や活動量計の貸し出し、施設での体成分分析機器の設置・計

測支援
イズミック

浦河町 シニア層対象事業での歩数計の貸し出し ―

えりも町 施設内に血圧計の設置 ―

福島町 役場内に血圧計を設置 ―

 

市町村名 取組内容
連携している

民間事業者・団体名

紋別市
市内医療機関に特定検診委託している。 また、特定検診と同様の

検査データの提供についても委託している。
市内医療機関

美幌町 医療機関、医師会への受診勧奨の依頼 医師会

小清水町 定期通院の際の検査を特定健診とみなす（みなし検診）の勧奨 小清水赤十字病院

遠軽町 健診の実施、検査データ提供のシステム化

遠軽厚生病院、丸瀬布

厚生病院、はやかわク

リニック、みずしま クリ

ニック、遠軽共立病院

西興部村 住民検診ミニドックの実施
西興部村厚生診療所・

歯科診療所

上士幌町 医療機関で受診している住民へ検診の受診勧奨をしていただく 上士幌クリニック

鹿追町

各病院受信者及び家族に対し、受信勧奨、農協組合員に広報や各

家庭に 等で受信勧奨。 各公民館例会時に保健師が説明・受

診勧奨

町立病院・個人病院・

農業協同組合・各公民

館

新得町
特定健診受診勧奨用ポスターを町内医療機関、スーパー、コンビニ、

郵便局等に貼る。
－

芽室町

医療機関との情報提供のやりとり、医療機関への受診勧奨ポスター

貼り出しの依頼、公民館・図書館他公共施設内や町内金融機関、ス

ーパーマーケット内等にある公共掲示板（すまいるボード）へのポス

ターの貼付

町内医療機関

中札内村 村内公共施設や医療機関での特定健診ＰＲのためのポスター掲示 中札内村立診療所

大樹町
医療機関において、かかりつけ医から受診の勧奨について診察時に

声かけをお願いしている。
医療機関

幕別町 医療機関、公共施設、スーパーにポスターやチラシを設置 －

池田町
受診勧奨のためのポスター掲示、のぼりの設置 女性部や商工

会女性部、老人クラブや町内会への健康講座

、商工会、老人クラ

ブ、町内会、町内各医

療機関

浦幌町

青年期からの検診受診や地域医療機関で行っている３０歳から５歳

ごとの節目で行う健康診査を実施し、検診受診のきっかけをつくり、

特定検診の受診へつないでいる。

浦幌町立診療所、本別

国保病院

釧路町 地域における医療機関 医療機関内での受診の告知等を実施 渡辺医院

厚岸町
町内医療機関における特定健診の受診勧奨にあたり、受診履歴の

確認等についての連携

医療法人社団 田中医

院

弟子屈町
町内医療機関と連携し、血液検査等で来院する対象者へ受診を勧

めるよう依頼している。
町内医療機関

中標津町 医療機関、文化会館、体育館等へポスター掲示を依頼
中標津町文化スポーツ

振興財団

標津町 保健・福祉・医療の関係機関による連携 ―

羅臼町 特定健診の受診料への助成を行うため、地域医療機関と連携。
知床らうす国民健康保

険診療所
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No. 市町村名 取組内容 
連携している 

民間事業者・団体名 

50 北見市 
健康に関する講座開催期間中に歩数計を貸出している。さらに、歩

数アプリの活用を進めている。 
― 

51 網走市 
市保健センター及び市民健康プールに血圧計・体組成計を設置して

いる。 
― 

52 紋別市 
保健センターに来所した住民自ら健康状態をチェック出来るよう体脂

肪計、血圧計 
― 

53 美幌町 
保健福祉総合センター、役場庁舎に血圧計を設置 保健福祉総合セ

ンター運動指導室に、各種計測機器を設置 
― 

54 訓子府町 
総合福祉センターに血圧測定機、簡易血液検査キット（Ａ１Ｃを測

定）、運動機器を設置 
― 

55 置戸町 体組成計の設置 ― 

56 遠軽町 保健センターで血圧測定機の設置、体組成器を保有して適宜測定 ― 

57 湧別町 万歩計、血圧計・塩分測定器の貸出 ― 

58 滝上町 スポーツ施設における歩数計の貸出し、体組成計の設置 ― 

59 興部町 
・体組成計、血圧計の設置 

・ライフレコーダーの貸し出し 
― 

61 大空町 公共施設への血圧計の設置   ― 

62 上士幌町 
検診受診後の結果説明会で生活習慣改善が必要な方に歩数計や

活動量計を貸出している。 
上士幌クリニック 

63 新得町 
保健福祉センターに血圧計、体重計の設置 ・健康づくりガイドの配

付 
－ 

60 西興部村 夢民健康ウォーキング事業の実施（万歩計の無料貸し出し） ― 

64 清水町 
保健福祉センターのトレーニングルームで、体力測定や運動プログラ

ムの作成、ライフコーダの貸し出しや分析・指導を実施している。  
― 

65 芽室町 保健福祉センターほか、血圧測定機器や身体計測器の設置 ― 

66 中札内村 

村内公共施設に自立血圧計を設置。 また、健康づくりの拠点となる

保健センターでは、希望者に歩数計や活動量計などの健康器具を貸

出。 

― 

67 幕別町 血圧計を公共会館に設置し、測定できるようにしている ― 

68 池田町 
保健センター内に血圧計を常設。血圧計・DVD・歩数計の貸し出し。

希望に応じて体組織計等を用いて来所による相談 
― 

69 浦幌町 公共施設の一部に計測器を配備している。 
町内公民館、総合スポ

ーツセンターなど 

70 釧路市 

釧路市労働者福祉センターに健康増進システムを導入しており、利

用者の利用状況、運動量、身体的特徴等を電子化することで、運動

指導員による利用者個人への健康増進に向けた指導や利用者自身

の日々の健康管理に役立てている。 

職業訓練法人 釧路地

方職業能力開発協会

（指定管理者） 

71 釧路町 
町健康福祉センターに健康増進器具を設置し使用の受講後に無料

で使用可能としている。 
― 

72 厚岸町 
役場庁舎に自動血圧計の設置 保健福祉総合センターに自動血圧

計の設置及び健康増進室の開設（各種トレーニング機器の設置） 
― 

73 厚岸町 
役場庁舎に自動血圧計の設置 保健福祉総合センターに自動血圧

計の設置及び健康増進室の開設（各種トレーニング機器の設置） 
― 

74 弟子屈町 
ヘルスアップ事業で実施するウォーキング参加者へ歩数計の配布

（直営） 
― 

75 中標津町 血圧計の設置 ― 

76 標津町 保健福祉センターに無料で使用できる血圧計を設置している ― 

 

 

市町村名 取組内容
連携している

民間事業者・団体名

七飯町 町内公共施設に自動血圧測定器設置 ―

森町 保健センター、役場庁舎に自動血圧計を設置 ―

厚沢部町 公共施設への血圧計の設置 ―

乙部町 役場、集会所に血圧計を設置している ―

今金町 町内温泉への血圧計の設置（町営） ―

旭川市
・希望者への血圧計の貸出し。 ・市役所総合庁舎 階に自動血圧

計を設置。 ・各支所に血圧計を設置している。
―

士別市
サフォークジムでは、運動、認知症予防、口腔機能向上、栄養改善

などを通じ、より健康で活動的な生活が送れるよう支援している。
―

名寄市 「健康マイレージ」として歩数によるポイントを付与している。 ―

鷹栖町 認知症予防機器 ―

東神楽町
健康食育タウン事業を展開し、 株 タニタと連携し活動量計を配布し

て、住民の運動量を増やしていくような取り組みを行っている。
東神楽健康くらぶ

当麻町 町立の保健福祉センターに各種計測機器を設置しています。 保健福祉センター

美瑛町 活動量計の貸し出し ―

剣淵町 歩数計の貸し出し ―

音威子府村 保健福祉センター内に、血圧計・体重計・体脂肪率測定機器がある。 ―

留萌市

健康づくりの拠点となっている健康の駅（体組織計、血圧計、簡易心

電図計、骨密度計、タッチエム（認知症早期発見））と保健福祉センタ

ーに血圧計などを配置

ＮＰＯ法人るもいコホー

トピア

羽幌町
保健センター（すこやか健康センター）、ホテル（サンセットプラザ）に

血圧計を設置
㈱アンビックス

稚内市

健康診査等の記録、その他健康の保持のために必要な情報を記載

し、自らの健康管理と適切な医療を確保することを目的として、「健康

手帳」を交付している。

―

枝幸町
高血圧予防に向ける減塩について取組む一環として、塩分計の無料

貸し出しを行っている。
―

利尻町
・健康教室実施期間中に歩数計の貸出。

・歩数と体重の記録票の配布。
―

利尻富士町

各保健事業の実施（血圧測定や家庭の味噌汁塩分測定等）、町内の

モデルウォーキングコースの目安歩数や消費カロリーをリーフレット

等を活用し普及啓発している。

―

幌延町
ウォーキングラリーを実施しており、希望者には歩数計の貸出をして

いる。
―
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市町村名 取組内容
連携している

民間事業者・団体名

北見市
健康に関する講座開催期間中に歩数計を貸出している。さらに、歩

数アプリの活用を進めている。
―

網走市
市保健センター及び市民健康プールに血圧計・体組成計を設置して

いる。
―

紋別市
保健センターに来所した住民自ら健康状態をチェック出来るよう体脂

肪計、血圧計
―

美幌町
保健福祉総合センター、役場庁舎に血圧計を設置 保健福祉総合セ

ンター運動指導室に、各種計測機器を設置
―

訓子府町
総合福祉センターに血圧測定機、簡易血液検査キット（Ａ１Ｃを測

定）、運動機器を設置
―

置戸町 体組成計の設置 ―

遠軽町 保健センターで血圧測定機の設置、体組成器を保有して適宜測定 ―

湧別町 万歩計、血圧計・塩分測定器の貸出 ―

滝上町 スポーツ施設における歩数計の貸出し、体組成計の設置 ―

興部町
・体組成計、血圧計の設置

・ライフレコーダーの貸し出し
―

大空町 公共施設への血圧計の設置 ―

上士幌町
検診受診後の結果説明会で生活習慣改善が必要な方に歩数計や

活動量計を貸出している。
上士幌クリニック

新得町
保健福祉センターに血圧計、体重計の設置 ・健康づくりガイドの配

付
－

西興部村 夢民健康ウォーキング事業の実施（万歩計の無料貸し出し） ―

清水町
保健福祉センターのトレーニングルームで、体力測定や運動プログラ

ムの作成、ライフコーダの貸し出しや分析・指導を実施している。
―

芽室町 保健福祉センターほか、血圧測定機器や身体計測器の設置 ―

中札内村

村内公共施設に自立血圧計を設置。 また、健康づくりの拠点となる

保健センターでは、希望者に歩数計や活動量計などの健康器具を貸

出。

―

幕別町 血圧計を公共会館に設置し、測定できるようにしている ―

池田町
保健センター内に血圧計を常設。血圧計・ ・歩数計の貸し出し。

希望に応じて体組織計等を用いて来所による相談
―

浦幌町 公共施設の一部に計測器を配備している。
町内公民館、総合スポ

ーツセンターなど

釧路市

釧路市労働者福祉センターに健康増進システムを導入しており、利

用者の利用状況、運動量、身体的特徴等を電子化することで、運動

指導員による利用者個人への健康増進に向けた指導や利用者自身

の日々の健康管理に役立てている。

職業訓練法人 釧路地

方職業能力開発協会

（指定管理者）

釧路町
町健康福祉センターに健康増進器具を設置し使用の受講後に無料

で使用可能としている。
―

厚岸町
役場庁舎に自動血圧計の設置 保健福祉総合センターに自動血圧

計の設置及び健康増進室の開設（各種トレーニング機器の設置）
―

厚岸町
役場庁舎に自動血圧計の設置 保健福祉総合センターに自動血圧

計の設置及び健康増進室の開設（各種トレーニング機器の設置）
―

弟子屈町
ヘルスアップ事業で実施するウォーキング参加者へ歩数計の配布

（直営）
―

中標津町 血圧計の設置 ―

標津町 保健福祉センターに無料で使用できる血圧計を設置している ―

 

市町村名 取組内容
連携している

民間事業者・団体名

七飯町 町内公共施設に自動血圧測定器設置 ―

森町 保健センター、役場庁舎に自動血圧計を設置 ―

厚沢部町 公共施設への血圧計の設置 ―

乙部町 役場、集会所に血圧計を設置している ―

今金町 町内温泉への血圧計の設置（町営） ―

旭川市
・希望者への血圧計の貸出し。 ・市役所総合庁舎 階に自動血圧

計を設置。 ・各支所に血圧計を設置している。
―

士別市
サフォークジムでは、運動、認知症予防、口腔機能向上、栄養改善

などを通じ、より健康で活動的な生活が送れるよう支援している。
―

名寄市 「健康マイレージ」として歩数によるポイントを付与している。 ―

鷹栖町 認知症予防機器 ―

東神楽町
健康食育タウン事業を展開し、 株 タニタと連携し活動量計を配布し

て、住民の運動量を増やしていくような取り組みを行っている。
東神楽健康くらぶ

当麻町 町立の保健福祉センターに各種計測機器を設置しています。 保健福祉センター

美瑛町 活動量計の貸し出し ―

剣淵町 歩数計の貸し出し ―

音威子府村 保健福祉センター内に、血圧計・体重計・体脂肪率測定機器がある。 ―

留萌市

健康づくりの拠点となっている健康の駅（体組織計、血圧計、簡易心

電図計、骨密度計、タッチエム（認知症早期発見））と保健福祉センタ

ーに血圧計などを配置

ＮＰＯ法人るもいコホー

トピア

羽幌町
保健センター（すこやか健康センター）、ホテル（サンセットプラザ）に

血圧計を設置
㈱アンビックス

稚内市

健康診査等の記録、その他健康の保持のために必要な情報を記載

し、自らの健康管理と適切な医療を確保することを目的として、「健康

手帳」を交付している。

―

枝幸町
高血圧予防に向ける減塩について取組む一環として、塩分計の無料

貸し出しを行っている。
―

利尻町
・健康教室実施期間中に歩数計の貸出。

・歩数と体重の記録票の配布。
―

利尻富士町

各保健事業の実施（血圧測定や家庭の味噌汁塩分測定等）、町内の

モデルウォーキングコースの目安歩数や消費カロリーをリーフレット

等を活用し普及啓発している。

―

幌延町
ウォーキングラリーを実施しており、希望者には歩数計の貸出をして

いる。
―
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No. 市町村名 取組内容 
連携している 

民間事業者・団体名 

25 初山別村 
チャレンジマイレージ（健診・地域の活動等に参加するとポイントを得

られ、一定数集めると景品と交換できる） 
― 

26 天塩町 
商工会発行のポイントカードを利用し、町が行う各種検診を受診した

際にポイント付与することで受診率向上を図っている。 
商工会 

27 枝幸町 
北海道健康マイレージ事業に参加、各種健診や教室活動に参加す

るとポイントがもらえ、６ポイントになると粗品と交換する。 
北海道 

28 利尻町 
・事業参加ごとにスタンプを貼り、規定回数を超えた方に対して、健

康グッズを提供。 
― 

29 利尻富士町 
特定健診を 3 年連続受診した町民に次年度使用できるがん検診無

料クーポン券を配布 
― 

30 幌延町 

H28 年度から、「いきいきブルピーポイント事業」を開始。健康づくり

等の町事業に参加した方にポイントを付与し、ポイントに応じて指定

ゴミ袋に交換する。 

― 

31 網走市 
健診や人間ドック等、健康に関するイベントの参加者に対してポイン

トを付与し、一定のポイント達成者には商品との交換をおこなす。 
― 

32 西興部村 ウォーキング事業にて目標達成者にホテル入浴券をプレゼント ホテル森夢 

33 大空町 

・特定健診やがん検診において、基準日時点で一定の年齢にある方

の検診費用を無料（無料クーポン券等の交付）  

・町内の商店で利用できるポイントカードのポイント交付  

― 

34 音更町 おとふけ生きいきポイント事業 社会福祉協議会 

35 上士幌町 北海道健康マイレージ事業を実施している 北海道 

36 新得町 

健康ポイントラリーの実施により、楽しく健康づくりに取り組めるよう

にしている。（４ポイントで 1000 円分の商品券、ワンポイントで健康グ

ッズをプレゼントしている） 

－ 

37 芽室町 

・35 歳以上の町民（カード有効期限は 2 年間） ・健康目標（①健診

②各種がん検診を受ける③健康づくり教室等参加④個人での健康

目標を立て 6 か月取り組む）を 1 ポイントとする制度。5 ポイント＝

500 円から交換可能。 

商工会、芽室町総合体

育館プール指定管理者 

38 大樹町 

大樹町介護予防ポイント事業として要綱を制定。 Ｈ28.4 月より、介

護予防に資する活動及び運営や参加者支援等のボランティア活動を

行った者に対して、活動ポイントを付与し活動報奨品と交換できる。 

大樹町社会福祉協議

会 

39 広尾町 

介護予防・福祉ボランティア養成講座を受講した町民を登録し、ボラ

ンティアを実施するとポイントがたまる「ひろおボランティアポイント事

業」を実施。 

― 

40 浦幌町 北海道の実施している制度を活用。 未定 

41 弟子屈町 

指定の健診を受診する際に地域ポイントカードにポイントを付与し、

獲得ポイントに応じて地域内で商品券として使うことができる仕組み

を、平成 29 年度に実施予定である。 

町商工会 

42 中標津町 
健診受診者の中から抽選で健康グッズや乳製品が当たるキャンペー

ンを実施 

中標津町牛乳消費拡

大推進委員会 

43 標津町 介護予防事業「いきいき百歳体操」など ― 

 

 

 

 

Ｑ 健康ポイント制度の導入等、住民の健康づくりのモチベーションを高める取組

市町村名 取組内容
連携している

民間事業者・団体名

岩見沢市

平成 年度より、 歳以上の市民を対象に、健康づくりの取組に

対しポイントを付与する「健康ポイント事業」を実施している。平成

年度から対象年齢を 歳以上とした。ポイント付与対象事業は、検

診・人間ドック・がん検診、地域で実施する健康づくり事業など。ポイ

ント報償はＪＣＢ商品券。

―

美唄市
健康教育を実施。 詳細は、美唄市国民健康保険データヘルス計

画に記載。
―

深川市

道が実施する「健康マイレージ事業」を実施予定だが、特典に協賛・

協力が得られる事業者・団体が未定であり、実施方法、実施内容等

が明確になっていない状況

―

長沼町 健康ポイント制度を導入している ながぬま温泉等

栗山町

町民主体で活動している健康づくり推進協議会にて、健診受診や健

康講座の参加によりポイントを付与する「くりやま健康マイレージ事

業」に取り組んでいる。

―

妹背牛町
町が実施する特定健診の他各種健康事業への参加者に対するモス

ピーポイント（妹背牛商工会発行のサービスポイントカード）の加算
妹背牛商工会

秩父別町 北海道健康マイレージ事業の参加 ―

沼田町
・介護支援ボランティアポイント制度 ・高齢者元気 倍ポイント制

度

・沼田町老人クラブ連

合会 ・萌の丘ハイキン

グクラブ

江別市
平成 年度より北海道で実施している「北海道マイレージ事業」に

参加予定。
―

恵庭市 えにわ健康チャレンジの実施

市内の高等教育機関・

スポーツ団体・愛好会

など

当別町
北海道健康マイレージ事業の開始に伴い、当町も参加予定とし、年

度内スタートに向け準備している。
北海道

新篠津村 すこやかロード認定事業 健康づくり財団

寿都町 運動教室等への参加者へポイント付与 寿都スタンプ会

蘭越町 蘭越町健康ポイント事業 ―

伊達市

体育施設の利用や特定検診、がん検診、短期人間ドックの受診に対

しポイントを付与し、市内のカード加盟施設等で貯まったポイントを利

用することが出来る取組を実施中。

㈱伊達観光物産公社

ほか

新ひだか町 介護予防事業等の参加に対し、ポイントを付与 ―

福島町 健康ポイント制度の導入 ―

森町
がん検診受診者に対し、町内で利用可能な買い物ポイントカードに

ポイント付与
森商工会議所

旭川市

平成 年度から実施されている，「北海道健康マイレージ事業」に

市として参加している。 （対象者） 歳以上の旭川市民 （内 容）市

が実施する健診（検診）の受診や市主催の健康教室，介護予防教

室，スポーツイベント等に参加することでポイントが付与され，６ポイ

ント貯めて応募すると抽選で協賛企業から特典が提供される。 （取

組期間※平成 年度） 月 日～ 月 日

―

名寄市 「健康マイレージ」として歩数によるポイントを付与している。 ―

鷹栖町 健康づくりポイント制度の実施（平成 年度～） ―

東神楽町
北海道が実施している健康ポイント制度を町でも試行的に導入して

いる。
―

美瑛町 健康マイレージ事業の導入 ―

留萌市 北海道で行っている健康マイレージに参加 北海道
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市町村名 取組内容
連携している

民間事業者・団体名

初山別村
チャレンジマイレージ（健診・地域の活動等に参加するとポイントを得

られ、一定数集めると景品と交換できる）
―

天塩町
商工会発行のポイントカードを利用し、町が行う各種検診を受診した

際にポイント付与することで受診率向上を図っている。
商工会

枝幸町
北海道健康マイレージ事業に参加、各種健診や教室活動に参加す

るとポイントがもらえ、６ポイントになると粗品と交換する。
北海道

利尻町
・事業参加ごとにスタンプを貼り、規定回数を超えた方に対して、健

康グッズを提供。
―

利尻富士町
特定健診を 年連続受診した町民に次年度使用できるがん検診無

料クーポン券を配布
―

幌延町

年度から、「いきいきブルピーポイント事業」を開始。健康づくり

等の町事業に参加した方にポイントを付与し、ポイントに応じて指定

ゴミ袋に交換する。

―

網走市
健診や人間ドック等、健康に関するイベントの参加者に対してポイン

トを付与し、一定のポイント達成者には商品との交換をおこなす。
―

西興部村 ウォーキング事業にて目標達成者にホテル入浴券をプレゼント ホテル森夢

大空町

・特定健診やがん検診において、基準日時点で一定の年齢にある方

の検診費用を無料（無料クーポン券等の交付）

・町内の商店で利用できるポイントカードのポイント交付

―

音更町 おとふけ生きいきポイント事業 社会福祉協議会

上士幌町 北海道健康マイレージ事業を実施している 北海道

新得町

健康ポイントラリーの実施により、楽しく健康づくりに取り組めるよう

にしている。（４ポイントで 円分の商品券、ワンポイントで健康グ

ッズをプレゼントしている）

－

芽室町

・ 歳以上の町民（カード有効期限は 年間） ・健康目標（①健診

②各種がん検診を受ける③健康づくり教室等参加④個人での健康

目標を立て か月取り組む）を ポイントとする制度。 ポイント＝

円から交換可能。

商工会、芽室町総合体

育館プール指定管理者

大樹町

大樹町介護予防ポイント事業として要綱を制定。 Ｈ 月より、介

護予防に資する活動及び運営や参加者支援等のボランティア活動を

行った者に対して、活動ポイントを付与し活動報奨品と交換できる。

大樹町社会福祉協議

会

広尾町

介護予防・福祉ボランティア養成講座を受講した町民を登録し、ボラ

ンティアを実施するとポイントがたまる「ひろおボランティアポイント事

業」を実施。

―

浦幌町 北海道の実施している制度を活用。 未定

弟子屈町

指定の健診を受診する際に地域ポイントカードにポイントを付与し、

獲得ポイントに応じて地域内で商品券として使うことができる仕組み

を、平成 年度に実施予定である。

町商工会

中標津町
健診受診者の中から抽選で健康グッズや乳製品が当たるキャンペー

ンを実施

中標津町牛乳消費拡

大推進委員会

標津町 介護予防事業「いきいき百歳体操」など ―

 

Ｑ 健康ポイント制度の導入等、住民の健康づくりのモチベーションを高める取組

市町村名 取組内容
連携している

民間事業者・団体名

岩見沢市

平成 年度より、 歳以上の市民を対象に、健康づくりの取組に

対しポイントを付与する「健康ポイント事業」を実施している。平成

年度から対象年齢を 歳以上とした。ポイント付与対象事業は、検

診・人間ドック・がん検診、地域で実施する健康づくり事業など。ポイ

ント報償はＪＣＢ商品券。

―

美唄市
健康教育を実施。 詳細は、美唄市国民健康保険データヘルス計

画に記載。
―

深川市

道が実施する「健康マイレージ事業」を実施予定だが、特典に協賛・

協力が得られる事業者・団体が未定であり、実施方法、実施内容等

が明確になっていない状況

―

長沼町 健康ポイント制度を導入している ながぬま温泉等

栗山町

町民主体で活動している健康づくり推進協議会にて、健診受診や健

康講座の参加によりポイントを付与する「くりやま健康マイレージ事

業」に取り組んでいる。

―

妹背牛町
町が実施する特定健診の他各種健康事業への参加者に対するモス

ピーポイント（妹背牛商工会発行のサービスポイントカード）の加算
妹背牛商工会

秩父別町 北海道健康マイレージ事業の参加 ―

沼田町
・介護支援ボランティアポイント制度 ・高齢者元気 倍ポイント制

度

・沼田町老人クラブ連

合会 ・萌の丘ハイキン

グクラブ

江別市
平成 年度より北海道で実施している「北海道マイレージ事業」に

参加予定。
―

恵庭市 えにわ健康チャレンジの実施

市内の高等教育機関・

スポーツ団体・愛好会

など

当別町
北海道健康マイレージ事業の開始に伴い、当町も参加予定とし、年

度内スタートに向け準備している。
北海道

新篠津村 すこやかロード認定事業 健康づくり財団

寿都町 運動教室等への参加者へポイント付与 寿都スタンプ会

蘭越町 蘭越町健康ポイント事業 ―

伊達市

体育施設の利用や特定検診、がん検診、短期人間ドックの受診に対

しポイントを付与し、市内のカード加盟施設等で貯まったポイントを利

用することが出来る取組を実施中。

㈱伊達観光物産公社

ほか

新ひだか町 介護予防事業等の参加に対し、ポイントを付与 ―

福島町 健康ポイント制度の導入 ―

森町
がん検診受診者に対し、町内で利用可能な買い物ポイントカードに

ポイント付与
森商工会議所

旭川市

平成 年度から実施されている，「北海道健康マイレージ事業」に

市として参加している。 （対象者） 歳以上の旭川市民 （内 容）市

が実施する健診（検診）の受診や市主催の健康教室，介護予防教

室，スポーツイベント等に参加することでポイントが付与され，６ポイ

ント貯めて応募すると抽選で協賛企業から特典が提供される。 （取

組期間※平成 年度） 月 日～ 月 日

―

名寄市 「健康マイレージ」として歩数によるポイントを付与している。 ―

鷹栖町 健康づくりポイント制度の実施（平成 年度～） ―

東神楽町
北海道が実施している健康ポイント制度を町でも試行的に導入して

いる。
―

美瑛町 健康マイレージ事業の導入 ―

留萌市 北海道で行っている健康マイレージに参加 北海道
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No. 市町村名 取組内容 
連携している 

民間事業者・団体名 

21 当別町 

①運動機能の向上、低栄養の予防、口腔機能の向上などを目的とし
た介護予防事業「はつらつ元気教室」を実施している。  
②大学と協働でロコモティブシンドローム予防のための体操の開発と
普及啓発の実施。 
③運動事業の実施や食生活改善協議会と連携し、料理講習会の実
施。 

①豊生会総合支援セン

ターはつらつ当別 ②

北海道医療大学、当別

町高齢者クラブ連合会 

③食生活改善協議会 

22 新篠津村 元気 UP 教室（ヨガ・ストレッチ、ノルディックウォーキング） 

一般社団法人地域ウェ

ルネス・ネット、北海道

国保連合会 

23 小樽市 食生活改善について  
小樽食生活改善協議

会  

24 島牧村 

60 歳以上を対象に運動教室を開設し、高齢者の健康増進と介護予

防を図っている。 法人に健康運動指導士を派遣していただいてい

る。 

ＮＰＯ法人ソーシャルビ

ジネス推進センター 

25 寿都町 各地区にて健康講座の開催 保健推進員協議会 

26 蘭越町 健康まつりの開催 ― 

27 ニセコ町 

運動改善としては、高齢者向けに「貯筋教室」、成人向けに「健康運
動教室」を実施。食生活改善としては、管理栄養士が中心となり、高
齢者向けに「介護予防料理教室」、成人向けに「生活習慣病予防料
理教室」を実施。健診受診者には結果説明会で保健指導や栄養指
導を実施し、必要な方にはその後の支援も行っている。また、社会福
祉協議会が住民の健康づくりの取組として、健康相談、運動教室を
実施している。 

NPO 法人りらいふ、ソ

プラティコ 

28 真狩村 

保健事業の一環として開催している「ふまねっとクラブ」に参加してい

た地域住民がインストラクターとなり、地域の方々と一緒にへふまね

っと運動を推進している。 

地域住民 

29 留寿都村 生き生き体力アップ教室 社会福祉協議会 

30 共和町 

年２クール（１クール２回）ノルディックウォーキング教室、年１クール

（１クール６回）の運動教室を実施している。 年２クール（１クール７

回）の介護予防教室の実施。 

一般社団法人地域ウェ

ルネス・ネット ダツクス

ポーツクラブ 

31 岩内町 
30～50 歳代の運動初心者が運動習慣をつけることを目的に運動教

室を実施 
― 

32 泊村 
健診後に面談による結果説明会実施 高血圧予防の栄養教室の実

施。 
― 

33 神恵内村 歩こう会や健康食教室等の実施 ― 

34 古平町 
保健師が行う健康相談や家庭訪問 ・ウォーキングの道具の貸出

や、ウォーキングできる場所の開放 
― 

35 余市町 北翔大学との連携による運動プログラムの実施 北翔大学 

36 赤井川村 ふれあい健康まつりの実施、運動教室の開催 ― 

37 室蘭市 
「食と健康の祭り」など市民へ向けたイベント、健康教育を実施してい

る 
― 

38 登別市 

子育て中の母親を対象とした託児付き運動講座の実施（はつらつマ

マリフレッシュ講座）。 へるしー親子相談の実施。食育おやこ料理教

室の実施。 町内会等での健康教室の開催。男性料理教室の実施。  

NPO 法人おにスポ 登

別市ファミリーサポート

センター 登別市食生

活改善推進員協議会   

39 洞爺湖町 健康福祉センターに町民利用が出来る運動機器を設置している ― 

40 安平町 水中運動教室・足腰しゃんしゃん教室・元気ピンピン教室の開催 イズミック 

41 むかわ町 

＜健康ウォーキング＞ 生活習慣病予防、高齢者の閉じこもり予防、

地域の魅力発見を目的とした町内を巡るウォーキングを実施してい

る。 

むかわスポーツクラブ 

42 浦河町 健康づくり週間での健康教育、特定健診事後教育 ― 

  

 

Ｑ 運動・食生活改善プログラム等、住民が健康づくりを実践できる機会の提供

市町村名 取組内容
連携している

民間事業者・団体名

岩見沢市
市の保健事業において、運動教室、栄養教室、栄養相談を実施

している。
―

美唄市
食の健康フェスタを実施。 詳細は、美唄市国民健康保険データヘ

ルス計画に記載。
―

芦別市

・生活習慣病予防のため、継続した運動習慣を身につけるため、ウォ

ーキング教室、健康運動講座（エクササイズレッスン）を実施。

・実践的な食育の体験を目的として、食育体験会（調理実習と学習

会）を実施。

・食生活改善協議会が実施する生活習慣病予防料理講習会に協

力。

芦別市スポーツ推進委

員会

芦別市食生活改善協

議会

三笠市

生活習慣病予防水中運動教室、介護予防水中運動教室、介護予防

元気アップ教室、介護予防健康教室、訪問介護事業 服薬指導 、 回

復期リハビリテーション病棟開設、体にやさしい料理教室、看護の日

イベント 健康相談

市内温泉施設「太古の

湯」 水中運動教室関

係

滝川市
１．ヘルシーエクササイズ ２．市民健康相談コーナー ３．生活習慣

病予防料理教室 ４．健康づくり教室
―

歌志内市

・介護予防事業（介護予防出前講座、元気はつらつ教室）

・いきいき健康食普及事業 ・いきいき運動教室

・株式会社 ファインエ

イジング

・食生活改善推進協議

会

深川市

・「ウエストスリムセミナー」として、栄養プログラム（栄養講話、調理実
習）、運動プログラム（健康運動指導士による個別運動指導）、禁煙
プログラムを実施 ・「カラダづくり男子会」として、青壮年期を対象とし
た運動教室を実施

―

南幌町 随時相談を受け付けている ―

由仁町

検診結果や健康栄養相談から改善が必要とされた場合、町保健師、

町管理栄養士による改善等プログラムで食生活や運動習慣を見直し

自らの健康を自らで守る取り組みを実施している

町内医療機関

長沼町 福祉センターにて健康づくりのレッスンプログラムを実施している。 ―

栗山町
食の健康推進事業として健康講座や講演会を、調理実習など体験で

きる内容を取り入れて実施している。
栗山赤十字病院

妹背牛町
健康体操・サーキットトレーニング・ヨガなど定期的に実施する健康事

業 栄養士による健康料理教室の開催
―

秩父別町 栄養教室の実施 ―

雨竜町 料理教室等の実施 ―

沼田町

・高齢者元気 倍教室における健康運動及び講演会 ・まるごと元

気運動教室 ・いきいき百歳体操

・沼田町老人クラブ連

合会 ・萌の丘ハイキン

グクラブ ・いきいき百

歳体操の会

江別市

・２年に１回、食生活改善推進員養成講座を開催。

・年１回、３回コースで健康づくりサポーター講座を開催。 いずれも、

運動・食生活について学習するプログラムになっている。

食生活改善推進協議

会

千歳市

健康づくり教室（脂肪燃焼エクササイズからだの中からすっきりボデ
ィ、ノルディックウォーキング）、ノルディックウォーキングポールのレ
ンタル、ちとせまちなかウォーキング、水と緑を歩こう会、健康まつ
り、出前講座

―

恵庭市

健康づくり講演会

介護予防講演会

恵庭市老人クラブ連合

会、地域のサロン、医

師会

北広島市

・専門職（保健師や管理栄養士）による健康や健診結果のデータに
応じた個別相談
・総合体育館の健康運動士による来場者への個別運動プログラムの
相談

―
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市町村名 取組内容
連携している

民間事業者・団体名

当別町

①運動機能の向上、低栄養の予防、口腔機能の向上などを目的とし
た介護予防事業「はつらつ元気教室」を実施している。
②大学と協働でロコモティブシンドローム予防のための体操の開発と
普及啓発の実施。
③運動事業の実施や食生活改善協議会と連携し、料理講習会の実
施。

①豊生会総合支援セン

ターはつらつ当別 ②

北海道医療大学、当別

町高齢者クラブ連合会

③食生活改善協議会

新篠津村 元気 教室（ヨガ・ストレッチ、ノルディックウォーキング）

一般社団法人地域ウェ

ルネス・ネット、北海道

国保連合会

小樽市 食生活改善について
小樽食生活改善協議

会

島牧村

歳以上を対象に運動教室を開設し、高齢者の健康増進と介護予

防を図っている。 法人に健康運動指導士を派遣していただいてい

る。

ＮＰＯ法人ソーシャルビ

ジネス推進センター

寿都町 各地区にて健康講座の開催 保健推進員協議会

蘭越町 健康まつりの開催 ―

ニセコ町

運動改善としては、高齢者向けに「貯筋教室」、成人向けに「健康運
動教室」を実施。食生活改善としては、管理栄養士が中心となり、高
齢者向けに「介護予防料理教室」、成人向けに「生活習慣病予防料
理教室」を実施。健診受診者には結果説明会で保健指導や栄養指
導を実施し、必要な方にはその後の支援も行っている。また、社会福
祉協議会が住民の健康づくりの取組として、健康相談、運動教室を
実施している。

法人りらいふ、ソ

プラティコ

真狩村

保健事業の一環として開催している「ふまねっとクラブ」に参加してい

た地域住民がインストラクターとなり、地域の方々と一緒にへふまね

っと運動を推進している。

地域住民

留寿都村 生き生き体力アップ教室 社会福祉協議会

共和町

年２クール（１クール２回）ノルディックウォーキング教室、年１クール

（１クール６回）の運動教室を実施している。 年２クール（１クール７

回）の介護予防教室の実施。

一般社団法人地域ウェ

ルネス・ネット ダツクス

ポーツクラブ

岩内町
～ 歳代の運動初心者が運動習慣をつけることを目的に運動教

室を実施
―

泊村
健診後に面談による結果説明会実施 高血圧予防の栄養教室の実

施。
―

神恵内村 歩こう会や健康食教室等の実施 ―

古平町
保健師が行う健康相談や家庭訪問 ・ウォーキングの道具の貸出

や、ウォーキングできる場所の開放
―

余市町 北翔大学との連携による運動プログラムの実施 北翔大学

赤井川村 ふれあい健康まつりの実施、運動教室の開催 ―

室蘭市
「食と健康の祭り」など市民へ向けたイベント、健康教育を実施してい

る
―

登別市

子育て中の母親を対象とした託児付き運動講座の実施（はつらつマ

マリフレッシュ講座）。 へるしー親子相談の実施。食育おやこ料理教

室の実施。 町内会等での健康教室の開催。男性料理教室の実施。

法人おにスポ 登

別市ファミリーサポート

センター 登別市食生

活改善推進員協議会

洞爺湖町 健康福祉センターに町民利用が出来る運動機器を設置している ―

安平町 水中運動教室・足腰しゃんしゃん教室・元気ピンピン教室の開催 イズミック

むかわ町

＜健康ウォーキング＞ 生活習慣病予防、高齢者の閉じこもり予防、

地域の魅力発見を目的とした町内を巡るウォーキングを実施してい

る。

むかわスポーツクラブ

浦河町 健康づくり週間での健康教育、特定健診事後教育 ―

 

Ｑ 運動・食生活改善プログラム等、住民が健康づくりを実践できる機会の提供

市町村名 取組内容
連携している

民間事業者・団体名

岩見沢市
市の保健事業において、運動教室、栄養教室、栄養相談を実施

している。
―

美唄市
食の健康フェスタを実施。 詳細は、美唄市国民健康保険データヘ

ルス計画に記載。
―

芦別市

・生活習慣病予防のため、継続した運動習慣を身につけるため、ウォ

ーキング教室、健康運動講座（エクササイズレッスン）を実施。

・実践的な食育の体験を目的として、食育体験会（調理実習と学習

会）を実施。

・食生活改善協議会が実施する生活習慣病予防料理講習会に協

力。

芦別市スポーツ推進委

員会

芦別市食生活改善協

議会

三笠市

生活習慣病予防水中運動教室、介護予防水中運動教室、介護予防

元気アップ教室、介護予防健康教室、訪問介護事業 服薬指導 、 回

復期リハビリテーション病棟開設、体にやさしい料理教室、看護の日

イベント 健康相談

市内温泉施設「太古の

湯」 水中運動教室関

係

滝川市
１．ヘルシーエクササイズ ２．市民健康相談コーナー ３．生活習慣

病予防料理教室 ４．健康づくり教室
―

歌志内市

・介護予防事業（介護予防出前講座、元気はつらつ教室）

・いきいき健康食普及事業 ・いきいき運動教室

・株式会社 ファインエ

イジング

・食生活改善推進協議

会

深川市

・「ウエストスリムセミナー」として、栄養プログラム（栄養講話、調理実
習）、運動プログラム（健康運動指導士による個別運動指導）、禁煙
プログラムを実施 ・「カラダづくり男子会」として、青壮年期を対象とし
た運動教室を実施

―

南幌町 随時相談を受け付けている ―

由仁町

検診結果や健康栄養相談から改善が必要とされた場合、町保健師、

町管理栄養士による改善等プログラムで食生活や運動習慣を見直し

自らの健康を自らで守る取り組みを実施している

町内医療機関

長沼町 福祉センターにて健康づくりのレッスンプログラムを実施している。 ―

栗山町
食の健康推進事業として健康講座や講演会を、調理実習など体験で

きる内容を取り入れて実施している。
栗山赤十字病院

妹背牛町
健康体操・サーキットトレーニング・ヨガなど定期的に実施する健康事

業 栄養士による健康料理教室の開催
―

秩父別町 栄養教室の実施 ―

雨竜町 料理教室等の実施 ―

沼田町

・高齢者元気 倍教室における健康運動及び講演会 ・まるごと元

気運動教室 ・いきいき百歳体操

・沼田町老人クラブ連

合会 ・萌の丘ハイキン

グクラブ ・いきいき百

歳体操の会

江別市

・２年に１回、食生活改善推進員養成講座を開催。

・年１回、３回コースで健康づくりサポーター講座を開催。 いずれも、

運動・食生活について学習するプログラムになっている。

食生活改善推進協議

会

千歳市

健康づくり教室（脂肪燃焼エクササイズからだの中からすっきりボデ
ィ、ノルディックウォーキング）、ノルディックウォーキングポールのレ
ンタル、ちとせまちなかウォーキング、水と緑を歩こう会、健康まつ
り、出前講座

―

恵庭市

健康づくり講演会

介護予防講演会

恵庭市老人クラブ連合

会、地域のサロン、医

師会

北広島市

・専門職（保健師や管理栄養士）による健康や健診結果のデータに
応じた個別相談
・総合体育館の健康運動士による来場者への個別運動プログラムの
相談

―
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No. 市町村名 取組内容 
連携している 

民間事業者・団体名 

72 稚内市 

65 歳以上の全市民を対象に、「健康運動教室」「介護予防教室（体力

測定会等）」「いきいき栄養教室」「認知症予防教室・講演会」を開催し

ているほか、介護予防事業の利用が必要と判断された方には、「いき

いき健康運動教室」「健口（けんこう）教室」「栄養教室」保健師による

訪問を行っている。 

稚内市 

73 猿払村 栄養士による栄養指導 ― 

74 枝幸町 

・カラダぽかぽか冬場の運動教室～週一回インストラクターの指導の

もとストレッチや筋トレを実施。 ・カラダ元気で暮らし隊～減塩に向け

た取組を参加者が考え、実践し、広めていく。 ・生活習慣病改善講

座～減塩のために出来ることを紹介し、調理実習を行う。 

ＮＰＯ枝幸三笠山スポ

ーツクラブ 直営 

75 利尻町 

・ウォーキング導入としての事業を実施し、ウォーキングの機会を提

供。 

・約２ケ月間に渡る健康教室を実施。 

利尻町食生活改善協

議会 

76 利尻富士町 
全町民を対象に「栄養改善教室」として運動・食生活プログラムを組

み込んだ事業を展開している。 

食生活改善協議会、保

健福祉推進員 

77 幌延町 
月 1 回「ますます健康教室」を開催し、ヨガや健康体操など、運動習

慣定着のきっかけづくりを行っている。 
― 

78 北見市 

30 歳～60 歳までの市民を対象に、中長期間のプログラムにより、ス

ポーツの日常化(習慣化)及び健康の維持・増進を図るとともに、健康

に関する意識を高めて疾病等を予防し、もって心身ともに若々しく生

きがいのある生活を送ることができるよう、スポーツとの出会いの機

会を提供する。 

・北見市保健福祉部健

康推進課  

・端野総合支所保健福

祉課 

79 網走市 
高齢者プール利用の助成。施設利用時に使用料の一部助成を行

い、市民の健康保持・増進を図っている。 
― 

80 紋別市 健康体操、健康づくり講演会等の開催 ― 

81 美幌町 栄養教室の開催 出前講座の実施 
美幌町ヘルスリーダー

の会 

82 斜里町 健康づくりの講話会や健康まつり等 
斜里町保健福祉協議

会 

83 小清水町 特定保健指導による生活改善指導 ― 

84 訓子府町 肉体改造プログラム、健康まつり ― 

85 置戸町 運動教室 ― 

86 遠軽町 特定保健指導等を通じて、個別指導を実施 ― 

87 湧別町 健康づくり推進協議会主催による「ふれあい元気まつり」 
食生活改善推進委員

会、教育委員会 

88 滝上町 
ＩＣＴを用いたＩＣＴフィットネス（ストレッチ、筋トレ、有酸素運動）を実施

している。 
― 

89 興部町 ①運動器機能向上事業の実施 ②口腔機能向上事業の実施 

①地域ウェルネス・ネッ

ト  

②在宅歯科衛生士 

90 大空町 各種健康講座等の実施  ― 

91 帯広市 
実践型の教室の開催 （運動・食生活を見直し、3 ヶ月かけて、改善

するプログラムの提供） 
― 

92 音更町 地産地消の取り組み 農協等 

93 上士幌町 
検診後、生活改善が必要な住民へ保健指導を行い、町が主催してい

る運動教室等を紹介している 
― 

 

市町村名 取組内容
連携している

民間事業者・団体名

新ひだか町 運動講座を定期的に開催している ―

函館市
健康増進センターにおいて，ヨガ・ストレッチなどのシニア層が取り組

みやすい運動講座を実施している。
㈱ルネサンス

福島町 健康フェスティバルを開催 医歯会、消防

知内町
町保健センターが主体となり、運動・食生活・健康づくり講座などを実

施
―

木古内町
健康づくり推進員 名による活動（栄養教室や運動教室）を通し、

委員だけではなく家族や友人へも健康づくりを進める。

木古内町健康づくり推

進員

七飯町 健康教室、個別栄養相談の実施 ―

鹿部町 食事についてなどで講演会や料理教室を実施。
鹿部町食生活改善推

進協議会

森町 食生活改善協議会主催の料理教室を実施 ・ウォークイベントを実施
食生活改善協議会 森

町健康推進委員会

八雲町

健康づくり教室を実施し、町内で実施している運動系サークルの会員

を講師として招き、様々な方法で身体を動かす体験をしてもらう機会

をしている。また、教室では栄養学習や調理実習をプログラムに入れ

ている。

太極拳サークル、パー

クゴルフ協会、ノルディ

ックウォーキングクラブ

等

長万部町
げんき倶楽部（住民自らが健康的な生活習慣を身につけ、生涯元気

に過ごせるためのきっかけ作りを目的とする）
―

上ノ国町 食生活の見直しを目的とした勉強会の実施
食生活改善推進協議

会

厚沢部町 食生活改善協議会の運営支援、健康教室の実施 食生活改善協議会

乙部町 定期的な食事作り 食改善委員会

今金町
運動教室「すっきりサークル」段階に合わせた強度の内容が選択でき

る
特になし

せたな町 健康づくり検診や相談等 ―

旭川市

・企画及び依頼による健康教育において，生活習慣病の予防・改善・

重症化予防のための講話や運動を実施。

・食を育む料理教室を開催し，調理実習及び栄養士等の講話を実

施。 ・団体の依頼に応じて食育出前講座を行い，「食」に関する健康

教育を実施。

市としては特になし。

士別市
サフォークジム、サフォーク元気クラブの活動を通じ、食生活改善プ

ログラムや料理教室を行っている。
―

名寄市 市民向け講演会の実施、健康づくり体操教室の実施 社会福祉協議会

鷹栖町 年代に応じた料理教室の開催 ―

東神楽町
健康食育タウン事業の中で、運動教室や料理教室等を企画し、実施

している。

ソプラティコファンタジ

ースクエア東神楽店

株 タニタ

当麻町 運動教室、栄養士の講話などを行っています。 栄養士

美瑛町 個別運動相談、個別健康相談、個別栄養相談 ―

南富良野町
栄養士・保健師による健康づくり講和及び健康診断後の個別訪問の

実施
―

剣淵町 栄養指導を実施している ―

音威子府村 女性のシニア世代が中心となり、月に１回集まっている 食生活改善協議会

留萌市 町内会等の要望に対しての講師派遣 町内会

苫前町
老人クラブ等への保健師・栄養士等の派遣に寄る健康教室等の開

催。

老人クラブ、町内会等

ケースによる

初山別村

ヘルスアップ教室（運動不足解消・肥満の予防・生活習慣病予防の

ための教室） 運動教室（正式名称不明。社協施設内でストレッチ等

を実施。）

社会福祉協議会

天塩町
健康づくり事業の一環として、減塩対策を主とした取組を行う部会を

設け、減塩試食会など開催
健康づくり推進委員会
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市町村名 取組内容
連携している

民間事業者・団体名

稚内市

歳以上の全市民を対象に、「健康運動教室」「介護予防教室（体力

測定会等）」「いきいき栄養教室」「認知症予防教室・講演会」を開催し

ているほか、介護予防事業の利用が必要と判断された方には、「いき

いき健康運動教室」「健口（けんこう）教室」「栄養教室」保健師による

訪問を行っている。

稚内市

猿払村 栄養士による栄養指導 ―

枝幸町

・カラダぽかぽか冬場の運動教室～週一回インストラクターの指導の

もとストレッチや筋トレを実施。 ・カラダ元気で暮らし隊～減塩に向け

た取組を参加者が考え、実践し、広めていく。 ・生活習慣病改善講

座～減塩のために出来ることを紹介し、調理実習を行う。

ＮＰＯ枝幸三笠山スポ

ーツクラブ 直営

利尻町

・ウォーキング導入としての事業を実施し、ウォーキングの機会を提

供。

・約２ケ月間に渡る健康教室を実施。

利尻町食生活改善協

議会

利尻富士町
全町民を対象に「栄養改善教室」として運動・食生活プログラムを組

み込んだ事業を展開している。

食生活改善協議会、保

健福祉推進員

幌延町
月 回「ますます健康教室」を開催し、ヨガや健康体操など、運動習

慣定着のきっかけづくりを行っている。
―

北見市

歳～ 歳までの市民を対象に、中長期間のプログラムにより、ス

ポーツの日常化 習慣化 及び健康の維持・増進を図るとともに、健康

に関する意識を高めて疾病等を予防し、もって心身ともに若々しく生

きがいのある生活を送ることができるよう、スポーツとの出会いの機

会を提供する。

・北見市保健福祉部健

康推進課

・端野総合支所保健福

祉課

網走市
高齢者プール利用の助成。施設利用時に使用料の一部助成を行

い、市民の健康保持・増進を図っている。
―

紋別市 健康体操、健康づくり講演会等の開催 ―

美幌町 栄養教室の開催 出前講座の実施
美幌町ヘルスリーダー

の会

斜里町 健康づくりの講話会や健康まつり等
斜里町保健福祉協議

会

小清水町 特定保健指導による生活改善指導 ―

訓子府町 肉体改造プログラム、健康まつり ―

置戸町 運動教室 ―

遠軽町 特定保健指導等を通じて、個別指導を実施 ―

湧別町 健康づくり推進協議会主催による「ふれあい元気まつり」
食生活改善推進委員

会、教育委員会

滝上町
ＩＣＴを用いたＩＣＴフィットネス（ストレッチ、筋トレ、有酸素運動）を実施

している。
―

興部町 ①運動器機能向上事業の実施 ②口腔機能向上事業の実施

①地域ウェルネス・ネッ

ト

②在宅歯科衛生士

大空町 各種健康講座等の実施 ―

帯広市
実践型の教室の開催 （運動・食生活を見直し、 ヶ月かけて、改善

するプログラムの提供）
―

音更町 地産地消の取り組み 農協等

上士幌町
検診後、生活改善が必要な住民へ保健指導を行い、町が主催してい

る運動教室等を紹介している
―

 

市町村名 取組内容
連携している

民間事業者・団体名

新ひだか町 運動講座を定期的に開催している ―

函館市
健康増進センターにおいて，ヨガ・ストレッチなどのシニア層が取り組

みやすい運動講座を実施している。
㈱ルネサンス

福島町 健康フェスティバルを開催 医歯会、消防

知内町
町保健センターが主体となり、運動・食生活・健康づくり講座などを実

施
―

木古内町
健康づくり推進員 名による活動（栄養教室や運動教室）を通し、

委員だけではなく家族や友人へも健康づくりを進める。

木古内町健康づくり推

進員

七飯町 健康教室、個別栄養相談の実施 ―

鹿部町 食事についてなどで講演会や料理教室を実施。
鹿部町食生活改善推

進協議会

森町 食生活改善協議会主催の料理教室を実施 ・ウォークイベントを実施
食生活改善協議会 森

町健康推進委員会

八雲町

健康づくり教室を実施し、町内で実施している運動系サークルの会員

を講師として招き、様々な方法で身体を動かす体験をしてもらう機会

をしている。また、教室では栄養学習や調理実習をプログラムに入れ

ている。

太極拳サークル、パー

クゴルフ協会、ノルディ

ックウォーキングクラブ

等

長万部町
げんき倶楽部（住民自らが健康的な生活習慣を身につけ、生涯元気

に過ごせるためのきっかけ作りを目的とする）
―

上ノ国町 食生活の見直しを目的とした勉強会の実施
食生活改善推進協議

会

厚沢部町 食生活改善協議会の運営支援、健康教室の実施 食生活改善協議会

乙部町 定期的な食事作り 食改善委員会

今金町
運動教室「すっきりサークル」段階に合わせた強度の内容が選択でき

る
特になし

せたな町 健康づくり検診や相談等 ―

旭川市

・企画及び依頼による健康教育において，生活習慣病の予防・改善・

重症化予防のための講話や運動を実施。

・食を育む料理教室を開催し，調理実習及び栄養士等の講話を実

施。 ・団体の依頼に応じて食育出前講座を行い，「食」に関する健康

教育を実施。

市としては特になし。

士別市
サフォークジム、サフォーク元気クラブの活動を通じ、食生活改善プ

ログラムや料理教室を行っている。
―

名寄市 市民向け講演会の実施、健康づくり体操教室の実施 社会福祉協議会

鷹栖町 年代に応じた料理教室の開催 ―

東神楽町
健康食育タウン事業の中で、運動教室や料理教室等を企画し、実施

している。

ソプラティコファンタジ

ースクエア東神楽店

株 タニタ

当麻町 運動教室、栄養士の講話などを行っています。 栄養士

美瑛町 個別運動相談、個別健康相談、個別栄養相談 ―

南富良野町
栄養士・保健師による健康づくり講和及び健康診断後の個別訪問の

実施
―

剣淵町 栄養指導を実施している ―

音威子府村 女性のシニア世代が中心となり、月に１回集まっている 食生活改善協議会

留萌市 町内会等の要望に対しての講師派遣 町内会

苫前町
老人クラブ等への保健師・栄養士等の派遣に寄る健康教室等の開

催。

老人クラブ、町内会等

ケースによる

初山別村

ヘルスアップ教室（運動不足解消・肥満の予防・生活習慣病予防の

ための教室） 運動教室（正式名称不明。社協施設内でストレッチ等

を実施。）

社会福祉協議会

天塩町
健康づくり事業の一環として、減塩対策を主とした取組を行う部会を

設け、減塩試食会など開催
健康づくり推進委員会
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Ｑ19 健康推進員や食生活改善推進員等、地域で健康づくりを推進する人材育成や活動の推進 

No. 市町村名 取組内容 
連携している 

民間事業者・団体名 

1 岩見沢市 
地域から選出される保健推進員に対し、定期的に研修や講演会など

人材育成を目的とした機会を提供している。 
岩見沢市保健推進会 

2 美唄市 
市が健康推進員等と協働で「休日すこやかウォーキング」を実施して

いる。 
― 

3 芦別市 
食生活改善推進員を養成するため、必要に応じて市で講座を実施す

る。 

芦別市食生活改善協

議会 

4 赤平市 

「ゆる元体操」指導者認定講座～誰でも簡単に実施できる体操を広

範囲へ普及することにより、地域づくりや介護予防につなげることを

目的とし、今年度養成講座を開催。参加者 51 名 

― 

5 三笠市 
各町内会から保険推進員を選出し、特定健診、がん検診、健康教室

等の PR 活動を行う。 
― 

6 滝川市 

滝川市食生活改善推進員の養成講座を実施し、現在 30 名位の推

進員によって地域で、適切な食生活の普及、活力ある地域社会づく

りを目標として活動をしている。 

― 

7 砂川市 

・いきいき運動推進員養成講座や当該推進員によるいきいき運動の

講習会の取り組み  

・砂川市食生活改善協議会による健康に配慮した料理の広報紙を活

用した紹介、お母さんのための料理教室 

いきいき体操推進員、

砂川市食生活改善協

議会 

8 歌志内市 
健康づくり推進委員の会議、研修 ・食生活改善推進員の養成、会

議、研修 
― 

9 深川市 

町内会長の推薦により、各地区より保健推進員を選出し、市民の健

康の保持増進、介護予防を図るため、市民と行政のパイプ役となり

活動する組織を育成 

― 

10 栗山町 

各町内会より推進員を選出してもらい「健康づくり協議会」として組織

している。協議会活動の中で研修会を実施し、推進員一人ひとりの

健康づくり意識を高めている。 

― 

11 新十津川町 食生活指導の実施 ― 

12 妹背牛町 食生活改善推進員 ― 

13 秩父別町 食生活改善推進員への活動サポート ― 

14 雨竜町 食生活改善推進協議会での取り組み ― 

15 沼田町 
定期的に食生活改善推進員による料理教室を開催し、子どもから高

齢者までの食育活動を行っている 

沼田町食生活改善推

進委員会 

16 江別市 

・地域健康づくり推進員については年数回の連絡会開催と推進員の

主催する健康づくり事業の支援を行っている。  

・食生活改善推進員については、再講習やスキルアップ講座開催等

で資質向上を図っている。 

― 

17 千歳市 食生活改善推進員養成講座（数年毎）の実施 ― 

18 恵庭市 いきいき百歳体操のサポーターを育成 
恵庭市老人クラブ連合

会、地域のサロン 

19 北広島市 

・毎年、健康づくり推進員の養成講座、継続研修を開催  

・年 2 回健康づくり推進員で実行委員会を組織し市民ｳｫｰｷﾝｸﾞ大会

を開催  

・年 1 回（3 日間）、市と共催で健康情報展を開催し、健康づくり体験

のポスター発表、健康サークル活動紹介、健康測定の補助   

― 

20 当別町 

町の行政区単位で保健推進員を委嘱し、研修の実施や各地区にあ

った健康情報の発信や健康福祉出前講座などを活用した実践の機

会づくりへの支援食生活改善推進員養成講座の開催により養成や

協議会員に対しての研修協力や活動支援の実施 

保健推進員、食生活改

善協議会 

21 新篠津村 食生活改善推進員養成講座 江別保健所 

22 小樽市 食生活改善について 
小樽食生活改善協議

会  

 

市町村名 取組内容
連携している

民間事業者・団体名

新得町 小集団教室「ヘルシーライフ教室」の実施。 ―

清水町

保健福祉センターのトレーニングルームで、体力測定や運動プログラ

ムの作成、ライフコーダの貸し出しや分析・指導を実施している。

栄養士が希望により栄養指導を実施している。

該当なし

芽室町

～ 歳、特定健診で 以上などの要件に当てはまる方を対

象に運動や生活改善へ向けた相談を行う教室を開催。全 回（午

前・夜コース）コース。

株式会社オカモト

中札内村 夏、秋、冬に運動・食習慣改善に向けた健康教室を開催している。 ―

大樹町
複数の運動教室を通年開催しており、好みや都合に合わせて参加で

きる場となっている。
個人インストラクター

広尾町

・「食育フェスティバル」において、食と健康に関する講演会や、栄養

バランスを考えた献立の紹介を行った。

・高齢者の運動プログラム「いきいき百歳体操」を町内会が主体とな

り実施。

各町内会

幕別町 介護予防事業として、運動を取り入れた事業を実施 ―

池田町

・おいしい減る脂教室：町民対象で生活習慣予防に関わる講話を行

い、調理実習を行う。

・ 代からの男性料理教室： 歳以上の男性対象で高齢期に望ま

しい食生活や具体的な料理方法に関する知識・技術の提供。

・総合体育館における運動プログラム紹介

商工会

本別町 住民総参加型イベント「チャレンジデー」の開催
チャレンジデー実行委

員会

浦幌町 特定検診対象者を対象に相談会などを実施。 ―

釧路市 各団体への健康教育や介護予防教室の開催
介護予防教室の委託

事業書 １９ケ所

釧路町 健康推進教室 健康改善プランの作成 個別に改善プランの相談 ―

浜中町 健康教室、ハツラツ倶楽部わっはっは ―

標茶町
健診結果、生活習慣病ハイリスク者を中心に、運動を中心とした講座

の実施 ・事業終了後の自主活動化への支援
―

弟子屈町
ビタミン教室を開催し、運動機能向上、口腔機能向上プログラム、調

理実習を開催
―

白糠町 ・生涯骨太クッキングの開催 ・おやこ食育教室の開催 食生活改善協議会

中標津町 出前健康教室や保健センター主催の栄養教室 ―

標津町 介護予防事業「いきいき百歳体操」など ―

羅臼町 高齢者サロンや食事の講習を定期的に行っている。 町内の各団体
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Ｑ 健康推進員や食生活改善推進員等、地域で健康づくりを推進する人材育成や活動の推進

市町村名 取組内容
連携している

民間事業者・団体名

岩見沢市
地域から選出される保健推進員に対し、定期的に研修や講演会など

人材育成を目的とした機会を提供している。
岩見沢市保健推進会

美唄市
市が健康推進員等と協働で「休日すこやかウォーキング」を実施して

いる。
―

芦別市
食生活改善推進員を養成するため、必要に応じて市で講座を実施す

る。

芦別市食生活改善協

議会

赤平市

「ゆる元体操」指導者認定講座～誰でも簡単に実施できる体操を広

範囲へ普及することにより、地域づくりや介護予防につなげることを

目的とし、今年度養成講座を開催。参加者 名

―

三笠市
各町内会から保険推進員を選出し、特定健診、がん検診、健康教室

等の 活動を行う。
―

滝川市

滝川市食生活改善推進員の養成講座を実施し、現在 名位の推

進員によって地域で、適切な食生活の普及、活力ある地域社会づく

りを目標として活動をしている。

―

砂川市

・いきいき運動推進員養成講座や当該推進員によるいきいき運動の

講習会の取り組み

・砂川市食生活改善協議会による健康に配慮した料理の広報紙を活

用した紹介、お母さんのための料理教室

いきいき体操推進員、

砂川市食生活改善協

議会

歌志内市
健康づくり推進委員の会議、研修 ・食生活改善推進員の養成、会

議、研修
―

深川市

町内会長の推薦により、各地区より保健推進員を選出し、市民の健

康の保持増進、介護予防を図るため、市民と行政のパイプ役となり

活動する組織を育成

―

栗山町

各町内会より推進員を選出してもらい「健康づくり協議会」として組織

している。協議会活動の中で研修会を実施し、推進員一人ひとりの

健康づくり意識を高めている。

―

新十津川町 食生活指導の実施 ―

妹背牛町 食生活改善推進員 ―

秩父別町 食生活改善推進員への活動サポート ―

雨竜町 食生活改善推進協議会での取り組み ―

沼田町
定期的に食生活改善推進員による料理教室を開催し、子どもから高

齢者までの食育活動を行っている

沼田町食生活改善推

進委員会

江別市

・地域健康づくり推進員については年数回の連絡会開催と推進員の

主催する健康づくり事業の支援を行っている。

・食生活改善推進員については、再講習やスキルアップ講座開催等

で資質向上を図っている。

―

千歳市 食生活改善推進員養成講座（数年毎）の実施 ―

恵庭市 いきいき百歳体操のサポーターを育成
恵庭市老人クラブ連合

会、地域のサロン

北広島市

・毎年、健康づくり推進員の養成講座、継続研修を開催

・年 回健康づくり推進員で実行委員会を組織し市民ｳｫｰｷﾝｸﾞ大会

を開催

・年 回（ 日間）、市と共催で健康情報展を開催し、健康づくり体験

のポスター発表、健康サークル活動紹介、健康測定の補助

―

当別町

町の行政区単位で保健推進員を委嘱し、研修の実施や各地区にあ

った健康情報の発信や健康福祉出前講座などを活用した実践の機

会づくりへの支援食生活改善推進員養成講座の開催により養成や

協議会員に対しての研修協力や活動支援の実施

保健推進員、食生活改

善協議会

新篠津村 食生活改善推進員養成講座 江別保健所

小樽市 食生活改善について
小樽食生活改善協議

会

 

市町村名 取組内容
連携している

民間事業者・団体名

新得町 小集団教室「ヘルシーライフ教室」の実施。 ―

清水町

保健福祉センターのトレーニングルームで、体力測定や運動プログラ

ムの作成、ライフコーダの貸し出しや分析・指導を実施している。

栄養士が希望により栄養指導を実施している。

該当なし

芽室町

～ 歳、特定健診で 以上などの要件に当てはまる方を対

象に運動や生活改善へ向けた相談を行う教室を開催。全 回（午

前・夜コース）コース。

株式会社オカモト

中札内村 夏、秋、冬に運動・食習慣改善に向けた健康教室を開催している。 ―

大樹町
複数の運動教室を通年開催しており、好みや都合に合わせて参加で

きる場となっている。
個人インストラクター

広尾町

・「食育フェスティバル」において、食と健康に関する講演会や、栄養

バランスを考えた献立の紹介を行った。

・高齢者の運動プログラム「いきいき百歳体操」を町内会が主体とな

り実施。

各町内会

幕別町 介護予防事業として、運動を取り入れた事業を実施 ―

池田町

・おいしい減る脂教室：町民対象で生活習慣予防に関わる講話を行

い、調理実習を行う。

・ 代からの男性料理教室： 歳以上の男性対象で高齢期に望ま

しい食生活や具体的な料理方法に関する知識・技術の提供。

・総合体育館における運動プログラム紹介

商工会

本別町 住民総参加型イベント「チャレンジデー」の開催
チャレンジデー実行委

員会

浦幌町 特定検診対象者を対象に相談会などを実施。 ―

釧路市 各団体への健康教育や介護予防教室の開催
介護予防教室の委託

事業書 １９ケ所

釧路町 健康推進教室 健康改善プランの作成 個別に改善プランの相談 ―

浜中町 健康教室、ハツラツ倶楽部わっはっは ―

標茶町
健診結果、生活習慣病ハイリスク者を中心に、運動を中心とした講座

の実施 ・事業終了後の自主活動化への支援
―

弟子屈町
ビタミン教室を開催し、運動機能向上、口腔機能向上プログラム、調

理実習を開催
―

白糠町 ・生涯骨太クッキングの開催 ・おやこ食育教室の開催 食生活改善協議会

中標津町 出前健康教室や保健センター主催の栄養教室 ―

標津町 介護予防事業「いきいき百歳体操」など ―

羅臼町 高齢者サロンや食事の講習を定期的に行っている。 町内の各団体
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No. 市町村名 取組内容 
連携している 

民間事業者・団体名 

51 苫前町 
老人クラブ等への保健師・栄養士等の派遣に寄る健康教室等の開
催。 

老人クラブ、町内会等
ケースによる 

52 羽幌町 保健師、栄養士等による住民を対象とした健康に関する講座を実施 ― 

53 猿払村 
健康推進思想の普及啓発 各種検診及び予防対策に関する受診の
勧奨 生活習慣及び食生活改善事業に関する連絡及び指導協力 

― 

54 枝幸町 
カラダ元気で暮らし隊～自分たちの体について学び、出来ることを話
し合い実践していく。その内容を広く町民に働きかけていく。 

― 

55 利尻町 
・保健推進員や食生活改善協議会の学習会の実施。  
・保健推進員や食生活改善協議会へ研修会の個別案内を実施。 

― 

56 利尻富士町 
健康づくり・食生活改善の取組への参画及び普及啓発活動等の実
施 

食生活改善協議会、保
健福祉推進員 

57 幌延町 
食生活改善推進員の活動に町の栄養士が協力し、事業を展開して
いる。 

― 

58 網走市 

・健康推進員：新任者研修課及び健康講演会を開催するとともに、
「オホーツクあばしりツーデーマーチ」及び「市民健康まつり」におい
て、ボランティアを務めている。   
・食生活改善推進員：視察研修及び料理研修会を実施し、各種料理
教室を開催している。 

― 

59 紋別市 

・主体的に地域の健康づくりに参画する人材を育成するとともに、地
域ぐるみの 健康づくりを推進する。  
・地域住民の健康増進、体力づくりに寄与するため、栄養及び食生
活改善の活動を 組織的に行う。 

紋別市地域保健推進
委員会 紋別市食生活
改善協議会 

60 美幌町 美幌町ヘルスリーダー養成講座、育成講座 
美幌町ヘルスリーダー
の会 

61 訓子府町 自治会に健康推進員を設置し地域活動を促進 町内会、実践会 

62 置戸町 保健推進員研修会 食生活改善推進員要請講座 
自治会 食生活改善推
進員協議会 

63 遠軽町 
健康づくり推進委員との連携 ブロック別受診勧奨の取り組み、全体
の研修会、学習会の実施 

― 

64 湧別町 
保健推進員懇談会を開催し、地域で検診の受診勧奨や各種健康づ
くりに関する活動を促す。 地域の食生活改善推進員組織と町管理
栄養士でヘルシー料理の開発 

― 

65 滝上町 ボランティアグループの活動に対する支援を行っている。 ― 

66 興部町 
保健推進委員の育成 ・保健推進委員による地域活動の推進（元気
と若さをもらうかい、体操体験会、出前講座） 

地域ウェルネスネット 

67 大空町 
食生活改善推進協議会への支援（運営への助言、活動に必要な情
報提供、技術支援、研修会開催、学習機会の設定 など）  

― 

68 帯広市 

健康づくり推進員：月 1 回の例会や育成会、ランチ＆運動つき健診
教室等の活動等 食生活改善推進員：月 1 回の例会や育成会、ラン
チ＆運動つき健診教室等の活動等、各種料理教室での開催協力          
等 

― 

69 鹿追町 
特定健診、ガン検診の受診勧奨（保険推進員） 高齢者や小学生、中
学生を対象に栄養教室を開催、食育の推進 イベントに参加し、食生
活の改善や食育の推進を行っている（食生活改善推進員） 

農協・保健推進員協議
会・食生活改善推進協
議会 

70 新得町 食生活の会の活動 ― 

71 清水町 
食生活改善推進委員、保健推進委員の育成と活動支援を実施して
いる。 

食生活改善推進協議
会、保健推進協議会 

72 中札内村 中札内村食育サポーター養成講座 
中札内村食育サポータ
ー 

73 広尾町 「食生活サポーター」の養成。 ― 

74 幕別町 食生活改善推進員が 30 年間活動を続けている  
幕別町食生活改善協
議会 

75 本別町 食生活改善推進活動の展開 食生活改善推進委員 

76 釧路市 健康づくりサポーター、食生活改善推進員の養成講座の開催 

健康くしろサポーターク
ラブ、釧路市食生活改
善協議会（阿寒地区・
音別地区） 

 

市町村名 取組内容
連携している

民間事業者・団体名

寿都町 保健推進員への研修活動 ―

共和町
食生活改善推進員と学習会や、年１回地域の方と一緒の料理教室
を行っています。（減塩や骨粗しょう症予防のための食事）

―

岩内町 食生活改善推進員の活動支援
岩内町食生活改善協
議会

神恵内村 シルバーふれあい交流会
神恵内村食生活改善
推進委員

余市町 食生活改善推進委員会の活動推進
食生活改善推進委員
会

赤井川村 サロンの開設 ―

室蘭市 食生活改善推進員養成を実施している ―

登別市 登別市食生活改善推進員養成講座の実施
登別市食生活改善推
進員協議会

洞爺湖町 食生活改善推進員主催による食生活改善教室等を実施
洞爺湖町食生活改善
推進員協議会

安平町 保健推進会の組織化を通じた健康づくりの習慣化の推進
保健推進会（自治会単
位で組織）

むかわ町

＜ヘルスアップ教室＞ 特定健診の受診率向上とともに、メタボリック
シンドローム予防のため、生活習慣改善を実践する人を増やすため
の教室を開催している。また、地域における保健推進員活動の一環
として位置づけている。

自治会町内会

浦河町
・保健推進員研修会開催など地域へ情報提供
・食生活改善推進員の町民参加型教室の開催

消費者協会

函館市
市民健康づくり推進員の委嘱・育成 ① 市民健康づくり推進員の
配置促進 ② 市民健康づくり推進員の活動支援（研修会の開催，
たよりの発行，地域での健康づくり事業の開催支援 等）

―

福島町 健康づくり推進員 町内会

知内町
町保健センターが主体となり、各地域の健康推進員を育成し、町と住
民のパイプ的役割を担っている

―

木古内町 健康づくり推進委員の自己研鑚等の研修会を実施
木古内町健康づくり推
進員

八雲町

保健推進委員と共催で地域の会館等を使用し、健康講話や調理実
習、運動指導等を行っている。また、委員の学習の機会として運動や
健康講話等の講座を実施、更に他町の健康まつりの視察を行うなど
し、健康知識の普及啓発に活かしている。

町内会、婦人部

上ノ国町 健康増進員による特定健診やがん検診の受診勧奨 健康増進員

厚沢部町 食生活改善協議会の運営支援 食生活改善協議会

乙部町 各自治会を回り、会議やイベントを企画、実施している。
自治会、健康づくり推
進委員会

今金町
今金町食育サポーターを養成。減塩活動等に町民を含めての展開
を図る予定。

―

せたな町 健康づくり推進員の配置 ―

旭川市

・食生活改善推進員を養成することを目的とした養成講座を年１回
（全６日間）実施。 ・健康づくり推進事業の一翼を担う食生活改善推
進員の自主的な実践活動の場とし，また，市民の健康保持増進のた
め、地域における食生活改善の普及啓発活動を推進することを目的
とした食生活改善地域講習会（年 回）の実施。 ・食生活改善推進
員の資質向上を目的とした再教育講座（年２回）を実施。

旭川食生活改善協議
会

名寄市 各種研修会の実施 ―

鷹栖町 年代に応じた料理教室の開催 ―

当麻町
健診申し込みの取りまとめの際に協力してもらっているほか、健康推
進員が研修会を企画し、学習する場としています。

健康推進員

幌加内町
がん検診の対象者調査を健康づくり推進員に依頼。地域住民のがん
検診受診への啓発を行っている。

―

留萌市
健康いきいきサポーターを委嘱し、町内会での健康づくりの核となっ
ている。料理教室開催時に食生活改善推進員が係わるようにしてい
る。

町内会
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市町村名 取組内容
連携している

民間事業者・団体名

苫前町
老人クラブ等への保健師・栄養士等の派遣に寄る健康教室等の開
催。

老人クラブ、町内会等
ケースによる

羽幌町 保健師、栄養士等による住民を対象とした健康に関する講座を実施 ―

猿払村
健康推進思想の普及啓発 各種検診及び予防対策に関する受診の
勧奨 生活習慣及び食生活改善事業に関する連絡及び指導協力

―

枝幸町
カラダ元気で暮らし隊～自分たちの体について学び、出来ることを話
し合い実践していく。その内容を広く町民に働きかけていく。

―

利尻町
・保健推進員や食生活改善協議会の学習会の実施。
・保健推進員や食生活改善協議会へ研修会の個別案内を実施。

―

利尻富士町
健康づくり・食生活改善の取組への参画及び普及啓発活動等の実
施

食生活改善協議会、保
健福祉推進員

幌延町
食生活改善推進員の活動に町の栄養士が協力し、事業を展開して
いる。

―

網走市

・健康推進員：新任者研修課及び健康講演会を開催するとともに、
「オホーツクあばしりツーデーマーチ」及び「市民健康まつり」におい
て、ボランティアを務めている。
・食生活改善推進員：視察研修及び料理研修会を実施し、各種料理
教室を開催している。

―

紋別市

・主体的に地域の健康づくりに参画する人材を育成するとともに、地
域ぐるみの 健康づくりを推進する。
・地域住民の健康増進、体力づくりに寄与するため、栄養及び食生
活改善の活動を 組織的に行う。

紋別市地域保健推進
委員会 紋別市食生活
改善協議会

美幌町 美幌町ヘルスリーダー養成講座、育成講座
美幌町ヘルスリーダー
の会

訓子府町 自治会に健康推進員を設置し地域活動を促進 町内会、実践会

置戸町 保健推進員研修会 食生活改善推進員要請講座
自治会 食生活改善推
進員協議会

遠軽町
健康づくり推進委員との連携 ブロック別受診勧奨の取り組み、全体
の研修会、学習会の実施

―

湧別町
保健推進員懇談会を開催し、地域で検診の受診勧奨や各種健康づ
くりに関する活動を促す。 地域の食生活改善推進員組織と町管理
栄養士でヘルシー料理の開発

―

滝上町 ボランティアグループの活動に対する支援を行っている。 ―

興部町
保健推進委員の育成 ・保健推進委員による地域活動の推進（元気
と若さをもらうかい、体操体験会、出前講座）

地域ウェルネスネット

大空町
食生活改善推進協議会への支援（運営への助言、活動に必要な情
報提供、技術支援、研修会開催、学習機会の設定 など）

―

帯広市

健康づくり推進員：月 回の例会や育成会、ランチ＆運動つき健診
教室等の活動等 食生活改善推進員：月 回の例会や育成会、ラン
チ＆運動つき健診教室等の活動等、各種料理教室での開催協力
等

―

鹿追町
特定健診、ガン検診の受診勧奨（保険推進員） 高齢者や小学生、中
学生を対象に栄養教室を開催、食育の推進 イベントに参加し、食生
活の改善や食育の推進を行っている（食生活改善推進員）

農協・保健推進員協議
会・食生活改善推進協
議会

新得町 食生活の会の活動 ―

清水町
食生活改善推進委員、保健推進委員の育成と活動支援を実施して
いる。

食生活改善推進協議
会、保健推進協議会

中札内村 中札内村食育サポーター養成講座
中札内村食育サポータ
ー

広尾町 「食生活サポーター」の養成。 ―

幕別町 食生活改善推進員が 年間活動を続けている
幕別町食生活改善協
議会

本別町 食生活改善推進活動の展開 食生活改善推進委員

釧路市 健康づくりサポーター、食生活改善推進員の養成講座の開催

健康くしろサポーターク
ラブ、釧路市食生活改
善協議会（阿寒地区・
音別地区）

 

市町村名 取組内容
連携している

民間事業者・団体名

寿都町 保健推進員への研修活動 ―

共和町
食生活改善推進員と学習会や、年１回地域の方と一緒の料理教室
を行っています。（減塩や骨粗しょう症予防のための食事）

―

岩内町 食生活改善推進員の活動支援
岩内町食生活改善協
議会

神恵内村 シルバーふれあい交流会
神恵内村食生活改善
推進委員

余市町 食生活改善推進委員会の活動推進
食生活改善推進委員
会

赤井川村 サロンの開設 ―

室蘭市 食生活改善推進員養成を実施している ―

登別市 登別市食生活改善推進員養成講座の実施
登別市食生活改善推
進員協議会

洞爺湖町 食生活改善推進員主催による食生活改善教室等を実施
洞爺湖町食生活改善
推進員協議会

安平町 保健推進会の組織化を通じた健康づくりの習慣化の推進
保健推進会（自治会単
位で組織）

むかわ町

＜ヘルスアップ教室＞ 特定健診の受診率向上とともに、メタボリック
シンドローム予防のため、生活習慣改善を実践する人を増やすため
の教室を開催している。また、地域における保健推進員活動の一環
として位置づけている。

自治会町内会

浦河町
・保健推進員研修会開催など地域へ情報提供
・食生活改善推進員の町民参加型教室の開催

消費者協会

函館市
市民健康づくり推進員の委嘱・育成 ① 市民健康づくり推進員の
配置促進 ② 市民健康づくり推進員の活動支援（研修会の開催，
たよりの発行，地域での健康づくり事業の開催支援 等）

―

福島町 健康づくり推進員 町内会

知内町
町保健センターが主体となり、各地域の健康推進員を育成し、町と住
民のパイプ的役割を担っている

―

木古内町 健康づくり推進委員の自己研鑚等の研修会を実施
木古内町健康づくり推
進員

八雲町

保健推進委員と共催で地域の会館等を使用し、健康講話や調理実
習、運動指導等を行っている。また、委員の学習の機会として運動や
健康講話等の講座を実施、更に他町の健康まつりの視察を行うなど
し、健康知識の普及啓発に活かしている。

町内会、婦人部

上ノ国町 健康増進員による特定健診やがん検診の受診勧奨 健康増進員

厚沢部町 食生活改善協議会の運営支援 食生活改善協議会

乙部町 各自治会を回り、会議やイベントを企画、実施している。
自治会、健康づくり推
進委員会

今金町
今金町食育サポーターを養成。減塩活動等に町民を含めての展開
を図る予定。

―

せたな町 健康づくり推進員の配置 ―

旭川市

・食生活改善推進員を養成することを目的とした養成講座を年１回
（全６日間）実施。 ・健康づくり推進事業の一翼を担う食生活改善推
進員の自主的な実践活動の場とし，また，市民の健康保持増進のた
め、地域における食生活改善の普及啓発活動を推進することを目的
とした食生活改善地域講習会（年 回）の実施。 ・食生活改善推進
員の資質向上を目的とした再教育講座（年２回）を実施。

旭川食生活改善協議
会

名寄市 各種研修会の実施 ―

鷹栖町 年代に応じた料理教室の開催 ―

当麻町
健診申し込みの取りまとめの際に協力してもらっているほか、健康推
進員が研修会を企画し、学習する場としています。

健康推進員

幌加内町
がん検診の対象者調査を健康づくり推進員に依頼。地域住民のがん
検診受診への啓発を行っている。

―

留萌市
健康いきいきサポーターを委嘱し、町内会での健康づくりの核となっ
ている。料理教室開催時に食生活改善推進員が係わるようにしてい
る。

町内会
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No. 市町村名 取組内容 
連携している 

民間事業者・団体名 

17 紋別市 

保健センターにおいて自主的に機能訓練または健康増進のための

運動ができるよう、 開館時間にあわせて開放。（看護師・保健師によ

る血圧測定、健康相談、脳血管疾患 後遺症への多運動補助などを

実施）  

― 

18 美幌町 介護予防出前講座 心身リフレッシュ教室 体力向上教室 老人クラブ、自治会 

19 遠軽町 各単位老人クラブでの健康相談、健康教育の実施 ― 

20 滝上町 

シャキット体操：介護予防事業として椅子に座って行うストレッチ、筋

トレ、有酸素運動のほか、認知症予防を目的とした脳トレ体操にも取

り組んでいる。町内５か所で実施することで、参加者の利便性に配慮

している。 

― 

21 西興部村 介護予防機能向上事業 ― 

22 帯広市 

・地域に出向いての健康講座の実施（老人会、介護予防サークル

等）  

・身体に障害がある方の健康増進や機能回復、代償機能の獲得を

目的としたトレーニング 

― 

23 鹿追町 エアロビクス教室 エアロビクスの会 

24 芽室町 出前健康講座 

特定非営利活動法人 

生命の貯蓄体操普及

会芽室支部 

25 中札内村 

依頼による健康教育を随時実施。また、特定健診のほか各種検診の

機会を提供し、受診後は村独自の基準に基づき、結果説明や保健指

導を行っている。 

― 

26 浦幌町 
介護予防事業のほか、健康づくり団体や総合スポーツセンターで行

っている事業 
フマネット、指定管理者 

27 標茶町 
老人クラブや地域の自主活動グループの例会で年３回程度、健康教

育・健康相談を実施 
― 

28 白糠町 
・町民健康づくり講演会 ・生活習慣病予防講演会 ・健康ウォーキン

グ講習会 
町民保健推進委員会 

29 中標津町 
健診を受けやすい体制づくりとして、土日や早朝に健診日を設定。受

診時には次年度の予約ができるようなシステムの設定。 
― 

 

  

 

市町村名 取組内容
連携している

民間事業者・団体名

釧路町 普及促進員の養成 普及相談に対応する職員の派遣 ―

厚岸町 食生活改善協議会による、健康づくり事業への協力や自主活動 食生活改善協議会

標茶町
健康推進委員を委嘱し、地域単位の健康づくり活動の実施と協力 ・

食生活改善推進員の活動への支援
―

弟子屈町

町内各自治会に健康づくり推進委委員を任命し、町が実施する各種

健康診査や相談を勧奨したり、活動の周知を行っていただくことによ

り取り組みへの参加を促進する。

町内各自治会

鶴居村 各種検診、健康づくり事業への普及啓発 ・料理講習会など
健康づくり推進委員 食

生活改善推進協議会

白糠町 食と健康まつりの開催 ・食生活改善推進委員の養成 町民保健推進委員会

中標津町 食生活改善推進委員に関わる人材育成や活動支援
中標津町食生活改善

協議会

標津町 高齢者福祉相談員の設置 ―

Ｑ 「Ｑ 地域住民の健康づくりを推進する各種取組状況」で回答したもの以外の取組

市町村名 取組内容
連携している

民間事業者・団体名

歌志内市 健診結果説明会 ・健康相談 ―

新十津川町 食生活改善推進委員が地域にいる。 ―

江別市

市オリジナルのリズムエクササイズ「Ｅ リズム」を平成２７年度に作

成。市内各所で体験会を実施しており、シニア層が多く参加してい

る。

―

千歳市 ピンクリボンの製作、周知・啓発
ピンクリボンボランティ

ア

新篠津村 自主的な運動サークルへの施設の無料貸出 ―

共和町

町内にある老人クラブの一部と協力して、定期的に運動教室を開催

している。 地域の有志（ボランティア組織）による高齢者の交流の場

の開催（月１回）

―

八雲町

年度内に 才を迎える対象者宅を訪問し、町で実施している健康

教室、相談事業、各種検診の紹介と受診勧奨を行い、また、生活習

慣の改善が必要な人には保健指導を実施。男性の料理教室や生活

習慣病予防教室を開催、年１回健康の集いを保健推進委員と共催で

実施

―

上ノ国町 運動教室の実施 町外インストラクター

旭川市
健康増進法に基づく事業を実施している。 ・健康手帳の交付 ・健康

相談 ・訪問指導 ・生活保護受給者等健康診査
―

士別市

いきいき健康センターでは高齢者だけでなく、多世代にわたり健康づ

くりを行える。（介護予防機器、ふまねっと運動、足湯、クライミングウ

ォール等）

―

増毛町 現在取り組みを検討中 ―

羽幌町
食生活改善協議会の活動に対して補助金を交付し、活動場所を提

供している

羽幌町食生活改善協

議会

遠別町 大学と連携した講座など ―

礼文町 回覧や 告知端末による検診受診の勧奨 ―

北見市

男性（夜間）と女性（日中）それぞれを対象とした、検診データを根拠

とした健康管理、栄養、運動、口腔衛生などの講座を開催している。

（講座開催の ヶ月後にフォローアップを実施）

―

網走市
健康づくり指導者養成：健康状態を考慮した運動指導ができる指導

者を養成し、健康コンシェルジュ「匠」として認定している。
―

資料編 Ⅰ　市町村アンケート調査

hon.indd   112 2017/12/11   15:55:30



 

市町村名 取組内容
連携している

民間事業者・団体名

紋別市

保健センターにおいて自主的に機能訓練または健康増進のための

運動ができるよう、 開館時間にあわせて開放。（看護師・保健師によ

る血圧測定、健康相談、脳血管疾患 後遺症への多運動補助などを

実施）

―

美幌町 介護予防出前講座 心身リフレッシュ教室 体力向上教室 老人クラブ、自治会

遠軽町 各単位老人クラブでの健康相談、健康教育の実施 ―

滝上町

シャキット体操：介護予防事業として椅子に座って行うストレッチ、筋

トレ、有酸素運動のほか、認知症予防を目的とした脳トレ体操にも取

り組んでいる。町内５か所で実施することで、参加者の利便性に配慮

している。

―

西興部村 介護予防機能向上事業 ―

帯広市

・地域に出向いての健康講座の実施（老人会、介護予防サークル

等）

・身体に障害がある方の健康増進や機能回復、代償機能の獲得を

目的としたトレーニング

―

鹿追町 エアロビクス教室 エアロビクスの会

芽室町 出前健康講座

特定非営利活動法人

生命の貯蓄体操普及

会芽室支部

中札内村

依頼による健康教育を随時実施。また、特定健診のほか各種検診の

機会を提供し、受診後は村独自の基準に基づき、結果説明や保健指

導を行っている。

―

浦幌町
介護予防事業のほか、健康づくり団体や総合スポーツセンターで行

っている事業
フマネット、指定管理者

標茶町
老人クラブや地域の自主活動グループの例会で年３回程度、健康教

育・健康相談を実施
―

白糠町
・町民健康づくり講演会 ・生活習慣病予防講演会 ・健康ウォーキン

グ講習会
町民保健推進委員会

中標津町
健診を受けやすい体制づくりとして、土日や早朝に健診日を設定。受

診時には次年度の予約ができるようなシステムの設定。
―

 

市町村名 取組内容
連携している

民間事業者・団体名

釧路町 普及促進員の養成 普及相談に対応する職員の派遣 ―

厚岸町 食生活改善協議会による、健康づくり事業への協力や自主活動 食生活改善協議会

標茶町
健康推進委員を委嘱し、地域単位の健康づくり活動の実施と協力 ・

食生活改善推進員の活動への支援
―

弟子屈町

町内各自治会に健康づくり推進委委員を任命し、町が実施する各種

健康診査や相談を勧奨したり、活動の周知を行っていただくことによ

り取り組みへの参加を促進する。

町内各自治会

鶴居村 各種検診、健康づくり事業への普及啓発 ・料理講習会など
健康づくり推進委員 食

生活改善推進協議会

白糠町 食と健康まつりの開催 ・食生活改善推進委員の養成 町民保健推進委員会

中標津町 食生活改善推進委員に関わる人材育成や活動支援
中標津町食生活改善

協議会

標津町 高齢者福祉相談員の設置 ―

Ｑ 「Ｑ 地域住民の健康づくりを推進する各種取組状況」で回答したもの以外の取組

市町村名 取組内容
連携している

民間事業者・団体名

歌志内市 健診結果説明会 ・健康相談 ―

新十津川町 食生活改善推進委員が地域にいる。 ―

江別市

市オリジナルのリズムエクササイズ「Ｅ リズム」を平成２７年度に作

成。市内各所で体験会を実施しており、シニア層が多く参加してい

る。

―

千歳市 ピンクリボンの製作、周知・啓発
ピンクリボンボランティ

ア

新篠津村 自主的な運動サークルへの施設の無料貸出 ―

共和町

町内にある老人クラブの一部と協力して、定期的に運動教室を開催

している。 地域の有志（ボランティア組織）による高齢者の交流の場

の開催（月１回）

―

八雲町

年度内に 才を迎える対象者宅を訪問し、町で実施している健康

教室、相談事業、各種検診の紹介と受診勧奨を行い、また、生活習

慣の改善が必要な人には保健指導を実施。男性の料理教室や生活

習慣病予防教室を開催、年１回健康の集いを保健推進委員と共催で

実施

―

上ノ国町 運動教室の実施 町外インストラクター

旭川市
健康増進法に基づく事業を実施している。 ・健康手帳の交付 ・健康

相談 ・訪問指導 ・生活保護受給者等健康診査
―

士別市

いきいき健康センターでは高齢者だけでなく、多世代にわたり健康づ

くりを行える。（介護予防機器、ふまねっと運動、足湯、クライミングウ

ォール等）

―

増毛町 現在取り組みを検討中 ―

羽幌町
食生活改善協議会の活動に対して補助金を交付し、活動場所を提

供している

羽幌町食生活改善協

議会

遠別町 大学と連携した講座など ―

礼文町 回覧や 告知端末による検診受診の勧奨 ―

北見市

男性（夜間）と女性（日中）それぞれを対象とした、検診データを根拠

とした健康管理、栄養、運動、口腔衛生などの講座を開催している。

（講座開催の ヶ月後にフォローアップを実施）

―

網走市
健康づくり指導者養成：健康状態を考慮した運動指導ができる指導

者を養成し、健康コンシェルジュ「匠」として認定している。
―
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(4) 介護予防・日常生活支援総合事業のうち、生活支援・介護予防サービスの実

施状況 

Ｑ22 「現行の訪問介護に相当するサービス」のサービス提供者（予定も含む。）について 

（複数回答） 

 「社会福祉協議会（社協）」と回答した市町村が61.8 %と最も多く、次いで「貴自治体に

ある事業者・団体（社協以外）」が54.2%となっています。 

  

 

 

 

Ｑ23 「多様な訪問型サービス（例：ゴミ出し、洗濯物の取り入れ、食器洗い、配食、見守り、

安否確認等）」のサービス提供者（予定も含む。）について（複数回答） 

 「現在検討中」と回答した市町村が53.5%と最も多く、次いで「社協」が38.9%となってい

ます。 

 

 

 

 

  

件数 割合

社会福祉協議会（社協） 89 61.8%

貴自治体にある事業者・団体（社協以外） 78 54.2%

他自治体にある事業者・団体（社協以外） 20 13.9%

現在検討中 18 12.5%

全体 144

61.8%

54.2%

13.9%

12.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

社会福祉協議会（社協）

貴自治体にある事業者・団体（社協以外）

他自治体にある事業者・団体（社協以外）

現在検討中

件数 割合

直営 9 6.3%

社協 56 38.9%

貴自治体にある事業者・団体（社協以外） 33 22.9%

他自治体にある事業者・団体（社協以外） 5 3.5%

現在検討中 77 53.5%

全体 144

6.3%

38.9%

22.9%

3.5%

53.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

直営

社協

貴自治体にある事業者・団体（社協以外）

他自治体にある事業者・団体（社協以外）

現在検討中

 

 

114 

 

Ｑ21 住民の健康づくりを推進する施策の実施体制に係る課題（複数回答） 

 「健康づくりを推進するためのマンパワーが不足している」と回答した市町村が67.4%と

最も多く、次いで「プログラム等を提供する民間事業者・団体が不足している」が33.3%と

なっています。 

 

 

 

  

【その他】 

 医療機関や事業者、地域のリハビリテーション職と協力する体制を構築できていない。（伊達市） 
 地域資源の不足、環境整備のための財源。（大樹町） 
 町の財政不足。（八雲町） 
 集まりに参加しない人などへのアプローチが難しい。部署間で連携がとれていないとはいわないが、周知な

ど一体化して行うなど、協力体制を取れるとよりよいかもしれない。（幕別町） 
 住民への意識づくり、健康づくりの盛り上がりに欠ける。（遠軽町） 
 気軽に運動を生活に取り入れられる環境の整備。（登別市） 
 参加するシニア世代の減少。（雨竜町） 
 住民の健康づくりに対する意識が低い。（泊村） 

 

 

 

 

 

 

  

件数 割合

健康づくりを推進するためのマンパワーが不足している 97 67.4%

健康づくりを推進するノウハウ・情報が不足している 32 22.2%

自治体内の各部署間の横断的連携がとれていない 30 20.8%

医療機関や事業者等の協力が得られない 11 7.6%

プログラム等を提供する民間事業者・団体が不足している 48 33.3%

その他 9 6.3%

全体 144

67.4%

22.2%

20.8%

7.6%

33.3%

6.3%

0% 20% 40% 60% 80%

健康づくりを推進するためのマンパワーが不足している

健康づくりを推進するノウハウ・情報が不足している

自治体内の各部署間の横断的連携がとれていない

医療機関や事業者等の協力が得られない

プログラム等を提供する民間事業者・団体が不足している

その他
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(4) 介護予防・日常生活支援総合事業のうち、生活支援・介護予防サービスの実

施状況 

Ｑ22 「現行の訪問介護に相当するサービス」のサービス提供者（予定も含む。）について 

（複数回答） 

 「社会福祉協議会（社協）」と回答した市町村が61.8 %と最も多く、次いで「貴自治体に

ある事業者・団体（社協以外）」が54.2%となっています。 

  

 

 

 

Ｑ23 「多様な訪問型サービス（例：ゴミ出し、洗濯物の取り入れ、食器洗い、配食、見守り、

安否確認等）」のサービス提供者（予定も含む。）について（複数回答） 

 「現在検討中」と回答した市町村が53.5%と最も多く、次いで「社協」が38.9%となってい

ます。 

 

 

 

 

  

件数 割合

社会福祉協議会（社協） 89 61.8%

貴自治体にある事業者・団体（社協以外） 78 54.2%

他自治体にある事業者・団体（社協以外） 20 13.9%

現在検討中 18 12.5%

全体 144

61.8%

54.2%

13.9%

12.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

社会福祉協議会（社協）

貴自治体にある事業者・団体（社協以外）

他自治体にある事業者・団体（社協以外）

現在検討中

件数 割合

直営 9 6.3%

社協 56 38.9%

貴自治体にある事業者・団体（社協以外） 33 22.9%

他自治体にある事業者・団体（社協以外） 5 3.5%

現在検討中 77 53.5%

全体 144

6.3%

38.9%

22.9%

3.5%

53.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

直営

社協

貴自治体にある事業者・団体（社協以外）

他自治体にある事業者・団体（社協以外）

現在検討中

 

 

114 

 

Ｑ21 住民の健康づくりを推進する施策の実施体制に係る課題（複数回答） 

 「健康づくりを推進するためのマンパワーが不足している」と回答した市町村が67.4%と

最も多く、次いで「プログラム等を提供する民間事業者・団体が不足している」が33.3%と

なっています。 

 

 

 

  

【その他】 

 医療機関や事業者、地域のリハビリテーション職と協力する体制を構築できていない。（伊達市） 
 地域資源の不足、環境整備のための財源。（大樹町） 
 町の財政不足。（八雲町） 
 集まりに参加しない人などへのアプローチが難しい。部署間で連携がとれていないとはいわないが、周知な

ど一体化して行うなど、協力体制を取れるとよりよいかもしれない。（幕別町） 
 住民への意識づくり、健康づくりの盛り上がりに欠ける。（遠軽町） 
 気軽に運動を生活に取り入れられる環境の整備。（登別市） 
 参加するシニア世代の減少。（雨竜町） 
 住民の健康づくりに対する意識が低い。（泊村） 

 

 

 

 

 

 

  

件数 割合

健康づくりを推進するためのマンパワーが不足している 97 67.4%

健康づくりを推進するノウハウ・情報が不足している 32 22.2%

自治体内の各部署間の横断的連携がとれていない 30 20.8%

医療機関や事業者等の協力が得られない 11 7.6%

プログラム等を提供する民間事業者・団体が不足している 48 33.3%

その他 9 6.3%

全体 144

67.4%

22.2%

20.8%

7.6%

33.3%

6.3%

0% 20% 40% 60% 80%

健康づくりを推進するためのマンパワーが不足している

健康づくりを推進するノウハウ・情報が不足している

自治体内の各部署間の横断的連携がとれていない

医療機関や事業者等の協力が得られない

プログラム等を提供する民間事業者・団体が不足している

その他
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市町村名 取組内容

提供者

（社協以外の民間事業者・

団体名の場合）

鹿部町 見守り協定締結
北海道新聞、コープさっぽろ、郵

便局

長万部町 長万部長愛会 訪問介護サービス ―

旭川市

平成 年 月に現行相当サービスのみでの総合事業開

始を予定しており，多様なサービスについては今後の検討

課題としている。

―

鷹栖町 見守り 社会福祉法人さつき会

東神楽町

ゴミの分別、ゴミ出し衣服の修繕（ボタン付け、ゴム付け、裾

上げ等）、あまり大きくない家具の移動、家族の外出中の留

守番、散歩の付添い、郵便物の整理、書類等の手続き同

行、花壇の簡単な手入れ、トイレや窓拭き等の掃除

―

愛別町 食事支援、洗濯、掃除、買物支援 社協以外になし

占冠村 配食、見守り、安否確認 社協

剣淵町 配食サービス フジフードサービス

幌加内町
現時点で社協以外団体の想定はしていない。 見守り・安

否確認を基本として実施。
―

猿払村

利用者宅での入浴介助や服薬介助 利用者宅で利用者と

の調理や清掃など 利用者に代わって訪問介護職員が買

い物をする。

さるふつやすらぎ苑

礼文町
ゴミ出し、洗濯物の取り入れ、食器洗い、配食、見守り、安

否確認など
社協

利尻富士町

現在訪問介護事業を実施している民間のサービス事業者

と今後の事業展開について協議予定、また町内のシニア層

の活用を社会福祉協議会と町で調整中。

社協以外の民間事業者

斜里町 見守り支援など 自治会

清里町 検討中 シルバー人材センターにて検討

訓子府町 ゴミ出し等生活支援 ふれやか等訪問介護事業所

興部町
現在未実施。今後の多様な訪問型サービスとしての取り組

みについては実施の予定無し。
―

大空町 見守り・安否確認、配食サービス
見守りに関する協定～コープさっ

ぽろ

音更町 食事サービス事業等 社協

上士幌町
１年 日の配色サービス（夕食のみ）を実施。町内２カ所

の商店に町が委託しており、見守りも兼ねて依頼している
ルピナ 有蔵勝

鹿追町 ゴミ出し・安否確認・配食 やすらぎ荘

芽室町
住民互助組織めむろたすけ愛 提供会員 名 平均年齢

歳
―

中札内村 検討中 ＮＰＯ、社会福祉法人

池田町
老人クラブ連合による互助組織を立ち上げ、チケット制で

分程度の簡易な生活支援サービスを行う。
老人クラブ連合

標茶町
総合事業開始前から町社協で配食・ふとん乾燥サービスな

どを実施。これらを総合事業として行うかどうかを検討中。
―

弟子屈町 見守り、安否確認 郵便局、ヤクルト

白糠町
見守り・安否確認 ～ 配食サービス、声かけ訪問サービ

ス、自治会での声かけ、見守り
町内の民間事業所、自治会

別海町 訪問型サービス すずらん・ＨＧＣ

羅臼町
一般家事、入浴介助、買出しサービス、通院介助、配食サ

ービス

法人 ゆとりステーション、

有

 

Ｑ 「多様な訪問型サービス（例：ゴミ出し、洗濯物の取り入れ、食器洗い、配食、見守

り、安否確認等）」の内容や、サービスを提供する社協以外の事業者・団体名

市町村名 取組内容

提供者

（社協以外の民間事業者・

団体名の場合）

赤平市

健康でお互いに支えあい、孤立する人がいない地域を目指

して活動することを目的に、エリアサポーター養成講座を社

協と開催。 名のエリアサポーターが誕生した。この中か

ら担い手が出現することを期待している。

―

三笠市 訪問サービス 家事全般
ひだまり企業組合 シルバー人

材センター

砂川市

歳以上の高齢者に係る住所・氏名・年齢・性別と、本人

が「もしもの時のために自分自身の情報を提供してもよい」

と同意していただいた情報（本人同意事項）を、市から社会

福祉協議会に提供し、社会福祉協議会を通じて町内会等と

情報の共有を行い、民生委員・社会福祉協議会・地域包括

支援センター・市が連携した高齢者を見守る取り組みを行

っている。

町内会、民生委員、地域包括支

援センター

歌志内市 現段階では未定、今後、検討予定
現段階では未定、今後、検討予

定

秩父別町 配食 町内事業者

沼田町
訪問介護サービスは社協が事業者として実施 ・見守り、安

否確認は「はあとふる沼田」（地域団体）が実施している
はあとふる沼田

千歳市

（現段階での予定） 訪問型サービス として実施し、身体

介護を伴わない生活援助（掃除、買い物、調理、選択等）を

想定。

（現段階での予定） ・社協、介護

予防訪問介護事業所による資格

職 ・市認定ヘルパー（資格がな

いボランティアが市の指定した研

修を受講し終了した者）

島牧村 配食サービス、見守りサービス、安否確認 島牧村社会福祉協議会

寿都町 配食、見守り、安否確認等 社会福祉法人徳美会、町内会

蘭越町 訪問介護事業所 ―

真狩村
協力事業者と見守りネットワークに係る協定を締結し、緊急

時の通報体制を整備している。

各町内会、真狩村商工会、ＪＡよ

うてい、北海信用金庫、真狩郵

便局、生協など

留寿都村 社会福祉協議会 ―

共和町

外出支援、除雪など、介護保険でまかなえない支援を提供

している。 訪問介護事業所がある。しかし、今は、職員不

足で十分に行えていない。

ケア・サービスぐりっぷ

岩内町 訪問給食サービス ・安否確認 ―

神恵内村 配食支援サービス、見守り、安否確認など ―

古平町
生活管理指導員派遣事業（自宅へのヘルパーを派遣し、生

活の支援・指導、対人関係の構築、家事援助を行う。）
―

余市町 配食サービスを実施 社会福祉法人よいち福祉会

赤井川村 安否確認（家にセンサーを設置） ―

伊達市
基準緩和型サービスＡは家事援助のみ実施予定。住民主

体型サービスＢは、今後実施内容等を検討する。

基準緩和型サービスＡは、介護

事業所とシルバー人材センター

を予定

白老町 高齢者生活支援全般 御用聞きわらび

洞爺湖町 セブンイレブンの配食サービス セブンイレブン

安平町
給食サービスの提供、鍵の預かりサービス、救急医療情報

キットの提供
安平町社会福祉協議会

様似町 ゴミ出し、洗濯、食事、掃除等 ―

えりも町 調理・洗濯・掃除 社協

福島町 ゴミだし、買い物支援等 ―
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市町村名 取組内容

提供者

（社協以外の民間事業者・

団体名の場合）

鹿部町 見守り協定締結
北海道新聞、コープさっぽろ、郵

便局

長万部町 長万部長愛会 訪問介護サービス ―

旭川市

平成 年 月に現行相当サービスのみでの総合事業開

始を予定しており，多様なサービスについては今後の検討

課題としている。

―

鷹栖町 見守り 社会福祉法人さつき会

東神楽町

ゴミの分別、ゴミ出し衣服の修繕（ボタン付け、ゴム付け、裾

上げ等）、あまり大きくない家具の移動、家族の外出中の留

守番、散歩の付添い、郵便物の整理、書類等の手続き同

行、花壇の簡単な手入れ、トイレや窓拭き等の掃除

―

愛別町 食事支援、洗濯、掃除、買物支援 社協以外になし

占冠村 配食、見守り、安否確認 社協

剣淵町 配食サービス フジフードサービス

幌加内町
現時点で社協以外団体の想定はしていない。 見守り・安

否確認を基本として実施。
―

猿払村

利用者宅での入浴介助や服薬介助 利用者宅で利用者と

の調理や清掃など 利用者に代わって訪問介護職員が買

い物をする。

さるふつやすらぎ苑

礼文町
ゴミ出し、洗濯物の取り入れ、食器洗い、配食、見守り、安

否確認など
社協

利尻富士町

現在訪問介護事業を実施している民間のサービス事業者

と今後の事業展開について協議予定、また町内のシニア層

の活用を社会福祉協議会と町で調整中。

社協以外の民間事業者

斜里町 見守り支援など 自治会

清里町 検討中 シルバー人材センターにて検討

訓子府町 ゴミ出し等生活支援 ふれやか等訪問介護事業所

興部町
現在未実施。今後の多様な訪問型サービスとしての取り組

みについては実施の予定無し。
―

大空町 見守り・安否確認、配食サービス
見守りに関する協定～コープさっ

ぽろ

音更町 食事サービス事業等 社協

上士幌町
１年 日の配色サービス（夕食のみ）を実施。町内２カ所

の商店に町が委託しており、見守りも兼ねて依頼している
ルピナ 有蔵勝

鹿追町 ゴミ出し・安否確認・配食 やすらぎ荘

芽室町
住民互助組織めむろたすけ愛 提供会員 名 平均年齢

歳
―

中札内村 検討中 ＮＰＯ、社会福祉法人

池田町
老人クラブ連合による互助組織を立ち上げ、チケット制で

分程度の簡易な生活支援サービスを行う。
老人クラブ連合

標茶町
総合事業開始前から町社協で配食・ふとん乾燥サービスな

どを実施。これらを総合事業として行うかどうかを検討中。
―

弟子屈町 見守り、安否確認 郵便局、ヤクルト

白糠町
見守り・安否確認 ～ 配食サービス、声かけ訪問サービ

ス、自治会での声かけ、見守り
町内の民間事業所、自治会

別海町 訪問型サービス すずらん・ＨＧＣ

羅臼町
一般家事、入浴介助、買出しサービス、通院介助、配食サ

ービス

法人 ゆとりステーション、

有

 

Ｑ 「多様な訪問型サービス（例：ゴミ出し、洗濯物の取り入れ、食器洗い、配食、見守

り、安否確認等）」の内容や、サービスを提供する社協以外の事業者・団体名

市町村名 取組内容

提供者

（社協以外の民間事業者・

団体名の場合）

赤平市

健康でお互いに支えあい、孤立する人がいない地域を目指

して活動することを目的に、エリアサポーター養成講座を社

協と開催。 名のエリアサポーターが誕生した。この中か

ら担い手が出現することを期待している。

―

三笠市 訪問サービス 家事全般
ひだまり企業組合 シルバー人

材センター

砂川市

歳以上の高齢者に係る住所・氏名・年齢・性別と、本人

が「もしもの時のために自分自身の情報を提供してもよい」

と同意していただいた情報（本人同意事項）を、市から社会

福祉協議会に提供し、社会福祉協議会を通じて町内会等と

情報の共有を行い、民生委員・社会福祉協議会・地域包括

支援センター・市が連携した高齢者を見守る取り組みを行

っている。

町内会、民生委員、地域包括支

援センター

歌志内市 現段階では未定、今後、検討予定
現段階では未定、今後、検討予

定

秩父別町 配食 町内事業者

沼田町
訪問介護サービスは社協が事業者として実施 ・見守り、安

否確認は「はあとふる沼田」（地域団体）が実施している
はあとふる沼田

千歳市

（現段階での予定） 訪問型サービス として実施し、身体

介護を伴わない生活援助（掃除、買い物、調理、選択等）を

想定。

（現段階での予定） ・社協、介護

予防訪問介護事業所による資格

職 ・市認定ヘルパー（資格がな

いボランティアが市の指定した研

修を受講し終了した者）

島牧村 配食サービス、見守りサービス、安否確認 島牧村社会福祉協議会

寿都町 配食、見守り、安否確認等 社会福祉法人徳美会、町内会

蘭越町 訪問介護事業所 ―

真狩村
協力事業者と見守りネットワークに係る協定を締結し、緊急

時の通報体制を整備している。

各町内会、真狩村商工会、ＪＡよ

うてい、北海信用金庫、真狩郵

便局、生協など

留寿都村 社会福祉協議会 ―

共和町

外出支援、除雪など、介護保険でまかなえない支援を提供

している。 訪問介護事業所がある。しかし、今は、職員不

足で十分に行えていない。

ケア・サービスぐりっぷ

岩内町 訪問給食サービス ・安否確認 ―

神恵内村 配食支援サービス、見守り、安否確認など ―

古平町
生活管理指導員派遣事業（自宅へのヘルパーを派遣し、生

活の支援・指導、対人関係の構築、家事援助を行う。）
―

余市町 配食サービスを実施 社会福祉法人よいち福祉会

赤井川村 安否確認（家にセンサーを設置） ―

伊達市
基準緩和型サービスＡは家事援助のみ実施予定。住民主

体型サービスＢは、今後実施内容等を検討する。

基準緩和型サービスＡは、介護

事業所とシルバー人材センター

を予定

白老町 高齢者生活支援全般 御用聞きわらび

洞爺湖町 セブンイレブンの配食サービス セブンイレブン

安平町
給食サービスの提供、鍵の預かりサービス、救急医療情報

キットの提供
安平町社会福祉協議会

様似町 ゴミ出し、洗濯、食事、掃除等 ―

えりも町 調理・洗濯・掃除 社協

福島町 ゴミだし、買い物支援等 ―
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Ｑ27 「多様な通所サービス（例：サロン、住民主体の交流の場、認知症カフェ、ミニデイ

サービス、体操教室、運動・栄養・口腔ケア等の教室など）」の内容や、サービスを提

供する社協以外の事業者・団体名 

No. 市町村名 取組内容 

提供者 

（社協以外の民間事業者・ 

団体名の場合） 

1 美唄市 
昨年９月に直営で認知症カフェを開設し、認知症の本人と
家族を支援している。 

― 

2 芦別市 

・認知症カフェ（になるための前身のサロン）を住民主体で
準備中 ・高齢者ふれあいサロンを社協への委託事業とし
て実施（現行１９ヶ所）  
・通所型の介護予防運動教室「地域まるごと元気アッププロ
グラム」を火・木６＋６クラス市主催で主実施  

取組内容のとおり 

3 赤平市 

健康でお互いに支えあい、孤立する人がいない地域を目指
して活動することを目的に、エリアサポーター養成講座を社
協と開催。 78 名のエリアサポーターが誕生した。この中か
ら担い手が出現することを期待している。 

― 

4 三笠市 通所・訪問サービス(全般) ひだまり企業組合 

5 滝川市 温泉を活用した通所サービス (株)滝川グリーンズ 

6 砂川市 
地域サロン活動、いきいきシニアプログラム（介護予防教

室） 
地域包括支援センター、砂川市 

7 深川市 

・地域住民を対象にした介護予防ふれあいサロンを実施
（みんソラ） ・地域住民がボランティア登録し、通所介護時
のレクリエーションのスタッフとして活動（みんソラ） 
 ・高齢者の身体機能の維持・改善のための運動教室を実
施（スコーレ） 

株式会社みんソラ 株式会社スコ

ーレ 

8 月形町 
いきいき元気教室～運動機能向上・口腔ケア教室、腰痛、

膝痛回全教室等 
町直営 

9 妹背牛町 わかち愛もせうしひろば NPO 法人わかち愛もせうし 

10 秩父別町 
週 1 回、町内の社会福祉法人がサロンを実施。軽運動、茶

話会など。 
町内事業者 

11 雨竜町 デイサービス 老人保健施設りぶれ 

12 沼田町 

社協と民間業者が通所介護サービスを実施。食事、入浴サ
ービスのほか、認知症予防、口腔ケアなどを実施している 
行政側もこれ医者サロンを実施して地域に出向いて住民の
交流の場を設定している 

みん茶屋 

13 千歳市 
（現段階での予定） （予定）通所型サービス A として実施
し、事業所における介護職員等の人員要件を緩和してサー
ビスを提供することを想定。 

・現行の介護予防通所介護と同

様の資格職 

14 恵庭市 
いきいき百歳体操。 サポーターは市民又は介護事業者
で、各地域のサロンで地域住民を集めて開催している。 

サポーター養成：市介護予防担

当部局  

15 北広島市 認知症カフェ 

介護事業者や介護保険事業者を

中心に一般市民を含む運営委員

会方式で実施しています。 

16 当別町 共生型地域福祉ターミナル 社会福祉法人 ゆうゆう 

17 島牧村 

60 歳以上を対象に運動教室を開設し、高齢者の健康増進

と介護予防を図っている。法人に健康運動指導士を派遣し

ていただいている。 

ＮＰＯ法人ソーシャルビジネス推

進センター 

18 寿都町 運動教室 ＮＰＯ法人 

19 蘭越町 運動・体操教室など ― 

20 ニセコ町 
現在は多様なサービスを提供する事業所がないため、現在

実施している事業を活用していく方向で検討中。 
― 

21 岩内町 体操教室 

地域包括支援センター 社会福

祉法人渓仁会（介護予防サロン

りはる） 

22 神恵内村 介護予防教室 介護予防サロン、りはる 
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Ｑ25 「現行の通所介護に相当するサービス」のサービス提供者（予定も含む。）について 

（複数回答） 

 「貴自治体にある事業者・団体（社協以外）」と回答した市町村が68.1%と最も多く、次

いで「社協」が36.8%となっています。 

 

 

 

 

Ｑ26 「多様な通所サービス（例：サロン、住民主体の交流の場、認知症カフェ、ミニデイ

サービス、体操教室、運動・栄養・口腔ケア等の教室など）」のサービス提供者（予定

も含む。）について（複数回答） 

 「現在検討中」と回答した市町村が43.1%となっており、次いで「社協」と「貴自治体に

ある事業者・団体（社協以外）」がそれぞれ31.9%となっています。 

 

 

 

  

件数 割合

社協 53 36.8%

貴自治体にある事業者・団体（社協以外） 98 68.1%

他自治体にある事業者・団体（社協以外） 24 16.7%

現在検討中 17 11.8%

全体 144

36.8%

68.1%

16.7%

11.8%

0% 20% 40% 60% 80%

社協

貴自治体にある事業者・団体（社協以外）

他自治体にある事業者・団体（社協以外）

現在検討中

件数 割合

直営 40 27.8%

社協 46 31.9%

貴自治体にある事業者・団体（社協以外） 46 31.9%

他自治体にある事業者・団体（社協以外） 7 4.9%

現在検討中 62 43.1%

全体 144

27.8%

31.9%

31.9%

4.9%

43.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

直営

社協

貴自治体にある事業者・団体（社協以外）

他自治体にある事業者・団体（社協以外）

現在検討中
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Ｑ27 「多様な通所サービス（例：サロン、住民主体の交流の場、認知症カフェ、ミニデイ

サービス、体操教室、運動・栄養・口腔ケア等の教室など）」の内容や、サービスを提

供する社協以外の事業者・団体名 

No. 市町村名 取組内容 

提供者 

（社協以外の民間事業者・ 

団体名の場合） 

1 美唄市 
昨年９月に直営で認知症カフェを開設し、認知症の本人と
家族を支援している。 

― 

2 芦別市 

・認知症カフェ（になるための前身のサロン）を住民主体で
準備中 ・高齢者ふれあいサロンを社協への委託事業とし
て実施（現行１９ヶ所）  
・通所型の介護予防運動教室「地域まるごと元気アッププロ
グラム」を火・木６＋６クラス市主催で主実施  

取組内容のとおり 

3 赤平市 

健康でお互いに支えあい、孤立する人がいない地域を目指
して活動することを目的に、エリアサポーター養成講座を社
協と開催。 78 名のエリアサポーターが誕生した。この中か
ら担い手が出現することを期待している。 

― 

4 三笠市 通所・訪問サービス(全般) ひだまり企業組合 

5 滝川市 温泉を活用した通所サービス (株)滝川グリーンズ 

6 砂川市 
地域サロン活動、いきいきシニアプログラム（介護予防教

室） 
地域包括支援センター、砂川市 

7 深川市 

・地域住民を対象にした介護予防ふれあいサロンを実施
（みんソラ） ・地域住民がボランティア登録し、通所介護時
のレクリエーションのスタッフとして活動（みんソラ） 
 ・高齢者の身体機能の維持・改善のための運動教室を実
施（スコーレ） 

株式会社みんソラ 株式会社スコ

ーレ 

8 月形町 
いきいき元気教室～運動機能向上・口腔ケア教室、腰痛、

膝痛回全教室等 
町直営 

9 妹背牛町 わかち愛もせうしひろば NPO 法人わかち愛もせうし 

10 秩父別町 
週 1 回、町内の社会福祉法人がサロンを実施。軽運動、茶

話会など。 
町内事業者 

11 雨竜町 デイサービス 老人保健施設りぶれ 

12 沼田町 

社協と民間業者が通所介護サービスを実施。食事、入浴サ
ービスのほか、認知症予防、口腔ケアなどを実施している 
行政側もこれ医者サロンを実施して地域に出向いて住民の
交流の場を設定している 

みん茶屋 

13 千歳市 
（現段階での予定） （予定）通所型サービス A として実施
し、事業所における介護職員等の人員要件を緩和してサー
ビスを提供することを想定。 

・現行の介護予防通所介護と同

様の資格職 

14 恵庭市 
いきいき百歳体操。 サポーターは市民又は介護事業者
で、各地域のサロンで地域住民を集めて開催している。 

サポーター養成：市介護予防担

当部局  

15 北広島市 認知症カフェ 

介護事業者や介護保険事業者を

中心に一般市民を含む運営委員

会方式で実施しています。 

16 当別町 共生型地域福祉ターミナル 社会福祉法人 ゆうゆう 

17 島牧村 

60 歳以上を対象に運動教室を開設し、高齢者の健康増進

と介護予防を図っている。法人に健康運動指導士を派遣し

ていただいている。 

ＮＰＯ法人ソーシャルビジネス推

進センター 

18 寿都町 運動教室 ＮＰＯ法人 

19 蘭越町 運動・体操教室など ― 

20 ニセコ町 
現在は多様なサービスを提供する事業所がないため、現在

実施している事業を活用していく方向で検討中。 
― 

21 岩内町 体操教室 

地域包括支援センター 社会福

祉法人渓仁会（介護予防サロン

りはる） 

22 神恵内村 介護予防教室 介護予防サロン、りはる 

 

Ｑ 「現行の通所介護に相当するサービス」のサービス提供者（予定も含む。）について

（複数回答）

「貴自治体にある事業者・団体（社協以外）」と回答した市町村が と最も多く、次

いで「社協」が となっています。

Ｑ 「多様な通所サービス（例：サロン、住民主体の交流の場、認知症カフェ、ミニデイ

サービス、体操教室、運動・栄養・口腔ケア等の教室など）」のサービス提供者（予定

も含む。）について（複数回答）

「現在検討中」と回答した市町村が となっており、次いで「社協」と「貴自治体に

ある事業者・団体（社協以外）」がそれぞれ となっています。

 

件数 割合

社協

貴自治体にある事業者・団体（社協以外）

他自治体にある事業者・団体（社協以外）

現在検討中

全体

36.8%

68.1%

16.7%

11.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

社協

貴自治体にある事業者・団体（社協以外）

他自治体にある事業者・団体（社協以外）

現在検討中

件数 割合

直営

社協

貴自治体にある事業者・団体（社協以外）

他自治体にある事業者・団体（社協以外）

現在検討中

全体

27.8%

31.9%

31.9%

4.9%

43.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

直営

社協

貴自治体にある事業者・団体（社協以外）

他自治体にある事業者・団体（社協以外）

現在検討中
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No. 市町村名 取組内容 

提供者 

（社協以外の民間事業者・ 

団体名の場合） 

54 斜里町 町内巡回バスの提供 自治体 

55 訓子府町 認知症カフェ 訓子府町 

56 置戸町 筋力向上トレーニング ミニデイサービス 整骨院 

57 遠軽町 認知症カフェ 
遠軽町ケアマネージャー連絡協

議会 

58 滝上町 

介護予防を目的に 65 歳以上の町民を対象として、ストレッ

チ、筋力トレーニング、リズム体操の教室を定期的に実施し

ている。 

― 

59 大空町 

・高齢者の閉じこもり予防と交流促進のため「ときめきサロ

ン」を開催～レクリエーション、外出、昼食会など 

・口腔ケア、レクリエーション、創作活動等 

社会福祉法人 東藻琴福祉会 

社会福祉法人 女満別福祉会 

60 音更町 地域交流サロン事業等 社協 

61 上士幌町 
ふれあいプラザ（町健康増進施設）を中心に、各団体が活

動している。 
各種 

62 鹿追町 月に１回軽食カフェを行う ポピーの会 

63 中札内村 検討中 ＮＰＯ、社会福祉法人 

64 広尾町 
高齢者の運動プログラム「いきいき百歳体操」を町内会が

主体となり実施。  
各町内会 

65 池田町 

・NPO 法人によるミニデイサービス及びサロン ・町内会及

び個人が開催する地域交流サロン  

・社協が開催するサロン（天声人語、脳トレ、健康教室、再

生ボランティアサロン等） 

NPO 法人虹の家、各町内会 

66 釧路市 H29 年度から実施予定 H29 年度から実施予定 

67 釧路町 

地域住民の「食」を通じた交流の場づくりや介護予防活動

の場、多世代交流の場、地域美化活動等を月１回開催 公

営住宅住民や地域の支えあい助け合いによるコレクティブ

ハウジングを目指す。 託老事業の実施 高齢者に対する

訪問活動を通して、地域の付き合い見守りや支えあいを広

める 傾聴ボランティアと居場所作りの実施   

交流広場 Fun、NPO 法人ゆめの

き、釧路町在宅介護支援ふきの

とうの会、釧路町手をつなぐ会ほ

ほえみ、こころの窓釧路町自然

の家、日の出サロン、いきいきサ

ロン睦、絆サロンすみれ、釧路町

生き生きサロン あけぼの、釧路

町すこやかサロンひまわり、hana

サークルぱる 

68 標茶町 
町事業として体操教室、栄養改善教室を実施。総合事業と

して実施するかどうか検討中。 
― 

69 弟子屈町 
ビタミン教室（介護予防）、調理実習、運動会、口腔機能向

上プログラム 
― 

70 白糠町 
サロン、住民主体の交流の場、ミニデイサービス、体操教

室、口腔ケアの教室 
生活・介護支援サポーター 

71 別海町 通所サービス 
社会福祉法人柏の実会・すずら

ん・しょうらく 

72 羅臼町 カラオケや体操等を利用した交流の場、高齢者サロン 
NPO 法人ゆとりステーション、

(有)M&Y 
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No. 市町村名 取組内容 

提供者 

（社協以外の民間事業者・ 

団体名の場合） 

23 古平町 
生きがい活動支援通所事業（デイサービスセンターで、日

常生活訓練、趣味活動、入浴などを提供する事業） 
― 

24 余市町 サロン、ミニデイサービス こもれび（民間事業者） 

25 赤井川村 空き家を利用したサロンを実施 ― 

26 伊達市 
基準緩和型サービスＡは、ミニデイサービス等を実施予定。

住民主体型サービスＢは、今後実施内容等を検討する。 

基準緩和型サービスＡは介護事

業所を予定 

27 洞爺湖町 カラオケ教室などの地域活動団体 地域住民 

28 安平町 ときわ自治会ふれあいサロン ときわ自治会 

29 様似町 運動・栄養・口腔ケア教室等 ― 

30 えりも町 ミニデイサービス 社協 

31 福島町 てんとうむし教室（転倒予防） ― 

32 知内町 社協による空き家を利用した住民サロン ― 

33 鹿部町 
町：介護予防の体操教室、あったかサロン（歌や体操、ゲー

ムなど） 事業者：自立デイサービス 
渡島リハビリテーションセンター 

34 乙部町 サロン活動 各自治会、老人クラブなど 

35 奥尻町 デイサービス 奥尻福祉会 

36 今金町 

認知症カフェ～地域包括支援センター（直営） 通所型サー

ビス A～ミニデイサービス」～すえひろクラブ 通所型サービ

ス C～地域包括支援センター（直営） 

ササキ総合管理サービス（すえ

ひろクラブの母体） 

37 せたな町 ボランティアセンター ― 

38 旭川市 

平成 29 年 4 月に現行サービスのみでの総合事業開始を

予定しており，多様なサービスについては今後の検討課題

としている。 

― 

39 士別市 現行相当の内容での対応としている。 ― 

40 鷹栖町 サロン、シルバーフィットネス 社会福祉法人さつき会 

41 東神楽町 
ミニデイサービス、認知症予防教室、転倒予防教室、高齢

者サロン 
高齢者サロンは住民団体 

42 愛別町 サロン、体操教室、口腔教室、認知症予防教室 直営 

43 南富良野町 サロン活動 町内会 

44 占冠村 体操教室 社協 

45 剣淵町 通所サービス 剣渕ひらなみ荘 

46 幌加内町 体操・運動をメインとして実施。 
現時点で社協以外は想定してい

ない。 

47 初山別村 

サロン（４ヶ月に 1 度程度のペースで、家にこもりがちな高

齢者・シニアを対象に、ゲーム等を通した交流の場を提

供。） 

役場 

48 天塩町 体操教室、栄養指導 
天塩町地域包括支援センター

（直営） 

49 猿払村 小規模多機能居宅介護施設 通い・訪問・宿泊 ― 

50 枝幸町 

・お達者クラブ～月に１～２回インストラクターによる指導の

もと運動を実施。理学療法士による機能評価を受け個別体

操を作成し実施している。 ・お口の相談会～年３回、歯科

衛生士が個別に相談を受けている。  

ＮＰＯ枝幸三笠山スポーツクラブ 

歯科衛生士 理学療法士 

51 礼文町 デイサービス、入浴サービス 社会福祉法人 礼文福祉会 

52 利尻町 

・介護予防に関する教室の実施を検討中。 

・住民主体の集いの場についても、試験的に行政主導で実

施。 

― 

53 網走市 

・らくらく健康トレーニング  

・高齢者ふれあいの家 

・いきいき教室郊外型介護予防教室  

○高齢者ふれあいの家 
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No. 市町村名 取組内容 

提供者 

（社協以外の民間事業者・ 

団体名の場合） 

54 斜里町 町内巡回バスの提供 自治体 

55 訓子府町 認知症カフェ 訓子府町 

56 置戸町 筋力向上トレーニング ミニデイサービス 整骨院 

57 遠軽町 認知症カフェ 
遠軽町ケアマネージャー連絡協

議会 

58 滝上町 

介護予防を目的に 65 歳以上の町民を対象として、ストレッ

チ、筋力トレーニング、リズム体操の教室を定期的に実施し

ている。 

― 

59 大空町 

・高齢者の閉じこもり予防と交流促進のため「ときめきサロ

ン」を開催～レクリエーション、外出、昼食会など 

・口腔ケア、レクリエーション、創作活動等 

社会福祉法人 東藻琴福祉会 

社会福祉法人 女満別福祉会 

60 音更町 地域交流サロン事業等 社協 

61 上士幌町 
ふれあいプラザ（町健康増進施設）を中心に、各団体が活

動している。 
各種 

62 鹿追町 月に１回軽食カフェを行う ポピーの会 

63 中札内村 検討中 ＮＰＯ、社会福祉法人 

64 広尾町 
高齢者の運動プログラム「いきいき百歳体操」を町内会が

主体となり実施。  
各町内会 

65 池田町 

・NPO 法人によるミニデイサービス及びサロン ・町内会及

び個人が開催する地域交流サロン  

・社協が開催するサロン（天声人語、脳トレ、健康教室、再

生ボランティアサロン等） 

NPO 法人虹の家、各町内会 

66 釧路市 H29 年度から実施予定 H29 年度から実施予定 

67 釧路町 

地域住民の「食」を通じた交流の場づくりや介護予防活動

の場、多世代交流の場、地域美化活動等を月１回開催 公

営住宅住民や地域の支えあい助け合いによるコレクティブ

ハウジングを目指す。 託老事業の実施 高齢者に対する

訪問活動を通して、地域の付き合い見守りや支えあいを広

める 傾聴ボランティアと居場所作りの実施   

交流広場 Fun、NPO 法人ゆめの

き、釧路町在宅介護支援ふきの

とうの会、釧路町手をつなぐ会ほ

ほえみ、こころの窓釧路町自然

の家、日の出サロン、いきいきサ

ロン睦、絆サロンすみれ、釧路町

生き生きサロン あけぼの、釧路

町すこやかサロンひまわり、hana

サークルぱる 

68 標茶町 
町事業として体操教室、栄養改善教室を実施。総合事業と

して実施するかどうか検討中。 
― 

69 弟子屈町 
ビタミン教室（介護予防）、調理実習、運動会、口腔機能向

上プログラム 
― 

70 白糠町 
サロン、住民主体の交流の場、ミニデイサービス、体操教

室、口腔ケアの教室 
生活・介護支援サポーター 

71 別海町 通所サービス 
社会福祉法人柏の実会・すずら

ん・しょうらく 

72 羅臼町 カラオケや体操等を利用した交流の場、高齢者サロン 
NPO 法人ゆとりステーション、

(有)M&Y 
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No. 市町村名 取組内容 

提供者 

（社協以外の民間事業者・ 

団体名の場合） 

23 古平町 
生きがい活動支援通所事業（デイサービスセンターで、日

常生活訓練、趣味活動、入浴などを提供する事業） 
― 

24 余市町 サロン、ミニデイサービス こもれび（民間事業者） 

25 赤井川村 空き家を利用したサロンを実施 ― 

26 伊達市 
基準緩和型サービスＡは、ミニデイサービス等を実施予定。

住民主体型サービスＢは、今後実施内容等を検討する。 

基準緩和型サービスＡは介護事

業所を予定 

27 洞爺湖町 カラオケ教室などの地域活動団体 地域住民 

28 安平町 ときわ自治会ふれあいサロン ときわ自治会 

29 様似町 運動・栄養・口腔ケア教室等 ― 

30 えりも町 ミニデイサービス 社協 

31 福島町 てんとうむし教室（転倒予防） ― 

32 知内町 社協による空き家を利用した住民サロン ― 

33 鹿部町 
町：介護予防の体操教室、あったかサロン（歌や体操、ゲー

ムなど） 事業者：自立デイサービス 
渡島リハビリテーションセンター 

34 乙部町 サロン活動 各自治会、老人クラブなど 

35 奥尻町 デイサービス 奥尻福祉会 

36 今金町 

認知症カフェ～地域包括支援センター（直営） 通所型サー

ビス A～ミニデイサービス」～すえひろクラブ 通所型サービ

ス C～地域包括支援センター（直営） 

ササキ総合管理サービス（すえ

ひろクラブの母体） 

37 せたな町 ボランティアセンター ― 

38 旭川市 

平成 29 年 4 月に現行サービスのみでの総合事業開始を

予定しており，多様なサービスについては今後の検討課題

としている。 

― 

39 士別市 現行相当の内容での対応としている。 ― 

40 鷹栖町 サロン、シルバーフィットネス 社会福祉法人さつき会 

41 東神楽町 
ミニデイサービス、認知症予防教室、転倒予防教室、高齢

者サロン 
高齢者サロンは住民団体 

42 愛別町 サロン、体操教室、口腔教室、認知症予防教室 直営 

43 南富良野町 サロン活動 町内会 

44 占冠村 体操教室 社協 

45 剣淵町 通所サービス 剣渕ひらなみ荘 

46 幌加内町 体操・運動をメインとして実施。 
現時点で社協以外は想定してい

ない。 

47 初山別村 

サロン（４ヶ月に 1 度程度のペースで、家にこもりがちな高

齢者・シニアを対象に、ゲーム等を通した交流の場を提

供。） 

役場 

48 天塩町 体操教室、栄養指導 
天塩町地域包括支援センター

（直営） 

49 猿払村 小規模多機能居宅介護施設 通い・訪問・宿泊 ― 

50 枝幸町 

・お達者クラブ～月に１～２回インストラクターによる指導の

もと運動を実施。理学療法士による機能評価を受け個別体

操を作成し実施している。 ・お口の相談会～年３回、歯科

衛生士が個別に相談を受けている。  

ＮＰＯ枝幸三笠山スポーツクラブ 

歯科衛生士 理学療法士 

51 礼文町 デイサービス、入浴サービス 社会福祉法人 礼文福祉会 

52 利尻町 

・介護予防に関する教室の実施を検討中。 

・住民主体の集いの場についても、試験的に行政主導で実

施。 

― 

53 網走市 

・らくらく健康トレーニング  

・高齢者ふれあいの家 

・いきいき教室郊外型介護予防教室  

○高齢者ふれあいの家 
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No. 市町村名 取組内容・提供体制 

20 伊達市 
介護予防講座や介護予防教室、住民主体の通いの場（地域サロン）への支援事業を実施予
定 

21 安平町 足腰しゃんしゃん教室を安平町直営で実施している 

22 えりも町 

介護予防を目的として地域包括支援センターの職員等が、要支援者の意思を尊重し、身体状

況や生活環境に応じて、介護予防サービス計画（介護予防ケアプラン）の作成、介護予防サー

ビス事業者を紹介したり、サービス提供に関し連絡や調整を行います。 

23 新ひだか町 

・高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託（三石８地区でのサロン的集まり） 

・地域介護予防補助金（自治会で行われる敬老事業の経費を補助することで取組を支援す

る） 

24 函館市 介護支援ボランティアポイント事業 

25 福島町 高齢者運動教室等 

26 七飯町 社会福祉協議会に委託し、ボランティアポイント事業を実施。 

27 鹿部町 介護予防教室やあったかサロンの補助を行っている。 

28 上ノ国町 
大崎地区、上ノ国地区の各会館にて、参加者自身が計画した体操やカラオケ、ゲーム、料理

教室などを実施している。 

29 乙部町 
各地区にいたカリスマ的存在がいなくなった後、中心になる人物が居ない事を理由に会や団

体の存続すら危うい状況の地区もあり、部分的ではあるが行政がお手伝いしている状況。 

30 今金町 

地域包括支援センターのふまねっとインストラクターを中心に各老人クラブに紹介し実施して

いくことで関心を持つ老人クラブが増えている。シニア層がサポーターとなって地域に介護予

防活動として展開できるようキーパーソンを探している。 

31 旭川市 

地域における介護予防に関するボランティア等の人材育成や，介護予防に資する地域活動組

織の育成及び支援を行うため，地域包括支援センターの保健師が地域の自立サークルやサ

ロン等の介護予防活動を支援している。 

32 富良野市 地域介護予防ボランティア活動助成事業 「ふまねっと」活動への支援 

33 鷹栖町 理学療法士の導入による介護予防活動の推進 

34 東神楽町 高齢者サロンの要件を満たした団体に運営費を助成し、活動を支援。 

35 愛別町 各地域にシニア層がコーディネーターとなり、地域ごとの事業を展開していく予定。 

36 剣淵町 
サロン事業（シニアボランティアによる高齢者の居場所づくり）月 1 回 5 地区 ふまねっとくら

ぶ（シニアボランティアによる高齢者に対しての転倒予防とふまねっと運動の推進）年 3 回 

37 幌加内町 
住民主体による取り組みに向け担い手養成を検討している。現時点で内容等、詳細は決まっ

ていない。 

38 苫前町 介護サロン補助金 介護ボランティアポイント事業 

39 初山別村 サロンの実施 

40 天塩町 
直営で運動教室や栄養指導、高齢者及びその家族を対象とした介護予防に関する相談事業

実施 

41 稚内市 介護予防サポーター養成・育成、介護予防教室の開催 

42 猿払村 
介護予防に関するボランティア等の人材を育成するための研修の開催や、地域活動組織の

育成及び支援を行う事業 

43 利尻町 

ボランティアを主体とした事業展開を国では求めているが、当町はシニア層でも何らかの仕事

（季節性）についている方が多く、又母体数が少ないことから見込める人数にも限りがあるが、

住民主体のボランティア育成のとっかかりとして住民説明会を実施する予定。 

44 斜里町 
いきいき 100 歳体操地域立ち上げ支援事業（物品貸出、技術支援）、健康づくり活動への講師

派遣等 

45 清里町 社協によるふまねっと運動の実施等 

46 小清水町 
地域包括支援センター（直営）による ・認知症サポーター養成講座の開催 ・講座を受講した

認知症サポーターが働く「認知症サポーターのいるお店」登録事業   

47 訓子府町 認知症サポーター養成講座の開設 

48 湧別町 
湧別町地域包括支援センターが運営している介護予防活動として「大筋クラブ」をおおむね６５

歳以上を対象に実施。 

49 滝上町 
介護予防を目的に 65 歳以上の町民を対象として、ストレッチ、筋力トレーニング、リズム体操

の教室を定期的に実施している。提供体制は町直営で、外部講師を招いている。 
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Ｑ28 一般介護予防事業のうち、「地域介護予防活動支援事業」についての具体的な内容や

提供体制 

No. 市町村名 取組内容・提供体制 

1 岩見沢市 
保健推進員や町内役員が町内会員対象に認知症予防教室を月１回実施できるよう支援す
る。前半は市が主体となり、後半は地域のスタッフを主体として活動を見守る。 

2 芦別市 

高齢者ふれあいサロン事業」として、社協に委託し、申請窓口業務を行っている。 対象：高齢
者５名以上、１回あたり２ｈ以上、１年通じて活動 
 助成内容：①サロン立ち上げ助成金～立ち上げ初年度５万円を上限に支給       
②サロン運営助成金～サロン１回開催につき 1，500 円支給 ※ただし年間上限５万円（年間
33 回まで）  

3 赤平市 

認知症サポーター養成講座～住民、職域、学校等を対象に、認知症を理解し地域で見守る応
援者を養成している。 「ゆる元体操」指導者認定講座～誰でも簡単に実施できる体操を広範
囲へ普及することにより、地域づくりや介護予防につなげることを目的とし、今年度養成講座を
開催。参加者 51 名。 

4 三笠市 自主活動サークルの支援 

5 滝川市 いきいき百歳体操（直営・地域住民） 

6 深川市 

・保健推進員活動・生命の貯蓄体操の活動支援 →会の運営費を助成するとともに研修会等
を通し、介護予防に資する活動を支援する  
・介護予防ふれあいサロン普及推進事業 →小地域で地域住民が自主的に運営するサロンの
普及推進や介護予防に関する健康教育を実施する 
・生活・介護支援サポーター養成・ネットワークづくり事業 →介護サービスでは対応できない
通院・外出への付き添いなどを行うサポーターの養成を支援する 

7 月形町 
ヘルパーを派遣し、訪問型サービス（家事援助、生活支援等）や通所型サービスを実施（社会
福祉協議会のヘルパーがサービス提供） 

8 妹背牛町 
サークル活動や、介護予防実施・情報提供事業の実施及び当該事業等の周知活動。地域包
括支援センター、保健センター（保健師）、NPO 法人わかち愛もせうしが協力しながら実施   

9 秩父別町 月 1 回、生きがいサービスの実施 

10 沼田町 
生きがいデイサービス事業があり、運営はボランティア「のぞみ会」が担い週１回実施してい
る。主に介護、認知症予防、食事作りなどを行っている。 

11 千歳市 

1 現在実施しているもの   
・傾聴ボランティアの育成・活動支援  
・介護予防リーダー養成事業（概ね 65 歳以上の市民を対象に、老化のしくみや介護予防、い
きいき百歳体操等の知識を習得してもらい、町内会が運営している介護予防サロンで、いき
いき百歳体操の指導、普及を行う。） 

・認知症サポーター養成 
・地域において自主的な介護予防活動を実施する高齢者の団体に対し、活動の必要経費の
一部補助。   

・介護予防サロン事業：自主的な運動教室を実施する町内会に対して活動費の補助を行う。  
・千歳市きずなポイント事業 ：登録している 65 歳以上が行うボランティア活動に対し、きずな
ポイント（ボランティアポイント）を付与する。ポイントは換金や社協の愛情銀行を通じて寄付
をすることができる。   

２ 現段階での予定  
・高齢者ファミリーサポート事業：要支援（1・2）、事業対象者等の高齢者に対し、掃除、電球換

え、ゴミ出しなどの簡単な生活支援を高齢者のボランティアがサポートする。 

12 当別町 

・友遊会かすみ草の集い  閉じこもり予防を目的として、町と社会福祉協議会、大学、地域の
ボランティアが共同で月 1 回集いを開催している。 
・介護予防体操リーダー養成  大学と協働でロコモティブシンドローム予防のために開発した
体操を広く普及するために、地域のリーダーを養成する。 

13 島牧村 社会福祉協議会に委託し、高齢者の認知症の予防のために運動・体操を行なっている。 

14 真狩村 高齢者福祉計画を参照 

15 共和町 
・老人クラブでの運動教室を通じて、人材育成をはかる。 ・ボランティアによる交流の場への
協力。 

16 泊村 
各地域で取り組んでいる住民主体の活動に対する支援（運営に関する相談・レクリエーション
などの技術支援等） 

17 神恵内村 歩こう会やノルディックウォーキング、介護予防教室など体を動かすイベントを開催 

18 余市町 旧介護予防事業について実施 

19 登別市 
平成２９年４月から介護予防・日常生活支援総合事業を実施する予定であるため、現在は、一
般介護予防事業は実施していない。 
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No. 市町村名 取組内容・提供体制 

20 伊達市 
介護予防講座や介護予防教室、住民主体の通いの場（地域サロン）への支援事業を実施予
定 

21 安平町 足腰しゃんしゃん教室を安平町直営で実施している 

22 えりも町 

介護予防を目的として地域包括支援センターの職員等が、要支援者の意思を尊重し、身体状

況や生活環境に応じて、介護予防サービス計画（介護予防ケアプラン）の作成、介護予防サー

ビス事業者を紹介したり、サービス提供に関し連絡や調整を行います。 

23 新ひだか町 

・高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託（三石８地区でのサロン的集まり） 

・地域介護予防補助金（自治会で行われる敬老事業の経費を補助することで取組を支援す

る） 

24 函館市 介護支援ボランティアポイント事業 

25 福島町 高齢者運動教室等 

26 七飯町 社会福祉協議会に委託し、ボランティアポイント事業を実施。 

27 鹿部町 介護予防教室やあったかサロンの補助を行っている。 

28 上ノ国町 
大崎地区、上ノ国地区の各会館にて、参加者自身が計画した体操やカラオケ、ゲーム、料理

教室などを実施している。 

29 乙部町 
各地区にいたカリスマ的存在がいなくなった後、中心になる人物が居ない事を理由に会や団

体の存続すら危うい状況の地区もあり、部分的ではあるが行政がお手伝いしている状況。 

30 今金町 

地域包括支援センターのふまねっとインストラクターを中心に各老人クラブに紹介し実施して

いくことで関心を持つ老人クラブが増えている。シニア層がサポーターとなって地域に介護予

防活動として展開できるようキーパーソンを探している。 

31 旭川市 

地域における介護予防に関するボランティア等の人材育成や，介護予防に資する地域活動組

織の育成及び支援を行うため，地域包括支援センターの保健師が地域の自立サークルやサ

ロン等の介護予防活動を支援している。 

32 富良野市 地域介護予防ボランティア活動助成事業 「ふまねっと」活動への支援 

33 鷹栖町 理学療法士の導入による介護予防活動の推進 

34 東神楽町 高齢者サロンの要件を満たした団体に運営費を助成し、活動を支援。 

35 愛別町 各地域にシニア層がコーディネーターとなり、地域ごとの事業を展開していく予定。 

36 剣淵町 
サロン事業（シニアボランティアによる高齢者の居場所づくり）月 1 回 5 地区 ふまねっとくら

ぶ（シニアボランティアによる高齢者に対しての転倒予防とふまねっと運動の推進）年 3 回 

37 幌加内町 
住民主体による取り組みに向け担い手養成を検討している。現時点で内容等、詳細は決まっ

ていない。 

38 苫前町 介護サロン補助金 介護ボランティアポイント事業 

39 初山別村 サロンの実施 

40 天塩町 
直営で運動教室や栄養指導、高齢者及びその家族を対象とした介護予防に関する相談事業

実施 

41 稚内市 介護予防サポーター養成・育成、介護予防教室の開催 

42 猿払村 
介護予防に関するボランティア等の人材を育成するための研修の開催や、地域活動組織の

育成及び支援を行う事業 

43 利尻町 

ボランティアを主体とした事業展開を国では求めているが、当町はシニア層でも何らかの仕事

（季節性）についている方が多く、又母体数が少ないことから見込める人数にも限りがあるが、

住民主体のボランティア育成のとっかかりとして住民説明会を実施する予定。 

44 斜里町 
いきいき 100 歳体操地域立ち上げ支援事業（物品貸出、技術支援）、健康づくり活動への講師

派遣等 

45 清里町 社協によるふまねっと運動の実施等 

46 小清水町 
地域包括支援センター（直営）による ・認知症サポーター養成講座の開催 ・講座を受講した

認知症サポーターが働く「認知症サポーターのいるお店」登録事業   

47 訓子府町 認知症サポーター養成講座の開設 

48 湧別町 
湧別町地域包括支援センターが運営している介護予防活動として「大筋クラブ」をおおむね６５

歳以上を対象に実施。 

49 滝上町 
介護予防を目的に 65 歳以上の町民を対象として、ストレッチ、筋力トレーニング、リズム体操

の教室を定期的に実施している。提供体制は町直営で、外部講師を招いている。 
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Ｑ28 一般介護予防事業のうち、「地域介護予防活動支援事業」についての具体的な内容や

提供体制 

No. 市町村名 取組内容・提供体制 

1 岩見沢市 
保健推進員や町内役員が町内会員対象に認知症予防教室を月１回実施できるよう支援す
る。前半は市が主体となり、後半は地域のスタッフを主体として活動を見守る。 

2 芦別市 

高齢者ふれあいサロン事業」として、社協に委託し、申請窓口業務を行っている。 対象：高齢
者５名以上、１回あたり２ｈ以上、１年通じて活動 
 助成内容：①サロン立ち上げ助成金～立ち上げ初年度５万円を上限に支給       
②サロン運営助成金～サロン１回開催につき 1，500 円支給 ※ただし年間上限５万円（年間
33 回まで）  

3 赤平市 

認知症サポーター養成講座～住民、職域、学校等を対象に、認知症を理解し地域で見守る応
援者を養成している。 「ゆる元体操」指導者認定講座～誰でも簡単に実施できる体操を広範
囲へ普及することにより、地域づくりや介護予防につなげることを目的とし、今年度養成講座を
開催。参加者 51 名。 

4 三笠市 自主活動サークルの支援 

5 滝川市 いきいき百歳体操（直営・地域住民） 

6 深川市 

・保健推進員活動・生命の貯蓄体操の活動支援 →会の運営費を助成するとともに研修会等
を通し、介護予防に資する活動を支援する  
・介護予防ふれあいサロン普及推進事業 →小地域で地域住民が自主的に運営するサロンの
普及推進や介護予防に関する健康教育を実施する 
・生活・介護支援サポーター養成・ネットワークづくり事業 →介護サービスでは対応できない
通院・外出への付き添いなどを行うサポーターの養成を支援する 

7 月形町 
ヘルパーを派遣し、訪問型サービス（家事援助、生活支援等）や通所型サービスを実施（社会
福祉協議会のヘルパーがサービス提供） 

8 妹背牛町 
サークル活動や、介護予防実施・情報提供事業の実施及び当該事業等の周知活動。地域包
括支援センター、保健センター（保健師）、NPO 法人わかち愛もせうしが協力しながら実施   

9 秩父別町 月 1 回、生きがいサービスの実施 

10 沼田町 
生きがいデイサービス事業があり、運営はボランティア「のぞみ会」が担い週１回実施してい
る。主に介護、認知症予防、食事作りなどを行っている。 

11 千歳市 

1 現在実施しているもの   
・傾聴ボランティアの育成・活動支援  
・介護予防リーダー養成事業（概ね 65 歳以上の市民を対象に、老化のしくみや介護予防、い
きいき百歳体操等の知識を習得してもらい、町内会が運営している介護予防サロンで、いき
いき百歳体操の指導、普及を行う。） 

・認知症サポーター養成 
・地域において自主的な介護予防活動を実施する高齢者の団体に対し、活動の必要経費の
一部補助。   

・介護予防サロン事業：自主的な運動教室を実施する町内会に対して活動費の補助を行う。  
・千歳市きずなポイント事業 ：登録している 65 歳以上が行うボランティア活動に対し、きずな
ポイント（ボランティアポイント）を付与する。ポイントは換金や社協の愛情銀行を通じて寄付
をすることができる。   

２ 現段階での予定  
・高齢者ファミリーサポート事業：要支援（1・2）、事業対象者等の高齢者に対し、掃除、電球換

え、ゴミ出しなどの簡単な生活支援を高齢者のボランティアがサポートする。 

12 当別町 

・友遊会かすみ草の集い  閉じこもり予防を目的として、町と社会福祉協議会、大学、地域の
ボランティアが共同で月 1 回集いを開催している。 
・介護予防体操リーダー養成  大学と協働でロコモティブシンドローム予防のために開発した
体操を広く普及するために、地域のリーダーを養成する。 

13 島牧村 社会福祉協議会に委託し、高齢者の認知症の予防のために運動・体操を行なっている。 

14 真狩村 高齢者福祉計画を参照 

15 共和町 
・老人クラブでの運動教室を通じて、人材育成をはかる。 ・ボランティアによる交流の場への
協力。 

16 泊村 
各地域で取り組んでいる住民主体の活動に対する支援（運営に関する相談・レクリエーション
などの技術支援等） 

17 神恵内村 歩こう会やノルディックウォーキング、介護予防教室など体を動かすイベントを開催 

18 余市町 旧介護予防事業について実施 

19 登別市 
平成２９年４月から介護予防・日常生活支援総合事業を実施する予定であるため、現在は、一
般介護予防事業は実施していない。 
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2 クロス集計結果 

(1) シニア層の社会参加の推進についての取組 

Ｑ２ シニア層の社会参加の推進についての政策的位置付け（複数回答） 

 人口規模別にみると、２千人未満の自治体は、「総合計画」及び「まち・ひと・しごと総

合戦略」に位置付けている割合が低くなっています。一方、10万人以上の自治体では、それ

ぞれの割合が高くなっています。 

 地域別にみると、オホーツク及び十勝地域は、「総合計画」に位置付けている自治体の割

合が高くなっています。また、道南及び道北地域では、「まち・ひと・しごと総合戦略」に

位置付けている自治体の割合が低くなっています。 
 

 

【人口規模別】 

 

 

【地域別】 

 

 

総合計画に位置
づけている

まち・ひと・しご
と総合戦略に位
置づけている

分野別の計画に
位置づけている

予算的な枠組み
がある

特に位置づけ
ていない

その他

全体(n=144) 53.5% 34.0% 27.1% 12.5% 29.2% 2.8%

2千人未満（n=11） 9.1% 9.1% 0.0% 0.0% 81.8% 0.0%

2千人～５千人未満（n=44） 34.1% 25.0% 13.6% 6.8% 45.5% 2.3%

5千人～1万人未満（n=39） 64.1% 41.0% 23.1% 15.4% 23.1% 2.6%

1万人～3万人未満（n=31） 64.5% 35.5% 38.7% 9.7% 12.9% 3.2%

3万人～5万人未満（n=5） 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% 0.0%

5万人～10万人未満（n=7） 71.4% 28.6% 57.1% 28.6% 0.0% 0.0%

10万人以上(n=7) 100.0% 71.4% 85.7% 42.9% 0.0% 14.3%

総合計画に位置
付けている

まち・ひと・しごと
総合戦略に位置
付けている

分野別の計画に
位置付けている

予算的な枠組み
がある

特に位置付けて
いない

その他

全体(n=144) 53.5% 34.0% 27.1% 12.5% 29.2% 2.8%

道央（n=56） 44.6% 37.5% 21.4% 12.5% 28.6% 1.8%

道南（n=16） 56.3% 12.5% 31.3% 6.3% 25.0% 0.0%

道北（n=31） 45.2% 25.8% 22.6% 12.9% 45.2% 9.7%

オホーツク（n=15） 73.3% 33.3% 20.0% 6.7% 26.7% 0.0%

十勝（n=14） 71.4% 57.1% 42.9% 21.4% 7.1% 0.0%

釧路・根室（n=12） 66.7% 41.7% 50.0% 16.7% 25.0% 0.0%
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No. 市町村名 取組内容・提供体制 

50 興部町 

①地域づくりサポートの会 サポートの会の会員が中心となり一般町民が集まれるサロンを開

き、五目ならべ、百人一首、テレビ体操を実施。趣味活動として手芸、麻雀活動を行い、閉じこ

もり予防や社会参加の場の提供を行っている。  ②元気と若さをもらうかい 高齢者の閉じこ

もり予防、体力維持向上を目的として、月に 2 回体操やレクリエーション、季節の行事等を実

施するグループ。町内 3 地区で実施している（2 箇所は自主運営、1 箇所は保健師と保健推

進委員が運営サポートしている） 各地区の参加者特性や地域性に合わせた運動プログラム

の作成や評価はフィットネスアドバイザー（地域ウェルネス・ネット）に委託している。 

51 大空町 
・適切な事業運営が確保できると認めた社会福祉法人等に委託し、実施  

・ホームヘルプサービス、ショートステイ など 

52 上士幌町 
ボランティアポイント制度を実施予定～地域包括支援センター主体 介護支援サポーター養成

講座～          

53 新得町 

現在、一般介護予防事業の枠組みで、３つの介護予防教室（直営、社会福祉協議会委託、そ

の他民間委託）を実施。介護知識普及事業についても、ケアマネージャー連絡会が主体となり

年３～４回事業を実施している。 

54 清水町 

「介護予防ポイント制度」  ６５歳以上の高齢者が、規定するボランティア活動を取り組むこと

で、生きがいをもった生活を送り、介護予防につなげていくことを目的に実施。  ・１時間１ポイ

ント、２時間２ポイント（２時間以上でも２ポイント）  ・１ポイント１００円の換金、年間５０ポイン

トまでの換金 

55 芽室町 高齢者支援活動推進事業として実施 

56 大樹町 

介護予防教室は心身機能の改善のみならず、生きがいや自己実現のための取組を支援し、

生活の質の向上を目指している。 提供体制としては、社会福祉法人、医療法人、特定非営利

活動法人等に教室の管理・運営を委託して実施することとしている。 

57 広尾町 
介護予防・福祉ボランティア養成講座を受講した町民を登録し、ボランティアを実施するとポイ

ントがたまる「ひろおボランティアポイント事業」を実施。 

58 幕別町 介護予防ポイント制度を実施 

59 池田町 ・介護支援ボランティア事業 ・天声人語サロン ・ふまねっと健康教室 ・脳トレ健康教室 

60 釧路市 介護予防サポーターを養成し、介護予防プログラムを普及する 

61 釧路町 
地域の介護予防サロン団体に対し運営費の助成 介護予防活動研修 講師を招いて介護予

防支援する人材の活動研修の開催 

62 標茶町 
平成２９年４月に生活支援コーディネーターと協議体の設置を目指しており、具体的な検討を

その中で行う予定。 

63 弟子屈町 
運動機能向上教室（ほがらかクラブ）民間通所介護事業所にて実施 

ビタミン教室（直営）  

64 鶴居村 
地域のボランティアが主体となって独居や閉じこもりがちな高齢者に対してサロンを実施して

いる。 

65 白糠町 
生活・介護支援サポーターの養成及び学習会を予定している。 各種活動とのマッチングを行

い参画を促す。 

66 羅臼町 認知症予防体操、高齢者サロン 
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2 クロス集計結果 

(1) シニア層の社会参加の推進についての取組 

Ｑ２ シニア層の社会参加の推進についての政策的位置付け（複数回答） 

 人口規模別にみると、２千人未満の自治体は、「総合計画」及び「まち・ひと・しごと総

合戦略」に位置付けている割合が低くなっています。一方、10万人以上の自治体では、それ

ぞれの割合が高くなっています。 

 地域別にみると、オホーツク及び十勝地域は、「総合計画」に位置付けている自治体の割

合が高くなっています。また、道南及び道北地域では、「まち・ひと・しごと総合戦略」に

位置付けている自治体の割合が低くなっています。 
 

 

【人口規模別】 

 

 

【地域別】 

 

 

総合計画に位置
づけている

まち・ひと・しご
と総合戦略に位
置づけている

分野別の計画に
位置づけている

予算的な枠組み
がある

特に位置づけ
ていない

その他

全体(n=144) 53.5% 34.0% 27.1% 12.5% 29.2% 2.8%

2千人未満（n=11） 9.1% 9.1% 0.0% 0.0% 81.8% 0.0%

2千人～５千人未満（n=44） 34.1% 25.0% 13.6% 6.8% 45.5% 2.3%

5千人～1万人未満（n=39） 64.1% 41.0% 23.1% 15.4% 23.1% 2.6%

1万人～3万人未満（n=31） 64.5% 35.5% 38.7% 9.7% 12.9% 3.2%

3万人～5万人未満（n=5） 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% 0.0%

5万人～10万人未満（n=7） 71.4% 28.6% 57.1% 28.6% 0.0% 0.0%
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いない

その他
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道央（n=56） 44.6% 37.5% 21.4% 12.5% 28.6% 1.8%

道南（n=16） 56.3% 12.5% 31.3% 6.3% 25.0% 0.0%

道北（n=31） 45.2% 25.8% 22.6% 12.9% 45.2% 9.7%
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No. 市町村名 取組内容・提供体制 
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き、五目ならべ、百人一首、テレビ体操を実施。趣味活動として手芸、麻雀活動を行い、閉じこ

もり予防や社会参加の場の提供を行っている。  ②元気と若さをもらうかい 高齢者の閉じこ

もり予防、体力維持向上を目的として、月に 2 回体操やレクリエーション、季節の行事等を実

施するグループ。町内 3 地区で実施している（2 箇所は自主運営、1 箇所は保健師と保健推

進委員が運営サポートしている） 各地区の参加者特性や地域性に合わせた運動プログラム

の作成や評価はフィットネスアドバイザー（地域ウェルネス・ネット）に委託している。 

51 大空町 
・適切な事業運営が確保できると認めた社会福祉法人等に委託し、実施  

・ホームヘルプサービス、ショートステイ など 

52 上士幌町 
ボランティアポイント制度を実施予定～地域包括支援センター主体 介護支援サポーター養成
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53 新得町 

現在、一般介護予防事業の枠組みで、３つの介護予防教室（直営、社会福祉協議会委託、そ

の他民間委託）を実施。介護知識普及事業についても、ケアマネージャー連絡会が主体となり

年３～４回事業を実施している。 

54 清水町 
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Ｑ６ シニア層の社会参加の推進について、近年、特に力を入れている分野（３つまで選択） 

 人口規模別にみると、「３万人～５万人未満」及び「５万人～10万人未満」の自治体は、

「町内会等を通じた地域活動に関すること」の割合が比較的高い傾向にあります。 

 地域別にみると、オホーツク及び十勝地域は、「生涯学習に関すること」の割合が他の地

域に比べて高くなっています。 

 

【人口規模別】 

 

 

【地域別】 

 

生涯学習
に関するこ
と

高齢者や
障がい者
等の生活
支援や見
守りに関
すること

子育て支
援に関す
ること

町内会等
を通じた地
域活動に
関すること

観光まち
づくり（ボラ
ンティアガ
イドの育成
等）活動に
関すること

就業・起業
の支援（い
きがい就
労の取り
組み）に関
すること

健康づくり
に関するこ
と

スポーツ
活動に関
すること

多世代交
流に関す
ること

その他

全体(n=144) 47.2% 36.8% 4.2% 20.1% 2.1% 8.3% 46.5% 6.9% 9.7% 1.4%

2千人未満（n=11） 9.1% 18.2% 0.0% 0.0% 0.0% 9.1% 18.2% 9.1% 9.1% 0.0%

2千人～５千人未満（n=44） 38.6% 38.6% 6.8% 13.6% 0.0% 6.8% 34.1% 6.8% 9.1% 2.3%

5千人～1万人未満（n=39） 53.8% 35.9% 7.7% 20.5% 5.1% 10.3% 53.8% 7.7% 10.3% 0.0%

1万人～3万人未満（n=31） 64.5% 41.9% 0.0% 29.0% 3.2% 6.5% 54.8% 3.2% 6.5% 3.2%

3万人～5万人未満（n=5） 20.0% 60.0% 0.0% 40.0% 0.0% 20.0% 60.0% 0.0% 0.0% 0.0%

5万人～10万人未満（n=7） 57.1% 14.3% 0.0% 42.9% 0.0% 0.0% 71.4% 0.0% 28.6% 0.0%

10万人以上(n=7) 57.1% 42.9% 0.0% 14.3% 0.0% 14.3% 57.1% 28.6% 14.3% 0.0%

生涯学習に
関すること

高齢者や障
がい者等の
生活支援や
見守りに関
すること

子育て支援
に関するこ
と

町内会等を
通じた地域
活動に関す
ること

観光まちづ
くり（ボラン
ティアガイド
の育成等）
活動に関す
ること

就業・起業
の支援（い
きがい就労
の取り組
み）に関す
ること

健康づくり
に関するこ
と

スポーツ活
動に関する
こと

多世代交流
に関するこ
と

その他

全体(n=144) 47.2% 36.8% 4.2% 20.1% 2.1% 8.3% 46.5% 6.9% 9.7% 1.4%
道央（n=56） 41.1% 46.4% 3.6% 17.9% 1.8% 5.4% 48.2% 7.1% 8.9% 1.8%
道南（n=16） 37.5% 31.3% 0.0% 37.5% 0.0% 6.3% 50.0% 6.3% 6.3% 0.0%
道北（n=31） 45.2% 29.0% 12.9% 19.4% 3.2% 3.2% 38.7% 3.2% 12.9% 0.0%
オホーツク（n=15） 60.0% 20.0% 0.0% 20.0% 0.0% 20.0% 40.0% 13.3% 6.7% 6.7%
十勝（n=14） 71.4% 57.1% 0.0% 21.4% 0.0% 7.1% 50.0% 7.1% 14.3% 0.0%
釧路・根室（n=12） 50.0% 16.7% 0.0% 8.3% 8.3% 25.0% 58.3% 8.3% 8.3% 0.0%
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Ｑ４ 元気な高齢者や定年退職予定者のスムーズな地域活動参加に向けた取組状況 

 人口規模別にみると、５万人を超える自治体は、「実施している」の割合が高い傾向にあ

ります。 

 地域別にみると、十勝地域は、「実施している」の割合が他の地域に比べて高くなってい

ます。 

 

【人口規模別】 

 

 

 

【地域別】 

 

 

  

実施している
今後実施を予定
している

検討している 検討していない
今後も実施す
る予定はない

全体(n=144) 41.0% 2.8% 18.1% 36.8% 1.4%

2千人未満（n=11） 9.1% 0.0% 0.0% 81.8% 9.1%

2千人～５千人未満（n=44） 27.3% 2.3% 27.3% 40.9% 2.3%

5千人～1万人未満（n=39） 51.3% 0.0% 17.9% 30.8% 0.0%

1万人～3万人未満（n=31） 45.2% 0.0% 22.6% 32.3% 0.0%

3万人～5万人未満（n=5） 40.0% 40.0% 0.0% 20.0% 0.0%

5万人～10万人未満（n=7） 71.4% 14.3% 0.0% 14.3% 0.0%

10万人以上(n=7) 71.4% 0.0% 0.0% 28.6% 0.0%

実施している
今後実施を予
定している

検討している 検討していない
今後も実施する
予定はない

全体(n=144) 41.0% 2.8% 18.1% 36.8% 1.4%

道央（n=56） 37.5% 5.4% 21.4% 35.7% 0.0%

道南（n=16） 37.5% 0.0% 25.0% 37.5% 0.0%

道北（n=31） 38.7% 0.0% 16.1% 41.9% 3.2%

オホーツク（n=15） 33.3% 0.0% 20.0% 40.0% 6.7%

十勝（n=14） 71.4% 7.1% 0.0% 21.4% 0.0%

釧路・根室（n=12） 41.7% 0.0% 16.7% 41.7% 0.0%
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Ｑ６ シニア層の社会参加の推進について、近年、特に力を入れている分野（３つまで選択） 

 人口規模別にみると、「３万人～５万人未満」及び「５万人～10万人未満」の自治体は、

「町内会等を通じた地域活動に関すること」の割合が比較的高い傾向にあります。 

 地域別にみると、オホーツク及び十勝地域は、「生涯学習に関すること」の割合が他の地

域に比べて高くなっています。 

 

【人口規模別】 

 

 

【地域別】 

 

生涯学習
に関するこ
と

高齢者や
障がい者
等の生活
支援や見
守りに関
すること

子育て支
援に関す
ること

町内会等
を通じた地
域活動に
関すること

観光まち
づくり（ボラ
ンティアガ
イドの育成
等）活動に
関すること

就業・起業
の支援（い
きがい就
労の取り
組み）に関
すること

健康づくり
に関するこ
と

スポーツ
活動に関
すること

多世代交
流に関す
ること

その他

全体(n=144) 47.2% 36.8% 4.2% 20.1% 2.1% 8.3% 46.5% 6.9% 9.7% 1.4%

2千人未満（n=11） 9.1% 18.2% 0.0% 0.0% 0.0% 9.1% 18.2% 9.1% 9.1% 0.0%

2千人～５千人未満（n=44） 38.6% 38.6% 6.8% 13.6% 0.0% 6.8% 34.1% 6.8% 9.1% 2.3%

5千人～1万人未満（n=39） 53.8% 35.9% 7.7% 20.5% 5.1% 10.3% 53.8% 7.7% 10.3% 0.0%

1万人～3万人未満（n=31） 64.5% 41.9% 0.0% 29.0% 3.2% 6.5% 54.8% 3.2% 6.5% 3.2%

3万人～5万人未満（n=5） 20.0% 60.0% 0.0% 40.0% 0.0% 20.0% 60.0% 0.0% 0.0% 0.0%

5万人～10万人未満（n=7） 57.1% 14.3% 0.0% 42.9% 0.0% 0.0% 71.4% 0.0% 28.6% 0.0%

10万人以上(n=7) 57.1% 42.9% 0.0% 14.3% 0.0% 14.3% 57.1% 28.6% 14.3% 0.0%

生涯学習に
関すること

高齢者や障
がい者等の
生活支援や
見守りに関
すること

子育て支援
に関するこ
と

町内会等を
通じた地域
活動に関す
ること

観光まちづ
くり（ボラン
ティアガイド
の育成等）
活動に関す
ること

就業・起業
の支援（い
きがい就労
の取り組
み）に関す
ること

健康づくり
に関するこ
と

スポーツ活
動に関する
こと

多世代交流
に関するこ
と

その他

全体(n=144) 47.2% 36.8% 4.2% 20.1% 2.1% 8.3% 46.5% 6.9% 9.7% 1.4%
道央（n=56） 41.1% 46.4% 3.6% 17.9% 1.8% 5.4% 48.2% 7.1% 8.9% 1.8%
道南（n=16） 37.5% 31.3% 0.0% 37.5% 0.0% 6.3% 50.0% 6.3% 6.3% 0.0%
道北（n=31） 45.2% 29.0% 12.9% 19.4% 3.2% 3.2% 38.7% 3.2% 12.9% 0.0%
オホーツク（n=15） 60.0% 20.0% 0.0% 20.0% 0.0% 20.0% 40.0% 13.3% 6.7% 6.7%
十勝（n=14） 71.4% 57.1% 0.0% 21.4% 0.0% 7.1% 50.0% 7.1% 14.3% 0.0%
釧路・根室（n=12） 50.0% 16.7% 0.0% 8.3% 8.3% 25.0% 58.3% 8.3% 8.3% 0.0%

 

 

126 

 

Ｑ４ 元気な高齢者や定年退職予定者のスムーズな地域活動参加に向けた取組状況 

 人口規模別にみると、５万人を超える自治体は、「実施している」の割合が高い傾向にあ

ります。 

 地域別にみると、十勝地域は、「実施している」の割合が他の地域に比べて高くなってい

ます。 

 

【人口規模別】 

 

 

 

【地域別】 

 

 

  

実施している
今後実施を予定
している

検討している 検討していない
今後も実施す
る予定はない

全体(n=144) 41.0% 2.8% 18.1% 36.8% 1.4%

2千人未満（n=11） 9.1% 0.0% 0.0% 81.8% 9.1%

2千人～５千人未満（n=44） 27.3% 2.3% 27.3% 40.9% 2.3%

5千人～1万人未満（n=39） 51.3% 0.0% 17.9% 30.8% 0.0%

1万人～3万人未満（n=31） 45.2% 0.0% 22.6% 32.3% 0.0%

3万人～5万人未満（n=5） 40.0% 40.0% 0.0% 20.0% 0.0%

5万人～10万人未満（n=7） 71.4% 14.3% 0.0% 14.3% 0.0%

10万人以上(n=7) 71.4% 0.0% 0.0% 28.6% 0.0%

実施している
今後実施を予
定している

検討している 検討していない
今後も実施する
予定はない

全体(n=144) 41.0% 2.8% 18.1% 36.8% 1.4%

道央（n=56） 37.5% 5.4% 21.4% 35.7% 0.0%

道南（n=16） 37.5% 0.0% 25.0% 37.5% 0.0%

道北（n=31） 38.7% 0.0% 16.1% 41.9% 3.2%

オホーツク（n=15） 33.3% 0.0% 20.0% 40.0% 6.7%

十勝（n=14） 71.4% 7.1% 0.0% 21.4% 0.0%

釧路・根室（n=12） 41.7% 0.0% 16.7% 41.7% 0.0%
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(2) シニア層の社会参加の推進に向けた課題 

Ｑ10 自治体に関すること（複数回答） 

 人口規模別にみると、10万人以上の自治体は、全ての項目の割合が高い傾向にあります。 

 地域別にみると、道南、道北及びオホーツク地域は、「自治体内にシニアの活動支援に特

化した部署がない」の割合が他の地域に比べて高くなっています。また、十勝地域は、「自

治体内の人員が十分に確保されていない」及び「自治体内の各部署間の横断的連携がとれて

いない」の割合が高くなっています。 

 

【人口規模別】 

 

 

【地域別】 

 

 

 

 

 

 

 

  

シニア層の社
会参加を推進
するための手
法・ノウハウが
分からない

自治体と民間
の連携が十分
にとれていな
い

シニア層の活
動が重点的な
施策として位
置づけられて
いない

自治体内の人
員が十分に確
保されていな
い

シニア層の社
会参加を推進
するための予
算措置が難し
い

自治体内にシ
ニアの活動支
援に特化した
部署がない

自治体内の各
部署間の横断
的連携がとれ
ていない

全体(n=144) 36.1% 16.0% 13.2% 27.1% 18.1% 28.5% 16.7%

2千人未満（n=11） 27.3% 0.0% 18.2% 36.4% 9.1% 36.4% 18.2%

2千人～５千人未満（n=44） 40.9% 13.6% 18.2% 34.1% 20.5% 31.8% 13.6%

5千人～1万人未満（n=39） 38.5% 17.9% 12.8% 23.1% 7.7% 15.4% 20.5%

1万人～3万人未満（n=31） 22.6% 16.1% 6.5% 25.8% 25.8% 35.5% 9.7%

3万人～5万人未満（n=5） 20.0% 20.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 20.0%

5万人～10万人未満（n=7） 42.9% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 28.6% 14.3%

10万人以上(n=7) 71.4% 42.9% 14.3% 28.6% 42.9% 57.1% 42.9%

シニア層の社
会参加を推進
するための手
法・ノウハウが
分からない

自治体と民間
の連携が十分
にとれていない

シニア層の活
動が重点的な
施策として位置
づけられていな
い

自治体内の人
員が十分に確
保されていない

シニア層の社
会参加を推進
するための予
算措置が難し
い

自治体内にシ
ニアの活動支
援に特化した
部署がない

自治体内の各
部署間の横断
的連携がとれ
ていない

全体(n=144) 36.1% 16.0% 13.2% 27.1% 18.1% 28.5% 16.7%
道央（n=56） 30.4% 14.3% 8.9% 26.8% 32.1% 21.4% 7.1%
道南（n=16） 68.8% 18.8% 25.0% 12.5% 18.8% 43.8% 18.8%
道北（n=31） 35.5% 16.1% 19.4% 35.5% 6.5% 35.5% 22.6%
オホーツク（n=15） 40.0% 20.0% 6.7% 26.7% 6.7% 46.7% 20.0%
十勝（n=14） 28.6% 7.1% 14.3% 35.7% 0.0% 14.3% 35.7%
釧路・根室（n=12） 25.0% 25.0% 8.3% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7%
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Ｑ８ シニア層の社会参加を推進するために行っていること（複数回答） 

 人口規模別にみると、５万人以上の自治体は、「シニア層が地域の担い手となるための人

材育成を行っている」の割合が高い傾向にあります。 

 地域別にみると、道南地域の「参加対象をシニア層に限定せずに多世代を巻き込む工夫を

している」、十勝地域の「シニア層が社会参加するための機会創出や情報発信を積極的に行

っている」、「シニア層が地域の担い手となるための人材育成を行っている」及び「シニア

層の社会参加を推進する民間の組織・団体と連携している」の割合が、他の地域に比べてそ

れぞれ高くなっています。 

 

【人口規模別】 

 

 

【地域別】 

 

 

シニア層
が社会参
加するた
めの機会
創出や情
報発信を
積極的に
行っている

シニア層
が地域の
担い手と
なるため
の人材育
成を行って
いる

シニア層
が地域で
活動する
ための支
援を行って
いる

地域特性
（社会資
源、観光
資源など）
を活かした
取組を行っ
ている

シニア層
の社会参
加を推進
する民間
の組織・団
体と連携し
ている

参加対象
をシニア層
に限定せ
ずに多世
代を巻き
込む工夫
をしている

シニア層
の社会参
加を推進
するため、
自治体内
の各部署
間の横断
的連携を
行っている

シニア層
の社会参
加を推進
するため、
自治体内
の人員を
確保して
いる

全体(n=144) 27.1% 17.4% 38.9% 3.5% 20.1% 18.8% 5.6% 1.4%

2千人未満（n=11） 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 18.2% 9.1% 0.0%

2千人～５千人未満（n=44） 18.2% 9.1% 25.0% 2.3% 18.2% 15.9% 2.3% 0.0%

5千人～1万人未満（n=39） 30.8% 15.4% 41.0% 7.7% 20.5% 23.1% 2.6% 0.0%

1万人～3万人未満（n=31） 38.7% 22.6% 61.3% 0.0% 19.4% 16.1% 0.0% 3.2%

3万人～5万人未満（n=5） 40.0% 0.0% 20.0% 0.0% 80.0% 20.0% 40.0% 0.0%

5万人～10万人未満（n=7） 28.6% 42.9% 71.4% 14.3% 14.3% 42.9% 28.6% 14.3%

10万人以上(n=7) 28.6% 71.4% 57.1% 0.0% 28.6% 0.0% 14.3% 0.0%

シニア層が
社会参加す
るための機
会創出や情
報発信を積
極的に行っ
ている

シニア層が
地域の担い
手となるた
めの人材育
成を行って
いる

シニア層が
地域で活動
するための
支援を行っ
ている

地域特性
（社会資源、
観光資源な
ど）を活かし
た取組を
行っている

シニア層の
社会参加を
推進する民
間の組織・
団体と連携
している

参加対象を
シニア層に
限定せずに
多世代を巻
き込む工夫
をしている

シニア層の
社会参加を
推進するた
め、自治体
内の各部署
間の横断的
連携を行っ
ている

シニア層の
社会参加を
推進するた
め、自治体
内の人員を
確保してい
る

全体(n=144) 27.1% 17.4% 38.9% 3.5% 20.1% 18.8% 5.6% 1.4%
道央（n=56） 32.1% 16.1% 46.4% 5.4% 21.4% 16.1% 8.9% 1.8%
道南（n=16） 6.3% 18.8% 43.8% 0.0% 12.5% 37.5% 6.3% 0.0%
道北（n=31） 25.8% 12.9% 32.3% 6.5% 19.4% 25.8% 0.0% 3.2%
オホーツク（n=15） 26.7% 20.0% 26.7% 0.0% 6.7% 6.7% 0.0% 0.0%
十勝（n=14） 42.9% 35.7% 42.9% 0.0% 35.7% 7.1% 7.1% 0.0%
釧路・根室（n=12） 16.7% 8.3% 25.0% 0.0% 25.0% 16.7% 8.3% 0.0%
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(2) シニア層の社会参加の推進に向けた課題 

Ｑ10 自治体に関すること（複数回答） 

 人口規模別にみると、10万人以上の自治体は、全ての項目の割合が高い傾向にあります。 

 地域別にみると、道南、道北及びオホーツク地域は、「自治体内にシニアの活動支援に特

化した部署がない」の割合が他の地域に比べて高くなっています。また、十勝地域は、「自

治体内の人員が十分に確保されていない」及び「自治体内の各部署間の横断的連携がとれて

いない」の割合が高くなっています。 

 

【人口規模別】 

 

 

【地域別】 

 

 

 

 

 

 

 

  

シニア層の社
会参加を推進
するための手
法・ノウハウが
分からない

自治体と民間
の連携が十分
にとれていな
い

シニア層の活
動が重点的な
施策として位
置づけられて
いない

自治体内の人
員が十分に確
保されていな
い

シニア層の社
会参加を推進
するための予
算措置が難し
い

自治体内にシ
ニアの活動支
援に特化した
部署がない

自治体内の各
部署間の横断
的連携がとれ
ていない

全体(n=144) 36.1% 16.0% 13.2% 27.1% 18.1% 28.5% 16.7%

2千人未満（n=11） 27.3% 0.0% 18.2% 36.4% 9.1% 36.4% 18.2%

2千人～５千人未満（n=44） 40.9% 13.6% 18.2% 34.1% 20.5% 31.8% 13.6%

5千人～1万人未満（n=39） 38.5% 17.9% 12.8% 23.1% 7.7% 15.4% 20.5%

1万人～3万人未満（n=31） 22.6% 16.1% 6.5% 25.8% 25.8% 35.5% 9.7%

3万人～5万人未満（n=5） 20.0% 20.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 20.0%

5万人～10万人未満（n=7） 42.9% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 28.6% 14.3%

10万人以上(n=7) 71.4% 42.9% 14.3% 28.6% 42.9% 57.1% 42.9%

シニア層の社
会参加を推進
するための手
法・ノウハウが
分からない

自治体と民間
の連携が十分
にとれていない

シニア層の活
動が重点的な
施策として位置
づけられていな
い

自治体内の人
員が十分に確
保されていない

シニア層の社
会参加を推進
するための予
算措置が難し
い

自治体内にシ
ニアの活動支
援に特化した
部署がない

自治体内の各
部署間の横断
的連携がとれ
ていない

全体(n=144) 36.1% 16.0% 13.2% 27.1% 18.1% 28.5% 16.7%
道央（n=56） 30.4% 14.3% 8.9% 26.8% 32.1% 21.4% 7.1%
道南（n=16） 68.8% 18.8% 25.0% 12.5% 18.8% 43.8% 18.8%
道北（n=31） 35.5% 16.1% 19.4% 35.5% 6.5% 35.5% 22.6%
オホーツク（n=15） 40.0% 20.0% 6.7% 26.7% 6.7% 46.7% 20.0%
十勝（n=14） 28.6% 7.1% 14.3% 35.7% 0.0% 14.3% 35.7%
釧路・根室（n=12） 25.0% 25.0% 8.3% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7%
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Ｑ８ シニア層の社会参加を推進するために行っていること（複数回答） 

 人口規模別にみると、５万人以上の自治体は、「シニア層が地域の担い手となるための人

材育成を行っている」の割合が高い傾向にあります。 

 地域別にみると、道南地域の「参加対象をシニア層に限定せずに多世代を巻き込む工夫を

している」、十勝地域の「シニア層が社会参加するための機会創出や情報発信を積極的に行

っている」、「シニア層が地域の担い手となるための人材育成を行っている」及び「シニア

層の社会参加を推進する民間の組織・団体と連携している」の割合が、他の地域に比べてそ

れぞれ高くなっています。 

 

【人口規模別】 

 

 

【地域別】 

 

 

シニア層
が社会参
加するた
めの機会
創出や情
報発信を
積極的に
行っている

シニア層
が地域の
担い手と
なるため
の人材育
成を行って
いる

シニア層
が地域で
活動する
ための支
援を行って
いる

地域特性
（社会資
源、観光
資源など）
を活かした
取組を行っ
ている

シニア層
の社会参
加を推進
する民間
の組織・団
体と連携し
ている

参加対象
をシニア層
に限定せ
ずに多世
代を巻き
込む工夫
をしている

シニア層
の社会参
加を推進
するため、
自治体内
の各部署
間の横断
的連携を
行っている

シニア層
の社会参
加を推進
するため、
自治体内
の人員を
確保して
いる

全体(n=144) 27.1% 17.4% 38.9% 3.5% 20.1% 18.8% 5.6% 1.4%

2千人未満（n=11） 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 18.2% 9.1% 0.0%

2千人～５千人未満（n=44） 18.2% 9.1% 25.0% 2.3% 18.2% 15.9% 2.3% 0.0%

5千人～1万人未満（n=39） 30.8% 15.4% 41.0% 7.7% 20.5% 23.1% 2.6% 0.0%

1万人～3万人未満（n=31） 38.7% 22.6% 61.3% 0.0% 19.4% 16.1% 0.0% 3.2%

3万人～5万人未満（n=5） 40.0% 0.0% 20.0% 0.0% 80.0% 20.0% 40.0% 0.0%

5万人～10万人未満（n=7） 28.6% 42.9% 71.4% 14.3% 14.3% 42.9% 28.6% 14.3%

10万人以上(n=7) 28.6% 71.4% 57.1% 0.0% 28.6% 0.0% 14.3% 0.0%

シニア層が
社会参加す
るための機
会創出や情
報発信を積
極的に行っ
ている

シニア層が
地域の担い
手となるた
めの人材育
成を行って
いる

シニア層が
地域で活動
するための
支援を行っ
ている

地域特性
（社会資源、
観光資源な
ど）を活かし
た取組を
行っている

シニア層の
社会参加を
推進する民
間の組織・
団体と連携
している

参加対象を
シニア層に
限定せずに
多世代を巻
き込む工夫
をしている

シニア層の
社会参加を
推進するた
め、自治体
内の各部署
間の横断的
連携を行っ
ている

シニア層の
社会参加を
推進するた
め、自治体
内の人員を
確保してい
る

全体(n=144) 27.1% 17.4% 38.9% 3.5% 20.1% 18.8% 5.6% 1.4%
道央（n=56） 32.1% 16.1% 46.4% 5.4% 21.4% 16.1% 8.9% 1.8%
道南（n=16） 6.3% 18.8% 43.8% 0.0% 12.5% 37.5% 6.3% 0.0%
道北（n=31） 25.8% 12.9% 32.3% 6.5% 19.4% 25.8% 0.0% 3.2%
オホーツク（n=15） 26.7% 20.0% 26.7% 0.0% 6.7% 6.7% 0.0% 0.0%
十勝（n=14） 42.9% 35.7% 42.9% 0.0% 35.7% 7.1% 7.1% 0.0%
釧路・根室（n=12） 16.7% 8.3% 25.0% 0.0% 25.0% 16.7% 8.3% 0.0%
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(3) シニア層の健康づくりに向けた取組状況と課題 

Ｑ14 地域住民の健康づくりを推進する各種取組状況  

■ 特定健診の受診勧奨に関する施設等との連携（地域における医療機関、郵便局、公民

館、薬局、ジム、カフェ等） 

 人口規模別にみると、１万人～３万人未満の自治体は、「実施している」の割合が最も高

くなっています。 

 地域別にみると、オホーツク地域は、「実施予定はない」の割合が他の地域に比べて最も

高くなっています。 
 

 

【人口規模別】 

 

 

【地域別】 

 

 

 

  

実施している 実施予定 検討中 実施予定はない

全体(n=144) 50.7% 0.7% 16.7% 31.9%

2千人未満（n=11） 45.5% 0.0% 9.1% 45.5%

2千人～５千人未満（n=44） 38.6% 2.3% 22.7% 36.4%

5千人～1万人未満（n=39） 53.8% 0.0% 20.5% 25.6%

1万人～3万人未満（n=31） 74.2% 0.0% 6.5% 19.4%

3万人～5万人未満（n=5） 20.0% 0.0% 20.0% 60.0%

5万人～10万人未満（n=7） 57.1% 0.0% 14.3% 28.6%

10万人以上(n=7) 28.6% 0.0% 14.3% 57.1%

実施している 実施予定 検討中 実施予定はない

全体(n=144) 50.7% 0.7% 16.7% 31.9%
道央（n=56） 51.8% 0.0% 16.1% 32.1%
道南（n=16） 56.3% 0.0% 25.0% 18.8%
道北（n=31） 48.4% 0.0% 16.1% 35.5%
オホーツク（n=15） 40.0% 0.0% 6.7% 53.3%
十勝（n=14） 57.1% 7.1% 21.4% 14.3%
釧路・根室（n=12） 50.0% 0.0% 16.7% 33.3%
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Ｑ12 団体等に関すること（複数回答） 

 人口規模別にみると、５万人以上の自治体は、「取組を推進するキーマン（個人）がいな

い」の割合が高くなっています。 

 地域別にみると、道南地域は、全ての項目の割合が他の地域に比べて高い傾向にありま

す。 

 

【人口規模別】 

 

 

【地域別】 

 

 

  

シニア層が中
心となった民
間の組織・団
体や個人の活
動が乏しい

取組を推進す
るための人材
育成が十分に
行われていな
い

人材育成後に
地域で活躍す
る場が十分に
用意されてい
ない

取組を推進す
るキーマン（個
人）がいない

全体(n=144) 33.3% 28.5% 16.7% 34.7%

2千人未満（n=11） 54.5% 18.2% 18.2% 36.4%

2千人～５千人未満（n=44） 43.2% 27.3% 15.9% 45.5%

5千人～1万人未満（n=39） 35.9% 30.8% 17.9% 20.5%

1万人～3万人未満（n=31） 12.9% 22.6% 19.4% 25.8%

3万人～5万人未満（n=5） 0.0% 40.0% 0.0% 40.0%

5万人～10万人未満（n=7） 14.3% 28.6% 28.6% 57.1%

10万人以上(n=7) 57.1% 57.1% 0.0% 57.1%

シニア層が中
心となった民
間の組織・団
体や個人の活
動が乏しい

取組を推進す
るための人材
育成が十分に
行われていな
い

人材育成後に
地域で活躍す
る場が十分に
用意されてい
ない

取組を推進す
るキーマン（個
人）がいない

全体(n=144) 33.3% 28.5% 16.7% 34.7%
道央（n=56） 32.1% 19.6% 14.3% 41.1%
道南（n=16） 56.3% 37.5% 18.8% 50.0%
道北（n=31） 32.3% 35.5% 22.6% 29.0%
オホーツク（n=15） 26.7% 40.0% 13.3% 40.0%
十勝（n=14） 35.7% 21.4% 21.4% 7.1%
釧路・根室（n=12） 16.7% 33.3% 8.3% 25.0%
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(3) シニア層の健康づくりに向けた取組状況と課題 

Ｑ14 地域住民の健康づくりを推進する各種取組状況  

■ 特定健診の受診勧奨に関する施設等との連携（地域における医療機関、郵便局、公民

館、薬局、ジム、カフェ等） 

 人口規模別にみると、１万人～３万人未満の自治体は、「実施している」の割合が最も高

くなっています。 

 地域別にみると、オホーツク地域は、「実施予定はない」の割合が他の地域に比べて最も

高くなっています。 
 

 

【人口規模別】 

 

 

【地域別】 

 

 

 

  

実施している 実施予定 検討中 実施予定はない

全体(n=144) 50.7% 0.7% 16.7% 31.9%

2千人未満（n=11） 45.5% 0.0% 9.1% 45.5%

2千人～５千人未満（n=44） 38.6% 2.3% 22.7% 36.4%

5千人～1万人未満（n=39） 53.8% 0.0% 20.5% 25.6%

1万人～3万人未満（n=31） 74.2% 0.0% 6.5% 19.4%

3万人～5万人未満（n=5） 20.0% 0.0% 20.0% 60.0%

5万人～10万人未満（n=7） 57.1% 0.0% 14.3% 28.6%

10万人以上(n=7) 28.6% 0.0% 14.3% 57.1%

実施している 実施予定 検討中 実施予定はない

全体(n=144) 50.7% 0.7% 16.7% 31.9%
道央（n=56） 51.8% 0.0% 16.1% 32.1%
道南（n=16） 56.3% 0.0% 25.0% 18.8%
道北（n=31） 48.4% 0.0% 16.1% 35.5%
オホーツク（n=15） 40.0% 0.0% 6.7% 53.3%
十勝（n=14） 57.1% 7.1% 21.4% 14.3%
釧路・根室（n=12） 50.0% 0.0% 16.7% 33.3%
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Ｑ12 団体等に関すること（複数回答） 

 人口規模別にみると、５万人以上の自治体は、「取組を推進するキーマン（個人）がいな

い」の割合が高くなっています。 

 地域別にみると、道南地域は、全ての項目の割合が他の地域に比べて高い傾向にありま

す。 

 

【人口規模別】 

 

 

【地域別】 

 

 

  

シニア層が中
心となった民
間の組織・団
体や個人の活
動が乏しい

取組を推進す
るための人材
育成が十分に
行われていな
い

人材育成後に
地域で活躍す
る場が十分に
用意されてい
ない

取組を推進す
るキーマン（個
人）がいない

全体(n=144) 33.3% 28.5% 16.7% 34.7%

2千人未満（n=11） 54.5% 18.2% 18.2% 36.4%

2千人～５千人未満（n=44） 43.2% 27.3% 15.9% 45.5%

5千人～1万人未満（n=39） 35.9% 30.8% 17.9% 20.5%

1万人～3万人未満（n=31） 12.9% 22.6% 19.4% 25.8%

3万人～5万人未満（n=5） 0.0% 40.0% 0.0% 40.0%

5万人～10万人未満（n=7） 14.3% 28.6% 28.6% 57.1%

10万人以上(n=7) 57.1% 57.1% 0.0% 57.1%

シニア層が中
心となった民
間の組織・団
体や個人の活
動が乏しい

取組を推進す
るための人材
育成が十分に
行われていな
い

人材育成後に
地域で活躍す
る場が十分に
用意されてい
ない

取組を推進す
るキーマン（個
人）がいない

全体(n=144) 33.3% 28.5% 16.7% 34.7%
道央（n=56） 32.1% 19.6% 14.3% 41.1%
道南（n=16） 56.3% 37.5% 18.8% 50.0%
道北（n=31） 32.3% 35.5% 22.6% 29.0%
オホーツク（n=15） 26.7% 40.0% 13.3% 40.0%
十勝（n=14） 35.7% 21.4% 21.4% 7.1%
釧路・根室（n=12） 16.7% 33.3% 8.3% 25.0%
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■ 健康ポイント制度の導入等、住民の健康づくりのモチベーションを高める取組 

 人口規模別にみると、３万人～５万人未満の自治体は、「実施している」の割合が最も高

くなっています。 

 地域別にみると、十勝地域は、「実施している」の割合が他の地域に比べて最も高くなっ

ています。 

 

【人口規模別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域別】 

 

 

 

  

実施している 実施予定 検討中 実施予定はない

全体(n=144) 27.8% 3.5% 25.0% 43.8%

2千人未満（n=11） 9.1% 9.1% 18.2% 63.6%

2千人～５千人未満（n=44） 29.5% 0.0% 18.2% 52.3%

5千人～1万人未満（n=39） 20.5% 5.1% 30.8% 43.6%

1万人～3万人未満（n=31） 38.7% 3.2% 22.6% 35.5%

3万人～5万人未満（n=5） 60.0% 0.0% 40.0% 0.0%

5万人～10万人未満（n=7） 28.6% 0.0% 14.3% 57.1%

10万人以上(n=7) 14.3% 14.3% 57.1% 14.3%

実施している 実施予定 検討中 実施予定はない

全体(n=144) 27.8% 3.5% 25.0% 43.8%
道央（n=56） 26.8% 3.6% 30.4% 39.3%
道南（n=16） 12.5% 0.0% 25.0% 62.5%
道北（n=31） 35.5% 3.2% 22.6% 38.7%
オホーツク（n=15） 26.7% 0.0% 13.3% 60.0%
十勝（n=14） 50.0% 0.0% 21.4% 28.6%
釧路・根室（n=12） 8.3% 16.7% 25.0% 50.0%
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■ 住民が日々の健康状況を把握するための取組（歩数計や活動量計の配布、施設等におけ

る計測機器の設置など） 

 人口規模別にみると、10万人以上の自治体は、「実施している」の割合が最も高くなって

います。 

 地域別にみると、オホーツク、十勝及び釧路・根室地域は、「実施している」の割合が他

の地域に比べて高くなっています。 
 

 

【人口規模別】 

 

 

【地域別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

実施している 実施予定 検討中 実施予定はな

全体(n=144) 53.5% 1.4% 17.4% 27.8%

2千人未満（n=11） 45.5% 0.0% 18.2% 36.4%

2千人～５千人未満（n=44） 47.7% 0.0% 15.9% 36.4%

5千人～1万人未満（n=39） 56.4% 0.0% 23.1% 20.5%

1万人～3万人未満（n=31） 61.3% 0.0% 9.7% 29.0%

3万人～5万人未満（n=5） 40.0% 0.0% 60.0% 0.0%

5万人～10万人未満（n=7） 28.6% 28.6% 14.3% 28.6%

10万人以上(n=7) 85.7% 0.0% 0.0% 14.3%

実施している 実施予定 検討中 実施予定はない

全体(n=144) 53.5% 1.4% 17.4% 27.8%
道央（n=56） 44.6% 3.6% 23.2% 28.6%
道南（n=16） 43.8% 0.0% 18.8% 37.5%
道北（n=31） 51.6% 0.0% 16.1% 32.3%
オホーツク（n=15） 80.0% 0.0% 6.7% 13.3%
十勝（n=14） 71.4% 0.0% 14.3% 14.3%
釧路・根室（n=12） 58.3% 0.0% 8.3% 33.3%
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■ 健康ポイント制度の導入等、住民の健康づくりのモチベーションを高める取組 

 人口規模別にみると、３万人～５万人未満の自治体は、「実施している」の割合が最も高

くなっています。 

 地域別にみると、十勝地域は、「実施している」の割合が他の地域に比べて最も高くなっ

ています。 

 

【人口規模別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域別】 

 

 

 

  

実施している 実施予定 検討中 実施予定はない

全体(n=144) 27.8% 3.5% 25.0% 43.8%

2千人未満（n=11） 9.1% 9.1% 18.2% 63.6%

2千人～５千人未満（n=44） 29.5% 0.0% 18.2% 52.3%

5千人～1万人未満（n=39） 20.5% 5.1% 30.8% 43.6%

1万人～3万人未満（n=31） 38.7% 3.2% 22.6% 35.5%

3万人～5万人未満（n=5） 60.0% 0.0% 40.0% 0.0%

5万人～10万人未満（n=7） 28.6% 0.0% 14.3% 57.1%

10万人以上(n=7) 14.3% 14.3% 57.1% 14.3%

実施している 実施予定 検討中 実施予定はない

全体(n=144) 27.8% 3.5% 25.0% 43.8%
道央（n=56） 26.8% 3.6% 30.4% 39.3%
道南（n=16） 12.5% 0.0% 25.0% 62.5%
道北（n=31） 35.5% 3.2% 22.6% 38.7%
オホーツク（n=15） 26.7% 0.0% 13.3% 60.0%
十勝（n=14） 50.0% 0.0% 21.4% 28.6%
釧路・根室（n=12） 8.3% 16.7% 25.0% 50.0%
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■ 住民が日々の健康状況を把握するための取組（歩数計や活動量計の配布、施設等におけ

る計測機器の設置など） 

 人口規模別にみると、10万人以上の自治体は、「実施している」の割合が最も高くなって

います。 

 地域別にみると、オホーツク、十勝及び釧路・根室地域は、「実施している」の割合が他

の地域に比べて高くなっています。 
 

 

【人口規模別】 

 

 

【地域別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

実施している 実施予定 検討中 実施予定はな

全体(n=144) 53.5% 1.4% 17.4% 27.8%

2千人未満（n=11） 45.5% 0.0% 18.2% 36.4%

2千人～５千人未満（n=44） 47.7% 0.0% 15.9% 36.4%

5千人～1万人未満（n=39） 56.4% 0.0% 23.1% 20.5%

1万人～3万人未満（n=31） 61.3% 0.0% 9.7% 29.0%

3万人～5万人未満（n=5） 40.0% 0.0% 60.0% 0.0%

5万人～10万人未満（n=7） 28.6% 28.6% 14.3% 28.6%

10万人以上(n=7) 85.7% 0.0% 0.0% 14.3%

実施している 実施予定 検討中 実施予定はない

全体(n=144) 53.5% 1.4% 17.4% 27.8%
道央（n=56） 44.6% 3.6% 23.2% 28.6%
道南（n=16） 43.8% 0.0% 18.8% 37.5%
道北（n=31） 51.6% 0.0% 16.1% 32.3%
オホーツク（n=15） 80.0% 0.0% 6.7% 13.3%
十勝（n=14） 71.4% 0.0% 14.3% 14.3%
釧路・根室（n=12） 58.3% 0.0% 8.3% 33.3%
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■ 健康推進員や食生活改善推進員等、地域で健康づくりを推進する人材育成や活動の推進 

 人口規模別にみると、２千人未満の自治体は、「実施予定はない」の割合が最も高くなっ

ている一方、５千人以上の自治体では「実施している」の割合が全体的に高い傾向にありま

す。 

 地域別にみると、道北地域は、「実施している」の割合が他の地域に比べて低くなってい

ます。 
 

 

【人口規模別】 

 

 

【地域別】 

 

 

 

  

実施している 実施予定 検討中 実施予定はない

全体(n=144) 58.3% 1.4% 14.6% 25.7%

2千人未満（n=11） 27.3% 0.0% 9.1% 63.6%

2千人～５千人未満（n=44） 47.7% 2.3% 15.9% 34.1%

5千人～1万人未満（n=39） 66.7% 2.6% 12.8% 17.9%

1万人～3万人未満（n=31） 64.5% 0.0% 12.9% 22.6%

3万人～5万人未満（n=5） 40.0% 0.0% 60.0% 0.0%

5万人～10万人未満（n=7） 85.7% 0.0% 14.3% 0.0%

10万人以上(n=7) 85.7% 0.0% 0.0% 14.3%

実施している 実施予定 検討中 実施予定はない

全体(n=144) 58.3% 1.4% 14.6% 25.7%
道央（n=56） 62.5% 0.0% 14.3% 23.2%
道南（n=16） 68.8% 0.0% 12.5% 18.8%
道北（n=31） 35.5% 6.5% 16.1% 41.9%
オホーツク（n=15） 66.7% 0.0% 20.0% 13.3%
十勝（n=14） 57.1% 0.0% 14.3% 28.6%
釧路・根室（n=12） 75.0% 0.0% 8.3% 16.7%
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■ 運動・食生活改善プログラム等、住民が健康づくりを実践できる機会の提供 

 人口規模別にみると、人口が多い自治体は、「実施している」の割合が高い傾向にありま

す。 

 地域別にみると、オホーツク及び十勝地域は、「実施している」の割合が他の地域に比べ

て高くなっています。 

 

【人口規模別】 

 

 

【地域別】 

 

 

 

 

 

 

実施している 実施予定 検討中 実施予定はない

全体(n=144) 79.9% 1.4% 9.0% 9.7%

2千人未満（n=11） 63.6% 9.1% 18.2% 9.1%

2千人～５千人未満（n=44） 68.2% 0.0% 13.6% 18.2%

5千人～1万人未満（n=39） 84.6% 2.6% 5.1% 7.7%

1万人～3万人未満（n=31） 87.1% 0.0% 6.5% 6.5%

3万人～5万人未満（n=5） 80.0% 0.0% 20.0% 0.0%

5万人～10万人未満（n=7） 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

10万人以上(n=7) 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

実施している 実施予定 検討中 実施予定はない

全体(n=144) 79.9% 1.4% 9.0% 9.7%
道央（n=56） 80.4% 0.0% 12.5% 7.1%
道南（n=16） 87.5% 0.0% 6.3% 6.3%
道北（n=31） 64.5% 3.2% 12.9% 19.4%
オホーツク（n=15） 93.3% 0.0% 6.7% 0.0%
十勝（n=14） 92.9% 0.0% 0.0% 7.1%
釧路・根室（n=12） 75.0% 8.3% 0.0% 16.7%
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■ 健康推進員や食生活改善推進員等、地域で健康づくりを推進する人材育成や活動の推進 

 人口規模別にみると、２千人未満の自治体は、「実施予定はない」の割合が最も高くなっ

ている一方、５千人以上の自治体では「実施している」の割合が全体的に高い傾向にありま

す。 

 地域別にみると、道北地域は、「実施している」の割合が他の地域に比べて低くなってい

ます。 
 

 

【人口規模別】 

 

 

【地域別】 

 

 

 

  

実施している 実施予定 検討中 実施予定はない

全体(n=144) 58.3% 1.4% 14.6% 25.7%

2千人未満（n=11） 27.3% 0.0% 9.1% 63.6%

2千人～５千人未満（n=44） 47.7% 2.3% 15.9% 34.1%

5千人～1万人未満（n=39） 66.7% 2.6% 12.8% 17.9%

1万人～3万人未満（n=31） 64.5% 0.0% 12.9% 22.6%

3万人～5万人未満（n=5） 40.0% 0.0% 60.0% 0.0%

5万人～10万人未満（n=7） 85.7% 0.0% 14.3% 0.0%

10万人以上(n=7) 85.7% 0.0% 0.0% 14.3%

実施している 実施予定 検討中 実施予定はない

全体(n=144) 58.3% 1.4% 14.6% 25.7%
道央（n=56） 62.5% 0.0% 14.3% 23.2%
道南（n=16） 68.8% 0.0% 12.5% 18.8%
道北（n=31） 35.5% 6.5% 16.1% 41.9%
オホーツク（n=15） 66.7% 0.0% 20.0% 13.3%
十勝（n=14） 57.1% 0.0% 14.3% 28.6%
釧路・根室（n=12） 75.0% 0.0% 8.3% 16.7%
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■ 運動・食生活改善プログラム等、住民が健康づくりを実践できる機会の提供 

 人口規模別にみると、人口が多い自治体は、「実施している」の割合が高い傾向にありま

す。 

 地域別にみると、オホーツク及び十勝地域は、「実施している」の割合が他の地域に比べ

て高くなっています。 

 

【人口規模別】 

 

 

【地域別】 

 

 

 

 

 

 

実施している 実施予定 検討中 実施予定はない

全体(n=144) 79.9% 1.4% 9.0% 9.7%

2千人未満（n=11） 63.6% 9.1% 18.2% 9.1%

2千人～５千人未満（n=44） 68.2% 0.0% 13.6% 18.2%

5千人～1万人未満（n=39） 84.6% 2.6% 5.1% 7.7%

1万人～3万人未満（n=31） 87.1% 0.0% 6.5% 6.5%

3万人～5万人未満（n=5） 80.0% 0.0% 20.0% 0.0%

5万人～10万人未満（n=7） 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

10万人以上(n=7) 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

実施している 実施予定 検討中 実施予定はない

全体(n=144) 79.9% 1.4% 9.0% 9.7%
道央（n=56） 80.4% 0.0% 12.5% 7.1%
道南（n=16） 87.5% 0.0% 6.3% 6.3%
道北（n=31） 64.5% 3.2% 12.9% 19.4%
オホーツク（n=15） 93.3% 0.0% 6.7% 0.0%
十勝（n=14） 92.9% 0.0% 0.0% 7.1%
釧路・根室（n=12） 75.0% 8.3% 0.0% 16.7%
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(4) 介護予防・日常生活支援総合事業のうち、生活支援・介護予防サービスの実

施状況 

Ｑ22 「現行の訪問介護に相当するサービス」のサービス提供者（予定も含む。）につ 

（複数回答） 

 人口規模別にみると、２千人未満の自治体は、「社会福祉協議会（社協）」の割合が最も

高くなっています。 

 地域別にみると、道北及びオホーツク地域は、「社会福祉協議会（社協）」の割合が他の

地域に比べて高くなっています。 

 

【人口規模別】 

 

 

【地域別】 

 

 

  

社会福祉協議
会（社協）

貴自治体にあ
る事業者・団
体（社協以外）

他自治体にあ
る事業者・団
体（社協以外）

現在検討中

全体(n=144) 61.8% 54.2% 13.9% 12.5%

2千人未満（n=11） 90.9% 9.1% 9.1% 0.0%

2千人～５千人未満（n=44） 56.8% 40.9% 13.6% 6.8%

5千人～1万人未満（n=39） 71.8% 56.4% 10.3% 12.8%

1万人～3万人未満（n=31） 61.3% 74.2% 12.9% 16.1%

3万人～5万人未満（n=5） 60.0% 100.0% 0.0% 0.0%

5万人～10万人未満（n=7） 14.3% 57.1% 57.1% 42.9%

10万人以上(n=7) 42.9% 71.4% 14.3% 28.6%

社会福祉協議会
（社協）

貴自治体にある
事業者・団体
（社協以外）

他自治体にある
事業者・団体
（社協以外）

現在検討中

全体(n=144) 61.8% 54.2% 13.9% 12.5%
道央（n=56） 53.6% 58.9% 19.6% 16.1%
道南（n=16） 62.5% 62.5% 6.3% 6.3%
道北（n=31） 71.0% 38.7% 6.5% 9.7%
オホーツク（n=15） 80.0% 53.3% 20.0% 0.0%
十勝（n=14） 57.1% 50.0% 14.3% 21.4%
釧路・根室（n=12） 58.3% 66.7% 8.3% 16.7%
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Ｑ21 住民の健康づくりを推進する施策の実施体制に係る課題（複数回答） 

 人口規模別にみると、「１万人～３万人未満」及び「３万人～５万人未満」の自治体は、

「健康づくりを推進するためのマンパワーが不足している」の割合が高くなっています。 

 地域別にみると、十勝及び釧路・根室地域は、「自治体内の各部署間の横断的連携がとれ

ていない」の割合が他の地域に比べて低くなっています。 

 

【人口規模別】 

 

 

【地域別】 

 

 

  

健康づくりを推
進するための
マンパワーが
不足している

健康づくりを推
進するノウハ
ウ・情報が不
足している

自治体内の各
部署間の横断
的連携がとれ
ていない

医療機関や事
業者等の協力
が得られない

プログラム等
を提供する民
間事業者・団
体が不足して
いる

その他

全体(n=144) 67.4% 22.2% 20.8% 7.6% 33.3% 6.3%

2千人未満（n=11） 54.5% 18.2% 27.3% 0.0% 27.3% 9.1%

2千人～５千人未満（n=44） 68.2% 27.3% 25.0% 11.4% 47.7% 2.3%

5千人～1万人未満（n=39） 56.4% 20.5% 15.4% 5.1% 38.5% 5.1%

1万人～3万人未満（n=31） 83.9% 19.4% 19.4% 9.7% 22.6% 9.7%

3万人～5万人未満（n=5） 80.0% 20.0% 20.0% 0.0% 0.0% 20.0%

5万人～10万人未満（n=7） 71.4% 42.9% 28.6% 0.0% 0.0% 14.3%

10万人以上(n=7) 57.1% 0.0% 14.3% 14.3% 28.6% 0.0%

健康づくりを推進
するためのマン
パワーが不足し
ている

健康づくりを推進
するノウハウ・情
報が不足してい
る

自治体内の各部
署間の横断的連
携がとれていな
い

医療機関や事業
者等の協力が得
られない

プログラム等を
提供する民間
事業者・団体
が不足してい
る

その他

全体(n=144) 67.4% 22.2% 20.8% 7.6% 33.3% 6.3%
道央（n=56） 75.0% 26.8% 16.1% 3.6% 21.4% 7.1%
道南（n=16） 56.3% 12.5% 25.0% 6.3% 56.3% 6.3%
道北（n=31） 71.0% 22.6% 32.3% 6.5% 38.7% 0.0%
オホーツク（n=15） 60.0% 26.7% 33.3% 20.0% 46.7% 6.7%
十勝（n=14） 57.1% 28.6% 7.1% 14.3% 28.6% 14.3%
釧路・根室（n=12） 58.3% 0.0% 8.3% 8.3% 33.3% 8.3%
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(4) 介護予防・日常生活支援総合事業のうち、生活支援・介護予防サービスの実

施状況 

Ｑ22 「現行の訪問介護に相当するサービス」のサービス提供者（予定も含む。）につ 

（複数回答） 

 人口規模別にみると、２千人未満の自治体は、「社会福祉協議会（社協）」の割合が最も

高くなっています。 

 地域別にみると、道北及びオホーツク地域は、「社会福祉協議会（社協）」の割合が他の

地域に比べて高くなっています。 

 

【人口規模別】 

 

 

【地域別】 

 

 

  

社会福祉協議
会（社協）

貴自治体にあ
る事業者・団
体（社協以外）

他自治体にあ
る事業者・団
体（社協以外）

現在検討中

全体(n=144) 61.8% 54.2% 13.9% 12.5%

2千人未満（n=11） 90.9% 9.1% 9.1% 0.0%

2千人～５千人未満（n=44） 56.8% 40.9% 13.6% 6.8%

5千人～1万人未満（n=39） 71.8% 56.4% 10.3% 12.8%

1万人～3万人未満（n=31） 61.3% 74.2% 12.9% 16.1%

3万人～5万人未満（n=5） 60.0% 100.0% 0.0% 0.0%

5万人～10万人未満（n=7） 14.3% 57.1% 57.1% 42.9%

10万人以上(n=7) 42.9% 71.4% 14.3% 28.6%

社会福祉協議会
（社協）

貴自治体にある
事業者・団体
（社協以外）

他自治体にある
事業者・団体
（社協以外）

現在検討中

全体(n=144) 61.8% 54.2% 13.9% 12.5%
道央（n=56） 53.6% 58.9% 19.6% 16.1%
道南（n=16） 62.5% 62.5% 6.3% 6.3%
道北（n=31） 71.0% 38.7% 6.5% 9.7%
オホーツク（n=15） 80.0% 53.3% 20.0% 0.0%
十勝（n=14） 57.1% 50.0% 14.3% 21.4%
釧路・根室（n=12） 58.3% 66.7% 8.3% 16.7%
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Ｑ21 住民の健康づくりを推進する施策の実施体制に係る課題（複数回答） 

 人口規模別にみると、「１万人～３万人未満」及び「３万人～５万人未満」の自治体は、

「健康づくりを推進するためのマンパワーが不足している」の割合が高くなっています。 

 地域別にみると、十勝及び釧路・根室地域は、「自治体内の各部署間の横断的連携がとれ

ていない」の割合が他の地域に比べて低くなっています。 

 

【人口規模別】 

 

 

【地域別】 

 

 

  

健康づくりを推
進するための
マンパワーが
不足している

健康づくりを推
進するノウハ
ウ・情報が不
足している

自治体内の各
部署間の横断
的連携がとれ
ていない

医療機関や事
業者等の協力
が得られない

プログラム等
を提供する民
間事業者・団
体が不足して
いる

その他

全体(n=144) 67.4% 22.2% 20.8% 7.6% 33.3% 6.3%

2千人未満（n=11） 54.5% 18.2% 27.3% 0.0% 27.3% 9.1%

2千人～５千人未満（n=44） 68.2% 27.3% 25.0% 11.4% 47.7% 2.3%

5千人～1万人未満（n=39） 56.4% 20.5% 15.4% 5.1% 38.5% 5.1%

1万人～3万人未満（n=31） 83.9% 19.4% 19.4% 9.7% 22.6% 9.7%

3万人～5万人未満（n=5） 80.0% 20.0% 20.0% 0.0% 0.0% 20.0%

5万人～10万人未満（n=7） 71.4% 42.9% 28.6% 0.0% 0.0% 14.3%

10万人以上(n=7) 57.1% 0.0% 14.3% 14.3% 28.6% 0.0%

健康づくりを推進
するためのマン
パワーが不足し
ている

健康づくりを推進
するノウハウ・情
報が不足してい
る

自治体内の各部
署間の横断的連
携がとれていな
い

医療機関や事業
者等の協力が得
られない

プログラム等を
提供する民間
事業者・団体
が不足してい
る

その他

全体(n=144) 67.4% 22.2% 20.8% 7.6% 33.3% 6.3%
道央（n=56） 75.0% 26.8% 16.1% 3.6% 21.4% 7.1%
道南（n=16） 56.3% 12.5% 25.0% 6.3% 56.3% 6.3%
道北（n=31） 71.0% 22.6% 32.3% 6.5% 38.7% 0.0%
オホーツク（n=15） 60.0% 26.7% 33.3% 20.0% 46.7% 6.7%
十勝（n=14） 57.1% 28.6% 7.1% 14.3% 28.6% 14.3%
釧路・根室（n=12） 58.3% 0.0% 8.3% 8.3% 33.3% 8.3%

資料編 Ⅰ　市町村アンケート調査

hon.indd   137 2017/12/11   16:02:50



 

 

139 

 

Ｑ25 「現行の通所介護に相当するサービス」のサービス提供者（予定も含む。）について

（複数回答） 

 人口規模別にみると、２千人未満の自治体は、「社協」の割合が最も高くなっています。 

 地域別にみると、道南及び釧路・根室地域は、「貴自治体にある事業者・団体（社協以

外）」の割合が他の地域に比べて高くなっています。 
 

 

【人口規模別】 

 

 

【地域別】 

 

 

 

  

社協
貴自治体にあ
る事業者・団
体（社協以外）

他自治体にあ
る事業者・団
体（社協以外）

現在検討中

全体(n=144) 36.8% 68.1% 16.7% 11.8%

2千人未満（n=11） 81.8% 18.2% 0.0% 0.0%

2千人～５千人未満（n=44） 27.3% 75.0% 18.2% 4.5%

5千人～1万人未満（n=39） 38.5% 69.2% 12.8% 10.3%

1万人～3万人未満（n=31） 45.2% 74.2% 16.1% 16.1%

3万人～5万人未満（n=5） 40.0% 80.0% 20.0% 20.0%

5万人～10万人未満（n=7） 14.3% 57.1% 57.1% 42.9%

10万人以上(n=7) 0.0% 71.4% 14.3% 28.6%

社協
貴自治体にある
事業者・団体
（社協以外）

他自治体にある
事業者・団体
（社協以外）

現在検討中

全体(n=144) 36.8% 68.1% 16.7% 11.8%
道央（n=56） 33.9% 66.1% 30.4% 14.3%
道南（n=16） 25.0% 81.3% 0.0% 6.3%
道北（n=31） 35.5% 58.1% 3.2% 12.9%
オホーツク（n=15） 53.3% 86.7% 20.0% 0.0%
十勝（n=14） 50.0% 50.0% 14.3% 21.4%
釧路・根室（n=12） 33.3% 83.3% 8.3% 8.3%
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Ｑ23 「多様な訪問型サービス（例：ゴミ出し、洗濯物の取り入れ、食器洗い、配食、見守

り、安否確認等）」のサービス提供者（予定も含む。）について（複数回答） 

 人口規模別にみると、２千人未満の自治体は、「直営」及び「社協」の割合が全体的に高

い傾向にあります。 

 地域別にみると、釧路・根室地域は、「貴自治体にある事業者・団体（社協以外）」の割

合が他の地域に比べて高くなっています。 
 

 

【人口規模別】 

 

 

【地域別】 

 

 

  

直営 社協
貴自治体にあ
る事業者・団
体（社協以外）

他自治体にある
事業者・団体
（社協以外）

現在検討中

全体(n=144) 6.3% 38.9% 22.9% 3.5% 53.5%

2千人未満（n=11） 27.3% 72.7% 0.0% 0.0% 18.2%

2千人～５千人未満（n=44） 6.8% 43.2% 27.3% 2.3% 47.7%

5千人～1万人未満（n=39） 2.6% 46.2% 28.2% 7.7% 43.6%

1万人～3万人未満（n=31） 6.5% 29.0% 22.6% 0.0% 67.7%

3万人～5万人未満（n=5） 0.0% 20.0% 20.0% 0.0% 80.0%

5万人～10万人未満（n=7） 0.0% 14.3% 14.3% 14.3% 85.7%

10万人以上(n=7) 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% 85.7%

 直営 社協
貴自治体にある
事業者・団体
（社協以外）

他自治体にある
事業者・団体
（社協以外）

現在検討中

全体(n=144) 6.3% 38.9% 22.9% 3.5% 53.5%
道央（n=56） 8.9% 41.1% 28.6% 3.6% 50.0%
道南（n=16） 6.3% 12.5% 6.3% 0.0% 81.3%
道北（n=31） 6.5% 45.2% 16.1% 0.0% 51.6%
オホーツク（n=15） 6.7% 40.0% 13.3% 6.7% 53.3%
十勝（n=14） 0.0% 42.9% 28.6% 7.1% 42.9%
釧路・根室（n=12） 0.0% 41.7% 41.7% 8.3% 50.0%
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Ｑ25 「現行の通所介護に相当するサービス」のサービス提供者（予定も含む。）について

（複数回答） 

 人口規模別にみると、２千人未満の自治体は、「社協」の割合が最も高くなっています。 

 地域別にみると、オホーツク、道南及び釧路・根室地域は、「貴自治体にある事業者・団

体（社協以外）」の割合が他の地域に比べて高くなっています。 
 

 

【人口規模別】 

 

 

【地域別】 

 

 

 

 

  

社協
貴自治体にあ
る事業者・団
体（社協以外）

他自治体にあ
る事業者・団
体（社協以外）

現在検討中

全体(n=144) 36.8% 68.1% 16.7% 11.8%

2千人未満（n=11） 81.8% 18.2% 0.0% 0.0%

2千人～５千人未満（n=44） 27.3% 75.0% 18.2% 4.5%

5千人～1万人未満（n=39） 38.5% 69.2% 12.8% 10.3%

1万人～3万人未満（n=31） 45.2% 74.2% 16.1% 16.1%

3万人～5万人未満（n=5） 40.0% 80.0% 20.0% 20.0%

5万人～10万人未満（n=7） 14.3% 57.1% 57.1% 42.9%

10万人以上(n=7) 0.0% 71.4% 14.3% 28.6%

社協
貴自治体にある
事業者・団体
（社協以外）

他自治体にある
事業者・団体
（社協以外）

現在検討中

全体(n=144) 36.8% 68.1% 16.7% 11.8%
道央（n=56） 33.9% 66.1% 30.4% 14.3%
道南（n=16） 25.0% 81.3% 0.0% 6.3%
道北（n=31） 35.5% 58.1% 3.2% 12.9%
オホーツク（n=15） 53.3% 86.7% 20.0% 0.0%
十勝（n=14） 50.0% 50.0% 14.3% 21.4%
釧路・根室（n=12） 33.3% 83.3% 8.3% 8.3%
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Ｑ23 「多様な訪問型サービス（例：ゴミ出し、洗濯物の取り入れ、食器洗い、配食、見守

り、安否確認等）」のサービス提供者（予定も含む。）について（複数回答） 

 人口規模別にみると、２千人未満の自治体は、「直営」及び「社協」の割合が全体的に高

い傾向にあります。 

 地域別にみると、釧路・根室地域は、「貴自治体にある事業者・団体（社協以外）」の割

合が他の地域に比べて高くなっています。 
 

 

【人口規模別】 

 

 

【地域別】 

 

 

  

直営 社協
貴自治体にあ
る事業者・団
体（社協以外）

他自治体にある
事業者・団体
（社協以外）

現在検討中

全体(n=144) 6.3% 38.9% 22.9% 3.5% 53.5%

2千人未満（n=11） 27.3% 72.7% 0.0% 0.0% 18.2%

2千人～５千人未満（n=44） 6.8% 43.2% 27.3% 2.3% 47.7%

5千人～1万人未満（n=39） 2.6% 46.2% 28.2% 7.7% 43.6%

1万人～3万人未満（n=31） 6.5% 29.0% 22.6% 0.0% 67.7%

3万人～5万人未満（n=5） 0.0% 20.0% 20.0% 0.0% 80.0%

5万人～10万人未満（n=7） 0.0% 14.3% 14.3% 14.3% 85.7%

10万人以上(n=7) 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% 85.7%

 直営 社協
貴自治体にある
事業者・団体
（社協以外）

他自治体にある
事業者・団体
（社協以外）

現在検討中

全体(n=144) 6.3% 38.9% 22.9% 3.5% 53.5%
道央（n=56） 8.9% 41.1% 28.6% 3.6% 50.0%
道南（n=16） 6.3% 12.5% 6.3% 0.0% 81.3%
道北（n=31） 6.5% 45.2% 16.1% 0.0% 51.6%
オホーツク（n=15） 6.7% 40.0% 13.3% 6.7% 53.3%
十勝（n=14） 0.0% 42.9% 28.6% 7.1% 42.9%
釧路・根室（n=12） 0.0% 41.7% 41.7% 8.3% 50.0%
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Ⅱ 道内先進事例調査 

 

事例１：沼田町～住民参加型のまちづくり構想策定

事例２：ゆうゆうマーシー（増毛町）～シニアが主体的に企画・運営する地域通貨

事例３：赤平市～民間との連携による健康づくり活動（地域まるごと元気アッププログラム）

事例４：ＮＰＯ法人グラウンドワーク西神楽（旭川市）～シニアの活力・ノウハウを生かしたまちづく

り活動

事例５：帯広市社会福祉協議会地域交流サロン事業「清川ふれあい広場」～小学校と連携した農業地域

における地域交流サロン

事例６：市民活動プラザ六中ソフト事業推進室（帯広市）～障がい者団体等が運営する廃校を活用した

地域コミュニティ拠点

事例７：帯広市～健康づくり・介護予防の場と居場所の一体的提供（高齢者いきいき元気事業）

事例８：一般社団法人釧路社会的企業創造協議会（釧路市）～シニアを多く含む生活困窮者の就労支援

活動

事例９：認定ＮＰＯ法人ふまねっと（釧路市）～シニアの健康づくり支援と担い手育成

事例10：社会福祉法人北海長正会「北広島団地地域サポートセンターともに」（北広島市）～市民スタ

ッフによる地域交流の場

事例11：南幌町～40歳代からのボランティアポイント制度

事例12：池田町～社協・地縁組織との連携による介護予防活動の推進

事例13：登別市社会福祉協議会「ふれあい・いきいきサロン」～社会福祉協議会の側面支援による住民

主体のサロン展開

事例14：伊達市シルバー人材センター～70歳以上のシニアが働く場の確保に向けた自主事業の展開

  

１．   道内先進事例調査 Ⅱ 

沼田町 

増毛町 

赤平市 

南幌町 

登別市 

伊達市 

旭川市 

釧路市 

池田町 

帯広市 

北広島市 
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Ｑ26 「多様な通所サービス（例：サロン、住民主体の交流の場、認知症カフェ、ミニデイ

サービス、体操教室、運動・栄養・口腔ケア等の教室など）」のサービス提供者（予定

も含む。）について（複数回答） 

 人口規模別にみると、「２千人未満」「２千人～５千人未満」の自治体は、「直営」及び

「社協」を合わせた割合が全体的に高くなっています。 

 地域別にみると、釧路・根室地域は、「貴自治体にある事業者・団体（社協以外）」の割

合が他の地域に比べて高くなっています。 

 

【人口規模別】 

 

【地域別】 

 

 

 

 

 

 

  

直営 社協
貴自治体にある
事業者・団体
（社協以外）

他自治体にある
事業者・団体
（社協以外）

現在検討中

全体(n=144) 27.8% 31.9% 31.9% 4.9% 43.1%
道央（n=56） 26.8% 28.6% 33.9% 10.7% 37.5%
道南（n=16） 31.3% 31.3% 25.0% 0.0% 62.5%
道北（n=31） 25.8% 32.3% 25.8% 3.2% 45.2%
オホーツク（n=15） 40.0% 26.7% 33.3% 0.0% 40.0%
十勝（n=14） 21.4% 50.0% 28.6% 0.0% 50.0%
釧路・根室（n=12） 25.0% 33.3% 50.0% 0.0% 33.3%

直営 社協
貴自治体にある
事業者・団体（社
協以外）

他自治体にある
事業者・団体（社
協以外）

現在検討中

全体(n=144) 27.8% 31.9% 31.9% 4.9% 43.1%

2千人未満（n=11） 27.3% 54.5% 0.0% 18.2% 18.2%

2千人～５千人未満（n=44） 47.7% 34.1% 27.3% 4.5% 34.1%

5千人～1万人未満（n=39） 23.1% 38.5% 41.0% 2.6% 46.2%

1万人～3万人未満（n=31） 22.6% 22.6% 35.5% 3.2% 48.4%

3万人～5万人未満（n=5） 0.0% 20.0% 60.0% 0.0% 40.0%

5万人～10万人未満（n=7） 0.0% 14.3% 28.6% 14.3% 71.4%

10万人以上(n=7) 0.0% 14.3% 28.6% 0.0% 71.4%

資料編 Ⅰ　市町村アンケート調査

hon.indd   140 2017/12/11   16:03:27



 

 

141 

 

Ⅱ 道内先進事例調査 

 

 
事例１：沼田町～住民参加型のまちづくり構想策定 
事例２：ゆうゆうマーシー（増毛町）～シニアが主体的に企画・運営する地域通貨 
事例３：赤平市～民間との連携による健康づくり活動（地域まるごと元気アッププログラム） 
事例４：ＮＰＯ法人グラウンドワーク西神楽（旭川市）～シニアの活力・ノウハウを活かしたまちづく

り活動 
事例５：帯広市社会福祉協議会地域交流サロン事業「清川ふれあい広場」～小学校と連携した農業地域

における地域交流サロン 
事例６：市民活動プラザ六中ソフト事業推進室（帯広市）～障がい者団体等が運営する廃校を活用した

地域コミュニティ拠点 
事例７：帯広市～健康づくり・介護予防の場と居場所の一体的提供（高齢者いきいき元気事業） 
事例８：一般社団法人釧路社会的企業創造協議会（釧路市）～シニアを多く含む生活困窮者の就労支援

活動 
事例９：認定ＮＰＯ法人ふまねっと（釧路市）～シニアの健康づくり支援と担い手育成 
事例10：社会福祉法人北海長正会「北広島団地地域サポートセンターともに」（北広島市）～市民スタ

ッフによる地域交流の場 
事例11：南幌町～40歳代からのボランティアポイント制度 
事例12：池田町～社協・地縁組織との連携による介護予防活動の推進 
事例13：登別市社会福祉協議会「ふれあい・いきいきサロン」～社会福祉協議会の側面支援による住民

主体のサロン展開 
事例14：伊達市シルバー人材センター～70歳以上のシニアが働く場の確保に向けた自主事業の展開 

 
  

１．   道内先進事例調査 Ⅱ 

沼田町 

増毛町 

赤平市 

南幌町 

登別市 

伊達市 

旭川市 

釧路市 

池田町 

帯広市 

北広島市 
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Ｑ26 「多様な通所サービス（例：サロン、住民主体の交流の場、認知症カフェ、ミニデイ

サービス、体操教室、運動・栄養・口腔ケア等の教室など）」のサービス提供者（予定

も含む。）について（複数回答） 

 人口規模別にみると、「２千人未満」「２千人～５千人未満」の自治体は、「直営」及び

「社協」を合わせた割合が全体的に高くなっています。 

 地域別にみると、釧路・根室地域は、「貴自治体にある事業者・団体（社協以外）」の割

合が他の地域に比べて高くなっています。 

 

【人口規模別】 

 

【地域別】 

 

 

 

 

 

 

  

直営 社協
貴自治体にある
事業者・団体
（社協以外）

他自治体にある
事業者・団体
（社協以外）

現在検討中

全体(n=144) 27.8% 31.9% 31.9% 4.9% 43.1%
道央（n=56） 26.8% 28.6% 33.9% 10.7% 37.5%
道南（n=16） 31.3% 31.3% 25.0% 0.0% 62.5%
道北（n=31） 25.8% 32.3% 25.8% 3.2% 45.2%
オホーツク（n=15） 40.0% 26.7% 33.3% 0.0% 40.0%
十勝（n=14） 21.4% 50.0% 28.6% 0.0% 50.0%
釧路・根室（n=12） 25.0% 33.3% 50.0% 0.0% 33.3%

直営 社協
貴自治体にある
事業者・団体（社
協以外）

他自治体にある
事業者・団体（社
協以外）

現在検討中

全体(n=144) 27.8% 31.9% 31.9% 4.9% 43.1%

2千人未満（n=11） 27.3% 54.5% 0.0% 18.2% 18.2%

2千人～５千人未満（n=44） 47.7% 34.1% 27.3% 4.5% 34.1%

5千人～1万人未満（n=39） 23.1% 38.5% 41.0% 2.6% 46.2%

1万人～3万人未満（n=31） 22.6% 22.6% 35.5% 3.2% 48.4%

3万人～5万人未満（n=5） 0.0% 20.0% 60.0% 0.0% 40.0%

5万人～10万人未満（n=7） 0.0% 14.3% 28.6% 14.3% 71.4%

10万人以上(n=7) 0.0% 14.3% 28.6% 0.0% 71.4%
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このような中、本構想のプロジェクトが始まり、間もなくして厚生病院の無床診

療所化が決まり、平成26年２月には住民説明会が開催され、町内の医療問題に取り

組む中で、住民との対話の場が増えていきました。

 

ウ 「これから塾」のはじまり 

町は、平成25年10月から12月にかけて、町内の各種団体のうち29団体、約70名の

住民に聞き取り調査を行いました。その後の本構想に係る住民説明会には、約50名
の住民が参加し、「自分たちの未来は自分たちでつくる」という意識の醸成を図り

ました。

このような中、住民から「医療や福祉、健康について勉強し、話し合う場が欲し

い」との意見があり、平成26年４月からは「これから塾」として住民が参加できる

勉強会を開催することとなりました。

「これから塾」は60分の講義と90分の話し合いをセットとし、「健康づくりと運

動・食事」「地域医療と福祉の連携」「まちづくりの実践」「地域包括ケアの取組」

をテーマに全４回実施しました。（図表（事例１）－２） 

図表（事例１）－２ これから塾の概要 

テーマ 概要 参加者※ 

健康づくりと運

動・食事 

旭川医科大学 住友和弘氏 

疾病構造の変化をベースに生活習慣病と歩くこと、

食べることの実践と効果について 

20～80代まで28人 

うち50代以上18人 

地域医療と福祉の

連携 

佐久総合病院 北澤彰浩氏 

長野県ＪＡ佐久総合病院を事例に地域と共にある病

院として、場づくり、人づくり、役割づくりについ

て 

20～80代まで78人 

うち50代以上32人 

シェア金沢でのま

ちづくりの実践-

住居・福祉・店舗

が集まる暮らし- 

社会福祉法人佛子園理事長 雄谷良成氏 

シェア金沢を事例とした、住居・福祉施設・店舗が

集まるまちづくりの実践 

20～80代まで60人 

うち50代以上27人 

地域包括ケアの取

り組み 

ケアーズ白十字訪問看護ステーション 秋山正子氏 

暮らしの保健室を事例に、病院だけに頼らない地域

包括ケアの実践について 

20～80代まで55人 

うち50代以上18人 

資料：「まちのこれから通信」参照 

 

エ 「これから塾」から「つながる塾」へ 

住民が、「これから塾」で学んだことを踏まえ、「健康で幸せに暮らすために本

当に必要な施設は何か」「自分たちはその施設でどのような活動をするのか」「そ

のために必要なことは何か」という具体的なテーマについて議論を深めるワークシ

ョップの場として、「つながる塾」（平成26年８~11月の全５回）を開塾しました。

「つながる塾」は、勉強会とワークショップ形式の話し合い（【医療】【福祉】

【住宅】【交流】【商業】のテーマ別にチームを編成）をセットで実施しました。

第４回目、第５回目は地域密着多機能型総合センターでの実際の活動を想定し、
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事例１：沼田町 

(1) 沼田町の概要 

沼田町は、北海道のほぼ中央に位置し、町内南部の平坦部は肥沃な水田地帯です。市

街地や農耕地は、この平坦部を流れる雨竜川や小河川の流域に沿って南に開けており、

西側は牧場、畑作地帯、他の二方は山岳地帯で占められています。

人口は、ピーク時の昭和30年に 19,362 人に達しましたが、町内の炭鉱閉山に伴い、

昭和45年には 8,177人まで急激に減少しました。平成28年１月１日現在の人口は3,258人
で、高齢化率は40.7%に達しています。（図表（事例１）－１）

図表（事例１）－１ 沼田町の人口・世帯数・高齢化率 

人口※1 世帯数※1 高齢化率※2 

3,258人 1,558戸 40.7％ 

※1 住民基本台帳人口・世帯数（北海道）平成28年1月1日現在 

※2 北海道の高齢者人口の状況（北海道）平成28年1月1日現在 

 

(2) シニア層の社会参加の推進に係る取組概要 

ア 「沼田町農村型コンパクトエコタウン構想」の背景 

「沼田町農村型コンパクトエコタウン構想」（以下「本構想」という。）に取り

組む背景には、平成26年に発表されたいわゆる「増田レポート」において、沼田町

も消滅可能性都市の１つに位置付けられたこと、後期高齢者人口のピークを平成37
年に迎えること、公共投資の減少があり、このままでは安心して平成37年を乗り切

れないという考えから、町長の強いリーダーシップのもと、10年後を見据えたまち

づくりに取り組むこととなりました。

本構想は、平成25年10月に検討を開始し、平成26年３月に策定されました。平成2
6年５月に内閣府の地域活性化モデルケースに選定されました。平成27年６月には地

域再生計画が国の認定を受けたことで、地域再生戦略交付金を活用し、地域密着多

機能型総合センターや他の公共施設の設計等を行っています。

  

イ 住民参加型のまちづくりへの取組 

本構想には、地域密着多機能型総合センター、地域支えあい館、公営住宅、商業

コミュニティ中核施設など、さまざまな施設整備が盛り込まれています。これまで

の施設整備は、行政主導で行ってきましたが「人と人とのつながりが重要であり、

施設を造る前から、施設を造った後のことを考えたまちづくりを行うべき」との考

えから、プロのコミュニティデザイナー（株式会社studio-L）のコーディネートによ

り、コミュニティデザインの手法を取り入れた住民参加型のまちづくりが始まりま

した。

一番の大きなきっかけは、北海道厚生農業協同組合連合会（北海道厚生連）が運

営する沼田厚生病院の経営問題でした。患者数の激減により赤字が大きく膨れ上が

る状況が続いていました。
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このような中、本構想のプロジェクトが始まり、間もなくして厚生病院の無床診
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食べることの実践と効果について 

20～80代まで28人 

うち50代以上18人 
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長野県ＪＡ佐久総合病院を事例に地域と共にある病
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が集まる暮らし- 

社会福祉法人佛子園理事長 雄谷良成氏 

シェア金沢を事例とした、住居・福祉施設・店舗が

集まるまちづくりの実践 
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組 
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図表（事例１）－３ 「つながる塾」の概要 

 概要 
ワークショップ形式の話し合いのテーマ別 
チームの概要 

第１回 
 
参加者 
39人 

沼田町の地図を使って、「高齢者
の独居世帯」や「空き家」などの
場所に色を塗り、現在のまちの状
況を点検し、その後、「20年後の
まちの課題と理想」について話し
合う 

【医療】 沼田町の地域医療や健康づくり、またそれら
の拠点となる診療所について話し合うチーム。 

【福祉】 医療関係者や住民と連携し、地域での高齢者
のケアについて話し合うチーム 

【住宅】 高齢者のケアや子育ての支援ができる住ま
い、また若者に魅力的な住まいについて話し合うチ
ーム 

【交流】 子育ての支援、高齢者の生きがいづくりな
ど、さまざまな世代が交流できる仕組みについて話
し合うチーム 

【商業】 共同店舗、道の駅、カフェなど沼田町を元気
にする商業の活動や中心市街地での活動について話
し合うチーム 

第２回 
 
参加者 
43人 

勉強会は、沼田厚生クリニックの
鳥本氏に「クリニックの現状と魅
力」についてレクチャーを受け、
話し合いは旧中学校跡地の地図上
に建物に見立てた模型を配置し、
必要な施設と予算のシミュレーシ
ョン 

第３回 
 
参加者 
34人 

勉強会は、沼田町の健康・福祉・
介護の状況をクイズ形式で学び、
話し合いは旧中学校跡地に新しく
できる施設や場所のイメージにつ
いて意見交換 

第４回 
 
参加者 
34人 

勉強会は、住民主体の活動のイメ
ージを共有するため「海士町の取
り組み」について学び、話し合い
は活動することを前提とした7つの
チームに分かれて、実現したい活
動について意見交換 

【暮らしの保健室づくり】暮らしの保健室づくり、健
康づくりや予防活動、高齢者の見守りをテーマに活
動するチーム 

【カフェ・食堂づくり】カフェ・食堂づくり、配食サ
ービス、高齢者・障がい者の就労支援をテーマに活
動するチーム 

【共同店舗づくり】共同売店づくり、地域の特産品づ
くり、若者の起業支援をテーマに活動するチーム 

【学びの場づくり】子供の教育の場づくり、趣味等の
学びの場づくりをテーマに活動するチーム 

【空き家空き店舗活用】空き家・空き店舗を活用した
住み替え支援や交流の場づくりをテーマに活動する
チーム 

【広場づくり】広場や子供の遊び場づくりや屋外空間
の多様な使い方をテーマに活動するチーム 

【スマホ・iPadチャレンジ】ITを活用した高齢者の生
活支援や交流の場づくりや、情報発信をテーマに活
動するチーム 

第５回 
 
参加者 
42人 

チームで実現したい活動の企画内
容について話し合い 

 

資料：「まちのこれから通信」 

 

(3) 現在の課題と今後の展開 

これまで、専門家主導のもとにワークショップ等を行ってきましたが、今後は、まち

づくりのリーダーになるような人材を地域住民の中から発掘・育成することが課題とな

っています。

現時点では、具体的に人材を発掘・育成する取組は行っていませんが、将来的には住

民の中からまちづくりのリーダーが出てくれば良いと考えています。 
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【暮らしの保健室づくり】【カフェ・食堂づくり】【共同店舗づくり】【学びの場

づくり】【空き家空き店舗活用】【広場づくり】【スマホ・iPadチャレンジ】の７

つのチームに分けてワークショップを行いました。（図表（事例１）－３） 

なお、「暮らしの保健室づくり」チームは、現在も活動を継続しており、地域医

療コミュニティカフェを月１回開催しています。

１回のワークショップの参加者は50名程度で、そのうち、約６割が住民であり、

そのほとんどが高齢者で、男女比は６対４程度でした。

シニア層のワークショップ参加を促すきっかけは、住民ヒアリングでした。ワー

クショップの前に住民ヒアリングを行い、これからのまちづくりに関わってもらい

たいことを事前に伝えた上で、ワークショップの案内をしたことで、これまでまち

づくり懇談会等にも参加したことのない人の参加にもつながりました。誰でも参加

できるオープンなワークショップにすることで参加のハードルを下げ、関心のある

人が参加しやすい環境を整えました。

さらに、ワークショップに参加した人が自分の意見がどこにどのように反映され

たのかが分かるよう、また参加者以外にもどのようなことが行われているのか理解

してもらうために、ワークショップの結果は毎回「まちのこれから通信」に分かり

やすくまとめて全戸に配布しました。

このような工夫により、多世代の多様な人が集まるワークショップを重ねること

ができ、参加者それぞれが自分の役割を見つけ、自らまちづくりに参加する動きに

つながっています。

 

オ 住民参加型の施設整備へ「つながる塾」の意見を反映させた設計 

地域密着多機能型総合センターの設計事業者の選定は、「つながる塾」の住民ワ

ークショップで出た意見等をすべて資料として事業者に提供し、住民の思いを反映

した提案を促しました。また、審査会は住民参加型による公開プレゼンテーション

を行い、住民の代表に採点してもらいました。

その後、審査会で選定された設計者と住民で、施設の模型や図面を用いながら、

この施設でどのような活動をするのかといったワークショップを３回開催し、さら

にワークショップに参加していない住民にも施設の概要を理解してもらい、愛され

る施設にするため、デザインをお披露目する展覧会を開催しました。

このように、住民の意見を取り入れ、目に見える形を作り上げていったことで、

住民のモチベーションもどんどん変化し、デザイン展覧会においても、住民が積極

的に運営に関わるなど、自発的な動きがみられ、まちづくりに関心のなかった住民

の意識が少しずつ変わっていったのは「これから塾」や「つながる塾」の大きな成

果です。

設計段階から住民の意見が反映された地域密着多機能型総合センターは、現在建

設中です。また、将来的には公営住宅や子育て住宅を整備する予定であり、地域交

流を保ちながら暮らせるコミュニティ形成を目指しています。
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図表（事例１）－３ 「つながる塾」の概要 

 概要 
ワークショップ形式の話し合いのテーマ別 
チームの概要 

第１回 
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合う 
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のケアについて話し合うチーム 

【住宅】 高齢者のケアや子育ての支援ができる住ま
い、また若者に魅力的な住まいについて話し合うチ
ーム 

【交流】 子育ての支援、高齢者の生きがいづくりな
ど、さまざまな世代が交流できる仕組みについて話
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介護の状況をクイズ形式で学び、
話し合いは旧中学校跡地に新しく
できる施設や場所のイメージにつ
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活動するチーム 
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資料：「まちのこれから通信」 

 

(3) 現在の課題と今後の展開 

これまで、専門家主導のもとにワークショップ等を行ってきましたが、今後は、まち

づくりのリーダーになるような人材を地域住民の中から発掘・育成することが課題とな

っています。 
現時点では、具体的に人材を発掘・育成する取組は行っていませんが、将来的には住

民の中からまちづくりのリーダーが出てくれば良いと考えています。 

 

 

144 

 

【暮らしの保健室づくり】【カフェ・食堂づくり】【共同店舗づくり】【学びの場
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地域密着多機能型総合センターの設計事業者の選定は、「つながる塾」の住民ワ

ークショップで出た意見等をすべて資料として事業者に提供し、住民の思いを反映

した提案を促しました。また、審査会は住民参加型による公開プレゼンテーション

を行い、住民の代表に採点してもらいました。

その後、審査会で選定された設計者と住民で、施設の模型や図面を用いながら、

この施設でどのような活動をするのかといったワークショップを３回開催し、さら

にワークショップに参加していない住民にも施設の概要を理解してもらい、愛され

る施設にするため、デザインをお披露目する展覧会を開催しました。

このように、住民の意見を取り入れ、目に見える形を作り上げていったことで、

住民のモチベーションもどんどん変化し、デザイン展覧会においても、住民が積極

的に運営に関わるなど、自発的な動きがみられ、まちづくりに関心のなかった住民
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果です。

設計段階から住民の意見が反映された地域密着多機能型総合センターは、現在建

設中です。また、将来的には公営住宅や子育て住宅を整備する予定であり、地域交

流を保ちながら暮らせるコミュニティ形成を目指しています。
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ティア制度」を開始しました。

一方、ボランティアに食べ物やお金でお礼する人も多く、ボランティアの集い支

援チームの中で、このような状況では活動が続いていかないとの意見が上がりまし

た。これを受け、ボランティアをする側と受ける側に生じる「気づかい」を解消す

るため、増毛地域通貨券「マーシー」を導入しました。「してほしいこと」と「で

きること」を登録し合い、お互いにちょっとした助け合いをし、何かしてもらった

時には地域通貨を支払い、何かをしてあげた時には地域通貨を受け取ることを通じ

て、感謝の気持ちを伝えるとともに、モチベーションの維持につながっています。

【ゆうゆうマーシーの会員登録】 

・年会費500円 

・申込書に｢できること｣｢してほしいこと｣を記入し、 

事務局に申し込む 

・新規会員は5000マーシー分と、ゆうゆうマーシー 

のてびきを受け取れる（更新時は1000マーシー） 

【地域通貨「マーシー」について】 

・100、500、1000マーシー紙幣の３種類  

・目安は30分500マーシー、１時間1000マーシー 

・マーシーのやり取りはゆうゆうマーシー会員内でのみ。 

 

イ ゆうゆうマーシーの活動内容 

住民有志の企画委員が中心となり、福祉、まちづくり、イベント、環境、生きが

いづくり、異世代交流など多岐にわたる活動に取り組んでいます。

実践活動として、まちづくり活動（ゴミ拾い、まちなかベンチの設置、花いっぱ

い運動）やリサイクル活動（古布を回収してウエスに加工、廃油を回収して石鹸の

製造）を行っています。また、交流事業としてフリーマーケットなどを行う「ゆう

ゆうマーシー市」の活動､地域通貨をＰＲする「ゆうゆうマーシーフェスティバル」

の開催、「ゆうゆうStationよってけ家（や）」を拠点とし、手芸（編み物、着物を

使った小物づくり等）、軽作業（廃油石鹸づくり、ウエスづくり）、昼食会（うど

ん喫茶、りんごケーキ等）などを行っています。（図表（事例２）－２・－３）

会員が「ゆうゆうマーシー」に参加したきっかけは、「誰かの役に立ちたい」

「１人で家にいるよりも話し相手が欲しい」「読み聞かせボランティアに参加した

時に紹介してもらった」「会員に誘われた」「ゆうゆうマーシーが開催するフリー

マーケットに客として行った」などさまざまです。また、会員が継続的に「ゆうゆ

うマーシー」に参加している理由は、「活動の拠点となっている「ゆうゆうStation
よってけ家（や）」にはいつも誰かがいるため立ち寄りやすく楽しい」「自分の知

らない知識が得られる」「自分たちで話し合い自分たちの思うような活動ができる」

ことなどがあります。

 

 

146 

 

事例２：ゆうゆうマーシー（増毛町） 

(1) 増毛町の概要 

増毛町は、暑寒別岳の山麓に囲まれた扇状地にあり、良質な水に恵まれており、稲作、

果樹栽培とともに、漁業、水産加工業が盛んなまちです。

人口は、昭和55年は8,319人でしたが、平成28年１月１日現在は4,732人まで減少し、

高齢化率は42.7％まで上昇しています。（図表（事例２）－１）

図表（事例２）－１ 増毛町の人口・世帯数・高齢化率 

人口※1 世帯数※1 高齢化率※2 

4,732人 2,429戸 42.7％ 

※1 住民基本台帳人口・世帯数（北海道）平成28年1月1日現在 

※2 北海道の高齢者人口の状況（北海道）平成28年1月1日現在 

 

(2) シニア層の社会参加の推進に係る取組概要 

ア ゆうゆうマーシー取組の背景 

「ゆうゆうマーシー」は、町民有志が主体的により良いまちづくりを目指し活動

している団体です。

平成10年度の在宅介護支援センター設立を機に、町民ニーズに合ったまちを目指

し、そのためにはどのような条件が必要で、どのようなことが必要なのかという観

点から、「ゆうゆうマーシー」の活動が始まりました。また、同時期に「国保安定

化特別支援チーム」の事業があり、住民と行政が協働したまちづくりを目指すこと

となりました。

その後、介護保険制度がスタートした平成12年に、「国保安定化特別支援チーム」

から「ボランティアの集い支援チーム」に名称を変え、住民同士の支え合いのため

の話し合いを行いました。この中では、「地域に何でも頼めるお助けマン（ボラン

ティア）」「大人の見守りの中で子供が安心して遊べる場」「自治会単位で高齢者

を支える活動」の必要性が指摘され、最初は「お助けマンボランティア」から始め

ることとし、有志11名で今後の活動の進め方などを検討する企画委員会を立ち上げ

ました。その後、月１回の企画委員会を開催し、「してほしいこと」「できること」

の全町調査を実施し、さらに元気な高齢者が参加する生きがい型デイサービスで聞

き取り調査を行いました。

この調査の結果、高齢者からは「してほしいこと」よりも、自分が「できること」

がたくさん集まり、高齢者がサービスの受け手だけではなく、まちづくりの担い手

になることを実感し、高齢者の力を地域のために活かし、活躍してもらうという発

想に至りました。

お助けマンボランティアを始めるに当たり、「してほしいこと」と「できること」

のコーディネートを試行した結果、ボランティアでできることと、事業者等に依頼

することとの間に、さまざまなすき間があることから、平成17年度に「有償ボラン
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し、そのためにはどのような条件が必要で、どのようなことが必要なのかという観
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図表（事例２）－２  
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このような活動に至るまでには、住民とともに「目標実現型の話し合い」を座談

会形式で実施しています。また、試行実施、課題抽出、改善に向けた話し合いを繰

り返し行う「トライアルアンドエラー」を通じて、事業を実施しています。

ウ ゆうゆうマーシーの成果 

障がいのある人が運営ボランティアとして活躍しています。障がいのある人、外

国人、認知症の初期症状がある人などのつながりも生まれています。

話し合いから生まれた「配食サービス」「まちなかベンチ」「有償ボランティア

除雪」などの活動が町内の社会資源として定着しています。
 
 

(3) 現在の課題と今後の展開 

「ゆうゆうStationよってけ家（や）」では、ボランティアポイント制やボランティア

センターと連携した有償ボランティアを進め、地域食堂や就労支援事業所の開設も視野

に入れています。

今後も、シニア層が自分たちでやるというモチベーションを維持しながら活動を展開

していくことを目標としています。
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事例３：赤平市 

(1) 赤平市の概要 

赤平市は、北海道のほぼ中央部にあり、「石炭のまち」として栄えてきましたが、エ

ネルギー革命に伴う石炭産業の衰退とともに、市内の炭鉱は休廃止が相次ぎ、平成６年

には最後の住友赤平炭鉱が閉山し、80年近い石炭の歴史に幕を下ろしました。

人口は、ピーク時の昭和35年に59,430人に達しましたが、炭鉱の衰退とともに減少を

続け、平成28年１月１日現在は11,029人となり、高齢化率は43.9％まで上昇しています。

（図表（事例３）－１）

図表（事例３）－１ 赤平市の人口・世帯数・高齢化率 

人口※1 世帯数※1 高齢化率※2 

11,029人 6,229戸 43.9％ 

※1 住民基本台帳人口・世帯数（北海道）平成28年1月1日現在 

※2 北海道の高齢者人口の状況（北海道）平成28年1月1日現在 

 

(2) シニア層の社会参加の推進に係る取組概要 

ア 赤平地域まるごと元気アッププログラム（まる元）の背景 

人口減少、高齢化、財政難及び早期退職に伴う市職員の激減など、市全体が元気

をなくしていました。職員の減少に伴い業務量が増加する中、介護保険制度の改正

もあり、ますます業務が増加していました。

そのような中、平成20年２月にコープさっぽろが小学校跡地を購入し店舗をオー

プンしました。市立病院の通院と買い物に利用できる無料の市内循環バスを運行し、

平成22年４月に市に対して、小樽商科大学教授の相内俊一氏から小樽商大、北翔大、

コープさっぽろ及び赤平市が連携し、地域の高齢者が元気で自立した生活を送れる

ようにサポートする「赤平地域まるごと元気アッププログラム（略称・まる元）」

プロジェクトの提案がありました。市はこの提案を受け、介護予防事業の中の一次

予防事業として、「まる元」を広めるため、５カ年計画のプロジェクトを始めまし

た。

小樽商大はプログラムの提供と推進、北翔大学は運動プログラム等の提供と指導

者派遣、コープさっぽろは無料バスの運行と側面的な資金協力、市は会場の提供と

包括支援センター職員の派遣を担いました。（図表（事例３）－２）

平成25年度には、退官した相内氏が、ＮＰＯ法人ソーシャルビジネス推進センタ

ーを立ち上げ、コープさっぽろ、北翔大学と業務提携し、市と「まる元」の委託契

約を結びました。（図表（事例３）－３）  
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図表（事例２）－３  
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図表（事例３）－３ 現在の事業概要 

 

 

イ 「まる元」の事業活動の内容 

「まる元」は、地域支援事業の介護予防事業のうち、一次予防事業として位置付

けており、二次予防事業（通所型介護予防事業「かえで」）からの受け皿としての

機能も持ちます。

事業内容は、体を動かす体操が中心のまる元「か・ら・だ」、昔の遊びや頭の体

操が中心のまる元「あ・そ・び」、「あたまのお元気度チェック」などを行ってい

ます。（図表（事例３）－４） 

また、市と北翔大学との包括連携協定に基づく事業として、年１回いきいき体力

測定会などを実施しています。（図表（事例３）－５）

参加者がいきいきと楽しく生活できるように運動以外にもウォークラリー、ゴル

ポッカなどの野外活動、クリスマス管弦楽ミニコンサートなど多様な活動を行うな

どの工夫をしています。

  

赤平市 

赤平市地域包括支援センター 

・運動教室等の会場確保 

・教室への包括職員の派遣 

・介護予防事業の実施 

地域支援事業 

一次予防事業の実施 

【介護予防普及啓発事業】 

●まる元「か・ら・だ」 

    「あ・そ・び」 

●体力測定会・あたまのお元気度

チェック 

●結果説明会・運動体験会 

●ゆる元体操指導者認定講座 

二次予防事業との関連 

●二次予防事業対象者把握事業

（該当者へのＰＲと参加勧奨） 

●通所型介護予防事業 

（改善者へのＰＲと参加勧奨） 

業務提携 

NPO法人ソーシャルビジネス推進センター 

・事業のコーディネート 

・プログラムの改善と拡充 

・運動教室の受託と継続 

北翔大学 

・健康運動指導

士の養成と卒後

教育 

・運動プログラ

ム立案と評価 

・体力測定のデ

ータ分析、管理 

コープさっぽろ 

・健康運動指導

士の雇用とＮＰ

Ｏ法人への出向 

・店舗やトドッ

クを活用したま

る元の広報活動 

委託 
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【地域まるごと元気アッププログラム（まる元）】 

「まる元」のきっかけは、小樽商大教授だった相内氏が、平成21年にコープさっぽろの

店長勉強会で「生協運動の原点は社会貢献運動。その場合、自己犠牲ではなく利益を上げ

て持続可能なソーシャルビジネスを模索するべき」と提案したことにある。これを受けて、

小樽商大とコープさっぽろはソーシャルビジネスの共同研究を始め、地域に点在するコー

プ店舗に買い物に来てもらうためにも高齢者の健康維持が不可欠で、事業と社会貢献を結

び付けるツールとして、地域の高齢者を元気にする運動教室が最適という結論を得た。 

そこで、地域の高齢者が元気で自立した生活を送れるようにサポートする「地域まるご

と元気アッププログラム（まる元）」が開発された。まる元は、自治体の協力を得て運動

教室を展開、要支援や要介護にならずに高齢者の健康を維持、併せて自治体財政の負担軽

減に結び付けていくもので、運動教室に高齢者が集うことで地域コミュニティの増進を図

れる効果も期待されている。 

 

図表（事例３）－２ スタート時の事業概要 

 

 

 メリット 

赤平市 ①介護・医療費支出の縮減プラン 
②高齢者健康プログラムの総合的実施 
③政策プロセスの改善 
④職員の技術・知識の向上 

小樽商科大学 ①高齢過疎自治体でのソーシャルビジネスモデル開発 
②ビジネススクールの社会的認知度アップ 
③ＭＢＡ活躍の場の拡大 

北翔大学 ①大学の地域貢献 
②産官学連携の実績 
③健康運動指導士の認知度アップと就業チャンスの拡大 
④スポーツ系学生の実績と教員の研究機会 
⑤応募者の増加 

コープさっぽろ ①地域No.１の店づくり 
②ＳＲ(社会的責任)、ＳＢ（ソーシャルビジネス）の実績づくり 
③組合員意識の強化 
④リクルートメントの質の向上 

 

産学官の連携 

小樽商科大学 

プログラムの提供と 

推進 

北翔大学 

運動プログラム等の 

提供と指導者派遣 

コープさっぽろ 

無料バスの運行 

側面的な資金協力 

赤平市 

会場の提供と包括支援

センター職員派遣 

◆平成22年度 

スタート時の事業概要 

※初年度費用は大学負担 

５カ年計画でスタート 
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図表（事例３）－５ 北翔大学との包括連携協定で実施している事業 

 内容 回数 実施場所 参加者 

いきいき体力

測定会 

身長、体重、握力、開眼片

足立ち、10m全力歩行、10m

障害物歩行、長座体前屈、

ファンクショナルリーチ、

30秒立ち座り 

年１回 

３日間 

①交流センターみらい 

②老人クラブ５カ所 

③シルバーハイツ４カ

所 

全市民に周知し

ているが主に60

歳以上対象 

体力測定結果

説明会・運動

体験会 

◯体力測定結果を渡す 

◯結果説明 

◯まる元運動教室体験 

年２回 交流センターみらい  

ウォークラリ

ー「スマイル

ウォーク」 

◯ウォークラリー 

◯ネイチャークラフト 

年１回 赤平公園周辺 全市民対象事業 

 

ウ 「まる元」の効果 

初年度は参加費が無料、翌年度からは１カ月1,000円としましたが、参加費を払っ

ても運動を続けたいという人が大半で、参加者の満足度が非常に高い事業となって

います。

体力測定の結果からも、運動能力の維持向上が認められるとともに、参加者自身

が体調管理に関心を持つことで、健康管理にもつながっています。また、脳トレや

口腔機能向上プログラムを取り入れたことで、生活習慣の改善にもつながっていま

す。

運動教室の会場に出かけることが、参加者の閉じこもりを防ぐことにつながると

ともに、参加者同士の交流や指導スタッフ、若い学生との交流が良い刺激にもなっ

ています。

市のセンター職員と参加者が顔なじみの関係になることで、生活や体調の変化を

察知し、早めの対処ができるとともに、血圧測定を毎回行うことで、早期受診と疾

病予防につながります。

市は、専門分野の指導者がプログラムを企画実施することで、安全で安心できる

介護予防事業が市民に提供できます。

産学官の連携により、企業、大学、行政の三者がそれぞれの得意分野に集中する

ことができ、仕事への余裕、事業の拡がりを生み出しています。

 

(3) 現在の課題と今後の展開 

当初は、Ａクラスから段階的にＣクラスにレベルアップさせ、最終的には指導者とし

て卒業してもらうような仕組みを目指していましたが、参加者同士の仲間意識も生まれ、

「まる元」に参加するのが楽しいという人が多く、思うように指導者を育成できていま

せん。併せて、１クラスの定員25名であること、参加者が固定され入れ替わりが少ない
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図表（事例３）－４ 赤平地域まるごと元気アッププログラムの内容 

（平成27年度） 

 内容 回数 実施場所 参加者数 
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「か・ら・だ」 

 

受講料 
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Ａクラス：椅子に座ったままでき

る軽い体操 （タオルやボール

を使った関節を守る運動など）

※想定する主な対象は体力に自

信のない方 

Ｂクラス：足腰を鍛えたりバラン

スを保つための軽い運動（ラダ

ーやステップリングを使った運

動など）※想定する主な対象

は、割と活動的な方 

Ｃクラス：屋内での運動やニュー

スポーツ（ペタンクや筋力トレ

ーニング、ウォーキングなど）

※想定する主な対象は、活動的

で体力に自信のある方 

48回／年 

 

毎週木曜日 

（木曜日は

コープさっ

ぽろシニア

デー） 

 

所要時間 

1時間 

 

各クラス定

員 

25名 

 

交流センター

みらい 

Ａクラス 

18名 

Ｂクラス 

25名 

Ｃクラス 

25名 

合計68名 

 

延べ参加者数 

Ａクラス 

692名 

Ｂクラス 

992名 

Ｃクラス 

774名 

合計2,458名 ◯脳トレ運動  

◯バイタルチェック 毎回 

◯歯科衛生士による口腔体操 月１回 

◯体力測定会 年２回 

まる元 

「あ・そ・び」 

 

受講料 

１ヶ月1000円 

昔の遊びやあたまの体操、負荷

のかからない筋トレ 

 

34回／年 

毎週月曜日 

※６月スタ

ート 

ふれあいホー

ル 

10名 

延べ参加者数 

159名 

あたまのお元気

度チェック 

測定機器を利用し、簡易的な認

知機能を測定する 

年１回 交流センター

みらい 

体力測定会と

同時に開催 

クリスマスコン

サート＆ワイワ

イランチ 

12月に管弦楽コンサートを聞き

ながら、会食とお茶を楽しむ 

年１回 交流センター

みらい 

 

ゴルポッカ 雪上でのゴルフを大会形式で実

施 

年１回 エルム高原リ

ゾート 
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事例４：ＮＰＯ法人グラウンドワーク西神楽（旭川市） 

(1) 旭川市の概要 

旭川市は、上川盆地の中心にあり、札幌市に次ぐ道内第２の人口規模を持つ都市です。

周辺町村との合併や市街地への人口集中により昭和61年まで人口が増加し、同年365,
311人をピークに減少しましたが、1990年代はやや持ち直しました。

しかし、平成10年以降減少が続き、平成28年１月１日現在は345,288人で、高齢化率

は30.5％となっています。（図表（事例４））

ＮＰＯ法人グラウンドワーク西神楽が活動する西神楽地域は、瑞穂・中央・聖和・千

代ケ岡の４地区（自治区域）からなり、平成28年２月１日現在、世帯数1,626世帯、人

口3,326人で、いずれも旭川市全体の約１％程度であり、市内14地区中13位の規模とな

っています。高齢化率は44.8％で、市内14地区の中で最も高くなっています。

図表（事例４） 旭川市の人口・世帯数・高齢化率 

人口※1 世帯数※1 高齢化率※2 

345,288人 177,924戸 30.5％ 

※1 住民基本台帳人口・世帯数（北海道）平成28年1月1日現在 

※2 北海道の高齢者人口の状況（北海道）平成28年1月1日現在 

 

(2) シニア層の社会参加の推進に係る取組概要 

ア ＮＰＯ法人グラウンドワーク西神楽の概要 

ＮＰＯ法人グラウンドワーク西神楽は、地域住民・地域内の各種活動団体・企業、

行政がパートナーシップに基づき、西神楽地域の環境改善と地域活性化の各種事業

に取り組むための体制づくりに対する助言・援助・実践活動を行っています。西神

楽地域の豊かな土地と景観を財産として、子供たちに誇れる未来がある「ふるさと」

を作り上げることを目的として、平成13年に設立された団体です。

前身となる活動の始まりは、平成５年当時、西神楽では千賀祐太郎氏（当時・東

京農工大助教授）や岩隈利輝氏（当時・日本工業大専任講師）を招き、住民、企業、

行政など多様な主体が連携し、力を合わせて豊かで継続的な地域環境づくりに取り

込むグラウンドワークの手法を用いた活動の勉強会を開催し、道内でもいち早くこ

の手法を活用した取組を開始しました。グラウンドワークの手法を活用・実践する

フィールドを探していた岩隈氏に対し、同法人の事務局長である成田敬氏は、若手

農業経営者が元気に活動する「西神楽農協土づくりの会」を紹介しました。千賀

氏・岩隈氏の両氏が何度も西神楽を訪れ、勉強会の講師を務め、先進事例などを紹

介していくうちに参加者も増え、夢を語りチャレンジする機運が高まりました。そ

のような中、平成７年の阪神・淡路大震災の発生時には被災地の児童23名の受け入

れを行っています。この取組を経て、平成８年に「西神楽地域づくり研究会」を発

足させ、地域資源を見直すイベントや交流・地域活性化につながる活動を展開し、

地域づくりマスタープラン作成にも着手しました。その後、平成13年には「地域づ
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ことから、限定された人しか利用できていないという課題もあります。今後、待機者が

もっと増えた場合には教室を増やすことも想定していますが、その場合、指導者を育成

する仕組みも併せて検討する必要があります。

生活支援体制整備事業に向けて、一般市民を対象とした「エリアサポーター」の養成

講座を社会福祉協議会と企画・実施し、78名の人が参加しました。このうち３分の１は

「まる元」の参加者で、少しずつではありますが、地域に出て活動しようとする動きが

みえてきました。また、サポーターの中から希望者を募り、「ゆる元体操」指導者認定

講座を開催し、23名（うち４名は「まる元」の参加者）の指導者が誕生しました。それ

ぞれの指導者が各地域で少しずつ活動を始めていることから、これを機に「ゆる元体操」

を広げ、エリアサポーターの中で「ふまねっと運動」を希望する人が「ふまねっと運動」

講習会に参加するなど、活動に拡がりがみえてきています。このような動きと「まる元」

を組み合わせ、今後、「まる元」に参加した方が次のステップとして、エリアサポータ

ーになるような施策の流れも検討事項です。

専門職を対象とした「ゆる元体操」指導者認定講座も開催予定であり、デイサービス

や施設等においても介護予防の啓発を行うことで重度化を防止し、利用者のみならず、

介護スタッフの負担軽減につなげていく方針です。

なお、地域包括支援センターと社会福祉協議会との連携については、エリアサポータ

ー養成講座、ゆる元、地域交流会、100円喫茶なども行っています。また、二次予防事

業の送迎付きの教室、配食サービスを委託しています。

今後、広い年齢層を対象とした赤平市らしい「地域包括ケアシステム」を考えていく

必要があり、年齢を重ねても自立した生活が継続できるよう市民の「健康寿命」の延伸

を目指し、地道な取組が将来の介護給付費の抑制や介護の担い手不足の解消につながる

ことを期待しています。
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制度を用いて、通院や買い物サービスを提供してきました。その後、国の補助制度

がなくなり、月3,000円の会費制による互助会制度を立ち上げ、通院、買い物、除草、

雪下ろし、家の修繕等を行っています。現在の利用者は30人程度で、通院は月４回、

買い物は月２回まで、会費の範囲内でサービスの提供を受けられます。なお、この

互助会は同法人や他の団体とは直接関係なく、独自の運営をしています。

４つ目は、地域に根差した仕事づくりです。法人化した頃に地区を流れる美瑛川

の河畔にパークゴルフ場を造る話が進められていました。地域老人クラブの要望に

対し、住民手づくりで造成することを決め、周囲の環境との調和を配慮し、農家の

高齢者を中心としたボランティアが約５年をかけて完成させました。農家が重機を

提供し、企業がモニタリングを兼ねてバイオトイレを設置し、市が芝生の種子を現

物支給するなど、業者に発注すれば４億円以上かかる整備費を約500万円に抑え、多

くの人の協力を得て「西神楽さと川パークゴルフ場」が誕生しました。このパーク

ゴルフ場は、利用者の共感を呼んで現在順調に運営しており、この運営に携わって

いる地域の高齢者たちの生きがいと、収入確保に寄与しています。

 

(3) 現在の課題と今後の展開 

現在は、農業を中心とした雇用創出にも取り組んでおり、その一環として、平成28年
４月に閉校した旧聖和小学校のプールを活用した堆肥づくりを始めました。この堆肥づ

くりは、地域の高齢農家の技術を活かした地域独自の野菜づくりとして準備を進めてい

ます。

ＮＰＯ法人の存続のためには人材育成が重要ですが、若者は気持ち、時間的・金銭的

な余裕がありません。定年後の公務員のような時間、お金、体力のある人を巻き込んで

行くことが、今後の課題となっています。
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くり研究会」から組織形態を変え、現在のＮＰＯ法人グランドワーク西神楽が誕生

しました。

現在の会員は、個人会員が主体で約100名（男女比6.5：3.5）、年会費は2,000円で

す。会員の７割が西神楽在住者、３割が西神楽以外の旭川市内在住者です。西神楽

在住者の会員のほとんどが高齢者であり、「地域づくり研究会」で地域を何とかし

たいという思いで集まった人や、イベントを通じて会員になった方などさまざまで

す。

理事は18名で、７つの委員会の責任者としての役割を担っています。各委員会の

会議は年間１～２回程度で、それ以外は事務局が全体に呼びかけて活動を進めてい

ます。旭川市には市内64地区に親睦と連帯、住民要望の反映、地域課題の発見と解

決、地域内利害の調整などを主な活動とする住民組織である市民委員会があり、同

法人の理事は西神楽にある４つの市民委員会の会長等、地域の各種団体から招き入

れています。

さと川パークゴルフ場以外の６つの委員会の年間活動費は各５万円です。さと川

パークゴルフ場は、３万人以上が利用し、約1,500万円の年間の収入があり、瑞穂地

区の住民は運営管理委員会を作り独自運営をしています。また、この収入の大半を

瑞穂地区のボランティア賃金に充てています。

イ  活動内容 

同法人はまちづくり活動を行う団体ですが、「地域のためになることなら、何で

もやる」という思いで活動しています。このような思いから地域のさまざまな課題

に対応するため、７つの専門委員会（景観と環境、農村の未来、遺産と歴史、子供

達の健全な育成、ＮＰＯの事業、さと川パークゴルフ場運営管理委員会、地域の高

齢者福祉を考える専門委員会）で活動しており、アクティブシニア等が中心となり

運営を担っています。

現在は、大きく４つのテーマを設定してまちづくりに取り組んでいます。

１つ目は、地域資源を活用したまちづくりです。地域の小中学校の環境学習の支

援、西神楽ホタルの会への支援などを行っています。地域の人材を地域資源と捉え、

その人材をどう活用するかも含めて検討しています。技術、知識、経験、資金、元

気を兼ね備えた高齢者は地域資源であり、高齢者が地域で支え合うまちづくりを目

指し、地域の高齢者が持つ優れた技能を活用する人材バンクの登録・活用に取り組

んでいます。

２つ目は、景観と環境を考慮したまちづくりです。景観スポットとしても有名な

優れた景観を維持するため、不要になった建物や工作物の撤去、道路の美化活動、

フットパス自然散策路の整備などに取り組んでいます。

３つ目は、高齢者が安心して暮らせるまちづくりです。高齢化が進み、除雪や買

い物、通院などの課題に対応するため、冬季集住の持続的な実施、都市住民の夏季

滞在の推進、高齢者の健康づくりを支援しています。平成25年・26年には国の補助

資料編 Ⅱ　道内先進事例調査

hon.indd   158 2017/12/11   16:06:33



 

 

159 

 

制度を用いて、通院や買い物サービスを提供してきました。その後、国の補助制度

がなくなり、月3,000円の会費制による互助会制度を立ち上げ、通院、買い物、除草、

雪下ろし、家の修繕等を行っています。現在の利用者は30人程度で、通院は月４回、

買い物は月２回まで、会費の範囲内でサービスの提供を受けられます。なお、この

互助会は同法人や他の団体とは直接関係なく、独自の運営をしています。

４つ目は、地域に根差した仕事づくりです。法人化した頃に地区を流れる美瑛川

の河畔にパークゴルフ場を造る話が進められていました。地域老人クラブの要望に

対し、住民手づくりで造成することを決め、周囲の環境との調和を配慮し、農家の

高齢者を中心としたボランティアが約５年をかけて完成させました。農家が重機を

提供し、企業がモニタリングを兼ねてバイオトイレを設置し、市が芝生の種子を現

物支給するなど、業者に発注すれば４億円以上かかる整備費を約500万円に抑え、多

くの人の協力を得て「西神楽さと川パークゴルフ場」が誕生しました。このパーク

ゴルフ場は、利用者の共感を呼んで現在順調に運営しており、この運営に携わって

いる地域の高齢者たちの生きがいと、収入確保に寄与しています。

 

(3) 現在の課題と今後の展開 

現在は、農業を中心とした雇用創出にも取り組んでおり、その一環として、平成28年
４月に閉校した旧聖和小学校のプールを活用した堆肥づくりを始めました。この堆肥づ

くりは、地域の高齢農家の技術を活かした地域独自の野菜づくりとして準備を進めてい

ます。

ＮＰＯ法人の存続のためには人材育成が重要ですが、若者は気持ち、時間的・金銭的

な余裕がありません。定年後の公務員のような時間、お金、体力のある人を巻き込んで

行くことが、今後の課題となっています。

  

 

 

158 

 

くり研究会」から組織形態を変え、現在のＮＰＯ法人グランドワーク西神楽が誕生

しました。

現在の会員は、個人会員が主体で約100名（男女比6.5：3.5）、年会費は2,000円で

す。会員の７割が西神楽在住者、３割が西神楽以外の旭川市内在住者です。西神楽

在住者の会員のほとんどが高齢者であり、「地域づくり研究会」で地域を何とかし

たいという思いで集まった人や、イベントを通じて会員になった方などさまざまで

す。

理事は18名で、７つの委員会の責任者としての役割を担っています。各委員会の

会議は年間１～２回程度で、それ以外は事務局が全体に呼びかけて活動を進めてい

ます。旭川市には市内64地区に親睦と連帯、住民要望の反映、地域課題の発見と解

決、地域内利害の調整などを主な活動とする住民組織である市民委員会があり、同

法人の理事は西神楽にある４つの市民委員会の会長等、地域の各種団体から招き入

れています。

さと川パークゴルフ場以外の６つの委員会の年間活動費は各５万円です。さと川

パークゴルフ場は、３万人以上が利用し、約1,500万円の年間の収入があり、瑞穂地

区の住民は運営管理委員会を作り独自運営をしています。また、この収入の大半を

瑞穂地区のボランティア賃金に充てています。

イ  活動内容 

同法人はまちづくり活動を行う団体ですが、「地域のためになることなら、何で

もやる」という思いで活動しています。このような思いから地域のさまざまな課題

に対応するため、７つの専門委員会（景観と環境、農村の未来、遺産と歴史、子供

達の健全な育成、ＮＰＯの事業、さと川パークゴルフ場運営管理委員会、地域の高

齢者福祉を考える専門委員会）で活動しており、アクティブシニア等が中心となり

運営を担っています。

現在は、大きく４つのテーマを設定してまちづくりに取り組んでいます。

１つ目は、地域資源を活用したまちづくりです。地域の小中学校の環境学習の支

援、西神楽ホタルの会への支援などを行っています。地域の人材を地域資源と捉え、

その人材をどう活用するかも含めて検討しています。技術、知識、経験、資金、元

気を兼ね備えた高齢者は地域資源であり、高齢者が地域で支え合うまちづくりを目

指し、地域の高齢者が持つ優れた技能を活用する人材バンクの登録・活用に取り組

んでいます。

２つ目は、景観と環境を考慮したまちづくりです。景観スポットとしても有名な

優れた景観を維持するため、不要になった建物や工作物の撤去、道路の美化活動、

フットパス自然散策路の整備などに取り組んでいます。

３つ目は、高齢者が安心して暮らせるまちづくりです。高齢化が進み、除雪や買

い物、通院などの課題に対応するため、冬季集住の持続的な実施、都市住民の夏季

滞在の推進、高齢者の健康づくりを支援しています。平成25年・26年には国の補助

資料編 Ⅱ　道内先進事例調査

hon.indd   159 2017/12/11   16:06:43



 

 

161 

 

図表（事例５）－２ 帯広市社会福祉協議会の事業の流れ 

 
資料：帯広市 

サロンは学区単位で設置を促進しており、現在、空白地区は４地区となっていま

す。サロン開設数の増加とともに、参加者数、ボランティア数は増加傾向となって

います。

市内に４カ所の地域包括支援センターは、サロンが「高齢者の多様なニーズの発

掘の場」と捉えており、社協との連携を図っています。

イ 清川ふれあい広場の取組 

（ア）取組内容 

清川ふれあい広場は、平成23年４月に設置され、清川小学校に併設している

「ふれあい館」を拠点に、月２回（水曜日）開催するサロンです。

主な参加対象はふれあい館から半径約５キロ圏内の住民であり、参加者の平均

年齢は85歳で女性が大半を占めています。

清川ふれあい広場は、毎月第２･第４水曜日の４～10月（13:30～16:00）、11～
３月（10:30～15:00）に開設しており、地域のシニアボランティア約10名で運営

しています。通常の開設日は、小学校に通う児童とシニアが交流しています。開

設日時以外にも、ふれあい広場参加者の指導のもと、小学生が育てた小麦を脱穀

し、一緒にピザを作って食べるなど、地域や食文化への理解を深める取組を実施

しています。また、小学生の調べ学習の発表会にふれあい広場のメンバーが参加

するなど、さまざまな形で交流を図っています。

 

（イ）取組の経緯 

開設当時、民生委員だった大倉氏と梶氏は、ひとり暮らしの高齢者の見守り活

動を通じて、地域の住民同士のつながりが希薄化し、特にひとり暮らしの高齢者

などが地域で孤立するケースが増加していると感じていました。そのタイミング

で、社協からの要請もあり、高齢者等要援護者の孤立を防ぎ、地域とのつながり

をつくるとともに、要援護者を地域で把握・見守ることを目的として、地域のボ

ランティアが集まり、サロンを設置することとしました。

サロン設置にあたり、町内会や老人会などから「参加者が奪われる」という反
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事例５：帯広市社会福祉協議会地域交流サロン事業「清川ふれあい広場」 

(1) 帯広市の概要 

帯広市は、豊かな自然に囲まれた、日本有数の食糧基地である十勝平野の中央に位置

し、農業や商工業などの地域産業に支えられながら、十勝圏の中核都市として発展して

きました。

国勢調査における帯広市の人口は、戦後一貫して増加傾向にありましたが、平成12年
の173,030人をピークに減少が続いています。平成28年１月１日現在の住民基本台帳人

口は168,539人で、高齢化率は26.4％となっています。（図表（事例５）－１）

図表（事例５）－１ 帯広市の人口・世帯数・高齢化率 

人口※1 世帯数※1 高齢化率※2 

168,539人 85,910世帯 26.4％ 
※1 住民基本台帳人口・世帯数（北海道）平成28年1月1日現在 

※2 北海道の高齢者人口の状況（北海道）平成28年1月1日現在 

 

(2) シニア層の社会参加の推進に係る取組概要 

ア 地域交流サロン事業の内容 

帯広市社会福祉協議会（社協）は平成16年度から、全国社会福祉協議会の推奨事

業であった「地域交流サロン事業」を実施し、市内30カ所に地域交流サロンを設置

してきました。そのうちの一つが「清川ふれあい広場」です。

地域交流サロン事業は、住民相互の交流や親睦を図るためのサロンを設置・運営

する団体に対して、助成金の交付や、設置・運営に対するアドバイス等を行うもの

です。

参加する住民の対象を「シニア」などに限定せず、幅広く設定していることが特

徴です。（図表（事例５）－２）

参加費については、地域交流サロン事業助成要綱に定めていませんが、無料だと

参加者が気兼ねすることもあるため、１回当たり100円を支払うのが慣例となってお

り、各サロンで採用されています。

サロン実施の要件としては、１回の開催につき概ね５～20名、月１回以上開催す

ることなどとしています。

社協の助成金額は、実施１回あたり2,000円、月４回までを限度としており、実際

の運営費にかかわらず定額を助成しています。また、開設に要する費用負担が大き

かったという意見から、１万円を限度に開設準備金を助成しています。

サロン設置者の団体は、社協が管理・運営するボランティアセンターに登録して

います。
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図表（事例５）－２ 帯広市社会福祉協議会の事業の流れ 

資料：帯広市

 
サロンは学区単位で設置を促進しており、現在、空白地区は４地区となっていま

す。サロン開設数の増加とともに、参加者数、ボランティア数は増加傾向となって

います。 
市内に４カ所の地域包括支援センターは、サロンが「高齢者の多様なニーズの発

掘の場」と捉えており、社協との連携を図っています。 

 
イ 清川ふれあい広場の取組

（ア）取組内容

清川ふれあい広場は、平成23年４月に設置され、清川小学校に併設している

「ふれあい館」を拠点に、月２回（水曜日）開催するサロンです。 
主な参加対象はふれあい館から半径約５キロ圏内の住民であり、参加者の平均

年齢は85歳で女性が大半を占めています。 
清川ふれあい広場は、毎月第２･第４水曜日（４～10月（13:30～16:00）、11～

３月（10:30～15:00））に開設しており、地域のシニアボランティア約10名で運

営しています。通常の開設日は、小学校に通う児童とシニアが交流しています。

開設日時以外にも、ふれあい広場参加者の指導のもと、小学生が育てた小麦を脱

穀し、一緒にピザを作って食べるなど、地域や食文化への理解を深める取組を実

施しています。また、小学生の調べ学習の発表会にふれあい広場のメンバーが参

加するなど、さまざまな形で交流を図っています。 

（イ）取組の経緯

開設当時、民生委員だった大倉氏と梶氏は、ひとり暮らしの高齢者の見守り活

動を通じて、地域の住民同士のつながりが希薄化し、特にひとり暮らしの高齢者

などが地域で孤立するケースが増加していると感じていました。そのタイミング

で、社協からの要請もあり、高齢者等要援護者の孤立を防ぎ、地域とのつながり

をつくるとともに、要援護者を地域で把握・見守ることを目的として、地域のボ

ランティアが集まり、サロンを設置することとしました。 
サロン設置にあたり、町内会や老人会などから「参加者が奪われる」という反
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事例５：帯広市社会福祉協議会地域交流サロン事業「清川ふれあい広場」 

(1) 帯広市の概要 

帯広市は、豊かな自然に囲まれた、日本有数の食糧基地である十勝平野の中央に位置

し、農業や商工業などの地域産業に支えられながら、十勝圏の中核都市として発展して

きました。

国勢調査における帯広市の人口は、戦後一貫して増加傾向にありましたが、平成12年
の173,030人をピークに減少が続いています。平成28年１月１日現在の住民基本台帳人

口は168,539人で、高齢化率は26.4％となっています。（図表（事例５）－１）

図表（事例５）－１ 帯広市の人口・世帯数・高齢化率 

人口※1 世帯数※1 高齢化率※2 

168,539人 85,910世帯 26.4％ 
※1 住民基本台帳人口・世帯数（北海道）平成28年1月1日現在 

※2 北海道の高齢者人口の状況（北海道）平成28年1月1日現在 

 

(2) シニア層の社会参加の推進に係る取組概要 

ア 地域交流サロン事業の内容 

帯広市社会福祉協議会（社協）は平成16年度から、全国社会福祉協議会の推奨事

業であった「地域交流サロン事業」を実施し、市内30カ所に地域交流サロンを設置

してきました。そのうちの一つが「清川ふれあい広場」です。

地域交流サロン事業は、住民相互の交流や親睦を図るためのサロンを設置・運営

する団体に対して、助成金の交付や、設置・運営に対するアドバイス等を行うもの

です。

参加する住民の対象を「シニア」などに限定せず、幅広く設定していることが特

徴です。（図表（事例５）－２）

参加費については、地域交流サロン事業助成要綱に定めていませんが、無料だと

参加者が気兼ねすることもあるため、１回当たり100円を支払うのが慣例となってお

り、各サロンで採用されています。

サロン実施の要件としては、１回の開催につき概ね５～20名、月１回以上開催す

ることなどとしています。

社協の助成金額は、実施１回あたり2,000円、月４回までを限度としており、実際

の運営費にかかわらず定額を助成しています。また、開設に要する費用負担が大き

かったという意見から、１万円を限度に開設準備金を助成しています。

サロン設置者の団体は、社協が管理・運営するボランティアセンターに登録して

います。
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事例６：市民活動プラザ六中ソフト事業推進室（帯広市） 

(1) シニア層の社会参加の推進に係る取組概要 

ア 市民活動プラザ六中の概要 

平成24年春から、障がいや疾病のある人が、地域で暮らし続けられるための活動

を行っている３つの法人（特定非営利活動法人十勝障がい者支援センター、特定非

営利活動法人とかち作業所、一般社団法人ふれあいデジタル工房）がコンソーシア

ムを組織し、市から廃校となった帯広第六中学校の無償貸付を受け、地域の支え合

いや共生型社会の実現を図る拠点として、市民活動プラザ六中（以下「六中」とい

う。）を管理・運営しています。

地域の支え合いや共生型社会の実現は、多様な層の住民が集い、語らうことで促

進され、それぞれ得意なことや苦手なことが異なる者同士が集まることで、双方向

の支援体制がつくられるとの理念のもとに、活動を進めています。  
六中には、現在、コンソーシアム構成団体を含め、障がい者や高齢者、難病支援

関連の団体を中心に13団体が入居しているほか、東地区の町内会、六中同窓会等、

多くの六中支援者（サポーター）が、活動を展開しています。

【市民活動プラザ六中ソフト事業推進室】 

六中を地域コミュニティの拠点とするためには、周辺住民に施設を利用してもら

い、各入居団体の利用者との交流を促進するとともに、住民の中からボランティア

の担い手を発掘するなど、さまざまな取組が必要です。

そのため、ソフト事業を専門に企画・運営するソフト事業推進室が設置され、コ

ンソーシアムの構成団体がそれぞれ担当者を配置しています。その中でも、十勝障

がい者支援センター所属の清水氏（現在はフリー）と名波氏、甲谷氏が「コーディ

ネーター」となっています。

ソフト事業推進室のメンバーは、20代から60代まで約10名で、ランチミーティン

グを月１回行うほか、施設内を回りコミュニケーションを図っています。

ソフト事業推進室の運営費は、人件費を含めて年間500万円程度です。コンソー

シアム代表の十勝障がい者支援センターが施設管理を行っています。

 

イ 取組の経緯 

ソフト事業推進室では、市の依頼により、平成24年に住民がどのような施設を望

んでいるかを調べるため、戸別訪問によるヒアリング調査を実施しました。無作為

に選んだ地元の60歳以上の人がいる1,000戸を、１年かけて訪問調査し、700人弱の

有効回答を分析した結果、「いつ行っても自由に入ることができ、自分たちの居場

所になるような所がほしい」という回答が多く集まりました。

名称は、当初、「六中」は地域住民のシンボルであり、名前を残して欲しいとい

う声を受けて、現在の名称となりました。

  

 

対意見が多くありましたが、社協側では参加対象が幅広いことなどを説明し、理

解を求めました。 

（ウ）各主体の役割（小学校におけるサロンの位置付け）

小学校と併設している「ふれあい館」を活動拠点とすることで、学校からの依

頼によりサロン参加の高齢者が、授業（生活科、総合学習の時間等）で小学生と

昔遊びをしたり、給食を一緒に食べたり、小学生に敷地で育てた小麦の脱穀方法

を教えるなどの交流を行い、参加者の満足度も非常に高くなっています。 
平成32年度に本格実施される学習指導要領では、小学校は社会に開かれた教育

課程の導入を定めており、サロンでの交流を活かすことができます。 
清川小学校は、文科省の制度である学校支援ボランティアのコーディネーター

を大倉氏、梶氏に依頼していることも、連携のしやすさを高めています。 

現在の課題と今後の展開

同事業により、引きこもりがちなひとり暮らしの高齢者が気楽に参加し、孤独感の解

消につながっています。また、地域での見守りの機能も果たしています。 
参加者は、昔からの知り合いが多く、月２回、顔を合わせることが楽しみとなってお

り、口コミにより参加者を確保しています。 
参加者の移動手段が課題となっていました。サロンを運営するボランティアが、自家

用車で送迎を行い、ガソリン代や労力など費用・マンパワーの面で大きな負担となって

いましたが、社協の働きかけにより、平成 年から地元の社会福祉法人が送迎支援を行

うことになりました。
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事例６：市民活動プラザ六中ソフト事業推進室（帯広市）

シニア層の社会参加の推進に係る取組概要

ア 市民活動プラザ六中の概要

平成24年春から、障がいや疾病のある人が、地域で暮らし続けられるための活動

を行っている３つの法人（特定非営利活動法人十勝障がい者支援センター、特定非

営利活動法人とかち作業所、一般社団法人ふれあいデジタル工房）がコンソーシア

ムを組織し、市から廃校となった帯広第六中学校の無償貸付を受け、地域の支え合

いや共生型社会の実現を図る拠点として、市民活動プラザ六中（以下「六中」とい

う。）を管理・運営しています。 
地域の支え合いや共生型社会の実現は、多様な層の住民が集い、語らうことで促

進され、それぞれ得意なことや苦手なことが異なる者同士が集まることで、双方向

の支援体制がつくられるとの理念のもとに、活動を進めています。  
六中には、現在、コンソーシアム構成団体を含め、障がい者や高齢者、難病支援

関連の団体を中心に13団体が入居しているほか、東地区の町内会、六中同窓会等、

多くの六中支援者（サポーター）が、活動を展開しています。 

 
【市民活動プラザ六中ソフト事業推進室】

六中を地域コミュニティの拠点とするためには、周辺住民に施設を利用してもら

い、各入居団体の利用者との交流を促進するとともに、住民の中からボランティア

の担い手を発掘するなど、さまざまな取組が必要です。 
そのため、ソフト事業を専門に企画・運営するソフト事業推進室が設置され、コ

ンソーシアムの構成団体がそれぞれ担当者を配置しています。その中でも、十勝障

がい者支援センター所属の清水氏（現在はフリー）と名波氏、甲谷氏が「コーディ

ネーター」となっています。 
ソフト事業推進室のメンバーは、20代から60代まで約10名で、ランチミーティン

グを月１回行うほか、施設内を回りコミュニケーションを図っています。 
ソフト事業推進室の運営費は、人件費を含めて年間500万円程度です。 

イ 取組の経緯

ソフト事業推進室では、市の依頼により、平成24年に住民がどのような施設を望

んでいるかを調べるため、戸別訪問によるヒアリング調査を実施しました。無作為

に選んだ地元の60歳以上の人がいる1,000戸を、１年かけて訪問調査し、700人弱の

有効回答を分析した結果、「いつ行っても自由に入ることができ、自分たちの居場

所になるような所がほしい」という回答が多く集まりました。 
名称は、当初、「六中」は地域住民のシンボルであり、名前を残して欲しいとい

う声を受けて、現在の名称となりました。 

 

対意見が多くありましたが、社協側では参加対象が幅広いことなどを説明し、理

解を求めました。 

（ウ）各主体の役割（小学校におけるサロンの位置付け）

小学校と併設している「ふれあい館」を活動拠点とすることで、学校からの依

頼によりサロン参加の高齢者が、授業（生活科、総合学習の時間等）で小学生と

昔遊びをしたり、給食を一緒に食べたり、小学生に敷地で育てた小麦の脱穀方法

を教えるなどの交流を行い、参加者の満足度も非常に高くなっています。 
平成32年度に本格実施される学習指導要領では、小学校は社会に開かれた教育

課程の導入を定めており、サロンでの交流を活かすことができます。 
清川小学校は、文科省の制度である学校支援ボランティアのコーディネーター

を大倉氏、梶氏に依頼していることも、連携のしやすさを高めています。 

現在の課題と今後の展開

同事業により、引きこもりがちなひとり暮らしの高齢者が気楽に参加し、孤独感の解

消につながっています。また、地域での見守りの機能も果たしています。 
参加者は、昔からの知り合いが多く、月２回、顔を合わせることが楽しみとなってお

り、口コミにより参加者を確保しています。 
参加者の移動手段が課題となっていました。サロンを運営するボランティアが、自家

用車で送迎を行い、ガソリン代や労力など費用・マンパワーの面で大きな負担となって

いましたが、社協の働きかけにより、平成 年から地元の社会福祉法人が送迎支援を行

うことになりました。
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(2) 現在の課題と今後の展開 

男性シニアの活動への参加が少ないことが課題です。

今後、六中の看板事業で、参加者の満足度も高い「六中地域マイスター講座」の講師

を、地域住民に担ってもらうことで、六中への参加促進や、地域コミュニティの活性化

をさらに図ることを考えています。

六中は、市の公有財産であり、市は六中コンソーシアムに六中の無償貸付を行ってい

るほか、食堂や共用スペース等の光熱水費を六中コンソーシアムと分担しています。

（電気料金：市４割、水道料金：市２割）

市は、管理運営費として六中ソフト事業推進室に年間500万円を補助しているほか、

入居事業者の就労支援事業所に優先調達の観点から、施設の清掃・除雪等の業務を委託

しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市民活動プラザ六中の外観 

六中マイスター講座の様子 

 

ウ 活動状況と運営上の工夫

（ア）ボランティア活動の推進

六中を利用したり、ボランティア参加する場合には、六中サポーターとして登

録する必要があり、サポーターからは登録料（ボランティア保険料）として500
円を徴収しています。 
サポーター登録者は130名程度で、大半がシニア（70代、80代が多い）となっ

ており、毎月、サポーターには機関紙を郵送しています。 
ボランティア活動の推進に当たり、コーディネーターと登録者とのさりげない

会話の中で、本人ができること、やりたいことを聞き出し、必要に応じてマッチ

ングや、提案をして、少しずつ活動に参加してもらっています。 

（イ）六中地域マイスター講座

平成26年から月に１～２回、外部講師を招聘し、救命救急、交通安全、特殊詐

欺など、さまざまなテーマの講座を開き、１講座30～50人が参加しています。 
受講生の中から、シニアの自主的なボランティア活動グループが立ち上がるな

ど、参加者同士の交流をきっかけとした活動の広がりもみられます。 

 
（ウ）六中キッチンプロジェクト

５つのボランティア団体が定期的に食堂を開き、一食300円で施設内の人や地

域住民に格安ランチを提供しています。 
当初、ソフト事業推進室が、入居団体の「ふまねっと帯広」に依頼し、週１回

程度カレーライスを提供していましたが、利用者数は少ない状況でした。 
このタイミングで、サポーターの女性から、「何か手伝えることはないか」と

の相談があり、子ども向けに料理教室などを実施していた老人会など複数のボラ

ンティア団体が、ワンデイシェフ方式の食堂を開設することになりました。 
主要メンバーは、六中マイスター講座で知り合った仲間で、定期的な打ち合わ

せにはソフト事業推進室のメンバーも参加して助言を行っています。 

（エ）六中デイ

毎月６のつく日（日曜・祭日は休館）は、六中デイとして、多くのイベントを

実施しています。具体的には、施設見学会やふまねっとの会（軽運動）、似顔絵

などを行い、平日にも押し花やカフェ、七夕まつり等を開催しています。 

（オ）お薬カレンダーの作成・販売

お薬カレンダーは、住民から寄付のあった布とビニールで作り、錠剤やお薬手

帳も入れることができます。そのカレンダーを１枚、700円で販売しています。

また、施設利用者の障がい者のデザインをあしらった布バックも販売しています。 
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(2) 現在の課題と今後の展開 

男性シニアの活動への参加が少ないことが課題です。

今後、六中の看板事業で、参加者の満足度も高い「六中地域マイスター講座」の講師

を、地域住民に担ってもらうことで、六中への参加促進や、地域コミュニティの活性化

をさらに図ることを考えています。

六中は、市の公有財産であり、市は六中コンソーシアムに六中の無償貸付を行ってい

るほか、食堂や共用スペース等の光熱水費を六中コンソーシアムと分担しています。

（電気料金：市４割、水道料金：市２割）

市は、管理運営費として六中ソフト事業推進室に年間500万円を補助しているほか、

入居事業者の就労支援事業所に優先調達の観点から、施設の清掃・除雪等の業務を委託

しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市民活動プラザ六中の外観 

六中マイスター講座の様子 
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ウ 活動状況と運営上の工夫 

（ア）ボランティア活動の推進 

六中を利用したり、ボランティア参加する場合には、六中サポーターとして登

録する必要があり、サポーターからは登録料（ボランティア保険料）として500
円を徴収しています。

サポーター登録者は130名程度で、大半がシニア（70代、80代が多い）となっ

ており、毎月、サポーターには機関紙を郵送しています。

ボランティア活動の推進に当たり、コーディネーターと登録者とのさりげない

会話の中で、本人ができること、やりたいことを聞き出し、必要に応じてマッチ

ングや、提案をして、少しずつ活動に参加してもらっています。

 

（イ）六中地域マイスター講座 

平成26年から月に１～２回、外部講師を招聘し、救命救急、交通安全、特殊詐

欺など、さまざまなテーマの講座を開き、１講座30～50人が参加しています。

受講生の中から、シニアの自主的なボランティア活動グループが立ち上がるな

ど、参加者同士の交流をきっかけとした活動の広がりもみられます。

（ウ）六中キッチンプロジェクト 

５つのボランティア団体が定期的に食堂を開き、一食300円で施設内の人や地

域住民に格安ランチを提供しています。

当初、ソフト事業推進室が、入居団体の「ふまねっと帯広」に依頼し、週１回

程度カレーライスを提供していましたが、利用者数は少ない状況でした。

このタイミングで、サポーターの女性から、「何か手伝えることはないか」と

の相談があり、子ども向けに料理教室などを実施していた老人会など複数のボラ

ンティア団体が、ワンデイシェフ方式の食堂を開設することになりました。

主要メンバーは、六中マイスター講座で知り合った仲間で、定期的な打ち合わ

せにはソフト事業推進室のメンバーも参加して助言を行っています。

 

（エ）六中デイ 

毎月６のつく日（日曜・祭日は休館）は、六中デイとして、多くのイベントを

実施しています。具体的には、施設見学会やふまねっとの会（軽運動）、似顔絵

などを行い、平日にも押し花やカフェ、七夕まつりを開催しています。

 

（オ）お薬カレンダーの作成・販売 

住民から寄付のあった布とビニールで作り、錠剤やお薬手帳も入れることがで

きます。そのカレンダーを１枚、700円で販売しています。また、施設利用者の

障がい者のデザインをあしらった布バックも販売しています。
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事例８：一般社団法人釧路社会的企業創造協議会（釧路市） 

 

(1) 釧路市の概要 

釧路市は、道東地域の中核都市として、産業経済、教育、文化、医療などの都市機能

が集積し、港湾、空港を核とした物流、交通の拠点であるとともに、広大な森林、太平

洋など豊かな自然環境を強みとした観光地として発展してきました。

国勢調査における釧路市の人口は、戦後一貫して増加傾向にありましたが、昭和55年
の調査結果227,234人をピークに減少が続いています。平成28年１月１日現在の住民基本

台帳人口は176,576人で、高齢化率は30.0％となっています。（図表（事例８）－１）

図表（事例８）－１ 釧路市の人口・世帯数・高齢化率 

人口※1 世帯数※1 高齢化率※2 

176,576人 94,786世帯 30.0％ 
※1 住民基本台帳人口・世帯数（北海道）平成28年1月1日現在 

※2 北海道の高齢者人口の状況（北海道）平成28年1月1日現在 

 

(2) シニア層の社会参加の推進に係る取組概要 

ア 一般社団法人釧路社会的企業創造協議会における取組の経緯 

釧路市では、平成16年度、生活保護を受給している割合が18人に１人と全国平均

（80人に１人）と比べて高い状況から、生活保護受給者の自立支援に向けた取組を

開始しました。

生活保護受給率が高い釧路市において、シニア層の社会参加促進を考えた場合、

年金だけでは生活することが困難なシニアに就労機会を提供することが重要な課題

となっています。

こうした背景のもとで、一般社団法人釧路社会的企業創造協議会は、生活保護受

給者を地域社会から排除せず、居場所や役割を提供しながら、就労的自立を促進す

ることを目的に平成24年に設立しました。

平成28年（４月～９月末）における相談者258名のうち、50代以上は47％を占めて

おり、主な相談内容としては、「収入や生活費」「就労」が54％となっており、シ

ニア層の就労支援が大きなミッションとなっています。

とりわけ、ボランティアと一般就労の間をつなぐ、「中間的就労」は『釧路モデ

ル』として全国的な注目を受けました。

この取組は、受給者当事者の日常的自立、社会的自立に大きな成果をあげ、生活

困窮者自立支援法の成立・施行に大きく貢献しました。

 

イ 中間的就労支援の考え方 

生活困窮者には、「社会生活自立」と「就労自立」の中間に位置する、いわゆる

「中間的就労自立の場」が無いことが課題です。（図表（事例８）－２）

直ちに就労を目指すことが困難な人に対して、段階的なサポートにより社会的な

自立を促すことが必要となっています。

 

事例７：帯広市

シニア層の社会参加の推進に係る取組概要

【高齢者いきいき元気事業】

この事業は、高齢者の社会参加・社会活動とともに、生きがいづくりと健康増進を図

るため、高齢者の余暇や自由時間を活用し、買い物や趣味・文化活動、交流などの多様

な外出機会を増やしてもらう取り組みです。高齢者の外出には、「高齢者おでかけサポ

ートバス事業」などを活用支援しています。 

 
【高齢者いきいきふれあい館】

高齢者いきいきふれあい館は、高齢者いきいき元気事業の一環であり、高齢者が気軽

に立ち寄ることができる活動の拠点として、平成28年12月にオープンしました。市は、

帯広信用金庫のビルを賃借し、市内の飲食店や団体等が、１階でカフェスペース、２階

では介護予防、健康増進のためのプログラムを提供しています。 
運営は、地域包括支援センター、ＮＰＯ、サークル、ボランティア団体で構成する運

営委員会が行い、利用スケジュール管理、各種講座やイベント企画、事業の周知を行っ

ています。運営委員の代表は、認定ＮＰＯ法人ふまねっとが担っています。平成28年度

の平均利用者数は、１日44.8名で、高齢者の居場所として機能しています。 
１階のカフェには、14事業者（飲食店、弁当事業者）が参加しており、一食700円以

下で提供しています。 
２階では、「ふまねっと運動」などの健康づくりのためのプログラムを提供していま

す。すべての市民が参加できますが、ほとんどが高齢者です。 

 
現在の課題と今後の展開

１階のカフェスペースの運営は、今後、参加している高齢者がボランティアとして担

ってもらいたいと考えています。 
このため、生活支援体制整備事業を活用しながら、ボランティア育成講座等を開催し、

意識の醸成などを図っていきたいと考えています。 
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事例８：一般社団法人釧路社会的企業創造協議会（釧路市）

釧路市の概要

漁業を基幹産業とする釧路市は、道東地域の中核都市として、産業経済、教育、文化、

医療などの都市機能が集積し、港湾、空港を核とした物流、交通の拠点であるとともに、

広大な森林、太平洋など豊かな自然環境を強みとした観光地として発展してきました。 
国勢調査における釧路市の人口は、戦後一貫して増加傾向にありましたが、昭和55年

の調査結果227,234人をピークに減少が続いています。平成28年１月１日現在の住民基本

台帳人口は176,576人で、高齢化率は30.0％となっています。（図表（事例８）－１） 

図表（事例８）－１ 釧路市の人口・世帯数・高齢化率 

人口※ 世帯数※ 高齢化率※

人 世帯 ％
※ 住民基本台帳人口・世帯数（北海道）平成 年 月 日現在

※ 北海道の高齢者人口の状況（北海道）平成 年 月 日現在

シニア層の社会参加の推進に係る取組概要

ア 一般社団法人釧路社会的企業創造協議会における取組の経緯

釧路市では、平成16年度、生活保護を受給している割合が18人に１人と全国平均

（80人に１人）と比べて高い状況から、生活保護受給者の自立支援に向けた取組を

開始しました。 
生活保護受給率が高い釧路市において、シニア層の社会参加促進を考えた場合、

年金だけでは生活することが困難なシニアに就労機会を提供することが重要な課題

となっています。 
こうした背景のもとで、一般社団法人釧路社会的企業創造協議会は、生活保護受

給者を地域社会から排除せず、居場所や役割を提供しながら、就労的自立を促進す

ることを目的に平成24年に設立しました。 
平成28年（４月～９月末）における相談者258名のうち、50代以上は47％を占めて

おり、主な相談内容としては、「収入や生活費」「就労」が54％となっており、シ

ニア層の就労支援が大きなミッションとなっています。 
とりわけ、ボランティアと一般就労の間をつなぐ、「中間的就労」は『釧路モデ

ル』として全国的な注目を受けました。 
この取組は、受給者当事者の日常的自立、社会的自立に大きな成果をあげ、生活

困窮者自立支援法の成立・施行に大きく貢献しました。 

イ 中間的就労支援の考え方

生活困窮者には、「社会生活自立」と「就労自立」の中間に位置する、いわゆる

「中間的就労自立の場」が無いことが課題です。（図表（事例８）－２） 
直ちに就労を目指すことが困難な人に対して、段階的なサポートにより社会的な

自立を促すことが必要となっています。 

 

事例７：帯広市

シニア層の社会参加の推進に係る取組概要

【高齢者いきいき元気事業】

この事業は、高齢者の社会参加・社会活動とともに、生きがいづくりと健康増進を図

るため、高齢者の余暇や自由時間を活用し、買い物や趣味・文化活動、交流などの多様

な外出機会を増やしてもらう取り組みです。高齢者の外出には、「高齢者おでかけサポ

ートバス事業」などを活用支援しています。 

 
【高齢者いきいきふれあい館】

高齢者いきいきふれあい館は、高齢者いきいき元気事業の一環であり、高齢者が気軽

に立ち寄ることができる活動の拠点として、平成28年12月にオープンしました。市は、

帯広信用金庫のビルを賃借し、市内の飲食店や団体等が、１階でカフェスペース、２階

では介護予防、健康増進のためのプログラムを提供しています。 
運営は、地域包括支援センター、ＮＰＯ、サークル、ボランティア団体で構成する運

営委員会が行い、利用スケジュール管理、各種講座やイベント企画、事業の周知を行っ

ています。運営委員の代表は、認定ＮＰＯ法人ふまねっとが担っています。平成28年度

の平均利用者数は、１日44.8名で、高齢者の居場所として機能しています。 
１階のカフェには、14事業者（飲食店、弁当事業者）が参加しており、一食700円以

下で提供しています。 
２階では、「ふまねっと運動」などの健康づくりのためのプログラムを提供していま

す。すべての市民が参加できますが、ほとんどが高齢者です。 

 
現在の課題と今後の展開

１階のカフェスペースの運営は、今後、参加している高齢者がボランティアとして担

ってもらいたいと考えています。 
このため、生活支援体制整備事業を活用しながら、ボランティア育成講座等を開催し、

意識の醸成などを図っていきたいと考えています。 
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（イ）ステージ２ 協力企業における見学・体験 

人材が不足している企業の協力を得て、実際に仕事を見学・体験することで、

就労に対する生活困窮者の不安の解消と、企業側の安心の確保を進めています。

（ウ）ステージ３ 短時間就労 

企業体験の結果、双方の条件が整えば、雇用契約を結んでもらいます。最初は

フルタイムではなく、半日勤務あるいは週３日前後の勤務からスタートします。

（エ）ステージ４ 長時間就労（一般就労） 

短時間就労を経て、双方の条件が整えば、長時間勤務又はフルタイムに切り替

え、就労自立を図ります。

 

エ  就労支援を促進するために必要な取組や成功のポイント 

生活困窮者の就労に係る相談支援は、協力企業の確保が課題となっていました。

当初は、企業を訪問し、受入れを依頼していましたが、なかなか理解が得られま

せんでした。当時は雇用環境も悪く、就労体験を行う生活困窮者を安価な労働力と

みなす企業もありました。

現在は、協議会の活動が認知されるようになったことや、企業自体が人手不足の

状況で、相談を受ける機会が増え、自然と受入れ企業が増加しています。

市は、介護分野の人材不足に対応するため、介護事業者との連携により、生活困

窮者の就労に取り組んでいます。

具体的には、生活困窮者を対象に、介護職員初任者研修を実施し、１日500円の報

酬で養護老人ホームの現場実習に参加してもらい、就労につなげています。

 

(3) 現在の課題と今後の展開 

自宅に引きこもっていたり、相談することに心理的なハードルを抱えている生活困窮

者をいかに発掘し、支援していくかが課題となっています。

そのためには、同協議会の周知が不可欠であり、これまでの全戸を対象とした折込チ

ラシの配布（年１回）や民生委員協議会の会合での説明などを行っていましたが、さら

に、法テラスの弁護士と連携し、医療・介護も含めた生活課題のよろず相談のスタイル

で、地域を巡回する中で、生活困窮者の発掘につなげたいと考えています。

今後は、「生活困窮者」ではなく、子ども、若者、高齢者等も包含した「地域」とい

う切り口での活動を進めたいと考えており、美原地区で始まった「みはら・かがやき食

堂」を運営する実行委員会のメンバーとして協議会が参画しています。

また、団体の継続的な運営を図るため、将来的には、委託事業だけではなく、協議会

自体がソーシャルビジネスの事業者として収益事業を実施し、そのマンパワーとして生

活困窮者に関わってもらうモデルを目指しています。

  

 

図表（事例８）－２ 
一般社団法人釧路社会的企業創造協議会における中間的就労支援の考え方 

ウ 就労支援の具体的な取組

協議会では、生活困窮者の就労ニーズと企業ニーズの把握と、マッチングを基本

に就労支援を進めており、個々の経済的・社会的自立の状況や、就労意欲の段階に

応じて、４つのステージ（内職→企業での見学・体験→短時間就労→一般就労）を

用意しています。 
こうした段階別のステージを用意し、協議会の職員がジョブコーチ的な役割を果

たしながら、切れ目のない支援を行っています。 

 
（ア）ステージ１ 協議会内における内職作業・協力企業での実習

職員に見守られながら、内職作業に参加したり、協力企業先で１日500円～1,0
00円程度の報酬で実習に参加してもらいます。 
生活困窮者の引きこもり防止、生活リズムの定着といった、主に日常生活自立

や社会生活自立を促すためのステージです。 

 
【整網作業】 

釧路市の基幹産業である漁業を支える漁網業界（整網作業）は高齢化が進み、

その存続が危ぶまれています。整網作業で、一定の収入を得るには熟練した技術

が必要ですが、「中間的就労自立の場」として取り組むことで、ペイドワークの

創出と担い手育成を同時に図る取組を推進しています。 

 
【ふまねっと製造】 

健康づくりに使用する「ふまねっと」は、全国で多くのニーズがありますが、

製造は手作業に頼るしかないため、迅速に納品できないという課題があり、整網

作業に続き「中間的就労の場」として位置付けています。 
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（イ）ステージ２ 協力企業における見学・体験 

人材が不足している企業の協力を得て、実際に仕事を見学・体験することで、
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状況で、相談を受ける機会が増え、自然と受入れ企業が増加しています。

市は、介護分野の人材不足に対応するため、介護事業者との連携により、生活困

窮者の就労に取り組んでいます。

具体的には、生活困窮者を対象に、介護職員初任者研修を実施し、１日500円の報

酬で養護老人ホームの現場実習に参加してもらい、就労につなげています。

 

(3) 現在の課題と今後の展開 

自宅に引きこもっていたり、相談することに心理的なハードルを抱えている生活困窮

者をいかに発掘し、支援していくかが課題となっています。

そのためには、同協議会の周知が不可欠であり、これまでの全戸を対象とした折込チ

ラシの配布（年１回）や民生委員協議会の会合での説明などを行っていましたが、さら

に、法テラスの弁護士と連携し、医療・介護も含めた生活課題のよろず相談のスタイル

で、地域を巡回する中で、生活困窮者の発掘につなげたいと考えています。

今後は、「生活困窮者」ではなく、子ども、若者、高齢者等も包含した「地域」とい

う切り口での活動を進めたいと考えており、美原地区で始まった「みはら・かがやき食

堂」を運営する実行委員会のメンバーとして協議会が参画しています。
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自体がソーシャルビジネスの事業者として収益事業を実施し、そのマンパワーとして生

活困窮者に関わってもらうモデルを目指しています。
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図表（事例８）－２ 
 一般社団法人釧路社会的企業創造協議会における中間的就労支援の考え方 
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（イ）「ふまねっとインストラクター」の養成 

病院や福祉施設等で要介護認定を受けた高齢者や患者を対象に、歩行機能の改

善と認知機能の改善を正しく指導する資格で、2,785名が登録されています。

（平成28年10月１日現在）

ふまねっとサポーター又は医療福祉関連資格者（医師、看護師、作業療法士、

理学療法士、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士等）が対象で、ふまねっ

と３級インストラクター養成講習を受講する必要があります。

エ ふまねっとハウスの設置について 

平成27年１月に独立行政法人福祉医療機構（通称ＷＡＭ）の助成を受けて、釧路

市浦見の古い事務所を改装し、「ふまねっと運動」の実施や地域コミュニティ拠点

の役割を担う「ふまねっとハウス」を開設しました。

同ハウスでは、定期的に地域の集いの場として、「ふまねっとサロン」を実施し、

市の認知症カフェに位置付けられています。

オ 釧路市の委託による介護予防事業 

市の委託（総合事業：Ｃ型）により、市内４会場（各５～６名が参加）において、

認知機能改善プログラムを全12回実施しています。プログラム受講者のうち、数名

がふまねっとハウス等を利用しています。

  

 

 

(2) 現在の課題と今後の展開 

参加者、サポーター、インストラクターともにほとんどが女性であり、男性の参加促

進が課題です。特に、独居高齢者の参加を促進するため、まずは「ふまねっとサロン」

に来てもらうことに力を入れていく必要があります。

  

ふまねっと運動の様子 
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事例９：認定ＮＰＯ法人ふまねっと（釧路市） 

 

(1) シニア層の社会参加の推進に係る取組概要 

ア 認定ＮＰＯ法人ふまねっとの取組概要 

認定ＮＰＯ法人ふまねっとは、平成17年９月に設立され、平成25年11月には、札

幌市から認定ＮＰＯ法人の認定を受けました。事業内容は、次のとおりです。

◆地域の健康教室の運営支援 

◆市町村の健康関連事業へのプログラム及び人材の提供 

◆健康づくり指導者の養成及び指導技術向上の支援 

◆地域の健康づくりや介護予防に関する研究及び運動プログラムや教材開発 

 

イ 取組の経緯 

平成16年に北海道教育大学釧路校の学生が中心に、地域住民を対象とした健康教

室を実施しました。同校の北澤一利氏（現理事長）とゼミの学生が、高齢者の歩行

機能と認知機能の改善に効果のある「ふまねっと運動」を考案しました。この「ふ

まねっと運動」は、全国の自治体や福祉施設等に普及しています。

【ふまねっと運動とは】 

「ふまねっと運動」は、50センチ四方のマス目でできた大きな網を床に敷き、この網

を踏まないようにゆっくり慎重に歩く運動で、マス目を利用したステップがたくさん用意

されており、このステップを間違えないように「学習」しながら歩行のバランスを改善す

る「運動学習プログラム」である。 

ふまねっと運動は、筋力向上を目指す従来型の運動プログラムではなく、からだの動き

に注意を集中させて、全身のバランスや認知機能を向上させることを重視していることが

特徴である。 

 

ウ 取組の内容 

同法人は、「ふまねっと運動」が健康づくりのツールとしてだけではなく、参加

者を指導者に養成することで、福祉の受け手から担い手へと移行させ、高齢者の社

会参加の促進などの活動を行っています。

（ア）「ふまねっとサポーター」の養成 

住民を対象に、「ふまねっと運動」を安全に正しく指導する資格で、3,725名
が登録されています。（平成28年10月１日現在）

サポーターになるには、養成講習を受講する必要があり、「ふまねっと運動」

を使った健康教室の企画、運営、指導を担当できます。また、ボランティア活動

実績や健康教室の指導経験に応じて、「ふまねっと体験講習会」の講師や、「ふ

まねっとサポーター養成講習会」の講師を担当できます。

サポーターには、「ふまねっと教室サポーター手帳」を配付します。この手帳

にはふまねっと健康教室の方針や、運営方法等が記載されています。
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長に報告書を提出しました。学校跡施設利活用に際しての基本的な考え方として

①総合的・複合的に活用する②学習の場として尊重して活用する③多世代交流の

場として活用する④地域住民以外の人にも来てもらえるように活用する⑤地域の

よりどころの場として活用する－を示しました。

平成23年６月に「学校跡施設利活用計画策定会議」を設置し、平成24年３月に

は「北広島市学校跡施設利用計画」をまとめ、施設の管理・運営はプロポーザル

方式で選考された民間事業者が行うこととしました。その結果、北海長正会が最

優秀提案事業者として選定され、平成26年４月に地域交流拠点「ともに」の供用

が開始されました。

（イ）「北広島団地地域サポートセンターともに」の概要 

「ともに」は、北海長正会が運営する各種の高齢者施設のほか、多目的に使用

できる活動室、体育館、グラウンド、市民スタッフの会（ボランティア）が運営

する喫茶店等があり、子どもから高齢者まで多世代による地域交流の拠点を目指

した施設運営を行っています。（図表（事例10）－２）

図表（事例10）－２ 

～ともにが目指すこと～ 

1．緑陽小学校跡施設を掛け替えのない場所に 

 〇人と人とのつながりと絆を大切にし、安らぎの場、出会いの場を目指します。 

2．共生の理念のもと、人格を育み尊厳を保つために 

 〇私たち地域住民一人ひとりが共生の理念のもと、つながりを大切に安心して生活できる豊かな 

地域社会の実現を目指します。 

3．だれもが健やかに安心して暮らせるまちづくりを目指して 

 〇地域の皆さんと共にこの建物を拠点として、安心して暮らすことのできる地域づくりに取り組 

みます。 

4．地域住民の意向をくみながら 

〇主体は地域住民の皆さんです。地域の皆さんの声が反映できるようにします。 

5．北広島市との連携を図ります。 

〇地域の生活課題の解決に向けて、三位一体（地域住民・自治体・法人）で取り組みます。 

6．安心・安全な環境（地域を含む）の提供を目指します。 

〇スプリンクラー設備、避難施設の容量を見込んだ非常用発電機、エレベーター設備の設置によ 

り、建物内だけに限らず地域の安全・安心を提供します。 

 

図表（事例10）－３ 北広島団地地域サポートセンター「ともに」施設機能概要 

サービス名 地域交流スペースともに サービス付き高齢者向け 

住宅しおん 

北広島複合型サービス 

四恩園 

定数 ― 31室 登録25名 

営業日 お盆・年末年始は休業日 24時間365日 24時間365日 

対象者 地域の方々、サークル、団体、企

業等 

60歳以上、または要支援・要

介護認定を受けている人。同

居者はその配偶者、または60

歳以上の親族 

要介護認定を受けている人 

サービス内容 ①情報の発信 

②喫茶＆キッズコーナー 

③貸しスペース（活動室・体育館・

自宅での生活に不安を感じ、

住み慣れた地域での生活を

継続するために住み替えを希

認知症の方や医療ニーズの

高い要介護者の住宅生活を

支える「介護と医療の包括サ

 

事例 ：社会福祉法人北海長正会「北広島団地地域サポートセンターともに」

（北広島市）

北広島市の概要

北広島市は、札幌と新千歳空港の中間に位置し、宅地開発や工業団地の造成、都市

施設の整備が着実に進められ、平成８年９月に市制を施行しました。 
人口は、札幌市に隣接するベッドタウンとして増加傾向にありましたが、平成19年

の61,174人をピークに減少傾向が続き、平成28年１月１日現在は59,348人で、高齢化率

は28.5%と上昇傾向にあります。（図表（事例 ）－１） 

 
図表（事例 ）－１ 北広島市の人口・世帯数・高齢化率

人口※ 世帯数※ 高齢化率※

人 戸 ％

※ 住民基本台帳人口・世帯数（北海道）平成 年 月 日現在

※ 北海道の高齢者人口の状況（北海道）平成 年 月 日現在

シニア層の社会参加の推進に係る取組概要

ア 社会福祉法人北海長正会（四恩園）による地域密着の取組

北海長正会は、北広島市の地域に密着した社会福祉法人で、市内に「北広島リハ

ビリセンター特養部四恩園」、「地域サポートセンターともに」、「地域交流ホー

ムふれて」、「デイホームさとみ」の４施設を有し、そのうち３施設が北広島団地

地区に立地しています。団地地区は高齢化率が41.7%と全市の28.5%と比較しても高

く、また高齢者人口の半数近くがひとり暮らしもしくは高齢者単独世帯となってい

ます。 
団地地区の高齢化や人口減少、高齢者の孤立、認知症高齢者の増加、世代間・住

民間の交流の希薄化等といった課題に直面する中で、地域に密着したサポートやノ

ーマライゼーションの実現に取り組んでいます。 
平成22年12月に銭湯を改装し、地域交流・相談・通所・介護予防機能を備えた

「地域交流ホームふれて（ふれて）」を開設しました。施設周辺には以前、銀行や

商業施設がありましたが、現在は閉店しています。 
施設のオープン６カ月前には、地域住民主体の「ふれて運営検討委員会」を結成

しました。「ふれて」をどのような場にしたいのか、14回の打合せを行い、『ふれ

て宣言』をまとめました。 

 
イ 「北広島団地地域サポートセンターともに」の取組

（ア）開設の経緯ー北広島市の小学校統廃合に伴う学校跡施設の利活用についてー

平成19年７月に、北広島市は「北広島団地内小学校の適正配置に係る基本方針」

をまとめ、平成20年11月に広葉小学校、緑陽小学校（現・ともに）の２校が廃校

とすることを決定しました。平成22年５月には、学識経験者や関係団体、公募市

民で構成される「北広島市学校跡施設市民検討会議」を設置し、平成23年３月市
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長に報告書を提出しました。学校跡施設利活用に際しての基本的な考え方として
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図表（事例 ）－２
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図表（事例 ）－３ 北広島団地地域サポートセンター「ともに」施設機能概要
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施設の整備が着実に進められ、平成８年９月に市制を施行しました。 
人口は、札幌市に隣接するベッドタウンとして増加傾向にありましたが、平成19年

の61,174人をピークに減少傾向が続き、平成28年１月１日現在は59,348人で、高齢化率

は28.5%と上昇傾向にあります。（図表（事例 ）－１） 
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※ 北海道の高齢者人口の状況（北海道）平成 年 月 日現在

シニア層の社会参加の推進に係る取組概要
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民間の交流の希薄化等といった課題に直面する中で、地域に密着したサポートやノ

ーマライゼーションの実現に取り組んでいます。 
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商業施設がありましたが、現在は閉店しています。 
施設のオープン６カ月前には、地域住民主体の「ふれて運営検討委員会」を結成

しました。「ふれて」をどのような場にしたいのか、14回の打合せを行い、『ふれ

て宣言』をまとめました。 

 
イ 「北広島団地地域サポートセンターともに」の取組

（ア）開設の経緯ー北広島市の小学校統廃合に伴う学校跡施設の利活用についてー

平成19年７月に、北広島市は「北広島団地内小学校の適正配置に係る基本方針」

をまとめ、平成20年11月に広葉小学校、緑陽小学校（現・ともに）の２校が廃校

とすることを決定しました。平成22年５月には、学識経験者や関係団体、公募市
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(3) 現在の課題と今後の展開 

市内では、シニアが担い手となる地域づくりに関して、各地区の住民ニーズを意識し

た特性が異なるため、住民組織の設置・運営が課題となっています。また、市街地が分

散しているため、地区ごとに、住民が集うことのできる居場所づくりが求められていま

す。今後高齢となった市民スタッフが「ともに」に入居できる流れが生まれれば、住民

が住み慣れた地域で最後まで安心して暮らせる、理想的な地域づくりの実現が期待され

ます。

 

  
「ふれて」市民スタッフの活動の様子 
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グラウンド） 

④宿泊施設（活動室利用） 

⑤地域食堂 

⑥災害時の拠点 

望する北広島市民などが入

居対象。24時間体制での見

守り確認・生活相談・食事サ

ービスを完備 

ービス」 

 

サービス名 北広島グループホーム四

恩園 

北広島居宅介護支援

事業所四恩園 

北広島ホームヘルプ 

サービスステーション

四恩園 

北広島訪問介護ステ

ーション四恩園 

定数 18名 ― ― ― 

営業日 24時間365日 月～土（日曜、指定休

日有） 

※24時間の連絡体制 

24時間365日 月～土（日、祝休） 

対象者 認知症の診断があり、要

支援2・要介護認定を受

けている人 

要支援・要介護認定を

受けている人 

要支援・要介護認定を

受けている人、障がい

のある人 

要支援・要介護認定

を受けている人 

障がいのある人・医師

の指示により訪問が

必要な人 

 

（ウ）地域との関わり 

「ともに」は、地域外の利用も可能であり、地域の人だけでも月に2,100人程

度が利用しています。活動室・体育館は有料、グラウンドは無料で利用すること

ができます。体育館は、北海道プロバスケットチームのレバンガ北海道の練習場

として無料で提供し、チームには施設のイベント等の支援をしてもらっています。

施設内のキッズコーナーには、地域の子育て世代が集まり、シニアとの交流がみ

られます。また、施設では定期的に野菜やパンの出張販売も行われています。

施設に入居しているシニアの方々も、小中学校のイベントや地域のゴミ拾い活

動等にも参加しています。北海長正会も特別養護老人ホームを開設した15年程前

から地域の祭りには積極的に参加し、交流が行われています。

（エ）地域住民による主体性ある活動 

地域との関わりを支えているのが「ふれて」の市民スタッフです。「ふれて」

を拠点に楽しいことをやりたいと集まったボランティア約30名で構成しています。

名簿はありますが、会則はありません。喫茶コーナーは市民スタッフが運営し、

売上の活用方法を市民スタッフが決めています。例えば、地域の高齢者が利用で

きるよう、市内の白樺高等養護学校の生徒が手作りしたベンチを毎年購入してい

ます。

同法人は、喫茶コーナーの場所を無償で提供するとともに、光熱費を負担して

います。

住民の主体的な取組をコーディネートすることや、リーダーを立てないといっ

た方針により、自主的に運営する機運を醸成しています。市民スタッフの他に、

施設ボランティアが40～50名、高齢者でボランティア的な活動をしている人は13
0～140名います。
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散しているため、地区ごとに、住民が集うことのできる居場所づくりが求められていま

す。今後高齢となった市民スタッフが「ともに」に入居できる流れが生まれれば、住民
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られます。また、施設では定期的に野菜やパンの出張販売も行われています。

施設に入居しているシニアの方々も、小中学校のイベントや地域のゴミ拾い活

動等にも参加しています。北海長正会も特別養護老人ホームを開設した15年程前

から地域の祭りには積極的に参加し、交流が行われています。

（エ）地域住民による主体性ある活動 

地域との関わりを支えているのが「ふれて」の市民スタッフです。「ふれて」

を拠点に楽しいことをやりたいと集まったボランティア約30名で構成しています。

名簿はありますが、会則はありません。喫茶コーナーは市民スタッフが運営し、

売上の活用方法を市民スタッフが決めています。例えば、地域の高齢者が利用で

きるよう、市内の白樺高等養護学校の生徒が手作りしたベンチを毎年購入してい

ます。
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(3) 現在の課題と今後の展開 

ボランティアの高齢化が進んでおり、いかに新たな担い手となる若い世代を対象にボ

ランティアの意識を高めるのかが課題です。

本事業の周知方法としては、ホームページや町の広報、ボランティア団体からのＰＲ

が中心であり、40～64歳を重点ターゲットとした周知は特に行っていませんが、今後は

ＰＲ方法についても検討が必要だと考えています。
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事例11：南幌町 

 

(1) 南幌町の概要 

南幌町は、札幌市に近接する空知総合振興局管内の南部に位置する農業を基幹産業

とするまちです。

人口は、ピーク時の平成12年に9,792人に達しましたが、その後減少を続け、平成28
年１月１日現在は7,920人となり、高齢化率は29.4％まで上昇しています。（図表（事例 

11）－１） 

図表（事例11）－１ 南幌町の人口・世帯数・高齢化率 

人口※1 世帯数※1 高齢化率※2 

7,920人 3,431戸 29.4％ 

※1 住民基本台帳人口・世帯数（北海道）平成28年1月1日現在 

※2 北海道の高齢者人口の状況（北海道）平成28年1月1日現在 

 

(2) シニア層の社会参加の推進に係る取組概要 

「40歳からのボランティアポイント制度」は、町、社会福祉協議会、介護保険施設及

び事業所でのボランティア活動を促進するため、町内の40歳以上で要介護・要支援認定

を受けていない人が、ボランティア活動を行うとポイントが貯まり、貯まったポイント

に応じて、商工会の商品券に換えることができる事業です。この事業は、地域支援事業

の一般介護予防事業として実施しています。（図表（事例11）－２）

平成28年度の実績では、全体で63名がボランティア活動を行い、このうち40～64歳が

８名となっています。

40～64歳の参加者は、もともとボランティア団体で活動するなど、意識が高い町民が

多くなっていますが、今年度から数名、これまで活動していなかった人も参加していま

す。

図表（事例11）－２  40歳からのボランティアポイント制度 
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現在の課題と今後の展開
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が中心であり、40～64歳を重点ターゲットとした周知は特に行っていませんが、今後は

ＰＲ方法についても検討が必要だと考えています。 
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図表（事例11）－１ 南幌町の人口・世帯数・高齢化率 

人口※1 世帯数※1 高齢化率※2 
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※1 住民基本台帳人口・世帯数（北海道）平成28年1月1日現在 

※2 北海道の高齢者人口の状況（北海道）平成28年1月1日現在 

 

(2) シニア層の社会参加の推進に係る取組概要 

「40歳からのボランティアポイント制度」は、町、社会福祉協議会、介護保険施設及

び事業所でのボランティア活動を促進するため、町内の40歳以上で要介護・要支援認定

を受けていない人が、ボランティア活動を行うとポイントが貯まり、貯まったポイント

に応じて、商工会の商品券に換えることができる事業です。この事業は、地域支援事業

の一般介護予防事業として実施しています。（図表（事例11）－２）

平成28年度の実績では、全体で63名がボランティア活動を行い、このうち40～64歳が

８名となっています。

40～64歳の参加者は、もともとボランティア団体で活動するなど、意識が高い町民が

多くなっていますが、今年度から数名、これまで活動していなかった人も参加していま
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イ 基本的な考え方 

町は、高齢の住民が主体的に介護予防や助け合いの活動に取り組むことで、支援

される側だけでなく、支援する側の高齢者の介護予防を推進することを目指してい

ます。町は人口減少問題などの地域課題を住民と共有し「自ら解決に当たらなけれ

ばならない」という意識の醸成に取り組み、住民組織を中心に高齢者が主体的に活

動に参加できる環境づくりを進めています。

ウ 取組成果や成功要因 

高齢者の健康づくりや互助体制の構築に向けて、平成19年度から、住民が自ら

「ふまねっと運動」の普及に取り組んできました。しかし、５～６年が経過すると

参加者が伸び悩みました。このため、町の介護予防事業に「ふまねっと運動」を組

み込むとともに、ボランティアポイント制度を導入し、サロン参加など、介護予防

につながる取組をポイント付与の対象にしました。また、子育て世代の女性を中心

とする「住民活動支援員（第３層コーディネーター）」も配置し、支援者や参加者

の増加につなげています。住民活動支援員は、新たに参加した人を孤立させないた

めのフォローやサロン通信の発行などを担当し、活動の継続には不可欠な存在です。

老人クラブの会員数は減少していますが、高齢者の約３割に当たる約800人が加入

するなど、地域には欠かせない社会資源であることから、組織を維持する方向で活

動を支援しています。会員を対象に年４回・合計10時間の講座を開催し、高齢化の

現状や介護保険の仕組み、高齢者が地域の担い手となることの重要性について認識

を深めています。また、老人クラブの会員を対象に、チケット制で買い物や掃除な

どの生活支援を受けられる「ＬＯＲＥＮ（老連）支え合いパートナー制度」を導入

したほか、平成29年度から、農村地区で予約型乗合タクシー事業の試験運行をスタ

ートし、移動手段を確保することで、老人クラブの新規加入者の獲得に結び付けて

います。

(3) 現在の課題と今後の展開 

介護予防・生活支援体制整備事業を活用しながら、シニアの社会参加や地域互助体

制の構築に向けた一定の成果が得られていますが、活動を継続する中で参加者の固定化

が進むことが懸念されます。今後はより多くの住民に介護予防の重要性を理解してもら

うための取組を通じて、介護保険制度や今後のまちづくりの在り方などについて、地域

住民の理解を深めてもらう機会を提供することが必要となっています。

  

 

事例 ：池田町

池田町の概要

池田町は、十勝平野の東寄りに位置し、農業を中心とする第１次産業を基幹産業と

するまちです。 
人口は、ピーク時の昭和55年に17,049 人に達しましたが、その後減少を続け、平成 
28年１月１日現在は7,123人となり、高齢化率は39.6％まで上昇しています。（図表

（事例 ）－１） 

図表（事例 ）－１ 池田町の人口・世帯数・高齢化率

人口※ 世帯数※ 高齢化率※

人 戸 ％

※ 住民基本台帳人口・世帯数（北海道）平成 年 月 日現在

※ 北海道の高齢者人口の状況（北海道）平成 年 月 日現在

シニア層の社会参加の推進に係る取組概要

ア 取組概要

シニア層が活躍するまちづくりを目指し、介護保険制度の地域支援事業のうち、

生活支援体制整備事業については、池田町社会福祉協議会（社協）との密接な連携

を図りながら、ＮＰＯ、ボランティア、老人クラブ等の住民が主体となった介護予

防や生活支援サービスの提供体制を構築しています。（図表（事例 ）－２） 
具体的には、社協に第３層生活支援コーディネーターとして子育て中の主婦等を

配置し、町内会連合会との連携により介護予防による通いの場へのつなぎや、老人

クラブ連合会との連携により、訪問による生活支援を行っています。 

 
図表（事例 ）－２ 池田町社会福祉協議会による介護予防・生活支援体制整備事業の概要
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イ 基本的な考え方 

町は、高齢の住民が主体的に介護予防や助け合いの活動に取り組むことで、支援

される側だけでなく、支援する側の高齢者の介護予防を推進することを目指してい

ます。町は人口減少問題などの地域課題を住民と共有し「自ら解決に当たらなけれ

ばならない」という意識の醸成に取り組み、住民組織を中心に高齢者が主体的に活

動に参加できる環境づくりを進めています。

ウ 取組成果や成功要因 

高齢者の健康づくりや互助体制の構築に向けて、平成19年度から、住民が自ら

「ふまねっと運動」の普及に取り組んできました。しかし、５～６年が経過すると

参加者が伸び悩みました。このため、町の介護予防事業に「ふまねっと運動」を組

み込むとともに、ボランティアポイント制度を導入し、サロン参加など、介護予防

につながる取組をポイント付与の対象にしました。また、子育て世代の女性を中心

とする「住民活動支援員（第３層コーディネーター）」も配置し、支援者や参加者

の増加につなげています。住民活動支援員は、新たに参加した人を孤立させないた

めのフォローやサロン通信の発行などを担当し、活動の継続には不可欠な存在です。

老人クラブの会員数は減少していますが、高齢者の約３割に当たる約800人が加入

するなど、地域には欠かせない社会資源であることから、組織を維持する方向で活

動を支援しています。会員を対象に年４回・合計10時間の講座を開催し、高齢化の

現状や介護保険の仕組み、高齢者が地域の担い手となることの重要性について認識

を深めています。また、老人クラブの会員を対象に、チケット制で買い物や掃除な

どの生活支援を受けられる「ＬＯＲＥＮ（老連）支え合いパートナー制度」を導入

したほか、平成29年度から、農村地区で予約型乗合タクシー事業の試験運行をスタ

ートし、移動手段を確保することで、老人クラブの新規加入者の獲得に結び付けて

います。

(3) 現在の課題と今後の展開 

介護予防・生活支援体制整備事業を活用しながら、シニアの社会参加や地域互助体

制の構築に向けた一定の成果が得られていますが、活動を継続する中で参加者の固定化

が進むことが懸念されます。今後はより多くの住民に介護予防の重要性を理解してもら

うための取組を通じて、介護保険制度や今後のまちづくりの在り方などについて、地域

住民の理解を深めてもらう機会を提供することが必要となっています。
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事例12：池田町  

(1) 池田町の概要 

池田町は、十勝平野の東寄りに位置し、農業を中心とする第１次産業を基幹産業と

するまちです。

人口は、ピーク時の昭和55年に17,049 人に達しましたが、その後減少を続け、平成

28年１月１日現在は7,123人となり、高齢化率は39.4％まで上昇しています。（図表

（事例12）－１）

図表（事例12）－１ 池田町の人口・世帯数・高齢化率 

人口※1 世帯数※1 高齢化率※2 

7,123人 3,442戸 39.6％ 

※1 住民基本台帳人口・世帯数（北海道）平成28年1月1日現在 

※2 北海道の高齢者人口の状況（北海道）平成28年1月1日現在 

 

(2) シニア層の社会参加の推進に係る取組概要 

ア 取組概要 

シニア層が活躍するまちづくりを目指し、介護保険制度の地域支援事業のうち、

生活支援体制整備事業については、池田町社会福祉協議会（社協）との密接な連携

を図りながら、ＮＰＯ、ボランティア、老人クラブ等の住民が主体となった介護予

防や生活支援サービスの提供体制を構築しています。（事例12）－２）

具体的には、社協に３層生活支援コーディネーターとして子育て中の主婦等を配

置し、町内会連合会との連携により介護予防による通いの場へのつなぎや、老人ク

ラブ連合会との連携により、訪問による生活支援を行っています。

図表（事例12）－２ 池田町社会福祉協議会による介護予防・生活支援体制整備事業の概要 
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図表（事例13）－３ 第3期きずな計画 きずな推進委員会組織図 

図表（事例13）－４ 登別市地域福祉計画との連携図 
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事例13：登別市社会福祉協議会「ふれあい・いきいきサロン」 

 

(1) 登別市の概要 

登別市は、面積の７割を森林が占める豊かな自然環境を有しており、また、登別温泉

は日本有数の温泉地で、近年はアジアをはじめとする海外から数多くの人が訪れていま

す。

人口は、隣接する室蘭市の人口増加とともに増え続けてきましたが、昭和58年の約６

万人をピークに減少傾向が続き、平成28年１月１日現在は49,983人で、高齢化率は33.
0%となっています。（図表（事例13）－１） 

 

図表（事例13）－１ 登別市の人口・世帯数・高齢化率 

人口※1 世帯数※1 高齢化率※2 

49,983人 25,024戸 33.0％ 

※1 住民基本台帳人口・世帯数（北海道）平成28年1月1日現在 

※2 北海道の高齢者人口の状況（北海道）平成28年1月1日現在 

 

(2) シニア層の社会参加の推進に係る取組概要 

ア  社会福祉協議会を中心とした住民主体の地域福祉活動の取組 

登別市社会福祉協議会（社協）は、地域住民、関係機関・団体、企業等の連携によ

り、さまざまな福祉課題の解決を図ることができる福祉のまちづくりを目指し、平成

18年に登別市地域福祉実践計画「きずな」を策定しました。

この計画は、「自分たちが住む地域で、自分たちが何をするのか、自分たちで決め

て、具体的な福祉活動をしていくための計画」と位置付け、市民主役のまちづくりが

行われています。

現在の第３期計画（平成28年～32年度）は、全市的な取組をまとめた「全市きずな

計画」と、８つの小学校区を圏域とした「校区きずな計画」で構成しています。町内

会、民生委員・児童委員、老人クラブ、ＮＰＯ・ボランティア団体、介護事業所、社

協等で構成する「きずな推進委員会」が中心となり、住民座談会やアンケート調査等

を通じて、地域の福祉課題を住民自らが発見・共有し、課題解決に向けた福祉活動に

ついて計画・推進しています。また、この計画は、市が策定した「登別市地域福祉計

画（第２次）」とも連携し、共に地域福祉の両輪として地域福祉の推進を担っていま

す。（図表（事例13）－２） 

図表（事例13）－２ 登別市地域福祉実践計画「きずな」の概要 

区分 計画期間 きずな推進委員会の構成など

第1期計画 平成18年度～22年度 53名（５地区／中学校区）

第2期計画 平成23年度～27年度 121名 （８地区／小学校区、専門委員会）

第3期計画 平成28年度～32年度 135名 （８地区／小学校区、専門委員会）
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図表（事例13）－３ 第3期きずな計画 きずな推進委員会組織図 

図表（事例13）－４ 登別市地域福祉計画との連携図 
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事例13：登別市社会福祉協議会「ふれあい・いきいきサロン」 

 

(1) 登別市の概要 

登別市は、面積の７割を森林が占める豊かな自然環境を有しており、また、登別温泉

は日本有数の温泉地で、近年はアジアをはじめとする海外から数多くの人が訪れていま

す。

人口は、隣接する室蘭市の人口増加とともに増え続けてきましたが、昭和58年の約６

万人をピークに減少傾向が続き、平成28年１月１日現在は49,983人で、高齢化率は33.
0%となっています。（図表（事例13）－１） 

 

図表（事例13）－１ 登別市の人口・世帯数・高齢化率 

人口※1 世帯数※1 高齢化率※2 

49,983人 25,024戸 33.0％ 

※1 住民基本台帳人口・世帯数（北海道）平成28年1月1日現在 

※2 北海道の高齢者人口の状況（北海道）平成28年1月1日現在 

 

(2) シニア層の社会参加の推進に係る取組概要 

ア  社会福祉協議会を中心とした住民主体の地域福祉活動の取組 

登別市社会福祉協議会（社協）は、地域住民、関係機関・団体、企業等の連携によ

り、さまざまな福祉課題の解決を図ることができる福祉のまちづくりを目指し、平成

18年に登別市地域福祉実践計画「きずな」を策定しました。

この計画は、「自分たちが住む地域で、自分たちが何をするのか、自分たちで決め

て、具体的な福祉活動をしていくための計画」と位置付け、市民主役のまちづくりが

行われています。

現在の第３期計画（平成28年～32年度）は、全市的な取組をまとめた「全市きずな

計画」と、８つの小学校区を圏域とした「校区きずな計画」で構成しています。町内

会、民生委員・児童委員、老人クラブ、ＮＰＯ・ボランティア団体、介護事業所、社

協等で構成する「きずな推進委員会」が中心となり、住民座談会やアンケート調査等

を通じて、地域の福祉課題を住民自らが発見・共有し、課題解決に向けた福祉活動に

ついて計画・推進しています。また、この計画は、市が策定した「登別市地域福祉計

画（第２次）」とも連携し、共に地域福祉の両輪として地域福祉の推進を担っていま

す。（図表（事例13）－２） 

図表（事例13）－２ 登別市地域福祉実践計画「きずな」の概要 

区分 計画期間 きずな推進委員会の構成など

第1期計画 平成18年度～22年度 53名（５地区／中学校区）

第2期計画 平成23年度～27年度 121名 （８地区／小学校区、専門委員会）

第3期計画 平成28年度～32年度 135名 （８地区／小学校区、専門委員会）
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図表（事例13）－６ 登別市におけるふれあい・いきいきサロン 

図表（事例13）－７ ふれあい・いきいきサロンのこれまでの実績 
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イ  ふれあい・いきいきサロンの取組 

住民座談会において、高齢者から近所や友達同士で集える場、生活の拠り所（心の

支え）を求める声があがり、仲間づくりや居場所づくりを目的として、平成19年度か

ら実施していた「ふれあい・いきいきサロン」を平成22年度以降、「きずな計画重点

事業」と位置付け、取組の強化を図っています。

現在、「ふれあい・いきいきサロン」は、市内各地45カ所（平成29年６月時点）で

展開しており、仲間づくり・生きがいづくり・社会参加や、ご近所の見守り・安否確

認、閉じこもり防止・健康づくりの効果が期待されています。

サロン運営者は、個人・町内会・老人クラブ等さまざまで、活動内容や活動時間に

ついても各サロンの参加者の希望・要望に合わせて自由に決めています。各サロンの

活動内容は、健康増進・体力づくり・趣味活動（分類A）、交流を通じた傾聴・孤立

防止の活動（分類B）、介護予防・機能向上の活動（分類C）に分類され、それぞれ

の活動に応じて費用が助成されています。

また、お互いに支え合う視点を持ち、高齢者をさりげなく支える「サロンサポータ

ー」により、要援護者の早期発見・早期予防、高齢者の生きがいづくり・仲間づくり

をサポートしています。現在、306人のサロンサポーターが登録されており、情報交

換やスキルアップを図る「サロンサポーター連絡会」も年に３回開催しています。

サロン運営者とサロンサポーターともに60～80代が多く、これまで町内会やボラン

ティアの活動経験がある住民が多い傾向にあります。また、サロン運営者がサロンサ

ポーターとなり、他のサロンのお手伝いに回ることや、各サロンにおいて自主的に退

職前後のシニア層に参加を呼び掛けているケースもあり、住民主体の活動を展開して

います。

このような取組に対し、社協は、会場の調整やサロン立ち上げ支援、運営に関する

サポート、広報誌等での活動ＰＲ、活動支援費の助成、保険の加入代行、専門機関と

の連携などの側面支援を担っています。

図表（事例13）－５ ふれあい・いきいきサロンの概要 

参加者 個人・団体問わずどなたでも

運営者 町内会役員・ご近所仲間・個人などどなたでも

場所 集会所・公民館・個人の自宅・商店など

財源 参加費・社協助成金（赤い羽根共同募金・社協会費）・町内会助成

金・自主財源等

サロンサポーター

設置基準

サロン参加人数が10名未満の場合、サロンサポーター２名以上配置

   〃    10名以上の場合、    〃   ３名以上配置 
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図表（事例13）－６ 登別市におけるふれあい・いきいきサロン 

 
図表（事例13）－７ ふれあい・いきいきサロンのこれまでの実績 
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認、閉じこもり防止・健康づくりの効果が期待されています。

サロン運営者は、個人・町内会・老人クラブ等さまざまで、活動内容や活動時間に

ついても各サロンの参加者の希望・要望に合わせて自由に決めています。各サロンの

活動内容は、健康増進・体力づくり・趣味活動（分類A）、交流を通じた傾聴・孤立

防止の活動（分類B）、介護予防・機能向上の活動（分類C）に分類され、それぞれ

の活動に応じて費用が助成されています。

また、お互いに支え合う視点を持ち、高齢者をさりげなく支える「サロンサポータ

ー」により、要援護者の早期発見・早期予防、高齢者の生きがいづくり・仲間づくり

をサポートしています。現在、306人のサロンサポーターが登録されており、情報交

換やスキルアップを図る「サロンサポーター連絡会」も年に３回開催しています。

サロン運営者とサロンサポーターともに60～80代が多く、これまで町内会やボラン

ティアの活動経験がある住民が多い傾向にあります。また、サロン運営者がサロンサ

ポーターとなり、他のサロンのお手伝いに回ることや、各サロンにおいて自主的に退

職前後のシニア層に参加を呼び掛けているケースもあり、住民主体の活動を展開して

います。

このような取組に対し、社協は、会場の調整やサロン立ち上げ支援、運営に関する

サポート、広報誌等での活動ＰＲ、活動支援費の助成、保険の加入代行、専門機関と

の連携などの側面支援を担っています。

図表（事例13）－５ ふれあい・いきいきサロンの概要 

参加者 個人・団体問わずどなたでも

運営者 町内会役員・ご近所仲間・個人などどなたでも

場所 集会所・公民館・個人の自宅・商店など

財源 参加費・社協助成金（赤い羽根共同募金・社協会費）・町内会助成

金・自主財源等

サロンサポーター
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サロン参加人数が10名未満の場合、サロンサポーター２名以上配置

   〃    10名以上の場合、    〃   ３名以上配置 
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事例14：伊達市シルバー人材センター 

 

(1) 伊達市の概要 

伊達市は、噴火湾（内浦湾）に面し、室蘭市や全国的に有名な温泉観光地の登別市、

洞爺湖町などと隣接し、北海道内でも雪が少なく、四季を通じて気候が温暖なことから

「北の湘南」と呼ばれています。

人口は、昭和30年から１万人近く増加し、平成12年には約37,000人となりました。そ

の後は減少傾向が続き、平成28年１月１日現在の人口は35,441人で、高齢化率は34.0%
となっています。（図表（事例14）－１） 

図表（事例14）－１ 伊達市の人口・世帯数・高齢化率 

人口※1 世帯数※1 高齢化率※2 

35,441人 17,944戸 34.0％ 

※1 住民基本台帳人口・世帯数（北海道）平成28年1月1日現在 

※2 北海道の高齢者人口の状況（北海道）平成28年1月1日現在 

 

(2) シニア層の社会参加の推進に係る取組概要 

ア  シルバー人材センターにおける生きがい就労の取組 

シルバー人材センターは、昭和50年に東京都江戸川区で設立された高齢者事業団

が前身で、高齢化の進展、定年の延長、年金制度等を踏まえ、高齢者が自主的に働

く組織を作り、組織が受注した仕事を会員である高齢者に提供する、高齢者の新し

い働き方の仕組みです。そのため、本来、シルバー人材センターは、会員による自

主的な運営が基本原則とされており、会員はこれまでの経験と能力を活かし、働く

ことで仲間づくり、健康維持、社会参加を果たし、地域社会の活性化に寄与すると

いうコンセプトを有しています。

会員は、仕事をすることで対価をもらったり、組織の一員として組織づくりに参

加すること等で、やりがいや充実感、生きがいを感じられるものとなりました。

その一方で、近年、金銭的余裕のない高齢者も増えつつあり、本来、これまでの

自分の経験等を活かし、生きがいや社会参加のために働く生きがい就労から、収入

確保を目的として働く高齢者が増えつつあります。また、シルバー人材センター発

足当初は定年が55歳でしたが、現在は65歳となっており、入会する会員の高齢化も

進んでいます。

現状、シルバー人材センターが会員に提供できる業務や、高齢者が働ける日数・

時間の上限が決められているため、「働くことだけ（収入確保）」を目的として入

会した会員にとっては、仕事量（収入）が少なく、シルバー人材センターに不満を

抱く可能性が考えられます。
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(3) 現在の課題と今後の展開 

「ふれあい・いきいきサロン」は、第２期きずな計画の重要事業に位置付けられ、サ

ロン数、サロンサポーター数ともに増加し、この事業の目的である「地域の居場所づく

り・仲間づくり」が促進され、今後はサロン活動の継続・拡大が求められています。ま

た、介護保険法改正に伴い、国が示す「総合事業」への対応として、介護予防・機能向

上を目的としたサロンの展開、人材育成の強化（ステップアップ研修会の開催など）が

求められています。
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事例 ：伊達市シルバー人材センター

伊達市の概要

伊達市は、噴火湾（内浦湾）に面し、室蘭市や全国的に有名な温泉観光地の登別市、

洞爺湖町などと隣接し、北海道内でも雪が少なく、四季を通じて気候が温暖なことから

「北の湘南」と呼ばれています。 
人口は、昭和30年から１万人近く増加し、平成12年には約３万７千人となりました。

その後は減少傾向が続き、平成28年１月１日現在の人口は35,441人で、高齢化率は34.
0%となっています。（図表（事例 ）－１）

 
図表（事例 ）－１ 伊達市の人口・世帯数・高齢化率

人口※ 世帯数※ 高齢化率※

人 戸 ％

※ 住民基本台帳人口・世帯数（北海道）平成 年 月 日現在

※ 北海道の高齢者人口の状況（北海道）平成 年 月 日現在

シニア層の社会参加の推進に係る取組概要

ア シルバー人材センターにおける生きがい就労の取組

シルバー人材センターは、昭和50年に東京都江戸川区で設立された高齢者事業団

が前身で、高齢化の進展、定年の延長、年金制度等を踏まえ、高齢者が自主的に働

く組織を作り、組織が受注した仕事を会員である高齢者に提供する、高齢者の新し

い働き方の仕組みです。そのため、本来、シルバー人材センターは、会員による自
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いうコンセプトを有しています。 
会員は、仕事をすることで対価をもらったり、組織の一員として組織づくりに参

加すること等で、やりがいや充実感、生きがいを感じられるものとなりました。 
その一方で、近年、金銭的余裕のない高齢者も増えつつあり、本来、これまでの

自分の経験等を活かし、生きがいや社会参加のために働く生きがい就労から、収入

確保を目的として働く高齢者が増えつつあります。また、シルバー人材センター発
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(3) 現在の課題と今後の展開 
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求められています。

  

資料編 Ⅱ　道内先進事例調査

hon.indd   185 2017/12/15   11:31:42



 

 

187 

 

図表（事例14）－３ 会員の年間収入（平成28年度実績） 

就業会員数 300名

総収入
1億4,482万円
会員一人当たりの年間収入内訳

100万円以上33名（うち、150万円以上７名）、１万円以下11名
（※会員一人当たり月額４～５万円を想定）

仕事内容 ・簡単な大工仕事 ・ガラス拭き

・植木（剪定・冬囲い） ・買い物

・草刈り ・食事の支度

・除草（庭の草取り） ・洗濯（院内可）

・屋外作業（庭の掃除等） ・子守り・留守番

・農作業（畑おこし） ・介護補助（通院介護可）

・引越し手伝い ・ペットの世話

・除雪 ・筆耕（硬筆）

・包丁研ぎ ・筆耕（毛筆）

・家庭内清掃 ・襖張り       など

(3) 現在の課題と今後の展開 

同センターにおいては、高齢者の交通事故防止のため、運転免許証の返上を奨励する

一方、公共交通機関だけでは就労場所にたどり着けないこともあり、就業場所への送迎

方法の検討が急務となっています。

また、会員の高齢化等に伴い認知症等が疑われる行動がみられる会員もいますが、こ

のような会員にこそ少しでも就業してもらうことが必要と考え、健常な会員や職員が指

導しながら就業できる場の確保が必要だと考えています。

さらに、就業内容についても高齢化に伴い、草刈り、剪定、不用品処分、農家支援等

の重労働就業から屋内軽作業へ就業職種を移行することが必要だと考えています。例え

ば、朝、会員を自宅に迎えに行き、シルバー人材センターの屋内で「小物製品の袋詰め

作業」「製品のシール貼り」など、座ってできる単純作業を実施し、その後、昼食、健

康体操を行い、週に数回温泉、銭湯などに寄って、自宅に送り届けるといったことが想

定されます。これは、デイサービスに近い仕組みですが、なによりも「働く」という要

素が加わっていることが大きな違いであり、対価は低くても長期間にわたり就業できる

職種を提供することで、無理なく就業を続けることができると考えています。

また、独自事業である「アロニア栽培」「腐葉土の生産」については、70歳以上のシ

ニアに就業してもらい、作業現場への送迎、作業指導等も全てシルバー人材センターで

実施することを考えています。  

 

図表（事例 ）－２ シルバー人材センターにおける就業形態

・会員に提供する業務は、臨時的かつ短期的または軽易な業務

・シルバー人材センターでの働き方は、現役世代の労働者などが１人で行う業務を複数

の高齢者が時間や日にちで分担して行う方法（ローテーション就業、ワークシェアリ

ング方式）が基本

・シルバー人材センターで働く高齢者の日数・時間の上限

日数の上限 おおむね月 日程度

時間の上限 おおむね週 時間を超えないことを目安

 
 

イ 伊達市シルバー人材センターにおける取組

伊達市シルバー人材センターには、個人、企業、行政等からの仕事の依頼があり、

事務局が仕事内容に応じて、適任な会員を人選し、マッチングしています。就業会

員数は300名、総収入は１億4,482万円（平成28年度実績）となっており、多い人で

は年間150万円以上の収入を得ています。また、清掃活動などのボランティア、救命

救急講習会、除雪講習会、料理講座等の各種講習会、地域住民との交流を目的とし

た「シルバーふれあい祭り」、女性会員による「あじさいの会」での手芸講座、健

康講座など、シニアが集う場の提供も行っています。 
このほか、同センターでは、特に70歳以上のシニアなど、車の運転や思考能力等

の衰えにより、就労機会が減少するシニアに対し、「生きがいのある就業」の提供

が重要な役割のひとつと考えており、のんびりとゆっくりと作業し、結果が目に見

え、張りのある仕事を提供したいと考えています。 
そのため、「アロニア栽培」と「腐葉土の生産」の２つの独自事業を展開してい

ます。特に、アロニア栽培は、平成28年に、市の補助事業（企画提案方式）から同

センターの独自事業に移行しました。アロニア栽培は圃場への移植などを行いなが

ら、平成24年までに1,000本以上を植えています。その後も収量を上げるために、暗

渠の整備や植え替え等を進め、平成28年からは個体管理にも取り組み、果実を加工

したジャムなどの試作も始めています。 
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図表（事例14）－３ 会員の年間収入（平成28年度実績） 

就業会員数 300名

総収入
1億4,482万円
会員一人当たりの年間収入内訳

100万円以上33名（うち、150万円以上７名）、１万円以下11名
（※会員一人当たり月額４～５万円を想定）

仕事内容 ・簡単な大工仕事 ・ガラス拭き

・植木（剪定・冬囲い） ・買い物

・草刈り ・食事の支度

・除草（庭の草取り） ・洗濯（院内可）

・屋外作業（庭の掃除等） ・子守り・留守番

・農作業（畑おこし） ・介護補助（通院介護可）

・引越し手伝い ・ペットの世話

・除雪 ・筆耕（硬筆）

・包丁研ぎ ・筆耕（毛筆）

・家庭内清掃 ・襖張り       など

(3) 現在の課題と今後の展開 

同センターにおいては、高齢者の交通事故防止のため、運転免許証の返上を奨励する

一方、公共交通機関だけでは就労場所にたどり着けないこともあり、就業場所への送迎

方法の検討が急務となっています。

また、会員の高齢化等に伴い認知症等が疑われる行動がみられる会員もいますが、こ
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定されます。これは、デイサービスに近い仕組みですが、なによりも「働く」という要

素が加わっていることが大きな違いであり、対価は低くても長期間にわたり就業できる

職種を提供することで、無理なく就業を続けることができると考えています。

また、独自事業である「アロニア栽培」「腐葉土の生産」については、70歳以上のシ

ニアに就業してもらい、作業現場への送迎、作業指導等も全てシルバー人材センターで

実施することを考えています。  
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図表（事例14）－２ シルバー人材センターにおける就業形態 
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ング方式）が基本 
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事務局が仕事内容に応じて、適任な会員を人選し、マッチングしています。就業会

員数は300名、総収入は１億4,482万円（平成28年度実績）となっており、多い人で

は年間150万円以上の収入を得ています。また、清掃活動などのボランティア、救命

救急講習会、除雪講習会、料理講座等の各種講習会、地域住民との交流を目的とし

た「シルバーふれあい祭り」、女性会員による「あじさいの会」での手芸講座、健

康講座など、シニアが集う場の提供も行っています。

このほか、同センターでは、特に70歳以上のシニアなど、車の運転や思考能力等

の衰えにより、就労機会が減少するシニアに対し、「生きがいのある就業」の提供

が重要な役割のひとつと考えており、のんびりとゆっくりと作業し、結果が目に見

え、張りのある仕事を提供したいと考えています。

そのため、「アロニア栽培」と「腐葉土の生産」の２つの独自事業を展開してい

ます。特に、アロニア栽培は、平成28年に、市の補助事業（企画提案方式）から同

センターの独自事業に移行しました。アロニア栽培は圃場への移植などを行いなが

ら、平成24年までに1,000本以上を植えています。その後も収量を上げるために、暗

渠の整備や植え替え等を進め、平成28年からは個体管理にも取り組み、果実を加工

したジャムなどの試作も始めています。
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事例１：お父さんお帰りなさいパーティ実行委員会（東京都武蔵野市） 

(1) 武蔵野市の概要 

武蔵野市は、東京23区のほぼ中央に位置し、新宿から約12キロ、電車で約20分の至近

距離にあり、緑豊かな住宅都市として知られています。

同市は、施策の計画・展開にあたって、早くから市民参加を掲げ、教育・福祉・健

康・文化・スポーツ・情報など、生活型産業の集積を図り、「生活核都市」として発展

しています。

人口は、昭和55年は136,910人から、平成27年には144,730人に増加し、高齢化率は21.
7％となっています。（図表（事例１）－１）

図表（事例１）－１ 武蔵野市の人口・世帯数・高齢化率 

人口 世帯数 高齢化率 

144,730人 74,022世帯 21.7％ 

 ※資料 平成27年国勢調査 

 

(2) シニア層の社会参加の推進に係る取組概要 

ア 「お父さんお帰りなさいパーティ」の経緯と取組概要 

「お父さんお帰りなさいパーティ（愛称：おとぱ）」とは、シニア世代の男性・

女性の地域デビューのきっかけの場として、武蔵野市で全国に先駆けて始まった

“つどい”であり、武蔵野市民社会福祉協議会ボランティアセンター武蔵野とお父

さんお帰りなさいパーティ実行委員会が運営しています。

「お父さんには、退職後も充実した時間を持ってもらいたい」という思いがきっ

かけとなり、平成12年５月にスタートし、今年で18回目を迎えます。

「おとぱ」では、シニア世代に対し、地域のボランティア活動や福祉、趣味、環

境・自然保護、国際交流・支援などの活動団体を紹介し、地域の社会活動などに参

加してもらうきっかけの場を提供しています。また、地域活動紹介の場として、毎

月「お父さんお帰りなさいサロン（愛称：おとぱサロン）」も開催しています。

 

【ボランティアセンター武蔵野】 

 ボランティアセンター武蔵野（通称ＶＣＭ）は、昭和53年にボランティア活動

の推進体として発足し、市民の立場からさまざまな活動を続けています。 

 組織は、市民による運営委員会と事務局によって構成され、ボランティアに関

する相談を中心に、ボランティア情報の発信や、ボランティアへの参加を促進す

るための事業を企画・運営しています。 

 

イ 取組内容 

【黎明期】 

昭和53年に発足したＶＣＭは、平成３年から４年間、「熟年男性ボランティア講
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Ⅲ 道外先進事例調査 

 
 

事例１：お父さんお帰りなさいパーティ実行委員会（東京都武蔵野市） 

～趣味から男性シニアが地域に入るきっかけを提供 

事例２：神奈川県茅ヶ崎市 

    ～セカンドライフ支援をコンセプトとしたシニアの活躍の場の創出 

事例３：長野県松本市 

～「カラオケ」と健康づくりを組み合わせた「スポーツボイス大学院」 

事例４：山梨県都留市 

～大学連携型の「生涯活躍のまち」づくり 

事例５：福岡県70歳現役応援センター（福岡県） 

～シニアのための「仕事」づくり 

事例６：シニアフレンズ福岡ボランティア協議会（福岡県福岡市中央区） 

～生涯学習をシニアボランティア育成の場へ 

事例７：村丸ごと生活博物館頭
かぐめ

石
いし

地区（熊本県水俣市） 

    ～過疎集落における地域の身の丈に合った元気な村づくり 

事例８：NAGAYA TOWER（鹿児島県鹿児島市） 

     ～住まいを中心とした多世代交流の場づくり  

１．   道外先進事例調査 Ⅲ 

神奈川県茅ヶ崎市 

東京都武蔵野市 

山梨県都留市 

長野県松本市 

熊本県水俣市 

福岡県福岡市 

鹿児島県鹿児島市 
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「ふれあい」をたまたま読み、時間があったので参加したといいます。興味のある

団体があったのではなく、参加団体に誘い上手な方がいて複数のボランティア団体

に登録しました。「幽霊会員」でも一旦、登録してもらえばさまざまな情報を提供

することができ、あるきっかけでボランティア参加する場合もありますので、気軽

に参加し、ボランティア登録してもらうことが重要です。

 

イ 今後の課題 

どうすれば人が集まるのかということが最大の課題です。まずはイベントに来て

もらい、そこで以前から活動に参加している人たちとのつながりを考えています。

本来であれば、市内だけでなく、武蔵野市の人が勤めている東京都内でも、広報

を行うことができればと考えていますが、なかなか難しい状態です。

「おとぱサロン」では、新たな担い手の発掘や育成を目的として、毎回アンケー

ト調査を実施しています。「地域デビュー」については、自分自身の意志で参加す

る人や既に地域活動に参加している人たちもサロン活動に参加していますが、地域

のボランティア活動の人材確保に直結していません。福祉系のボランティア活動な

どは、これから「地域デビュー」をしようとする人は、どうしても尻込みをしてし

まうため、趣味の活動団体を手始めに地域入りしてもらうことを重視しています。

こうした参加者が「おとぱ」のリピーターになることが重要だと考えており、趣

味や郷土史など研究系の活動はどうしても単発の参加になってしまうため、いろい

ろなテーマを設けて人を集めることを考えています。

また、福祉ボランティアは、経験がない人たちがすぐに参加するには抵抗感があ

るため、このためのボランティア講座で人材育成するなどの取組が必要だと考えて

います。

 

 

  

 

座」を実施し、シニアに対する地域活動支援を行いました。平成９年には、現役で

働く男性に退職後の人生について考えてもらう「企業ボランティア懇談会」を行い

ましたが、男性の参加率は低調でした。 

【お父さんお帰りなさいパーティ発足】

平成12年３月には、「長いお勤めお疲れ様でした。ようこそ地域にお帰りなさ

い！」という気持ちを込めて、「おとぱ」の実行委員会を結成しました。 
女性委員からの提案で「奥様座談会～ご主人の定年後の生き方についてひとこと」

を事前に開催し、定年を迎えて自宅で過ごすようになる夫のこれからの生き方につ

いて、本音で語り合いました。 
この座談会で語り合った内容は、平成12年５月に開催した第１回「おとぱ」の中

で、寸劇として演じて好評を博しました。 

【フォローアップ事業としての「ミニおとぱ」】

「おとぱ」の後には、フォローアップ事業として「ミニおとぱ」を年１～３回程

度開催しています。「おとぱ」の参加者は、地域活動団体と交流を深める場となっ

ています。 

【おとぱサロン】

平成17年６月から、地域活動のきっかけづくりとして、地域活動の紹介・紅茶の

楽しみ方・武蔵野市内散策などさまざまなテーマで、毎月第２土曜日に「おとぱサ

ロン」を開催しています。 

現状の課題と今後の展開

ア 継続のポイント

実行委員同士、前職を気にせずに、フラットな人間関係が構築できているのが円

滑な運営に寄与しています。 
社協の予算（10万円程度）を活用し運営しており、予算は少ないものの、市の委

託・補助金とは違い自由度が高く、できる範囲でやろうというスタンスで取組んで

いることも継続性のポイントとなっています。 
社協が「おとぱ」を運営すると、どうしても「福祉的な要素」が入ってしまい、

参加者にとって敷居の高いものとなってしまいます。実行委員会では、「気軽に、

楽しく」という要素を重視していることが、参加者が確保できている要因です。 
そのため、「おとぱ」に参加する地域の団体には、趣味の団体が多く含まれてい

ます。男性は将棋・囲碁などの趣味活動、研究的な要素の強い講座の参加率が高い

こともあり、まずは趣味からでもいいので、男性のシニアが地域に入るきっかけの

提供を意識しています。 
実行委員長の後藤氏も、もともとは「おとぱ」の参加者であり、社協の広報誌
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図表（事例２）－２【「豊かな長寿社会に向けたまちづくり基本方針」の全体像】 

 

 

 

 

 

ウ 豊かな長寿社会コンソーシアム 

産学官民が連携し、各々が持つ知恵や能力を出し合いながら、必要な民間サービ

ス、市民活動、行政サービスを創出していく必要があるとの認識から、市は、事業

の検討などを行っていく場として、平成27年３月20日に「豊かな長寿社会コンソー

シアム」を設立しました。

 

【コンソーシアムの構成】 

◆ 協定会員：茅ヶ崎医師会、茅ヶ崎商工会議所並びに大学及び研究機関 

（東京大学高齢社会総合研究機構、文教大学、慶應義塾大学ＳＦＣ研究所、茅ヶ

崎商工会議所、茅ヶ崎医師会） 

◆ 登録会員：本会の趣旨に賛同し、団体又は個人（平成29年５月末現在、22企

業・団体、市民：７名） 

 

【コンソーシアムの活動】 

•会員（市を除く）が実施主体となる可能性のあるもので、豊かな長寿社会を実現

に資する事業の研究 

•豊かな長寿社会に関する普及啓発、情報収集・発信 

•豊かな長寿社会の実現のための取組に関する会員間の連携に関する支援 

【豊かな長寿社会の将来像】 
元気で、自分らしく、生涯暮らせるまち 湘南 茅ヶ崎 
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事例２：神奈川県茅ヶ崎市 

(1) 茅ヶ崎市の概要 

茅ヶ崎市は、東京から西に50キロ余り、神奈川県の中南部に位置し、気候も四季を通

じて温暖なことから、明治から昭和初期にかけて湘南の別荘地、保養地として知られて

います。

交通の利便性や恵まれた自然環境を背景に急激な都市化が進み、人口は、昭和55年に

は152,023人でしたが、平成27年には239,348人まで増加し、高齢化率は25.0％となって

います。（図表（事例２）－１）

図表（事例２）－１ 神奈川県・茅ヶ崎市の人口・世帯数・高齢化率 

 人口 世帯数 高齢化率 

神奈川県 9,126,214人 3,979,278世帯 23.9％ 

茅ヶ崎市 239,348人 97,951世帯 25.0％ 

※資料 平成27年国勢調査 

(2) シニア層の社会参加の推進に係る取組概要 

ア 豊かな長寿社会の実現に向けて 

茅ヶ崎市は、これまで総合計画や高齢者福祉計画・介護保険事業計画等に基づき、

高齢者の健康づくり、生きがいづくりなどを推進してきましたが、団塊世代が後期

高齢者となる平成37年に向けた対応は充分ではないとの認識から、平成27年２月に、

「豊かな長寿社会に向けたまちづくり基本方針」を策定しました。（図表（事例２）

－２）

茅ヶ崎市は昼間人口が少なく、定年後、地域に戻る住民が増加するため、シニア

を担い手として捉えたまちづくりの重要性が指摘されてきました。

 

イ 豊かな長寿社会に向けたまちづくり基本方針 

同基本方針では、豊かな長寿社会の実現に向けて、「子どもを産み育てやすく子

育て層が住みやすいまち」、「高齢者が生きがいを持って活躍できるまち」、「健

やかな生活を営み住み続けることができるまち」を施策の柱とし、これらを支える

基盤として「ソーシャルキャピタル（社会関係資本：人々のきずな、支え合い）の

強化、醸成」を掲げ、具体的な事業を展開することとしました。

平成27年度から展開している主な取組としては、シニアの社会参加を促進する

「セカンドライフのプラットフォーム」の整備、住み慣れた地域で最期まで暮らす

ための在宅医療の推進、ライフステージに応じた住み替えを促進するための仕組み

づくり等を進めています。

地域ごとでの取組が必要な事業などは、モデル地域を設定して先行的に取り組み、

実施結果を踏まえて全市域への展開を図ることにしています。

このように事業が「子育て支援」、「住宅」など分野が多岐にわたるため、企画

関連部署（企画経営課）が総括することになりました。
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図表（事例２）－４ プラットフォームの機能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表（事例２）－５ セカンドライフセミナーの内容 
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エ セカンドライフのプラットフォーム 

市は、茅ヶ崎市シルバー人材センターに委託し、生涯活躍応援窓口（専門相談員

の設置による相談対応）、セカンドライフセミナー（セカンドライフの意識変容、

ライフスタイルの提案等）などを実施しています。（図表（事例２）－３）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ア）生涯活躍応援窓口 

シニアの就労やボランティアなど幅広い「生涯活躍」のニーズに対する相談窓

口を市役所の１階に設置しています。

専門相談員（シニアライフコンシェルジュ）を配置し、相談内容に応じて、就

労の場合はシルバー人材センター、ボランティアの場合は市民活動サポートセン

ターや社会福祉協議会へのつなぎを行っています。（図表（事例２）－４・－６）

（イ）セカンドライフセミナー 

シニアのセカンドライフの「ライフデザイン支援」を目的に実施しているセミ

ナーは、３日間のコースで、人生の「棚卸し」を行い、社会参加への意識を醸成

するとともに、社会参加するために必要なスキル・心構えを学ぶ内容となってい

ます。（図表（事例２）－５） 

 

（ウ）シニアの就労の場等の開拓 

シルバー人材センターでは、従来型の業務（庭木の剪定、ふすまの張替、駐輪

場の管理など）に加え、市との連携により新たに介護施設、幼稚園・保育所、地

元企業などの就労の場や、小中学生への学習支援などの有償ボランティアの場を

開拓しています。

図表（事例２）－３ セカンドライフのプラットフォーム 

 

資料編 Ⅲ　道外先進事例調査

hon.indd   194 2017/12/11   16:14:32



 

 

195 
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図表（事例２）－５ セカンドライフセミナーの内容 

 

 

194 

 

エ セカンドライフのプラットフォーム 

市は、茅ヶ崎市シルバー人材センターに委託し、生涯活躍応援窓口（専門相談員

の設置による相談対応）、セカンドライフセミナー（セカンドライフの意識変容、

ライフスタイルの提案等）などを実施しています。（図表（事例２）－３）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ア）生涯活躍応援窓口 

シニアの就労やボランティアなど幅広い「生涯活躍」のニーズに対する相談窓

口を市役所の１階に設置しています。

専門相談員（シニアライフコンシェルジュ）を配置し、相談内容に応じて、就

労の場合はシルバー人材センター、ボランティアの場合は市民活動サポートセン

ターや社会福祉協議会へのつなぎを行っています。（図表（事例２）－４・－６）

（イ）セカンドライフセミナー 

シニアのセカンドライフの「ライフデザイン支援」を目的に実施しているセミ

ナーは、３日間のコースで、人生の「棚卸し」を行い、社会参加への意識を醸成

するとともに、社会参加するために必要なスキル・心構えを学ぶ内容となってい

ます。（図表（事例２）－５） 

 

（ウ）シニアの就労の場等の開拓 

シルバー人材センターでは、従来型の業務（庭木の剪定、ふすまの張替、駐輪

場の管理など）に加え、市との連携により新たに介護施設、幼稚園・保育所、地

元企業などの就労の場や、小中学生への学習支援などの有償ボランティアの場を

開拓しています。

図表（事例２）－３ セカンドライフのプラットフォーム 
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(3) 現状の課題と今後の展開 

実務上の課題としては、メインターゲットとしている60代に対する適切な周知、広報

に苦戦しているところです。市内在住で、横浜市や東京都内に勤めている人が多く、効

果的情報を伝える方法を模索しています。市広報誌やホームページを実際に見て、情報

が届いているかという点について疑問です。

また、福祉ボランティアのマッチングが伸びていないことがあります。福祉ボランテ

ィアはスキルが必要だというイメージがあり、障がいがある人に対する支援への不安感

が大きいため、マッチングが成立しないケースが多い状況にあります。地区のボランテ

ィアセンターからは人材が欲しいという要望が多く、見学を含めて、実際に現場を見て

もらうところから始めたいと考えています。
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図表（事例２）－６ プラットフォームのＰＲチラシ 
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図表（事例３）－２ 第10次総合計画の概要  
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事例３：長野県松本市 

(1) 松本市の概要 

松本市は、長野県のほぼ中央に位置し、江戸時代には、松本藩の城下町として栄え、

明治期からは製糸業を中心とした近代産業が勃興し、長野県内の経済金融の中心地とな

りました。近代工業化は第二次世界大戦中の工場疎開に端を発し、さらに昭和39年の内

陸唯一の新産業都市の指定が契機となって、電気・機械・食料品等の業種を中心に発展

し、最近ではソフトウエア産業の振興が図られています。 

人口は、平成12年の243,465人をピークに減少傾向にあり、平成27年には243,293人で、

高齢化率は26.7％となっています。（図表（事例３）－１）

図表（事例３）－１ 長野県・松本市の人口・世帯数・高齢化率 

 人口 世帯数 高齢化率 

長野県 2,098,804人 807,108世帯 30.1％ 

松本市 243,293人 100,173世帯 26.7％ 

※資料 平成27年国勢調査 

 

(2) シニア層の社会参加の推進に係る取組概要 

ア 「健康寿命延伸都市・松本」の推進に向けた取組概要 

松本市は、平成16年度から、「健康寿命延伸都市・松本」の創造を目指し、第９

次、第10次総合計画や、地方創生総合戦略においてさまざまな施策を推進していま

す。（図表（事例３）－２）

同戦略の重点施策として、「健康・医療産業の創出・育成」に取り組んでおり、

市民の健康増進と、市民が参画した新たな生活関連産業サービスの創出を図ってい

ます。

（ア）生きがいづくり 

・市内各地区に「地域づくりセンター」の設置。

・元気なシニア世代の社会貢献活動等を支援する窓口の設置。

（イ）健康づくり・地域福祉 

・市内35地区に、健康・福祉・子育ての拠点「福祉ひろば」の整備。

 

（ウ）健康産業の創出 

・公的保険外の健康産業の創出のため、松本地域健康産業推進協議会の設置。
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（イ）活動状況 

【会員のメリットなど】 

  現在、450人の市民が「健康パスポートクラブ」の会員となっています。年会費

は3,000円で、半年に１回の無料健康チェック、さまざまな健康イベントへの優待

参加、健康情報の確認、企業からの特典といったメリットがあります。 

  健康イベントでは、ラフターヨガ体験、リズム体操、ヘルシー料理教室、シニア

フィットネス、登山のためのトレーニング教室等を開催しています。 

 

エ 松本市と企業との連携による市民の健康づくりやシニアの社会参加促進につなが 

った事例 

（ア）まちかど健康相談（㈱ローソン） 

【背景】 

市は、市民の健診受診率の向上を課題とし、㈱ローソンは地域住民の健康に配

慮した店舗づくりを目指していました。

市はコンビニの主要顧客層である「30～40歳代の男性」を対象にした健診受診

の促進を、㈱ローソンは、高齢者など普段は来店してもらえない顧客層との接点

づくりを目的に事業を実施しました。

【概要】 

ローソン店舗の駐車場内にテントを設置し、市の保健師・管理栄養士、歯科衛

生士が来店者に対し、無料で健康相談や体組成測定、ストレスチェック、咀嚼力

チェック、アルコールパッチテストなどを実施しました。参加者には、健診の受

診を勧め、可能な限りその場で申込みをしてもらいました。

【事業の成果】 

平成28年度は、延べ130名（３店舗）が参加したほか、会場の健診・がん検診の

受診勧奨により、約２割の人は申込みについて反応を示しました。

（イ）スポーツボイス大学院（㈱第一興商） 

【背景】 

市内では、地域コミュニティの希薄化が進む中、特に男性高齢者の孤立が課題

となっていました。平成７年から各地区で健康教室を開催するなど、介護予防の

先駆け的な取組を行ってきましたが、当時から男性高齢者の参加率の向上が大き

なテーマとなっていました。

㈱第一興商は、カラオケ機器を活用した生活総合機能改善機器「ＤＫエルダー

システム」の普及を図りたいと考えていました。

【概要】 

閉じこもりがちな男性高齢者の生きがい、仲間づくりの場をつくろうと、平成

27年度、市、信州大学、㈱第一興商が産学官連携プロジェクトとして実証事業を

実施しました。健康づくりに効果があり、参加者からにも好評なことから、平成

 

イ 取組推進にあたってのコンセプトと特徴

市は、平成24年度に健康・医療産業の創出・育成等をさらに推進するため、商工

観光部に「健康産業・企業立地課」を設置しました。産業政策を推進し、市民の

「健康づくり」と連動しながら、市民に成果を還元するとのコンセプトで取組を進

めています。 
市と民間事業者の協働により、健康意識が低い市民に対し、意識の向上や自発的

な取組を促し、健康寿命の延伸につなげることを目指しています。 

 
ウ 松本ヘルス・ラボ

松本ヘルス・ラボは、市民の健康づくりと社会課題に対応する産業創出を同時に

実現しようとする取組で、平成27年９月30日に、県、市、松本商工会議所などが参

画する官民連携の任意団体として発足しました。 
平成28年12月に市が出資し、一般財団法人松本ヘルス・ラボ（理事長・菅谷昭市

長）を設立しました。（図表（事例３）－３）

（ア）松本ヘルス・ラボの機能

【市民の健康増進・社会参加】

会員として参加した市民（市民会員）が、年に２回の血液検査や体力測定を受け

られます。総合体育館で健康増進のプログラムなども提供されます。

【リビング・ラボ】

企業の製品やサービス開発に、市民会員が企画段階から関与し、ワークショップ

などを通じて、一緒につくり上げていくというものです。

【テストフィールド】

リビング・ラボで開発した製品やサービスの実用化検証を行います。市民会員に

被験者となってもらい、さまざまな意見やデータの提供に協力してもらいます。

図表（事例３）－３ 松本ヘルス・ラボの全体像
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事例４：山梨県都留市 

(1) 都留市の概要 

都留市は、山梨県の東部に位置し、日本‟新・花の百名山”に選ばれた三ツ峠山、二

十六夜山など、個性ある山々に囲まれた、自然環境に恵まれた、城下町の面影を残す小

都市です。

昭和40年代初頭に、東京圏と県東部地域を結ぶ中央自動車道が開通し、高度経済成長

を背景に、西東京地域から多くの工場が進出し、第二次産業従事者の割合が37.2％（H2
2国勢調査）と全国平均の25.2％に比べて高いことが特徴です。

人口は、平成17年の35,017人をピークに減少し、平成27年には32,002人となり、高齢

化率は27.5％となっています。（図表（事例４）－１）

図表（事例４）－１ 山梨県・都留市の人口・世帯数・高齢化率 

 人口 世帯数 高齢化率 

山梨県 834,930人 330,976世帯 28.4％ 

都留市 32,002人 13,465世帯 27.5％ 

※ 資料 平成27年国勢調査 

 

(2) シニア層の社会参加の推進に係る取組概要 

ア ＣＣＲＣの推進に係る取組概要 

平成25年度以降、介護企業と連携して都市部の高齢者をターゲットとした「シル

バー産業の構築」を推進している中、国の地方創生の一環として、「日本版ＣＣＲ

Ｃ構想」を示しました。

同構想は、市が目指す方向に合致することから、新たに「生涯活躍のまち・つる

（都留市版ＣＣＲＣ）構想」及び「生涯活躍のまち・つる基本計画」を策定しまし

た。（図表（事例４）－２・－３）

 

図表（事例４）－２ 「生涯活躍のまち・つる（都留市版ＣＣＲＣ）構想」の基本的方向性 

○ 人口減少対策と地域経済の活性化 

・市内に立地する都留文科大学、健康科学大学看護学部及び県立産業技術短期大学校の３

大学等と連携して、元気な高齢者を地方に呼び込む大学連携型の「生涯活躍のまち

（ＣＣＲＣ）事業」を、「民の力」を最大限に活用して展開することによって、人口

減少を克服するとともに、新規雇用の創出と高齢者をターゲットとした産業の振興・

創業を図ります。 

○ 健康的でアクティブな生活の実現と継続的なケアの提供 

・大学相互・大学と市の連携を行うことで、移住者を含めた市民全体に対し、質の高い学

習プログラムを提供することにより、健康的でアクティブな生活を実現するととも

に、生涯活躍のまち（ＣＣＲＣ）入居者に対しては、自立した生活が送れる居住環境

と継続的なケアを提供し、まち全体の魅力を向上させていくことで、都留市における

新たなライフストーリーを提案します。 
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28年度から市の事業として実施することになりました。平成28年９月～29年２月

には市内５地区で、「ＦＲＥＥＤＡＭスポーツボイス大学院」を開催し、49回の

講座に延べ1,206名が参加。最後に72名が合同発表会を行いました。

スポーツボイスは、ビートの強い音楽にのせて体を動かしながら、声帯ストレ

ッチや腹式呼吸に重点を置いたトレーニング方法です。プロの歌手のトレーニン

グをもとに考案されたもので、誰でも気軽に楽しめる内容になっています。

単に発声練習をするだけでなく、音楽に合わせて体を動かしたり、ストレッチ

や筋力トレーニングをしたりすることで、嚥下（えんげ）機能の向上や内臓脂肪

を減らすことによる介護予防効果などが期待されます。

 
   

(3) 現状の課題と今後の展開 

これまで、企業の活力を活かしながら市民の健康寿命延伸につなげる取組を推進し

てきましたが、市民の健康づくり・介護予防を推進する保健関連、高齢者介護・福祉関

連部署と、利益目標とする企業の論理や視点を踏まえる必要がある産業振興関連部署間

の意識をいかに共有できるかが課題となっています。

そのため、事業コンセプトが固まる早い段階で、関係部署における意見交換の場を

設けることで、しっかりと事業目的や目標の共有化を図り、相互の意見やアイディアを

施策に反映できるよう留意しており、今後もこうしたプロセスを大事にしながら効果的

な施策を展開したいと考えています。
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事例４：山梨県都留市 

(1) 都留市の概要 

都留市は、山梨県の東部に位置し、日本‟新・花の百名山”に選ばれた三ツ峠山、二

十六夜山など、個性ある山々に囲まれた、自然環境に恵まれた、城下町の面影を残す小

都市です。

昭和40年代初頭に、東京圏と県東部地域を結ぶ中央自動車道が開通し、高度経済成長

を背景に、西東京地域から多くの工場が進出し、第二次産業従事者の割合が37.2％（H2
2国勢調査）と全国平均の25.2％に比べて高いことが特徴です。

人口は、平成17年の35,017人をピークに減少し、平成27年には32,002人となり、高齢
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図表（事例４）－１ 山梨県・都留市の人口・世帯数・高齢化率 
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ウ ＣＣＲＣの事業内容 

（ア）移住者・入居者の確保 

東京都内の「生涯活躍のまち移住促進センター」のブースや移住イベント等へ

の出展、多様なメディアを活用したＰＲ、移住体験ツアー「つる知るツアー」を

実施しています。

また、市内に都留市移住・定住相談センターを設置し、地域おこし協力隊員や

市職員が移住希望者の相談ニーズにきめ細かく対応することで、信頼関係を構築

することが移住を後押しする要因となっています。東京からの移住希望者にとっ

ては、距離が近いという気持ちの余裕もあり、現在600名を超える移住希望者を

確保しています。

 

（イ）事業の担い手の創出 

  【大学コンソーシアムつるの立ち上げ】 

平成27年に「大学コンソーシアムつる」を立ち上げ、大学相互の連携・交流事

業や、合同の地域貢献事業、移住者等に向けた生涯学習プログラムの提供を進め

ています。

  【都留市ＣＣＲＣ構想研究会の立ち上げ】 

「生涯活躍のまち・つる」に関心を持つ企業・市民・大学の連携・対話を進め、

事業の推進手法や事業実施主体のあり方を検討する「都留市ＣＣＲＣ構想研究会」

を平成28年に立ち上げました。

（ウ）シニア等が参加できるプログラム（例） 

【大学連携関連】 

一般的な聴講生・履修生制度のほか、地域をテーマとする講座、学生が企画

する講演会やサークル活動 

【地域活動関連】 

・高齢者の学びの場として、スポーツや健康、環境や福祉、市政や法律、防災、

救急、趣味など、幅広い分野の講座や視察研修旅行に参加できる高齢者市民大

学「はつらつ鶴寿大学」 

・自治会ごとに整備を進めており、市民主体による健康づくりや多世代交流の場

として機能している「いーばしょづくり」事業 

【健康づくり関連】 

・都留市ふるさと会館の１階において、トレーナーによるメタボリックシンドロ

ームの予防・改善、生活習慣病の予防・改善、介護予防、自立支援等多岐にわ

たるプログラムが利用できる都留市健康ジムを指定管理者制度により運営して

います。 
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○ まち全体の変革・魅力向上による事業推進と、まち全体への効果の波及 

・生涯活躍のまち（ＣＣＲＣ）事業は、まちの姿そのものを変革させていく事業であり、

さまざまなステークホルダーがそれぞれの役割を果たすことでその継続性が担保され

ます。 

・これにより、産業分野をはじめとして、教育、福祉、健康、子育て、インフラ、安全・

安心、そして地域コミュニティなど、すべての分野にわたって大きな効果がもたらさ

れるよう、マネジメントします。 

・生涯活躍のまち（ＣＣＲＣ）事業の実現には、多くの移住者を呼び込むだけのまち全体

の変革・魅力向上が必要であり、それは市民にとっても生活利便・福祉の向上や就業

機会・所得向上をもたらすものとなります。生涯活躍のまち（ＣＣＲＣ）事業によっ

て、こうしたまち全体の変革・魅力向上を先導し、移住者獲得による定住人口増加・

まちの活性化の好循環を生み出すことを目指します。 

 

図表（事例４）－３ 都留市版CCRC構想のコンセプト 

 

 

イ ＣＣＲＣの推進に係る都留市の強み  

市内にある３つの大学等とコンソーシアムを設立し、生涯学習などのプログラム

を開発、実施しています。

アパートやマンションのない時代から、市内には下宿文化があり、市民が学生を

受け入れ、交流する文化が根付いており、学生が企画した講座にシニアなどの市民

が積極的に参加しています。
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事例５：福岡県70歳現役応援センター（福岡県） 

(1) 福岡県の概要 

福岡県は、九州と本州を結ぶ交通の要衝を占めており、また、北部には玄界灘、響灘、

周防灘、西南部には有明海が広がっています。

福岡市を中心とする商業や金融業、北九州市を中心とする工業などの産業や学術、文

化、情報機能が集積し、九州の中枢としての役割を担っています。また、福岡市と北九

州市の２つの政令指定都市があり、同県の人口（約510万人）は九州の総人口（約1,302
万人）の約４割を占め、九州各県が平成22年から平成27年にかけて人口減少している中

で、同県は約３万人が増加しており、高齢化率は25.6％です。（図表（事例５）－１）

 

図表（事例５）－１ 福岡県・福岡市の人口・世帯数・高齢化率 

 人口 世帯数 高齢化率 

福岡県 5,101,556人 2,201,037世帯 25.9％ 

 

（参考） 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 

高齢化率 27.7％ 29.6％ 28.8％ 30.4％ 29.5％ 29.4％ 

※資料 平成27年国勢調査 

 

(2) シニア層の社会参加の推進に係る取組概要 

ア 福岡県70歳現役応援センターの概要 

県は、豊かな長寿社会に向けて、高齢者が健康でいきいきと働き活躍することが

できる「70 歳現役社会」の実現を目指すこととし、そのための方策を検討する「福

岡県70歳現役社会づくり研究会」を平成22年６月に設置しました。

この研究会では、「70歳現役社会」を「年齢にかかわりなく、それぞれの意思と

能力に応じて、①働いたり、②ＮＰＯ･ボランティア活動等に参加し、活躍し続ける

ことができる、選択肢の多い社会－とし、高齢者の「いきいきと働くことができる

仕組みづくり」と「共助社会づくりへの参画」の２つを柱として施策や制度の問題

点、今後の推進方策などを議論してきました。

平成24年４月には、「70歳現役社会」の実現に向け、高齢者のための総合支援拠

点「70歳現役応援センター（福岡オフィス）」を開設し、平成25年５月には北九州

オフィス、平成27年６月には久留米オフィスと飯塚オフィスを開設し、現在では県

内４カ所で、専門相談員が相談者の希望や経歴をヒアリングし、その内容に合わせ

てコーディネーターが企業、ＮＰＯ・ボランティア活動など広範な選択肢を提供し、

マッチングを行っています。
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（エ）居住環境整備 

【単独型居住プロジェクト】 

  既存の団地等を改修し、サービス付き高齢者向け住宅（最大80戸）を整備する

プロジェクトです。 

  整備の方向性は次のとおりです。 

・選定事業者に施設を貸し出し、事業者がサ高住に改修・運営 

・家賃等は国民年金受給世帯でも入居できる費用を目途として事業者提案 

・市内高齢者向けの一定の優先入居枠を設定 

・食堂などの地域交流拠点を併設（平成29年に市が整備） 

・健康科学大学との連携を推進 

・賃借料や固定資産税額の軽減支援策を検討 

 

 （下谷地区：単独型居住プロジェクト） 

旧雇用促進住宅下谷宿舎をサービス付き高齢者向け住宅に改修し、運営する事

業者の公募を開始しており、平成29年度中には契約を締結し、事業を推進するこ

ととしています。 

事業者には、旧雇用促進住宅下谷宿舎２棟（（最大80戸）、土地（3,797.99

㎡））を貸与するとともに、地域交流拠点施設は、市が平成29年に整備する予定

です。（運営は指定管理者制度を活用） 

 

【複合型居住プロジェクト】 

  都留文科大学の近隣に、企業によるサービス付き高齢者向け住宅（約140戸目

標）を誘致するプロジェクトです。 

  整備の方向性は次のとおりです。 

・市有地を選定事業者に貸し出し、事業者が高齢者サービス施設等複数施設

で構成 

・家賃等は厚生年金受給世帯でも入居できる費用を目途として事業者提案 

・都留文科大学教員・学生との多世代交流拠点施設も整備 

・食堂、サロン・カフェなどの交流空間を設置 

・事業者へは賃借料や固定資産税額の軽減支援策を検討 

 

(3) 現状の課題と今後の展開 

ＣＣＲＣの推進に向けて、介護状態になっても安心して住み続けられるまちを目指す

ためには、介護人材の確保が課題となっています。

全国的に、介護人材は奪い合いの状況にあり、市内介護事業者による取組だけでは限

界があるため、現在、専門学校の誘致構想を進めており、人材確保に向けた仕組みを構

築したいと考えています。
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事例５：福岡県 歳現役応援センター（福岡県）

福岡県の概要
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内４カ所で、専門相談員が相談者の希望や経歴をヒアリングし、その内容に合わせ

てコーディネーターが企業、ＮＰＯ・ボランティア活動など広範な選択肢を提供し、

マッチングを行っています。 
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  既存の団地等を改修し、サービス付き高齢者向け住宅（最大80戸）を整備する

プロジェクトです。 

  整備の方向性は次のとおりです。 

・選定事業者に施設を貸し出し、事業者がサ高住に改修・運営 

・家賃等は国民年金受給世帯でも入居できる費用を目途として事業者提案 

・市内高齢者向けの一定の優先入居枠を設定 

・食堂などの地域交流拠点を併設（平成29年に市が整備） 

・健康科学大学との連携を推進 

・賃借料や固定資産税額の軽減支援策を検討 
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業者の公募を開始しており、平成29年度中には契約を締結し、事業を推進するこ

ととしています。 

事業者には、旧雇用促進住宅下谷宿舎２棟（（最大80戸）、土地（3,797.99

㎡））を貸与するとともに、地域交流拠点施設は、市が平成29年に整備する予定

です。（運営は指定管理者制度を活用） 
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  都留文科大学の近隣に、企業によるサービス付き高齢者向け住宅（約140戸目

標）を誘致するプロジェクトです。 

  整備の方向性は次のとおりです。 

・市有地を選定事業者に貸し出し、事業者が高齢者サービス施設等複数施設

で構成 

・家賃等は厚生年金受給世帯でも入居できる費用を目途として事業者提案 

・都留文科大学教員・学生との多世代交流拠点施設も整備 

・食堂、サロン・カフェなどの交流空間を設置 

・事業者へは賃借料や固定資産税額の軽減支援策を検討 

 

(3) 現状の課題と今後の展開 

ＣＣＲＣの推進に向けて、介護状態になっても安心して住み続けられるまちを目指す

ためには、介護人材の確保が課題となっています。

全国的に、介護人材は奪い合いの状況にあり、市内介護事業者による取組だけでは限

界があるため、現在、専門学校の誘致構想を進めており、人材確保に向けた仕組みを構

築したいと考えています。
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図表（事例５）－３ ヒアリング項目例 

何がしたい？ 仕事／社会参加・ボランティア 

仕事がしたい理由は？ お金が欲しい（いくら位、欲しい？）／社会的なつながりが

欲しい 

どのくらい働けますか？ 週何日くらい／1日何時間くらい 

これまでの職歴は？ これまでどのような仕事をしてきたか 

※これまでの仕事を活かせるほうがいいか否か 

国家資格などの有無 

※ 資格を活かせる仕事がいいか否か 

高齢者ができる仕事発掘事業として、平成28年度は介護福祉分野を対象とし、

介護専門職の職員には介護職に専念してもらい、介護施設に関わる送迎、調理、

清掃などは高齢者で担うといった仕事の切り分けを行い、高齢者ができる仕事を

発掘することを目的とした「高齢者雇用の手引」を作成し、介護施設への提案を

行っています。

この手引では、高齢者雇用を検討すべきかどうかを判断するチェックシート、

高齢者雇用に向けて必要な準備、担当業務、健康管理など高齢者雇用のポイント、

高齢者を雇用している介護施設の取組ポイントや当事者の声を紹介しています。

また、介護施設からの要望に応え、高齢者が介護現場を学ぶためのセミナーを２

日間（１日座学、１日現場体験）にわたり開催しています。（図表（事例５）－

４） 

さらに、県とセブンイレブンとの包括連携協定に基づき、高齢者スタッフの導

入が開始され、他のアルバイトが集まりにくい早朝の時間帯での高齢者の活用、

配食サービスを利用する高齢者宅に高齢者が配達することによるコミュニケーシ

ョンの創出が好評を得ているといった事例もあります。

どのような勤務形態・仕事内容・サポートがあれば高齢者が働きやすいかとい

った条件を整理し、例えば負担軽減のために高齢者２名１組で１つの仕事を担当

してもらう等、仕事の切り分けについて企業等に提案したり、包括連携協定を締

結している企業へのアプローチ等が高齢者の仕事発掘のポイントとなっています。

 

70歳現役応援センタ

ーの運営部門について

は、福岡県から公益社

団法人福岡県雇用対策

協会に委託し、職業斡

旋部門については県が

地元の人材紹介会社に

委託しています。（図

表（事例５）－２） 
なお、福岡県雇用対

策協会への委託内容に

は、職業斡旋業務を行

う企業の管理監督も含まれています。 
70歳現役応援センターの運営については、県からの出向者４名、同協会の職員７

名の計11名体制で行っています。 

 
イ 福岡県 歳現役応援センターの取組

同センターは、（ア）高齢者の活躍の場の拡大（イ）高齢者の就業や社会参加の

支援（ウ）セミナーの開催（エ）「ふくおか子育てマイスター」の認定支援の４つ

の機能を有します。 

 
（ア）高齢者の活躍の場の拡大

コーディネーターが県内企業を訪問し、「70歳まで働ける制度」として、①70
歳までの定年引上げ②70歳以上までの継続雇用制度③定年の廃止－のいずれかの

導入の働きかけや、高齢者向け求人の開拓を行っています。 
具体的には、高齢者雇用企業の優良事例等を紹介しながら、高齢者雇用のメリ

ット、高齢者雇用に際しどのような工夫や注意が必要かなど、企業に説明を行っ

ています。 

 
（イ）高齢者の就業や社会参加の支援

高齢者の就業支援については、専門相談員が高齢者の経歴や技能、希望を丁寧

にヒアリングし、就業希望者には職業紹介や支援機関の紹介、社会参加希望者に

はＮＰＯ・ボランティア団体の活動情報の提供や支援機関の紹介などを行ってい

ます。（図表（事例５）－３）

また、シルバー人材センター、ハローワーク、福岡県高齢者能力開発センター

等とも連携しており、就業希望者のニーズに応じて、センターが保有する求人の

紹介のみならず、シルバー人材センター等が保有する求人の情報等についても提

供しています。 

公益社団法人
福岡県雇用対策協会

地元の人材紹介会社

・ 歳現役応援

センターの運営

・職業斡旋業務を行う

企業の管理監督

・ 歳現役応援

センターにおける

職業斡旋業務

福 岡 県

委託 委託 

図表（事例５）－２ 歳現役応援センターの運営等
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等とも連携しており、就業希望者のニーズに応じて、センターが保有する求人の

紹介のみならず、シルバー人材センター等が保有する求人の情報等についても提

供しています。 

公益社団法人
福岡県雇用対策協会

地元の人材紹介会社

・ 歳現役応援

センターの運営

・職業斡旋業務を行う

企業の管理監督

・ 歳現役応援

センターにおける

職業斡旋業務

福 岡 県

委託 委託 

図表（事例５）－２ 歳現役応援センターの運営等
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図表（事例５）－５ セミナーのプログラム例（左：企業向け、右：従業員向け） 

 

図表（事例５）－６ 一般向けセミナーの具体的なプログラム内容（例） 
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（ウ）セミナーの開催 

同センターでは、企業向け、従業員向け、一般向けなど、ターゲットごとにさ

まざまなセミナーを開催しています。（図表（事例５）－５） 

企業向けセミナーは、県内企業の経営者及び人事労務管理者を対象とし、高齢

者雇用のメリット、高齢者にお願いできる仕事内容や優良事例の紹介、人事給与

制度の改善、助成制度の説明などを行っています。

従業員向けセミナーは、40～50代の従業員の方を対象に、社会保険労務士やキ

ャリアコンサルタント等が講師となり、生涯現役で活躍し続けるためのシニアラ

イフプランや、60歳以降の働き方などについて早い段階から意識し、考える機会

を提供する内容となっています。

一般向けのセミナーは、概ね60歳以上を対象とし、生涯現役に向けた健康づく

りとともに、仕事探しの心構えやポイントを紹介するセミナーを行っています。

（図表（事例５）－６）

 

図表（事例５）－４ 高齢者雇用のチェックシート 
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図表（事例５）－５ セミナーのプログラム例（左：企業向け、右：従業員向け） 

 

図表（事例５）－６ 一般向けセミナーの具体的なプログラム内容（例） 
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事例６：シニアフレンズ福岡ボランティア協議会（福岡県福岡市中央区） 

(1) 福岡市の概要 

福岡市は、九州の北部、福岡県の西部に位置し、朝鮮半島とは対馬海峡を挟み、約50
0キロであり、日本の中でも大陸のアジア諸国と近い位置にあります。

人口は約154万人と日本の市の中で札幌市に次ぐ５番目となっており、県内総人口の

約３割にあたります。また、九州大学、福岡大学、九州産業大学など、大学が集中して

おり、県内でも20代の人口が多く、高齢化率は20.7％とやや低くなっています。（図表

（事例６）－１）

中央区は、博多区とともに福岡市の中心部にあり、区の北東部は、九州地方最大の繁

華街である天神をはじめ、大名・今泉・長浜・薬院なども含め福岡市の中心市街地とし

て発展しています。

図表（事例６）－１ 福岡市の人口・世帯数・高齢化率 

 人口 世帯数 高齢化率 

福岡市 1,538,681人 764,820世帯 20.7％ 

※資料 平成27年国勢調査 

(2) シニア層の社会参加の推進に係る取組概要 

ア シニアボランティアに係る取組概要（生涯学習推進課） 

シニアフレンズ福岡ボランティア協議会の源流は、昭和47年から始まった福岡市

中央区におけるシニアボランティアに係る取組にあります。（図表（事例６）－２）

同年、市教育委員会が県の委託を受け、市立中央市民センターで「福岡市老人大

学・大学院講座」を開設し、生涯学習の場の提供を始めました。その後も、教育委

員会が県からの委託を受け、同センター等を拠点に、「福岡シルバーカレッジ」

「ふくおか高齢者はつらつ活動拠点事業」を行ってきました。平成24年度で県から

の委託事業が終了し、平成25年度から、市中央区生涯学習推進課主催事業として

「高齢化に関する事業」を行っています。

「福岡市老人大学・大学院講座」では、趣味や教養の学習の場の提供が主な目的

であり、生涯学習としての要素が強くありましたが、「福岡シルバーカレッジ」で

は学んだことを地域で活かすという要素が加わり、生涯学習に加え、受講生をボラ

ンティアとして地域の学校に派遣する取組も加わりました。その後の「ふくおか高

齢者はつらつ活動拠点事業」、「高齢化に関する事業」は、地域におけるボランテ

ィア育成を前提とした活動に移行し、講座修了後はボランティアグループを立ち上

げ、地域でボランティア活動することを念頭に置いた講座内容となっています。

また、現在実施中の「高齢化に関する事業」では、50代向けにセカンドライフを

考える講座も開催しており、退職前等、早い段階から高齢期の過ごし方を考える機

会を提供する講座を行っています。（図表（事例６）－３）
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（エ）「ふくおか子育てマイスター」認定支援 

経験豊富な高齢者に子育て支援の現場で活躍してもらうため、県は「ふくおか

子育てマイスター」制度を平成24年に導入しました。子育て支援に意欲のある60
歳以上の人を対象に、必要な知識や技能を習得する７日間の研修を実施しており、

これまでに1,293人（平成29年３月30日現在）がマイスターに認定され、幼稚園

や学童保育等での補助業務、絵本の読み聞かせボランティア、習い事の送迎等さ

まざまな形で活動しています。なお、認定者には保育士、看護師、教員、調理師

などの資格保有者も含まれ、職歴もさまざまです。

70歳現役応援センター内に、「ふくおか子育てマイスター」コーナーを設置し、

コーナーの窓口に活動支援員が配置され、就労・活動先の開拓やマイスターとの

マッチングを行っています。

(3) 現状の課題と今後の展開 

再就職を希望する利用者が多く、平成28年度実績で登録者の約６割の進路が決定して

います。その一方で、再就職を希望していても、年齢が高すぎたり、体力不足・体調不

良等、高齢者ならではの理由から再就職先が決まらない、あるいは定着しない等の課題

もあります。

今後、ますます高齢者が増加する中で、これらの課題を解消するため、企業における

仕事の細分化や健康管理、高齢者雇用に係る取組のポイント等を企業等に広く理解して

もらうような取組の強化も必要となります。

また、平成28年度に作成した介護福祉分野を対象とした「高齢者雇用の手引」の効果

の検証を行うとともに、今後、業種ごとに「高齢者雇用の手引」の作成を予定していま

す。  
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イ シニアボランティア育成に係る取組 

「福岡シルバーカレッジ」「ふくおか高齢者はつらつ活動拠点事業」「高齢化に

関する事業」では、講座修了後にボランティアグループを結成し、地域に学びを還

元する仕組みを確立しており、コーディネーターによってこの仕組みが円滑に回っ

ています。

講座の企画段階、募集段階、実施段階、講座修了後の支援とそれぞれの段階にお

いて、ボランティアグループの自走化に向けたコーディネーターの工夫がなされて

います。（図表（事例６）－４） 

図表（事例６）－４ ボランティアグループの自走化に向けた取組のポイント 

ステップ１ 講座の企画段階 

・活動先で求められているボランティアを育成する講座を企画 

既存グループのボランティア活動先へ同行したり、連絡会議に出席し、どのようなボランテ

ィア活動先でどのようなボランティアが必要とされているかを把握し、ニーズにあった講座を

企画します。 

（高齢者施設では指先を使った折り紙、イベントでは司会者不足） 

・講座修了後も継続的に支援をしてくれる講師を設定 

講座の段階では、講師に対し事業費から謝金を支払うことができるが、講座修了後は参加者

がボランティアグループを立ち上げ、自主運営となることから、参加者が講師に対する謝礼や

交通費を負担することになります。そのため謝金についても気持ち程度になることが想定さ

れ、これを理解した上で講座修了後も継続的に支援してくれるような講師を招聘します。 

（具体的には、講師業を生業としている方ではなく、ボランティアに対して理解がある方） 

・ボランティアを体験できるプログラムを設定 

座学と実習を組み合わせ、講座中にボランティア活動を体験できようなプログラムを組み立

てています。 

ステップ２ 受講生の募集段階 

・学びを地域に還元することを前提とした講座であることを明確に掲げる 

  講座の受講生を募集する広告では、講座で学ぶだけではなく、講座修了後は受講生でグルー

プを立ち上げ、地域でボランティア活動してもらうことを前提とした講座であることを明記

し、募集段階から意欲のある人に参加してもらえるようにします。 

ステップ３ 講座の実施段階 

・地域におけるボランティア活動を前提とした講座であることをインプット 

  講座の最初で、地域でボランティア活動してもらうことを前提とした講座であることを伝

え、参加者のモチベーションを高めます。 

ステップ４ 講座修了後の支援 

・仲間づくりを支援 

講座修了と同時に月１回程度、自主的な学習を続けるグループを結成してもらい、自主運営

に向けた支援を行います。具体的には、代表者や会計係を決めたり、グループの運営に関する
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図表（事例６）－２ これまでのシニアボランティアに係る取組 

 
事業名 主な講座内容 

福岡市シルバーカレ

ッジ 

共通科目／専門科目 

（オカリナ、福岡ガイド、太極拳、人形劇、演芸など） 

ふくおか高齢者はつ

らつ活動拠点事業 

・地域ボランティア講座 

（歴史ガイド、朗読、傾聴、音楽レクリエーション、古文書） 

・ふくおか地域塾【地域住民講師による学習講座】 

（バルーンアート、手話ダンス、手品、紙芝居、ハープ、食育、シナリオ、お手玉など） 

高齢化に関する事業 ・ボランティア養成講座 

（折り紙、イベント司会運営） 

・ボランティア向け学習講座 

（手品、レクリエーション、お手玉、話し方、民話、第二の人生スターティング） 

 

図表（事例６）－３ 早い段階から高齢期の過ごし方を考える機会を提供するイベント（一例） 

50代から考える第二の人生スターティング講座～人生の棚卸しでよりよい未来へ向かう～ 
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れ、これを理解した上で講座修了後も継続的に支援してくれるような講師を招聘します。 

（具体的には、講師業を生業としている方ではなく、ボランティアに対して理解がある方） 

・ボランティアを体験できるプログラムを設定 

座学と実習を組み合わせ、講座中にボランティア活動を体験できようなプログラムを組み立

てています。 

ステップ２ 受講生の募集段階 

・学びを地域に還元することを前提とした講座であることを明確に掲げる 

  講座の受講生を募集する広告では、講座で学ぶだけではなく、講座修了後は受講生でグルー

プを立ち上げ、地域でボランティア活動してもらうことを前提とした講座であることを明記

し、募集段階から意欲のある人に参加してもらえるようにします。 

ステップ３ 講座の実施段階 

・地域におけるボランティア活動を前提とした講座であることをインプット 

  講座の最初で、地域でボランティア活動してもらうことを前提とした講座であることを伝

え、参加者のモチベーションを高めます。 

ステップ４ 講座修了後の支援 

・仲間づくりを支援 

講座修了と同時に月１回程度、自主的な学習を続けるグループを結成してもらい、自主運営

に向けた支援を行います。具体的には、代表者や会計係を決めたり、グループの運営に関する
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図表（事例６）－２ これまでのシニアボランティアに係る取組 

 
事業名 主な講座内容 

福岡市シルバーカレ

ッジ 

共通科目／専門科目 

（オカリナ、福岡ガイド、太極拳、人形劇、演芸など） 

ふくおか高齢者はつ

らつ活動拠点事業 

・地域ボランティア講座 

（歴史ガイド、朗読、傾聴、音楽レクリエーション、古文書） 

・ふくおか地域塾【地域住民講師による学習講座】 

（バルーンアート、手話ダンス、手品、紙芝居、ハープ、食育、シナリオ、お手玉など） 

高齢化に関する事業 ・ボランティア養成講座 

（折り紙、イベント司会運営） 

・ボランティア向け学習講座 

（手品、レクリエーション、お手玉、話し方、民話、第二の人生スターティング） 

 

図表（事例６）－３ 早い段階から高齢期の過ごし方を考える機会を提供するイベント（一例） 

50代から考える第二の人生スターティング講座～人生の棚卸しでよりよい未来へ向かう～ 
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図表（事例６）－５ シニアフレンズ福岡ボランティア協議会の参加団体 

区分 団体名 実施内容 

芸能・

演劇・

音楽 

夢エンタークラブ 高齢者福祉施設で皿回し、皿回し、紙芝居、手品、童謡、唱歌、

体操、おどり、ハーモニカなどを通して『癒し』と『笑い』を届

ける 

人形劇団ピンコピン 幼稚園、保育園、公民館、育児サークルなどで人形劇、紙芝居、

エプロンシアターなどを公演 

ラ・レーヌ・デ・ヨカッタ 育児サークル、公民館などでバルーンアートや紙飛行機づくりな

ど体験型のプログラムを提供 

音楽レク・レインボー 高齢者施設、病院、公民館などで歌に合わせて体を軽く動かすリ

ズム体操・楽器の演奏・ハンドベルの体験演奏を実施 

シニアネットオーケストラ 公民館・ディケアサービス・病院・小学校などでオーケストラ演

奏 

交流 手話ダンス ハートフル 高齢者福祉施設やふれあいサロンなどで手話をダンスで表現し、

地域の人達との交流を図る 

おはなしの会にじのはし 幼児～高齢者までを対象に絵本の読み聞かせ、紙芝居、手遊びな

どを実施 

シニア傾聴ボランティア 

コスモス 

高齢者福祉施設で傾聴ボランティアを実施 

傾聴サークルえがお 高齢者福祉施設で傾聴ボランティアを実施 

折紙ボランティアゆうゆう 公民館（小学生対象）や高齢者福祉施設で折り紙指導 

歴史 

案内 

福岡歴史探訪ガイド 
福岡城歴史的建造物公開ツアー（月１回）、鴻臚館

こうろかん

跡
あと

展示館常駐

ガイド（毎週土・日）を実施 

 

図表（事例６）－６ ボランティア活動の状況 

活動先 ・公民館（育児サークル、高齢者ふれあいサロンなど） 

・高齢者福祉施設（デイサービス、特老、有料老人ホーム） 

・市民センター、児童会館、障がい者センター 

・幼稚園、保育園、小学校留守家庭子ども会 

・地域の子ども会、老人会、祭り 

・歴史的名所 

活動実績 平成27年度 延べ842カ所、延べ3,103人 

（※ボランティアグループ及びサークル 19団体と個人活動者による活動） 

 

(3) 現状の課題と今後の展開 

中央区教育委員会の社会教育指導員（嘱託職員）であるコーディネーターは、ボラン

ティアグループの自走化に向け、さまざまが工夫と調整を行っています。一方で、この

ようなコーディネーターのノウハウは明文化されておらず、人材育成もなされていませ

ん。人事異動等によりコーディネーターが変更になった場合、これまでのノウハウが残

らない可能性も考えられ、シニアの活動に対する支援を継続するためにもノウハウの明

文化が重要になると考えられます。  

 

アドバイスや講師の手配を行い、まずは講座修了後も継続的な活動が続くような体制を整え、

グループ内の仲間意識を高めます。

・地域デビューを支援

グループの仲間意識が高まり、まとまりが出ていたタイミングで地域でのボランティア活動

デビューを促します。

公民館、児童会館などに出向き、ボランティア活動できる場を作ってもらい、グループとマ

ッチングし、ボランティア活動の場に同行します。また、ＨＰ上でグループの活動を紹介し

ます。

・グループの自走化までを支援

グループでのボランティア活動が軌道に乗るまで、活動の場とのマッチングや活動の場へ同

行し、ボランティア活動先とグループ間の調整役を担います。

ウ シニアフレンズ福岡ボランティア協議会の取組

平成12年に、シルバーカレッジの受講生で結成したＯＢ会４グループ（92人）が、

ボランティアグループ間の相互交流を目的とした「シニアフレンズ福岡ボランティ

ア協議会」の基礎となる活動をスタートさせました。 
協議会の主な活動は、①グループの代表者による会議②ボランティア活動の広

報・啓発、人材育成－を目的とした主催事業の実施です。 
主催事業では、「何をやったらいいのか」「どんなところで役に立てるのか」な

どの戸惑いを持っているボランティア予備軍のための研修講座、すでに活動してい

る個人やグループのボランティアに対する活動場所の紹介、ボランティアグループ

同士の交流や情報交換などを行っています。 
協議会には現在、福岡・博多の歴史散歩などをガイドする「福岡歴史探訪ガイ

ド」、高齢者福祉施設での会話ケアを行う「シニア傾聴ボランティア コスモス」、

高齢者福祉施設などで手品や演芸を披露する「夢エンタークラブ」など11グループ

が登録しており、事務局に寄せられる派遣要請に応えています。（図表（事例６）

－５・－６）

なお、各グループとも月４～５回のボランティア活動に加え、月１～３回程度の

会議を開催しています。 

【ボランティアに興味がある人の背中を押すイベントの開催】

ボランティアに興味はあるが「何をすればいいのか」「自分に何ができるのか」分からない人

向けに、定期的に「ボランティアおためしカフェ」を開催しています（協議会と生涯学習推進課

共同事業）。

ここでは、協議会に参加しているボランティア団体が持ち回りでイベントを開催し、実際のボ

ランティアの場でどんなことをしているかを見学できます。イベント後はコーヒータイムが設け

られ、当日イベントを担当したボランティア団体だけではなく、協議会に参加している他のボラ

ンティア団体の代表も集まり、参加者の質問などに答えています。
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図表（事例６）－５ シニアフレンズ福岡ボランティア協議会の参加団体

区分 団体名 実施内容

芸能・

演劇・

音楽

夢エンタークラブ 高齢者福祉施設で皿回し、紙芝居、手品、童謡、唱歌、体操、お

どり、ハーモニカなどを通して『癒し』と『笑い』を届ける

人形劇団ピンコピン 幼稚園、保育園、公民館、育児サークルなどで人形劇、紙芝居、

エプロンシアターなどを公演

ラ・レーヌ・デ・ヨカッタ 育児サークル、公民館などでバルーンアートや紙飛行機づくりな

ど体験型のプログラムを提供

音楽レク・レインボー 高齢者施設、病院、公民館などで歌に合わせて体を軽く動かすリ

ズム体操・楽器の演奏・ハンドベルの体験演奏を実施

シニアネットオーケストラ 公民館・ディケアサービス・病院・小学校などでオーケストラ演

奏

交流 手話ダンス ハートフル 高齢者福祉施設やふれあいサロンなどで手話をダンスで表現し、

地域の人達との交流を図る

おはなしの会にじのはし 幼児～高齢者までを対象に絵本の読み聞かせ、紙芝居、手遊びな

どを実施

シニア傾聴ボランティア

コスモス

高齢者福祉施設で傾聴ボランティアを実施

傾聴サークルえがお 高齢者福祉施設で傾聴ボランティアを実施

折紙ボランティアゆうゆう 公民館（小学生対象）や高齢者福祉施設で折り紙指導

歴史

案内

福岡歴史探訪ガイド
福岡城歴史的建造物公開ツアー（月１回）、鴻臚館

こうろかん

跡
あと

展示館常駐

ガイド（毎週土・日）を実施

 

図表（事例６）－６ ボランティア活動の状況

活動先 ・公民館（育児サークル、高齢者ふれあいサロンなど）

・高齢者福祉施設（デイサービス、特老、有料老人ホーム）

・市民センター、児童会館、障がい者センター

・幼稚園、保育園、小学校留守家庭子ども会

・地域の子ども会、老人会、祭り

・歴史的名所

活動実績 平成 年度 延べ カ所、延べ 人

（※ボランティアグループ及びサークル 団体と個人活動者による活動）

現状の課題と今後の展開

中央区教育委員会の社会教育指導員（嘱託職員）であるコーディネーターは、ボラン

ティアグループの自走化に向け、さまざまな工夫と調整を行っています。一方で、この

ようなコーディネーターのノウハウは明文化されておらず、人材育成もなされていませ

ん。人事異動等によりコーディネーターが変更になった場合、これまでのノウハウが残

らない可能性も考えられ、シニアの活動に対する支援を継続するためにもノウハウの明

文化が重要になると考えられます。 

 

アドバイスや講師の手配を行い、まずは講座修了後も継続的な活動が続くような体制を整え、

グループ内の仲間意識を高めます。

・地域デビューを支援

グループの仲間意識が高まり、まとまりが出ていたタイミングで地域でのボランティア活動

デビューを促します。

公民館、児童会館などに出向き、ボランティア活動できる場を作ってもらい、グループとマ

ッチングし、ボランティア活動の場に同行します。また、ＨＰ上でグループの活動を紹介し

ます。

・グループの自走化までを支援

グループでのボランティア活動が軌道に乗るまで、活動の場とのマッチングや活動の場へ同

行し、ボランティア活動先とグループ間の調整役を担います。

ウ シニアフレンズ福岡ボランティア協議会の取組

平成12年に、シルバーカレッジの受講生で結成したＯＢ会４グループ（92人）が、

ボランティアグループ間の相互交流を目的とした「シニアフレンズ福岡ボランティ

ア協議会」の基礎となる活動をスタートさせました。 
協議会の主な活動は、①グループの代表者による会議②ボランティア活動の広

報・啓発、人材育成－を目的とした主催事業の実施です。 
主催事業では、「何をやったらいいのか」「どんなところで役に立てるのか」な

どの戸惑いを持っているボランティア予備軍のための研修講座、すでに活動してい

る個人やグループのボランティアに対する活動場所の紹介、ボランティアグループ

同士の交流や情報交換などを行っています。 
協議会には現在、福岡・博多の歴史散歩などをガイドする「福岡歴史探訪ガイ

ド」、高齢者福祉施設での会話ケアを行う「シニア傾聴ボランティア コスモス」、

高齢者福祉施設などで手品や演芸を披露する「夢エンタークラブ」など11グループ

が登録しており、事務局に寄せられる派遣要請に応えています。（図表（事例６）

－５・－６）

なお、各グループとも月４～５回のボランティア活動に加え、月１～３回程度の

会議を開催しています。 

【ボランティアに興味がある人の背中を押すイベントの開催】

ボランティアに興味はあるが「何をすればいいのか」「自分に何ができるのか」分からない人

向けに、定期的に「ボランティアおためしカフェ」を開催しています（協議会と生涯学習推進課

共同事業）。

ここでは、協議会に参加しているボランティア団体が持ち回りでイベントを開催し、実際のボ

ランティアの場でどんなことをしているかを見学できます。イベント後はコーヒータイムが設け

られ、当日イベントを担当したボランティア団体だけではなく、協議会に参加している他のボラ

ンティア団体の代表も集まり、参加者の質問などに答えています。
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イ 村丸ごと生活博物館に至る背景 

頭石地区は、市中心部から約15キロ、鹿児島県との県境に位置し、現在40世帯90
人が生活する谷筋の集落です。

村丸ごと生活博物館の認定を受ける前の頭石地区は、40世帯中36世帯が兼業農家

でしたが後継者不足、人口減少等により耕作放棄地が増え、今後、地域がどうなる

のかという不安を抱えており、現在の頭石地区の生活博物館の代表を努める勝目氏

は、市農林水産課に相談を持ちかけました。平成13年当時、同課の課長だった吉本

氏から「水俣市元気村づくり条例」（村丸ごと生活博物館）の活用を提案されまし

た。

この提案について、まずは地域住民と情報を共有し、理解を得ることが必要と考

えた勝目氏は、吉本氏に週２回、住民向けに説明を行ってもらいました。数回の説

明を重ねたところで地域住民から「とにかくやってみよう」という声が上がり、頭

石地区を村丸ごと生活博

物館として申請すること

となりました。

この認定要件には、地

域住民自らが地元を調べ

る研修「あるもの探し」

があります。住民が地域

外の人と一緒に地域を歩

き、写真を撮り、地域に

あるものを確認し、情報

をまとめて地域情報マッ

プ「絵地図」を作成する

ものです。市は、この研

修の枠組みで住民の自主

的な動きを支えることに

徹し、住民が主役となっ

て作業を進め、頭石地区

の持っている力、住んで

いる人たちの力を引き出

す役割を担っています。

（図表（事例７）－３）

 

ウ 村丸ごと生活博物館の取組 

生活博物館に指定された地区には、市が住民の中から認定した「生活学芸員」や

「生活職人」がいます。生活学芸員は集落の生活文化、自然、産業等の説明・案内

役であり、生活職人は石積み、イノシシ狩り、山菜採りなどの熟練者に加え、漬物、

図表（事例７）－３ 「あるもの探し」研修の枠組み 

出典：水俣村まるごと生活博物館 概要パンフレット 

 

事例７：村丸ごと生活博物館 頭
かぐめ

石
いし

地区（熊本県水俣市）

水俣市の概要

水俣市は、熊本県の最南端に位置し、市の約75％を山林が占め、水俣川が源流から河

口まで市域を貫いて東西に流れ、その流域に沿って集落や市街地が形成されています。 
人口は、戦後の産業の急速な復興による労働者の流入や第１次ベビーブームの出生数

の拡大により、昭和31年前後には人口５万人を超えピークを迎えましたが、その後は人

口減少に転じ、平成27年には25,411人で、高齢化率は36.5％となっています。（図表

（事例７）－１） 

図表（事例７）－１ 熊本県・水俣市の人口・世帯数・高齢化率 

人口 世帯数 高齢化率

熊本県 人 世帯 ％

水俣市 人 世帯 ％

※資料 平成 年国勢調査

シニア層の社会参加の推進に係る取組概要

ア 村丸ごと生活博物館の概要

市は、農山漁村地域に対し、住民と地域が元気になる生活の支援を行おうと、平

成13年に制定した「水俣市元気村づくり条例」に基づき、地域の自然・産業・生活

文化を守り育てる地区を「村丸ごと生活博物館」として指定しています。 
「村丸ごと生活博物館」は、集落全体を「生活の博物館」と見立て、訪れる人々

に対し、地域住民の普段の生活を紹介することで、地域と住民を元気にしていく仕

組みです。 
現在までに頭

かぐめ

石
いし

地区（平成14年８月５日指定）、久木野
く ぎ の

地区（平成17年２月24日
指定）、大川地区（平成17年２月24日指定）、越

こし

小場
こ ば

地区（平成19年３月１日指定）

の４カ所が指定されています。（図表（事例７）－２）

頭石地区

久木野地区

越小場地区

大川地区

出典：「 マップ」をもとに作成

図表（事例７）－２ 指定４地区の位置関

係
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(3) 現状の課題と今後の展開 

今後、頭石地区では荒れ地でのソバ栽培やそば打ち体験を構想しています。また、自

分たちの地域にあるものを活用し、身の丈に合った方法でお金を稼ぐことを目指してい

ますが、地域資源の活かし方や、活かすためには何から始めたら良いかというノウハウ

の不足が課題となっており、他事例の紹介や専門家によるアドバイス等を求める声があ

ります。

  

頭石地区の様子 

 

味噌、煮しめ、団子といった郷土料理が得意な人が選ばれ、集落を訪れる人の体験

活動を手伝っています。 
生活博物館の訪問メニューは、１～２時間程度の村めぐり（案内）と昼食のセッ

トが基本となっており、料金（謝礼）は（図表（事例７）－４）に示すとおりです。

この謝礼が、住民にとって楽しみながら活動を継続するための原動力でもあり、謝

礼の一部は共同資金として積み立てられ、地区自らが活動資金を作り出す仕組みと

なっています。なお、平成14年に認定を受けた後、３年間は、県道の草刈りの請負

業者に下請けを申し出たり、平成17年度から３年間は、市から年間20万円の助成金

を受けたりして、これを活動資金としました。 
生活博物館に指定された地区では、訪問者の増加に伴い、清掃活動や道端の植栽

など景観美化が進みました。また、地元食材でもてなそうと、荒れた畑での農産物

づくりや新たな種類の野菜づくりが始まったり、手作りのかごや自家野菜の販売を

したりするようになりました。 
さらには、地元の家庭料理が訪問者においしいと喜ばれることをきっかけに、頭

石地区の女性たちは県の助成を受けて「頭石元気村加工所」を立ち上げ、「元気村

弁当」を作り販売するようになり、大川地区では廃校を利用した食堂「大川るーぷ

亭」ができ、訪問者に家庭料理を提供するようになりました。 

 
図表（事例７）－４ 村丸ごと生活博物館訪問にかかる料金 

項 目 料 金

村めぐり（案内）
人まで一律 円。６人からは、一人増につき 円追加。

※久木野地区のみおひとり様 円

食めぐり（家庭料理） おひとり様 円から 円程度

わざめぐり（各種体験）
人まで一律 円＋材料費。６人からは、一人増につき

円＋材料費追加。
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たちを育てています。（図表（事例８）－２・－３） また、入居高齢者宅のゴミ

出しや共有エリアの掃除をする若者には家賃の割引サービスがあり、ここにもコミ

ュニケーションが生まれやすい仕掛けがなされています。 

 

図表（事例８）－３ ＮＡＧＡＹＡ ＴＯＷＥＲ各階の概要

 

入居開始 平成 年 月

敷地面積 ㎡

延床面積 ㎡

構造 造６階建

１階 児童発達支援事業所、テナント

２階 シェアハウス

３～６階 賃貸マンション

※シェアハウスは ～ 代が多く、賃貸マンションは ～ 代が多い

入居費用 家賃※ ～ 万円、共益費 万円、生活支援サポート費 万円（ 歳以上の

場合のみ）※高齢者宅のゴミ出し等をする若者には割引あり

図表（事例８）－２ ＮＡＧＡＹＡ ＴＯＷＥＲの施設概要

出典： ホームページ

 

事例８：ＮＡＧＡＹＡ ＴＯＷＥＲ（鹿児島県鹿児島市）

鹿児島市の概要

鹿児島市は、平成23年の全線開業により北部九州や関西圏との時間的距離を短縮した

九州新幹線をはじめ、九州縦貫自動車道などの高速道路網、離島航路の発着機能を持つ

鹿児島港のほか、国際線を有する鹿児島空港に近接するなど、陸・海・空の交通結節点

としての機能を備えています。 
同市の人口は、第１回目の国勢調査（大正９年）以降、増加傾向にありましたが、平

成25年の607,604人をピークに近年は減少傾向にあり、平成27年には599,814人で、高齢

化率は24.8％と鹿児島県の平均に比べるとやや低くなっています。（図表（事例８）－

１） 

 
図表（事例８）－１ 鹿児島県・鹿児島市の人口・世帯数・高齢化率 

人口 世帯数 高齢化率

鹿児島県 人 世帯 ％

鹿児島市 人 世帯 ％

※資料 平成 年国勢調査

シニア層の社会参加の推進に係る取組概要

ア ＮＡＧＡＹＡ ＴＯＷＥＲの概要

ＮＡＧＡＹＡ ＴＯＷＥＲは、「入居者層を限定しない」「憩いの場をふんだんに

設ける」「相互扶助：できる人ができることを」をテーマとした賃貸共同住宅です。

同施設の所有者は、隣接する堂園メディカルハウスの堂園晴彦院長です。堂園氏は

ホスピスを運営しながら、精神的孤独と社会的孤立の解消を長年考えてきており、

同施設には、あらゆる人々が一つの建物で家族のように住まい・協力し・相互に助

け合う、かつて日本のどこにでもあった長屋を実現したいとの思いが込められてい

ます。 
同施設は、高齢者・障害者・一般家族・学生等あらゆる世帯が入居し、相互扶助

を実践する場であり、地域包括ケア体制の構築、多世代交流やコミュニティ形成な

ど、幅広い課題解決を目指しています。 

 
イ ＮＡＧＡＹＡ ＴＯＷＥＲの取組

同施設は、相互扶助をテーマとした賃貸共同住宅であり、人と関わりながら生活

することを促す仕掛けがなされています。 
入居者が集うための共有エリアとして、趣味のスペース、空中庭園、共有キッチ

ン・ダイニング、大浴場（２カ所）、トランクルーム、バルコニーなどを設置して

いるほか、ガーデニングや共有エリアの清掃などの共同作業、子育て中の家族への

サポートなど多世代交流を推進しています。37戸ある住戸のうちの１つはファミリ

ーホーム（５～６人の子どもを家庭的な環境で養育する小規模居住型児童養育事業）
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Ⅳ シニア層の社会参加に関する意識アンケート調査 

 
 
１ 調査の概要 

本調査は、平成28年度に㈱北海道二十一世紀総合研究所が実施した「おもむきのひと

プロジェクト」モニターを対象とした調査です。

同プロジェクトでは、退職前後のシニア層を対象に、健康づくりの推進や地域の担い

手としての意識醸成を図ることを目的に実施しました。住民にとって身近な小売店舗

（コープさっぽろ）やサラリーマンが多い大通地区のビルを会場として、各種講座や交

流イベントの開催、活動量計を配布し目標歩数の設定による運動促進等を行い、行動変

容の効果等を検証しました。

「充実したセカンドライフ」をキーワードに退職前シニアへのアプローチの可能性を

確認するとともに、本プロジェクトをきっかけに、「介護ボランティアをはじめた」等、

シニアの地域の担い手としての意識醸成の効果が得られました。

  

１．   シニア層の社会参加に関する意識アンケート調査 Ⅳ 

 

さらに、一品持ち寄りの晩ごはん会（月１回）、ナポリ通りで開催する、「こど

も食堂＠ナガヤタワー」は、住人をはじめ、家族や友人、地域からの参加者も受け

入れており、施設内での交流だけでなく、地域の人も交えた多世代交流を図ってい

ます。 
このような環境において、高齢者は見守られる側・支えられる側だけでなく、見

守る側や支える側としての役割も果たしています。 
運営面では、事務局スタッフとして 

常勤の社会福祉士を24時間配置してい

ます。入居者の生活支援として、買い

物の代行やゴミ出し、部屋の片付けの

ほか、入院や介護サービスなどの手続

きの代行も行っています。また、日常

生活の困りごとや相談に応じる「番頭

さん」としての役割を果たすととも

に、居住者が部屋の外に出る機会や集

まる機会をつくったり、居住者以外の

地域の人との交流を促進するためのイ

ベントや接点づくりを担ったりしてい

ます。（図表（事例８）－４） 

   
現状の課題と今後の展開

これまでに、同施設の住人同士の交流や相互扶助の関係が構築されています。今後は、

地域の高齢者をはじめ、多様な人たちの交流拠点となる仕組みづくりができれば、地域

における相互扶助への発展が期待できます。 

・絵手紙サークル

・お達者クラブ（簡単体操）

・映画会

・笑いヨガ

・歌と読み聞かせの会

・折り紙あそび

・大正琴

・一品持ち寄りの晩ごはん会（月 回）

・ナポリ通りのこども食堂＠ナガヤタワー

・ナガヤ見学会 など

図表（事例８）－４ イベント（一例） 
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(2) セカンドライフの過ごし方 

今後の過ごし方として、「できるだけ外に出て、好きな事をしたい」や「地域の活

動を中心に過ごしたい」が多く、地域との関わりを持ちながら生活したいというニー

ズが高いことが確認できます。 
 

図表Ⅳ－２－２ 今後どのような生活を送りたいか 

  
 

(3) プロジェクトに参加した理由 

本プロジェクトの参加にあたり、周りの人からの勧めがあったかについては、「自

分で決めた」人が多くなっています。 
モニターが本プロジェクトに参加した理由として、「充実したセカンドライフの準

備」「社会参加・生きがいづくり」が多くなっています。 
また、グループインタビューでは、「退職してやることがなく、退職後の生き方を

探すため」「地域での生活に広がりを作りたい」「仲間ができることを期待して」等

の理由から参加を決めたとの意見も聞かれ、退職前シニアの充実したセカンドライフ

準備に対する支援ニーズを確認することができます。 

 

図表Ⅳ－２－３ 周りの人からの勧めがあったか 

 

仕事中心に過ごしたい

4.0%

地域の活動を

中心に過ごし

たい

23.0%

できるだけ外に出て、

好きな事をしたい

51.0%

できるだけ家の中で、

好きな事をしたい

8.0%

いずれも該当

しない

6.0% 無回答

8.0%

【n=49】

配偶者に

勧められた

8.0%

子どもに勧められた

0.0%

孫に勧められた

0.0%

友人や同僚に

勧められた

29.0%
自分で決めた

47.0%

その他

6.0% 無回答

10.0%

【n=49】
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２ シニア層の社会参加に関する意識 

市内のビジネス街である大通地区の企業の退職前シニアを対象とした営業や、新聞折

込や新聞記事掲載、テレビ番組などメディアによる募集を通じて確保した実証モニター

は121名となりました。 
ここでは、実証モニターのプロフィールやアンケート調査結果（67名が回答）、グル

ープインタビュー調査結果を分析しています。 

 
(1) 参加者の属性 

参加者は、退職前後の男性を意識したプロモーションを行ったこともあり女性より

も男性が多く、年齢層は64歳以下が多くなっています。また、仕事をしている参加者

も多くみられました。 

 

図表Ⅳ－２－１ 実証モニターの属性 

 
 

  

男性

71.0%

女性

29.0%

【n=121】

40～49歳
3.0%

50～59歳
28.0%

60～64歳
36.0%

65～69歳
27.0%

70歳以上

6.0%

【n=121】

仕事をして

いる

65.0%

仕事をして

いない

35.0%

【n=121】

資料編 Ⅳ　シニア層の社会参加に関する意識アンケート調査

hon.indd   226 2017/12/15   13:32:13



 

 

227 

 

(2) セカンドライフの過ごし方 

今後の過ごし方として、「できるだけ外に出て、好きな事をしたい」や「地域の活

動を中心に過ごしたい」が多く、地域との関わりを持ちながら生活したいというニー

ズが高いことが確認できます。 
 

図表Ⅳ－２－２ 今後どのような生活を送りたいか 

  
 

(3) プロジェクトに参加した理由 

本プロジェクトの参加にあたり、周りの人からの勧めがあったかについては、「自

分で決めた」人が多くなっています。 
モニターが本プロジェクトに参加した理由として、「充実したセカンドライフの準

備」「社会参加・生きがいづくり」が多くなっています。 
また、グループインタビューでは、「退職してやることがなく、退職後の生き方を

探すため」「地域での生活に広がりを作りたい」「仲間ができることを期待して」等

の理由から参加を決めたとの意見も聞かれ、退職前シニアの充実したセカンドライフ

準備に対する支援ニーズを確認することができます。 

 

図表Ⅳ－２－３ 周りの人からの勧めがあったか 

 

仕事中心に過ごしたい

4.0%

地域の活動を

中心に過ごし

たい

23.0%

できるだけ外に出て、

好きな事をしたい

51.0%

できるだけ家の中で、

好きな事をしたい

8.0%

いずれも該当

しない

6.0% 無回答

8.0%

【n=49】

配偶者に

勧められた

8.0%

子どもに勧められた

0.0%

孫に勧められた

0.0%

友人や同僚に

勧められた

29.0%
自分で決めた

47.0%

その他

6.0% 無回答

10.0%

【n=49】

 

 

226 

 

２ シニア層の社会参加に関する意識 

市内のビジネス街である大通地区の企業の退職前シニアを対象とした営業や、新聞折

込や新聞記事掲載、テレビ番組などメディアによる募集を通じて確保した実証モニター

は121名となりました。 
ここでは、実証モニターのプロフィールやアンケート調査結果（67名が回答）、グル

ープインタビュー調査結果を分析しています。 

 
(1) 参加者の属性 

参加者は、退職前後の男性を意識したプロモーションを行ったこともあり女性より

も男性が多く、年齢層は64歳以下が多くなっています。また、仕事をしている参加者

も多くみられました。 

 

図表Ⅳ－２－１ 実証モニターの属性 

 
 

  

男性

71.0%

女性

29.0%

【n=121】

40～49歳
3.0%

50～59歳
28.0%

60～64歳
36.0%

65～69歳
27.0%

70歳以上

6.0%

【n=121】

仕事をして

いる

65.0%

仕事をして

いない

35.0%

【n=121】

資料編 Ⅳ　シニア層の社会参加に関する意識アンケート調査

hon.indd   227 2017/12/15   13:32:37



 

 

229 

 

図表Ⅳ－２－６ 意識の変化 

 
 

 

図表Ⅳ－２－７ 実際の行動 

 
  

10%

6%

6%

27%

13%

3%

31%

3%

0% 10% 20% 30% 40%

ボランティア活動がしたいと思うようになった

就労したいと思うようになった

起業したいと思うようになった

地域・社会に貢献したいと思うようになった

家事等をやりたいと思うようになった

その他

特に変化はない

無回答
【n=67】

10%

13%

6%

25%

3%

48%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

ボランティアに関する行動を実施した、

あるいは実施予定

就労に向けた行動を実施した、あるいは実施予定

起業に向けた行動を実施した、あるいは実施予定

家事など家庭での役割に向けた行動を実施した、

あるいは実施予定

その他

特に変化はない

無回答 【n=67】
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図表Ⅳ－２－４  セカンドライフ準備に対する支援ニーズ 

 
 

(4) プロジェクトをきっかけとした意識の変化 

プロジェクト参加前の「社会参加・生きがいづくり」に対する意識は、「社会参

加・生きがいづくりの重要性は知っていた」が多くを占めていますが、「社会参加・

生きがいの場はもともとあった」は２割程度にとどまっています。重要性や必要性を

認識しつつも、なかなか行動には移せない状況がうかがえます。 
本プロジェクトをきっかけにボランティア活動や就労など社会参加等に対する意識

が高まったモニターが６割以上となりました。 
さらに、「講師に相談し、農業を始める予定」、「介護ボランティア（入居者のマ

ージャン相手）をはじめる」など、具体的に行動したモニターが５割程度となり、プ

ロジェクトをきっかけに社会参加等の行動変容効果を確認することができます。 

 
    図表Ⅳ－２－５  プロジェクト参加前の「社会参加・生きがいづくり」に対する意識 

 

52%

15%

33%

25%

45%

16%

2%

40%

24%

0%

0%

0% 20% 40% 60%

充実したセカンドライフの準備

認知症予防

健康づくり（運動）

健康づくり（食生活）

社会参加・生きがいづくり

新しい友人・仲間づくり

既存の友人や仲間と会う機会

日常生活で有意義な時間を過ごすため

非日常的な時間を過ごすため（特別企画など）

その他

無回答 【n=67】

社会参加・生き

がいの場はもと

もとあった, 16%

社会参加・生きが

いづくりの重要性

は知っていた, 51%

あまり社会参

加・生きがい

について考え

たことはな

かった, 31%

無回答, 2%

【n=67】
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図表Ⅳ－２－６ 意識の変化 
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社会参加・生き

がいの場はもと

もとあった, 16%

社会参加・生きが

いづくりの重要性

は知っていた, 51%

あまり社会参

加・生きがい

について考え

たことはな

かった, 31%

無回答, 2%

【n=67】
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