
生活環境委員会 行政視察報告書 

 

１．日時：平成 30年 5月 16日（水）～18日（金） 

２．参加者：辻泰久（委員長）・成川正幸（副委員長）伊東景治・小柳勇人 

３．報告者：成川正幸 

４．視察及び視察事項 

①東京都東大和市 

（東大和市総合福祉センター は～とふる） 

②千葉県柏市 

（行政と医師の協働による在宅医療の推進と医療介護連携） 

③東京都江戸川区 

（地域包括ケアシステム「なごみの家」での取組について） 

④長野県上田市（「健幸都市」のまちづくりについて） 

５．内容 

 視察項目：東大和市総合福祉センター は～とふる【東京都東大和市】 

日時：平成 30年 5月 16日 13：00~15：00 

場所： 東大和市王号福祉センター は～とふる 

     東京都東大和市桜が丘二丁目 53番地 6 

目的：本市にある福祉センターが築後 40 年以上経過していることから今後、どのように

していけばいいのかを先進事例を参考にするために視察する。 

概要：平成 28年 10月 1日に東大和市に開設した民設民営の総合福祉施設。 

市が福祉施設建設を計画する中で財政難になり、全国に建設してくれる事業者を公

募し、秋田市が拠点の社会福祉法人友遊会が運営する事になった。土地は市、建物

は法人所有。 

施設は、総合相談、福祉事業、地域交流の３つの事業で福祉は障害者と高齢者の

両方の事業がある。 

 

事業内容 

事業名 事業内容 特徴  

総合相談 障害者相談支援事業  市委託 

就労生活支援センタ

ー 

第２第４土開設 

１５０名ほどの相談を受けている 

就労生活支援センターはもともと市役所

内 

他事業とコラボで支援の幅が広がってい

る 

市委託 

情報交換コーナー 団体チラシを置いている  



PC２台用意 

福祉事業 就労継続支援 B型 公設公営から移転 

引き継ぎ３か月間で移行 

特養の３６５日食事を提供 

喫茶 

パン工房、クリーニング、市内の９か所

公園の委託清掃、週３回特養の掃除 

平均工賃 

平成 29年度１万３千円 

平成 30年度目標 2万円 

 

就労移行支援 市内初めての就労移行支援事業所  

生活介護   

短期入所 同性介護  

日中一時支援 午後 8時まで受け入れている 

夕食提供まで 

 

地域活動支援センタ

ー 

Ⅱ型 だったが相談支援事業と合わせて

Ⅰ型センターに変わった。 

Ⅱ型で身体中心だったが、知的障害も対

象になった。 

市委託 

ケアラー支援事業 ケアをされている方の側面的支援 

高齢者：ケアラーズカフェ 

障害者：各月奇数月 家族交流会 

平成 29年度実績 

交流会や講演会に 350名ほどの方が参加 

市委託 

自立訓練（生活訓練）   

特別養護老人ホーム   

地域交流 喫茶・売店 市内作業所の自主作品や自家製パン・手

作り小物を販売 

 

多目的集会室 市内で活動する障害者団体のほか、地域

で活動するサークル・団体が利用できる。 

 

 

・元々、市内に合った地域活動支援センターと障害者就労生活支援センターが「は～と

ふる」に移転。１階に便利な場所に総合相談窓口は、ワンストップでどのような相談も

受けるようにしている。 

・医療的ケアのニーズが多くなっているが、看護士確保が難しい。特に夜勤が出来る看

護士が居ない。 

・職員は、全員ハローワークから集団面接で採用。２００名以上の応募があった。 

・入所を希望される方が多いと東大和市民優先となり、市民のみ 2か月前から予約でき



る。 

・建物は法人だが、土地は市が所有。備品は市で購入。 

・建設に際しては、市と何回も打ち合わせをして設計を何度も組み換えした。 

・民設民営で市との取り決めは、「市の会議は使用できる」「年度末、決算報告書など市

に提出」など。 

・運営に関しては、民間の知恵を活かしながら市と一緒に作り上げていくというのが基

本であり、ギブ＆テイクの関係で日々毎日連絡を取っている。市からの運営業務委託は

毎年契約。 

・公募された時に、理事長が手を挙げた。市は雪の中、秋田まで市職員が来てくれた。

施設建設で周囲住民にかなりの反対があった。地域住民も何度も開催した。困難を一緒

に乗り越えたので今の委託事業を超えたつながりが出来ていると考えている。施設の強

みは、非常に丁寧なケアをしてくれる良い職員が多く集まってくれたこと。使命感とか

ボランティア精神が無ければ出来ない。 

・市民の方は公設だと思っている方が多い。名称からも市の苦情を言ってくる人がいる。 

・機能集約は便利かもしれないが、経費が掛かる。相談なども本来業ではないものが多

く多忙だが、職員には理解してもらって業務にあたってもらっている。 

写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設入口 

売店 

多目的集会室にて説明 

相談支援・就労生活支援センター 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

清掃用具 クリーニング 

屋上菜園 

リラクゼーションルーム 就労移行支援 

パン工房 



 

視察項目：行政と医師の協働による在宅医療の推進と医療介護連携【千葉県柏市】 

 

日時：平成 30年 5月 17日 10：00~12：00 

場所： 柏地域医療連携センター 

     千葉県柏市豊四季台１丁目１−１１８ 

目的：第 7 期介護保険事業計画では、「医療・介護・介護予防・住まい・日常生活支援」が

一体的に確保される「地域包括ケアシステム」の深化・推進を目指して取り組んでいる。

その中で在宅医療の重要性から医療介護の連携先進地である柏市の取り組みを伺い、本

市でも地域包括ケアシステムの取り組みが一層進むように学ぶ。 

参加者（4市議会合同視察） 

①熊本県玉名市議会 

②富山県黒部市議会議会 

③東京都足立区 

④大阪府枚方市議会      計 25名 

 

柏市における地域包括ケアシステムの取組み 

柏市の現状 

平成 30年 4月 1日現在 

人口 42万人弱、高齢者 10万人超、高齢化率 25.36% 

柏市はH17年に合併し、中核市指定を受けていて保険所を持っており、4つののエリ

アに分けてまちづくりをしている。地域によって特性が違い、高齢者施策も 4つの地域

で違う。 

千葉県、埼玉県、神奈川県などは、団塊の世代が多く住んでおり、これから高齢化が深

刻になる。柏市も同様、ベッドタウンで団塊世代が多く、ジュニア世代も多い。人口グ

ラフにすると、双コブラクダのような感じとなり、2025 年には、柏市高齢化率 33%、

加齢の影響は大きいので対策をしっかり立てていかないとまちづくりは上手くいかな

いと考えた。 

現在、要介護認定率は 15%。8割ぐらい元気な高齢者である。しかし、後期高齢者が

多くなってくると介護保険を使う方が多くなってくる。第 7期介護保険 4900円⇒5600

円となり、職員にとっても衝撃的だった。保険料の上がり方をいかに緩やかにしないと

いけない事と、住み慣れた地域でそのひとらしく生活できるように整える事が大事。 

昭和 39 年に建てられた規模の大きい団地の豊四季台に平成 21 年柏市豊四季台地域 

高齢社会総合研究会発足。その時の団地は 40%を超える高齢化率があった。地理的にも

都心から近く都市型で、東京大学側からの声掛けで実施。都市型地域包括システムのモ

デルに東京大学と UR と柏市の 3 社でプロジェクトを立ち上げた。最初は 5 年間締結。

H27年には変更契約。1回 3年間で、さらに 3年延長で継続中。 

高齢者の多い団地をどうやって再生していくのか。 



最初は在宅医療の取り組みのウエートが大きかったが能力の高い高齢者が生きがい

をもって暮らしてもらうかが、東京大学の研究が「社会参画と在宅医療」であり、「在

宅医療」、「生活支援」、「介護予防」、「住まい」それぞれ取り組みを行った。 

 

在宅医療の背景 

特徴：在宅医療からスタート。 

柏市医師会の協力なくして在宅医療は進められないが当時、医師会長は、やろうとは

言わなかった。その始まりは、内部協議。若手の先生方は、柏市民のために意思決定を

していただいた。そこで医師会の執行部選挙が行われ、執行体制は選挙で決まった。医

師会と行政が両輪となり、理念を共有した。柏市民のために意思決定してくれたことが

良かった。 

高齢化の進展で病院にかかる方が増えていき、患者を抱えきれなくなってきた。病院

稼働率 85.1%で、これ以上の患者は対応できず、パンク状態になってしまうことが予想

される。市民の意向は、最期は自宅。実際は 8割以上病院。 

 

在宅医療の課題 

・在宅医療医師は 200数名居るが、1人開業医が多く、得意な診療科目で開業。 

・医療職、介護職の連携が出来ていない。 

・市民に在宅医療がほとんど知られていない。 

・行政として啓発不十分。 

・行政としての組織体制は、医療のイニシアチブは県が取る。 

しかし、プロジェクト始まると、そうは言っていられなくなった。介護保険事業計

画は市であり、医療も市が考えることで意識改革があった。国の方が市職員と一緒に

なってやったことが大きい。組織体制で、保健福祉部に福祉政策室を設置。厚労省か

ら 5年間一人出向してこられ、何も無かった土壌を耕してくれた。 

 

相互五感の関係 

何の情報もない方が救急で送られるのはどうかという考えから主治医、副主治医を設

けた。 

在宅医療は料金が高いのではないかとよく聞かれる。間違いはないが、外来に係るよ

りは高くなる。入院するより安い。 

在宅医療をサポートする町 3つの柱 

①バックアップシステムの構築 

②在宅医療の多職種連携の推進 

③情報共有システムの構築 

柏市が在宅医療を進めているわけではなく、考えるうえでの選択肢を増やしている。 

 

柏地域医療連携センター 



中核拠点となって柏市が運営し市職員配置。 

同じ建物内に 3医師会と行政窓口が入っているので、市としても相談しやすい。 

センターの建設費は 3億以上だが、医師会で 2億 4千万円を建設後、柏市に寄付した。 

夜は専門職の研修などがあり、19時から 専門職の方が仕事を終えられて活発に運営

されている。 

地域包括支援センターと連携相談しながら運営している 

地域包括支援センターを所管している部署が在宅医療連携室を受けている。 

H24 年度から顔の見える関係会議 200～300 人が集まって、医師会を中心に多職種

が連携。 

40~50代の介護を支えている年代に情報発信している。正しく知ってもらって在宅医

療を選択肢の一つにしてもらう。知らなくて選択できなかったら不幸だと思うので、し

っかり行っている。 

「在宅医療の見える化プロジェクト」では、柏市、医師会、東大と定期的に議論をし

ている。 

主な役割 

①医療や介護に関する相談・啓発 

②在宅医療が費用な方へ調整支援 

③医療・介護の連携強化 

今後の課題 

2025 年度にどれくらいの需要があるのかを検証し、どのように医師を増やしていく

のかは、医師会の中で議論していただかないといけない時期にきている。 

また、夜間のコールは看護師に経由するので、看護師が鍵になると考えている。訪問

看護ステーションのニーズは高く在宅看取りが増えている。現在、訪問看護にどういっ

た支援をするのか。 

また、小規模多機能やサ高住など、増やしたいのに手を挙げる事業所がないという課

題がある。 

要介護連携での役割 

事務局事業がきちんとしなければいけない。そのためには事務局機能をしっかりする。

思いだけでは根付かない。 

生活支援体制の構築として、地域支え合い体制で地域の課題特性が違うので 20 地域

のコミュニティエリアを分けた。支え合い会議を行い、事業評価をきちんと行った。 

介護予防の取り組みは、8 割が元気な高齢者だが、長く健康でいて欲しいという考え

から。 

柏市フレイル予防プロジェクトクトとは 

フレイルという切り口で行っている。 

社会参加 ⇒生きがい就労 ⇒生涯現役 ワークシェアリングの形で地域に貢献する

機会に。 

※フレイルとは、体がストレスに弱くなっている状態のこと。 



質疑 

問：第 7期生活指標として市民の意識をどうやってつかんでいるのか。また、シルバー

人材センターとの違いは何か。 

答：バリバリ働きたい方はシルバー人材センターに登録。少し働きたい方はここ。 

問：アンケートについて 

答：6期ではアンケートなし。満足度部分は 8期の時にはしっかり行う。 

問：進めた動機は？ 

答：担当の保健福祉部が今後の柏市が迎えるであろう状況をみて即決した。 

  

訪問看護支援ステーションは、2.5人で開所できるが、人数が少なければ 24時間携帯

電話を持たなければいけなくなる。そうなると疲弊してくる。 

横のつながり強化として、訪問看護ステーション連絡会を開催している。 

市は情報、協力依頼があれば一緒に動いている。 

訪問看護がここでやりたいと言ってもらえるような市町村でないといけない。地域に魅

力がないと運営は続かないと考えている。そのためには、どういった支援があると良い

のか、求められる機能果たせるのか一緒に考えていく事が重要だと考えている。 

 

UR都市機構からの説明 

豊四季台 団地再生 

昭和 39年東京オリンピックに完成した 4666 戸の豊四季台団地再生事業。 

目指すまちとして 

①いつまでも在宅で安心して生活できるまち 

②いつまでも元気で活躍できるまち 

背景 

柏市は高齢化率 25% だが、団地は高齢化率 40%を超えている。今後も 75 歳以上が

増えていく事から高齢化に伴う対応した。 

事例 

サ高住と管理公園との間にはフェンスが無い。公園に子ども達が遊びに来るが休憩す

る場所と言う事で、サ高住 1階の食堂脇に自由に休める場所を作った。 

高齢者就労として、幼稚園児の見守り、交通安全見守り、食事補助、農園作業、掃除

洗濯作業など、ボランティアではなく有償とし、生きがい就労、高齢者雇用を生んでい 

る。 

平成 26 年に拠点型高齢者住宅を建設し、24 時間医療看護介護サービスが入居した。

24 時間対応のサービス提供拠点のサ高住には、子育て支援施設、薬局、診察所、在宅

療養支援診療所、地域包括支援センター、地域交流スペース、訪問看護ステーション、

小規模多機能、居宅介護支援、定期巡回随時対応型訪問介護看護、訪問介護事業所、グ

ループホーム、サ高住（介護棟、自立棟）などが入居。団地内には、笑いヨガ、ウクレ

レ教室などの生涯学習施設もある。 



家賃は、従来 4万 4千円⇒平均 8万 5千円（減額制度あり）移転費用あり。サ高住は

フルサービスで約 16万円。 

また、グリーンバンクシステムを採用し、散歩道 1.5 ㌔周遊できるようにしたり、

既存樹木を整理し、再利用出来ない木はベンチにした。 

※グリーンバンクシステムとは。（HPより） 

長い年月を経て成長してきた樹木が育んできた、豊かな緑環境や、美しい景観を継承

していくため、緑の資産を公団事業全体で有効に活用していくための総合的なシステム

で、既存樹木の保存・移植・リサイクルにより、環境負荷の低減と共に、歳の緑のネッ

トワーク形成や地域のコミュニティ形成に寄与することを目指します。 

 

団地内には、カーシェアリング設備も設置した。 

団地は、高齢者の世帯が多い地域だが、住みやすい環境にしたことによって、子育て

世代のファミリーの方も入居を希望される方が増えてきている。 

写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柏地域医療連携センター説明① 柏地域医療連携センター説明② 

掲示物 サ高住 



視察項目：地域包括ケアシステム「なごみの家」での取組について【東京都江戸川区】 

 

日時：平成 30年 5月 17日 14：30~16：30 

場所： 江戸川区役所  （東京都江戸川区中央 1-4-1） 

   なごみの家 松江北 （東京都江戸川区中央 2-13-12） 

目的：本市においても地域包括ケアシステムの深化をめざし、取組んでいる。 

江戸川区では、年齢や障がいの有無に関わらずどんな方でも集える居場所として「な

ごみの家」を設置している。 

こういった取り組みを本市の今後の取り組みに活かせないか視察する。 

・区役所にて概要説明を受けた後、「なごみの家 松江北」に移動し、担当者に説明を受

ける。 

江戸川区社会福祉協議会が運営する「なごみの家」設置の背景 

地域丸ごと助け合いの仕組み（地域包括ケアシステム） 

必要なもの 

①２４時間３６５日の医療・相談体制 

②２４時間３６５日の介護・相談体制 

③それを補う生活支援（見守り・話し相手・買い物・掃除支援など） 

④バリアフリーの住まいとそれを補う施設 

⑤外出し人と関わることは介護予防 

今までの福祉に関する課題 

①区役所本庁舎に行かないと相談出来ない。 

②土曜日・日曜日は区役所が休みである。 

③窓口が縦割り 

④本当に支援が必要な人が来てくれているのか。 

 

なごみの家は、２０１６年５月 江戸川区社会福祉協議会が市内３ヶ所設置し、現在８

か所。 

機能 

・何でも相談（生活・健康・子育てなど） 

  平成２９年度相談件数 1,620件 

・居場所・交流の場（子どもから高齢者まで） 

  子ども食堂や学習支援 

・ネットワークづくり（医療・介護・民生児童委員・警察・消防など） 

  地域支援会議開催 

運営スタッフ 

・コミュニティソーシャルワーカー（社協職員） 

・ボランティア 

・看護師 



「なごみの家 松江北」利用者 

３割  小学生 

４割強 高齢者 

３割弱 それ以外  

 

・２年間でのべ１万人が利用。松江北の近所に行列が出来る八百屋があり、その買い物

帰りに立ち寄っていく方が多い。男性より女性の割合が多かったのが４月から男性が

多くなり、雰囲気が変わってきた。 

・居場所以外になんでも相談を実施しているが、来館され雰囲気を知ってから相談をす

るのが多い。相談は長期的でゴミ屋敷など、どこにも繋がらない相談もある。色んな

相談だけではなく区役所に来た苦情対応としての活動もある。生活保護受給や保健師

につないでいる。 

・月１回 なごみ食堂（こども食堂） 

ボランティア７~８人手を挙げてくれ、毎回、ボランティア最低６人が従事している。

子どもだけではなく、一人ぐらし高齢者も来ている。 

地域課題 

見守りして欲しい⇒支援活動スタート 

・介護保険などのサービスを提供する場ではない。予約はなく気軽に来てほしい。 

・施設は、８か所のうち１か所以外は民間空き家利用 

写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議室にて説明① 会議室にて説明② 

江戸川区役所① 江戸川区役所② 



視察項目：「健幸都市」のまちづくりについて【長野県上田市】 

 

日時：平成 30年 5月 18日 13：00~15：00 

場所：ひとまちげんき健康プラザうえだ（長野県上田市中央６丁目５番３９号） 

目的：本市に於いて平成２０年９月スポーツ健康都市宣言を行いスポーツを通じた健康づく

りに取り組んでいる。また本市の増進計画では、健康寿命の延伸を掲げており、寝た

きりにならない取り組み、認知症予防など、今後の本市取り組みの参考になればと考

え視察する。 

概要： 

平成 27年度から健康幸せづくりプロジェクト事業を進めている。 

国道 18号線沿いに糖尿病が多いという統計が出ており、上田市の健康課題も 

①糖尿病、血糖値の高い人が増加していること。 

②メタボリックシンドローム該当者及び予備軍 県平均より多いこと。（男性 2 人に 1

人） 

③国保特定健診・特定保健指導の実施状況が国の受診率目標 60%に対し、健康受診率

37.8％（19 市中 16 位）保健指導実施率 81.8%（19 市中 3 位）となっており、検診の

受診率を挙げなくてはいけないこと。検診を受けない人は 6割となっており、なんらか

の病気で 60%が体調悪くて通院している状況。 

上田市の人口は、15~64 歳が 2040年 50.3%になり、総人口１２万９２５万人 

働く世代が半分、６５歳以上が４割、生産年齢人口減少する。 

また、２０２５年問題 ７年後には７５歳以上、５千人増加する事で、今から未来を

見据えた健康施策が必要で、いかに元気な高齢者を増やしていくかである。平成２７年

度に９世帯に１世帯が一人暮らし高齢者になることから、寝たきりにならずに自力で生

活できる体作りをやらなくてはいけない。また、コミュニティが希薄なって、近所づき

あいが無くなってきた。地域における助け合い、支え合いを高めていかなければいけな

い。コミュニティのチカラも健康施策の一つである。 

医療の状況は、国保医療費が伸びて、１人あたりの医療費が高く、人工透析になると

初期費用１千万円、ランニングコストも年間５百万かかる。生活習慣病である糖尿病は

お金がかかり、三大合併症に繋がる。 

糖尿病⇒三大合併症（神経症・網膜病・腎症） 

人工透析は、年間５百万円かかる。 

人口透析のうち糖尿病性は、検診を受けないと重症化してしまう⇒医療費 UP 

ハイリスク者でも保健師・栄養士の話を聞いた人は、生活習慣病は治っている。 

健康課題は糖尿病であり、メタボ。特定健診を受けない人が多い。 

介護の状況は、介護認定率が非常に高いので、給付費が高くなっている。 

ひとまちげんき健康プラザうえだ 施設概要 

「総合保健センター」「子育て支援センター」「発達相談センター」「教育相談所」の複

合施設で平成 22年 6月に開所し 8年経過している。 



 市保有の敷地の一部を民間企業に譲渡。県の保健福祉事務所や医師会、市文化センタ

ー、図書館などとも隣接し、総合的な整備を進めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

敷地面積 14.269 ㎡ 

面積・構造 3,677.87㎡ 鉄骨造 2階建て 

総事業費 970,378 千円  

（財源内訳）社会福祉基金           150,000 千円 

        まちづくり交付金         174,800 千円 

        合併特例債            572,200 千円 

        地域活性化・公共投資臨時交付金  20,800千円 

        一般財源             52,478千円 

健幸都市（スマートウェルネスシティ）を目指し、第三次上田市民健康づくり計画策定。 

基本理念「一人ひとりが健康で幸福なまち健幸都市の実現」とし、健康寿命の延伸を掲

げ、基本目標に生活習慣病の発症と重症化を防止する。 

推進施策として、分野別健康づくり事業など３項目。 

計画策定の背景として、 

数百メートル先の公民館に軽トラで行く方がほとんどだったということ。 

都会の人の方が健康で、毎日１万歩以上歩く人がザラである。 

※愛知県は、車の保有率が高い⇒ 糖尿病が多い。 

「とにかく歩きましょう」と平成２７年度からプロジェクト事業を開始した。 

「健康づくりに関心がない人７割」「関心があって努力している人３割」 

保健者と連携  

国保加入者３割であり、国保だけの呼び掛けては市民全体が対象にならない。そこで、

協会けんぽ加入者２割ちょっとで、合計で５割以上になることから、 

協会けんぽ長野支部と連携協定。 

６つのプロジェクト事業 

①子ども健康づくり支援の体制強化 

②若い世代からの健康づくり支援の推進 



③楽しみながら続ける健康づくり支援の構築 

④ウォーキング等による身近な地域での健康づくり支援の構築 

⑤科学的根拠に基づいた健康づくり 

⑥運動習慣と地域コミュニティの活性化 

 

①子どもの健康づくり支援 

学校や保育園で「チャレンジキッズ」として、昔やってたような遊びを実施。（運動

遊び）子どもも中高年になる事から、中高年の水際だけではなく子どもの健康支援を実

施する事で社会全体の健康づくりに繋がっていくと考えた。 

②若い世代からの健康づくり支援 

国保４０代の健康が非常に悪いために、30 歳代健康診査を導入。妊婦さんの歯科検

診実施。妊婦が虫歯⇒赤ちゃんに感染する。二十歳の無料歯科検診実施。若い人の歯の

状態が悪くなる時期であるので、成人式に無料券と歯ブラシを配布+歯科検診を実施。 

③楽しみながら続ける健康づくり支援の構築 

  「上田市健康づくりチャレンジポイント制度」を実施。現在５千人を超えている。H２

７年６月スタートで５千人突破 

各種検診 特定健診や長寿検診 各 200 ポイント、人間ドック・脳ドック 各 200 ポイ

ント、肺がん検診など 各 100ポイント 

貯めたポイントは 

・自分自身の健康の為・子どもたちの健康なために利用できる。 

利用施設は、温泉施設、総合型地域スポーツクラブ、体育施設、民間スポーツ施設、農

産物直売所、ゼビオ上田店（大型店との連携） 

 

④ウォーキング等による身近な地域での健康づくり支援の構築 

  自治会・健康推進委員、施設などと連携。 

⑤科学的根拠に基づいた健康づくり 

ウォーキング 

科学的根拠に基づいた健康づくり。 

インターバル速歩を半年間続ける。 

１回２０ポイント ラジオ体操カードのようなものを使用する。 

⑥運動習慣と地域コミュニティの活性化 

あたま・からだ元気体操 H２８年度からスタート 毎土曜日、市内７か所 

２年で１万人を超える方々が参加 

プロジェクト財源 

２７年度 地方創生 先行型  

２８年度 一般財源 

２９年~３１年 地方創生推進交付金 

チャレンジポイント制度は、個人給付ではないかという指摘で NGになった。 



検診も申請したが全国どこでも実施している事業であり、珍しくないという理由で NG。

検診とチャレンジポイント制度以外のものが交付金対象となる。 

他に長野県元気づくり支援金と言う制度があるが、３１年度以降は良い補助金はない。 

また、人集めでは、公民館がお世話する。行政のチカラだけでは出来ない事から自治

会、各種団体と連携が重要。 

市の単独事業でウォーキングルート設定した。 

写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所感 

今回は 4つの自治体を廻ってそれぞれ特徴ある施策を学んできた。 

東大和市では、自治体から委託を受けて民間が運営する総合福祉センター。そこでは、

高齢者、障害者の施設が一体となり、一般市民を呼び込むためにカフェを併設するなど、

地域の福祉の中心的施設を目指して運営されていた。 

 柏市では、医療と福祉の連携ということで地域医療連携センターを核に周辺のアパート

をリノベーションをしてサ高住、在宅医療センター、デイサービスなど地域で安心して生

活できるエリア形成を行っていた。 

入口 

検診ホール 

エントランスホール 

多目的ホールにて説明 



  江戸川区では、地域に居場所を作り、安心して何でも相談できる場所を提供。子ども達

から高齢者まで集う場所で困りごとを早期に対応する施策を展開していた。 

 上田市では、健康寿命の延伸を目指して、健康プラザを中心に元気なまちにするために

色んな施策を展開していた。 

 どれも、それぞれ特徴があり、何が良いのか、何が黒部市に合っているのかは今後検証

していかなければいけないが、4つの自治体の施策を見てきて、他職種との繋がりが重要

であるとあらためて思った事。そして、考える事、出来る事はまだまだあると思いました。 

  


