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１.はじめに 

 

 わが国は、世界的にも例を見ないスピードで高齢化が進んでおり、本格的な「超

高齢社会」の到来が目前に迫っている。このため、団魂の世代が 65 歳に到達する

平成 27年における高齢者介護を見据え、平成 17年には介護保険制度の改正が行わ

れた。制度改正の方向性としては、予防重視型システムへの転換、施設給付の見直

しといったものが中心であり、今後増大する介護保険給付額の抑制に視点が置かれ

たものである。 

 本市においては、健康福祉推進都市宣言（平成５年10月）の趣旨に基づき、“高

齢者がいつまでも健康で、それぞれのライフスタイルに応じた生きがいを持ち、介

護が必要になっても地域で暮らしていける連帯感あふれた豊川市”の創造をめざし

た施策の展開を図っているところである。 

また、豊川市老人保健福祉計画・介護保険事業計画では、その第１期から「人 

生 悠々・快適・安心ライフを楽しむまち」を基本理念として掲げており、尐子化・

高齢化が進む中、この理念は、今後ともますます重要な視点となってくるものと考

えている。平成20年度にはこの基本理念を踏襲し、高齢者を取り巻く現状や今後の

対策をより一層推進するため、地域社会において、自分らしくいきいきと健やかに

安心して日常生活を送ることができるように、「第４期豊川市高齢者福祉計画・介

護保険事業計画」を策定したところである。 

このような状況の中、本市の今後の高齢者人口の増加を想定し、健康維持や介護

予防対策を中心に、高齢者が自立し、生きがいのある生活が実現できるよう、具体

的な政策の検討が急務であると考えられている。 

 

２.研究会の設置 

 

 本研究会は、今後到来する超高齢社会に対応すべく、高齢者の健康の維持や介護

の予防対策はもちろんのこと、豊かな経験や技術の伝承、趣味、習い事のできる環

境を提供することにより、高齢者が自立し、生きがいのある生活を実現できる社会

の実現に向けた各種施策について調査研究し、提案するためのグループで、当該課

題が今後の施策展開に影響を及ぼすと考えられる関係各課の職員によって全庁横

断的に構成されている。 

なお、活動費については、企画課所管の政策研究グループ活動費補助金を利用す

るものである。 
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３.研究会開催実績 

研究会は、計８回の会議を開催。第２回において、研究テーマを決定し、第３

回以降、研究テーマに沿って検討した。また、先進地視察は２回（鎌倉市・中津

川市）実施した。なお、実績は次のとおりである。 

平成 21年 10月 27日 第１回 

【議題】「事業概要、年間スケジュールについて」 

本会の趣旨を説明。会の名称を決定。次回、政策研究グループの概要

の説明を企画課に求めること、本研究会の研究テーマの選定等について

を議題とした。 

平成 21年 11月４日 第２回 

【議題】「企画課担当者概要説明、年間スケジュールについて」 

企画課担当者から他の政策研究会グループの活動状況を説明。本研究

会のテーマとしては、超高齢社会を迎えるに当たり、当該課題が将来的

に本市の重要な行政課題となることが想定されることから、特に高齢者

向けの施策として「新たな生きがいの場の創出及び将来的な介護保険等

の給付総額の抑制対策」をひとつの柱として、総合的な施策を考えると

いう研究テーマに決定。次回、テーマの概要の調整を議題とした。 

平成 21年 11月 16日 第３回 

【議題】「関係部署からの提出書類の調整方法、視察先について」 

構成員所属課で研究テーマに該当すると思われる、現在実施している

事業等を抽出、報告のうえ調整方法の検討を行った。なお、調整方法を

検討するにあたっては、先進的な事例をひとつの参考とすることが望ま

しいという結論に至り、視察先の検討を行った。次回、研究課題となる

事業を各課において再抽出のうえ提出することとした。 

平成 21年 12月９日 第４回 

【議題】「政策研究課題について」 

構成員所属課から抽出された研究課題となる事業を報告。取りまとめ

た事業についてどのような調整を図るか検討。併せて、当該作業の参

考となる視察先として、鎌倉市の「団塊の世代セカンドステージへの

支援」をピックアップし、先進地視察を行うことを決定。 

平成 21年 12月 24日 先進地視察① 

【視察】視察先 神奈川県鎌倉市 

団塊の世代活動支援施策・事業の取りまとめを行い、団塊の世代を始

めシニア世代の人々が地域において活躍できるよう、関係機関が連携・

協力し、「団塊の世代セカンドステージへの支援事業」を策定した鎌倉市

を視察。 
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平成 22年１月６日 第５回 

【議題】「各課生きがいづくり事業、先進地視察報告について」 

構成員所属課の現在実施している事業を再度抽出のうえ、報告。鎌倉

市の行政視察の内容を報告。鎌倉市の取組みは、団塊の世代対策という

が、実態は全市民を対象とした事業の集約であった。これらを踏まえて、

次回、本市における抽出事業のまとめの検討についてを議題とした。 

平成 22年１月 20日 第６回 

【議題】「生きがいづくり事業のまとめ、報告書作成、先進地視察について」 

実施計画と H22 当初予算の観点から、シルバーにこだわらず幅広い視

点で事業を収集。報告書は、現在介護高齢課が作成している高齢者向け

ガイドブックを視野に入れ調整することとし、骨子の調整をした。また、

2箇所目の行政視察先の検討を行い、高齢者の就労支援と地域振興を先進

的に取り組んでいる民間として、岐阜県中津川市のちこり村を視察する

ことに決定。 

平成 22年２月８日 先進地視察② 

【視察】視察先 ちこり村（岐阜県中津川市） 

高齢者雇用、遊休地活用、郷土料理の伝承、地場産業の提供等を実施

している㈱サラダコスモ運営のちこり村を視察。 

平成 22年２月 18日 第７回 

【議題】「先進地視察報告、報告書作成について」 

ちこり村の視察内容を報告。ちこり村は、３つの理念をもって、企業

単独の費用捻出（補助金なし）で維持運営している。従業員についても

充実しているとのこと。研究会として、報告書の作成内容をどのように

していくか、骨子を含めて検討。次回、報告書の原案作成と、内容の調

整を議題とした。 

平成 22年３月 17日 第８回 

【議題】「報告書作成の調整、政策研究グループ活動報告について」 

報告書の原案をベースに、考えられる様々な留意点等を討議し、調整

を行った。 
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４.現状の分析 

４－１ 人口の見通し 

 (1) 人口動向 

平成 17年の国勢調査によると、豊川市の人口は 181,444人で、平成 12年に

比べて 4,746 人、割合にして 2.7％の増加となっており、愛知県同様に微増傾

向にとどまっている。（表１） 

また、年齢３区分人口では、年尐人口が 15.3％、生産年齢人口は 66.7%、老

年人口は 18.0％となり、平成７年と比較して老年人口の増加が顕著となってい

る。（表２） 

 

（表１）市の人口推移と増減率 

（単位：人） 

区  分 平成７年 平成 12年 平成 17年 
伸び率 

（H17/H7） 

豊川市 172,509 176,698 181,444 1.05 

愛知県 6,868,336 7,043,300 7,254,704 1.06 
資料：総務省「国勢調査」（各年１０月１日現在） 

※H17／Ｈ7の値は、平成7年人口を「１」とした場合の平成17年人口の伸び率を指す。 

 

（表２）年齢３区分別人口の推移 

（単位：人） 

区   分 平成７年 平成 12年 平成 17年 
伸び率
(H17/H7) 

総  人  口 172,509   176,698   181,444   1.05 

年少人口（0～14歳） 29,483 (17.1%) 28,072 (15.9%) 27,748 (15.3%) 0.94 

生産年齢人口(15～64歳) 120,491 (69.8%) 121,520 (68.8%) 121,063 (66.7%) 1.00 

老年人口（65歳以上） 22,522 (13.1%) 27,091 (15.3%) 32,591 (18.0%) 1.45 

資料：総務省「国勢調査」（各年１０月１日現在） 
※総人口には年齢不詳が含まれているため、年齢３区分の合計とは合致しない場合があります。 

（注）%は総人口に占める割合を表します。 

 

 (2) 人口の見通し 

   本市における人口の見通しについては、コーホート要因法の推計によると、

近年の人口流入傾向が反映され当面増加傾向にあるが、平成 27 年をピークに

減尐傾向が見込まれている。（図１） 

   また。年齢３区分人口は、平成 31年には年尐人口は約 22,500 人（12.3％）、

生産年齢人口は約 112,500人（61.5％）、老年人口は約 48,100 人（26.3％）と

見込まれ、今後は老年人口割合がますますの増加傾向にあり、年尐人口割合、

生産年齢人口割合は微減傾向が見込まれる。（図２、図３） 
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                （図１）人口推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注）コーホート要因法とは、基準年次の男女別年齢別人口を出発点とし、これに仮定された男女年齢別生残率、

男女年齢別社会人口移動率、女子の年齢別出生率及び出生性比を適用して将来人口を求める方法です。 

 

 

      （図２）年齢３区分別人口の推移 
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４－２ 高齢者施策の課題 

平成 21 年版の高齢社会白書によると、わが国の高齢化の現状と将来像として、

人口推計等から見られる姿を以下のとおりまとめている。 

①５人に１人が高齢者という社会 

 →平成 20年 10 月 1日現在の 65歳以上高齢者人口割合が 22.1％ 

②2.5人に１人が 65歳以上、４人に１人が 75歳以上 

 →平成 25年の高齢化率は 25.2％、47 年は 33.7％、67年には 40.5％と推計 

また、総人口に占める 75歳以上は 67年には 26.5％と推計 

③年尐人口、出生数とも現在の半分以下に、生産年齢人口は 4,595 万人に 

 →年尐人口は平成 51 年に 1,000 万人を割り、67 年には 752 万人と現在の半分

以下になると推計、生産年齢人口は平成 24 年に 8,000 万人を割り、67 年に

は 4,595万人になると推計 

④現役世代 1.3人で１人の高齢者を支える社会の到来 

 →昭和 35年に１人の高齢人口に対して 11.2人の生産年齢人口がいたのに対し

て、平成 67年には１人の高齢人口に対して 1.3人の生産年齢人口 

⑤男性 83.67歳、女性 90.34歳まで生きられる 

 →平均寿命の伸び率から平成 67 年には男性が 83.67 歳、女性が 90.34 歳まで

平均寿命が延びると推計 

 

これらの推計結果から見られる課題として、わが国は世界のどの国も経験した

ことのない高齢社会へ突入することが見込まれている。 

また、現在の高齢者の姿と、高齢者を取り巻く環境の現状と動向については以下

のとおり分析をしている。 

(1)高齢者の家族と世帯がどのように変化してきたか 

・高齢者のいる世帯は全体の４割、そのうち「単独」「夫婦のみ」で過半数 

・子どもとの同居は減尐しているが、子どもは依然として心の支えとなってい

るものの、以前と比べると密度の薄い付き合い方でも良いと考える高齢者が

増えている 

(2)高齢者の経済状況 

 ・暮らし向きについて、苦しいと感じている高齢者は３割弱 

 ・高齢者世帯間の所得格差は大きいが、社会保障給付などの再配分により改善 

(3)高齢者と健康・福祉 

 ・国際的にみて日本では「自分は健康」と考えている人が多い 

 ・国際的にみて高齢者が医療サービスを利用する割合が高い 

 ・高齢者の要介護者等数は急速に増加しており、特に 75 歳以上人口で割合が

高い 

 ・主に家族（とりわけ女性）が介護者となっており、「老老介護」も相当数 
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(4)高齢者の就業 

 ・60歳を過ぎても働く高齢者、働きたい高齢者は多い 

 ・高齢者の雇用情勢は改善傾向で、就業率は 60代前半で上昇 

(5)高齢者の社会参加活動 

 ・近所の人たちとの交流が弱まっている 

 ・高齢者グループ活動への参加は約６割 

(6)高齢者の生活環境 

 ・交通事故は増加傾向 

 ・消費トラブルの被害が依然として 10 万件を超えている 

 

 さらに、白書では、「暮らし」「働き方」「健康」に関する７つのデータから読み

取れる今後の高齢者の姿を下記のとおりまとめており、これらのデータから、今後

は活動的な高齢者の増加が期待できる一方で、地縁や血縁の支えを持たないまま、

それに代わる人間関係を形成できずに孤立した高齢者が増加することが懸念され

ている。 

 これらを踏まえ、今後の高齢社会対策の展開に当たっては、困窮した高齢者が孤

立に陥らないコミュニティづくりや、地域の実情に応じた見守りシステムなど、地

域での取り組みを促進し、新たな居場所や地域社会とのつながりをもてる環境の整

備を進める必要があるとまとめている。 

①急増が見込まれる一人暮らし高齢者（一人暮らしをする者の割合） 

 →近年、一人暮らしの高齢者が増加しているが、世代別で見たときの傾向が続

くと仮定すると、今後、一人暮らしをする高齢者の割合は加速的に上昇する

ことが考えられる。 

②都市部に居住する高齢者が増加（都市部の人口） 

 →国立社会保障・人口問題研究所が公表した都道府県別の 65 歳以上の高齢者

人口を推計した結果によると、東京都や大阪府、埼玉県、愛知県などのいわ

ゆる大都市圏において高齢者人口が 200 万人を超えることが分かる。また、

平成 17年から 47年までの 65歳以上の高齢者人口の増加率の上位について

も、神奈川県や埼玉県などの大都市圏の都道府県で占められている。 

③上昇の兆しが見られる 60歳代の就業率（就業している者の割合） 

 →定年の延長や再雇用などを利用して 60 歳を過ぎても働く者が増えたことの

影響により、男女ともに高年齢層において就業率は上昇しており、今後もそ

の傾向は続くと考えられる。 

④男女ともに上昇する雇用者比率（雇用者比率） 

 →男女とも後に生まれた世代ほど雇用者比率が上昇する傾向にある。 

⑤高齢者の活動時間の倍増（スポーツの実施状況） 

 →30年前と比較すると、特に 60歳代では２～３倍に増加しており、健康で活

動的な高齢者の姿がうかがわれる。 
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⑥自分のやりたいことをやってみる 60 歳代（趣味・娯楽の実施状況） 

 →30年前と比較すると、各年齢層で趣味・娯楽にかける時間が増えている。 

⑦40歳代を中心に男性の各年齢層で肥満者が増加（肥満者の割合） 

 →男性の人口に占める肥満者の割合について見ると、すべての年齢層において

その割合は増加しているが、若年層での増加も著しいことから、将来的に高

年齢層の肥満者比率はさらに上昇すると予想される。 

 

 本市においても、人口の見通しから見て分かるように、平成 28 年には 65歳以上

人口が全体の４分の１を占める推計結果が出ており、わが国全体の動向と比較する

とその動きはゆるやかなものの、同じ課題が発生することが予想される。 

また、要介護認定者数の推移（表３）、介護給付金の推移（図４）、及び一般会計

から介護特別会計への繰出金総額の推移（図５）からみても、今後の本市における

高齢者施策（特に介護保険制度に関する経費）については、必要とされる財源が増

加の一途をたどるものと容易に判断ができる。 

このため、当然のことながら更なる財源の確保に向けた取り組みに加えて、介護

保険事業等における歳出総額の抑制に向けた施策の取り組み、これを補完する意味

で、介護保険事業を含めた福祉サービスの整備を進めていく必要がある。 

また、介護保険事業については、地域密着型サービスの整備による多様な介護ニ

ーズへの対応力強化や、要介護者本人及び介護者の経済的負担や心身の負担軽減、

介護給付適正化事業の充実と介護保険制度の趣旨普及、サービス事業者の支援・指

導の充実などについても、より一層の取り組みが必要である。 

以上の事柄を踏まえて、これら介護保険事業の推進と合わせて、高齢者向けの施

策について、全庁横断的に取り組む必要性があると考えられる。 

 

（表３）本市における要介護認定者数の推移   （単位：人） 

Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０
要支援１ 277 265 337 373 431 427 198 334 264
要支援２ 361 643 743
経過的 163 0 0
要介護１ 580 704 1,004 1,254 1,464 1,557 1,222 891 855
要介護２ 460 564 639 589 653 678 831 855 857
要介護３ 373 447 470 507 583 697 772 898 959
要介護４ 335 401 409 483 540 610 618 629 674
要介護５ 349 387 423 502 543 490 491 471 510
合計 2,374 2,768 3,282 3,708 4,214 4,459 4,656 4,721 4,862  
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（単位：円） 

※豊川市及び宝飯郡４町合算値 

（図４）本市における介護給付金総額の推移 

（図５）本市における一般会計から介護特別会計への繰出金総額の推移 

（単位：百万円） 

（単位：百万円） 

※豊川市及び宝飯郡４町合算値 
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４－４ 高齢者向け施策の現状 

65 歳以上の高齢者人口の確実な増加が見込まれる結果となった本市における人

口の見通しや、わが国や本市が抱える高齢者を取り巻く現状の環境や動向等などを

勘案すると、今後は本市における行政サービスの対象者として、高齢者世代は全体

に占める割合が高くなるものと類推される。 

このような高齢者に対する今後の具体的な政策の方向性を見出すために、現在、

本市においてどのような高齢者向けの施策が実施されているのか、その内容を把握

する必要があるため、現状について調査を行い、下表のとおり整理した。 

 

【H22.3.23現在、H22 当初予算ベース】 

区分 事業名 事業概要 所管課 

趣 
味 
・ 
教 
養 

民俗資料館企画展 民俗資料館でテーマにちなんだ民具やパネル等の展
示。 

生涯学習課 

発掘速報 前年度の発掘調査についての概説の実施。 生涯学習課 

ふるさと再発見講
座 

歴史や自然などを通して地域のよさを再発見する講座
の開催。 

生涯学習課 

遺跡が語る豊川の
歴史 

ある遺跡にスポットを当て、詳しく解説。 生涯学習課 

天平ロマンの夕べ 史跡公園に手作り万灯を並べて光に包まれる天平伽藍
を演出。その他アトラクションなど。 

生涯学習課 

伝統芸能交流事業 農村舞台で、民俗芸能を公演。（舞台及び芸能はいず
れも市指定文化財） 

生涯学習課 

東三河連携講座 東三河の市町村で１つテーマを決め、テーマにちなん
だ講座を連携して開催。 

生涯学習課 

「とよかわ生涯学
習ガイドブック」の
発行 

市域学習圏で開催される生涯学習事業「文化・芸術」、
「健康づくり」など分野ごとに分類し、紹介した冊子
の発行事業。 

生涯学習課 

地域生涯学習講座 市内の中学校区ごとの地域学習圏で生涯学習講座を開
催。 

生涯学習課 

生涯学習まちづく
り出前講座 

市が行っている仕事を、約 60 の講座として、担当する
職員が出向いて話をする。 

生涯学習課 

とよかわオープン
カレッジ 

知識や特技など自分の得意なことを教えたい方が講師
となり、学びたい方が受講する市民が主体となって運
営する学びの場の運営事業。 

生涯学習課 

文 
化 
・ 
芸 
術 

桜ヶ丘ミュージア
ム美術展 

豊川市民展審査員や郷土にゆかりのある作家の絵画、
彫刻、書道、写真、陶芸作品を展示。 

文化振興課 

豊川海軍工廠展 昭和 14 年に開庁し巨大兵器工場へと拡大し、昭和 20
年８月７日の空襲により 2,500 人以上の方が犠牲にな
るなど壊減的な被害を受けた豊川海軍工廠に関する資
料を展示。 

文化振興課 

豊川市民展 15 歳以上（中学生を除く）の方を対象とした絵画、彫
刻、書道、写真、陶芸の公募展の開催。 

文化振興課 

文化事業（市主催） 音楽鑑賞や寄席など市が主催する文化事業を開催。 文化振興課 

文化事業（文化協
会） 

豊川文化協会が主催する音楽コンサート、歌舞伎公演、
文化財めぐりなどの文化事業のほか、茶道・華道・書
道や絵画、陶芸教室などといった文化講座の開催事業。 

豊川文化協会 

朗読会 文字・活字文化の日にちなみ、大人向けの詩や小説な
どを朗読。 

中央図書館 
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国 
際 
交 
流 

お月見交流会 地域在住の外国人とお月見の風情を楽しむ。二胡の鑑
賞やお月見の話、茶話会の開催。 

豊川市国際交
流協会 

各種語学講座 英語、スペイン語、ポルトガル語、中国語、韓国語な
どの語学講座の開催。 

豊川市国際交
流協会 

生 
活 
・ 
安 
心 

65 歳これから講座 介護保険料のゆくえやいざという時の介護保険の使い
方、元気に暮らすために身体能力の向上方法を伝える
事業。 

介護高齢課 

つかもう元気会 いつまでも若々しく日常生活を過ごす方法、元気に暮
らす「ちから」を高めるための事業。 

介護高齢課 

認知症サポーター
養成講座 

認知症について正しく理解し、認知症の人やその家族
を見守り、支援するサポーターを養成。 

介護高齢課 

いきいきシニアス
クール 

認知症への理解や介護予防に関する知識を講義と実践
により身につける。 

介護高齢課 

豊川市民まつり「お
いでん祭」 

「市民（おどら舞）コンテスト」など各種イベントや
フリーマーケットを開催。 

商工観光課 

豊川市民まつり「豊
川手筒まつり」 

市内各地に伝わる「手筒花火」を一同に集めたイベン
トを実施。 

商工観光課 

消費生活相談・多重
債務相談 

悪質商法や商品、サービスのトラブル、また多重債務
について、専門の相談員が助言、あっせんを行う事業。 

商工観光課 

悪質商法被害防止
出前講座 

悪質商法の被害にあわないための方法を事例を紹介し
ながら講演。 

商工観光課 

フリーマーケット
事業 

豊川市におけるごみ減量の推進のため、豊川市は市民
団体（豊川リサイクル運動市民の会）と協力して定期
的にフリーマーケットを開催。 

環境対策課 

健 
康 
づ 
く 
り 

栄養バランス教室
（手ばかり教室） 

食事のバランス・適量を自分の手を使って学習する事
業。 

保健センター 

すっきりはつらつ
栄養教室 

簡単でおいしい料理の実演や食の話題を交えてバラン
スのとれた食生活を楽しくわかりやすく学ぶ事業。 

保健センター 

うつの講習会 うつ病の理解を深めるため、医師による基礎知識や接
し方についての講演。 

保健センター 

糖尿病・高血糖講演
会 

糖尿病について、医師・栄養士・歯科医師から予防方
法や体の中で起こっている変化に関する講演。 

保健センター 

認知症講演会 認知症の理解や家族の接し方について学べる医師等専
門家による講演。 

保健センター 

体操教室（一般向
け、男性向け） 

豊川市健康体操ハローウェルネスや筋力アップ体操な
どで、楽しく身体を動かしながら基本的な運動習慣を
身に付けていく教室を開催。 

保健センター 

得するウォーキン
グ教室 

ウォーキングを安全に効果的に行うため、姿勢や歩き
方を確認する教室の開催。 

保健センター 

８０２０めざそう
会 

健康につながる 8020（80 歳で 20 本の歯を残す）を達
成する秘訣について、8020を目指す仲間とともに交流
を深めながら学ぶ事業。歯科医師が講演。 

保健センター 

市民健康講座 医師会員及び市民病院の医師が講師となり、健康に関
する様々なテーマについて専門医の立場で講演。 

市民病院庶務
課 

ウォークラリー 佐奈川桜ウォークラリーを始め、四季のウォークイベ
ントを開催。（H21実績：桜と菜の花ウォークラリー、
本宮山健康ウォーク、牧野氏ゆかりの地ウォークラリ
ー、食べりんいなりんウォークラリー） 

商工観光課 

ス 
ポ 
｜ 
ツ 

スポーツフェステ
ィバル 

大会や教室、講習会を開催。 市民体育課 

トヨカワシティマ
ラソン 

子供から大人まで幅広い年齢層で楽しめるマラソンの
実施。 

市民体育課 

なぎなた教室 なぎなたの基本を学び、心身を鍛える教室を開催。 市民体育課 
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バドミントン教室 バドミントンの基本技術の習得と参加者の親睦を図
る。（講師：バドミントン協会指導者） 

市民体育課 

卓球教室 卓球の技術を習得。（講師：豊川市卓球協会指導員） 市民体育課 

フォークダンス初
心者教室 

コミュニティスポーツとしてフォークダンスを学ぶ。
（講師：豊川レクレーションクラブ指導員） 

市民体育課 

市水泳大会 チャレンジの部・競泳の部（25m、50m、100mのタイム 
レース）などの水泳大会を開催。 

市民体育課 

ホームルームダン
ス初心者講習会 

ホームルームダンスの基本を楽しく学ぶ。（講師：豊
川市スポーツダンス協会員） 

市民体育課 

市民スキー教室 スキーの技術向上及び参加者の親睦を図る。（講師：
豊川市スキー協会指導員） 

市民体育課 

ニュースポーツ教
室 

こどもから高齢者まで、気軽に楽しめる生涯スポーツ
を実践。（講師：豊川市体育指導員ほか） 

市民体育課 

水泳教室 水慣れからクロールを目標にレッスンする教室の開
催。 

市民体育課 

水中運動 水の特性を利用したジャンプ・前後運動など年齢、体
力を問わない水中運動の実践。 

市民体育課 

地 
域 
活 
動 

ファミリーサポー
トセンター事業 

育児を応援する「援助会員」となって、依頼会員（育
児を応援して欲しい方）の子どもの保育園送迎や外出
時における保育等の援助活動を行う事業。 

子ども課 

ボランティア・市民
活動団体等の紹介 

趣味や興味を生かした生きがいづくりの場として、地
域で活動するボランティア・市民活動団体を紹介。 

生活活性課 

高齢者・子ども交通
安全教室開催事業 

交通弱者である高齢者及び子どもに対して交通安全指
導の強化を図るために実施。 

生活活性課 

防犯パトロール活
動事業（シルバー人
材センターへの登
録） 

現在シルバー人材センターに委託し校区ごとに青色回
転灯パトロールを実施し地域の安全を図る。（シルバ
ー人材センターへの登録が必要） 

生活活性課 

アダプトプログラ
ム事業 

市民が道路・公園等の公共施設の里親となり、ボラン
ティアで美化活動や管理を行う事業。 

維持管理課 

学校サポーター制
度 

小中学校の教育活動や環境整備の支援をする無償ボラ
ンティアを募集。地域住民の多彩な知識、経験、技術
など、地域の教育力を積極的に活用し、学校教育の充
実や、開かれた学校づくりを推進するもの。 

教育委員会庶
務課 

スポーツ指導者登
録 

スポーツ指導者として登録し、地域スポーツを通じた
健康づくり、生きがいの場づくりを図る。登録した方
は、地域からの派遣要請等がある場合に、指導者とし
て派遣。 

市民体育課 

読み聞かせボラン
ティア養成講座 

読み聞かせボランティアを養成する講座の開催。 中央図書館 

放課後子ども教室
事業 

放課後の児童生徒の居場所づくりに係る事業につい
て、例えば運営ボランティアとして、また地元を代表
する講師として参画するもの。 

生涯学習課 

生涯学習支援ボラ
ンティアバンク 

自分の学習成果や特技・能力を各分野で講師として活
動できる団体、個人を登録する制度。ボランティア一
覧を公共施設に設置し、ボランティア派遣の依頼があ
ると、活動を依頼。 

生涯学習課 

そ 
の 
他 

ニューふぁーまー
ず農業応援窓口 

農業を始めたい方、農業に興味のある方のニーズに見
合う受け入れ先、活動状況等の情報を提供。 

農務課 

市民小菜園 市民小菜園において土に触れることなどで、農業に対
する理解を深めてもらう事業。 

農務課 

豊川市開業資金融
資制度 

金融機関が、市制度融資を利用し、開業に要する設備
資金、運転資金を融資する事業。 

商工観光課 

 

-12- 



  

 各課が所管する事業には、各課の目標に基づいて事業の制度設計がされているこ

とから、高齢者を対象者として意識していない事業も多い。しかしながら、逆に高

齢者を対象者として据えた場合、新たな事業展開が期待できる事業も多いこともま

た事実である。 
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５.先進地視察報告 

 団塊の世代が高齢期を迎える中、全国的にシニアライフに取り組んでいる市町村

が増えている。中でも神奈川県「鎌倉市」と岐阜県中津川市にある「ちこり村」は、

シニア世代や高齢者世代の方々が、地域において元気に活躍できるような特色ある

取組みを実施しており、本研究会として先進的な事例のひとつとして視察すること

となった。 

 その先進地の視察の報告については、次のとおりである。 

５－１ 鎌倉市 

① 視察先及び応対者 

神奈川県鎌倉市 鎌倉市役所 経営企画課：渡邊課長補佐、窪田主事 

② 視察日時 

平成 21年 12 月 24日（木） 午後１時 30分～午後３時 鎌倉市役所 

③ 視察参加者 

高橋孝男・松井孝浩（介護高齢課）、大場重男（商工観光課）、 

永田 裕（生涯学習課） 

④ 視察報告 

鎌倉市は、高齢化率が 25％を超え、県内の市町村と比較しても高齢化が進行

していることから、地域の担い手の高齢化が懸念されている。また、平成 19

年から団塊の世代が 60 歳に到達し始めたことから、今後団塊の世代の生活基

盤が地域社会に戻ることを想定し、また、地域社会の担い手となることを期待

して、自発的な活動を支援する体制づくりを課題としてとらえている。 

このような状況の中、鎌倉市では、庁内関係各課が連携・協力し、団塊の世

代の活動支援施策「鎌倉市団魂の世代セカンドステージへの支援事業」として

各事業に取り組んでおり、我々、豊川シニアライフサポート研究会の研究テー

マにも共通する点もあることから、今回、視察することとなった。 

◆鎌倉市の取組み 

（1）団塊の世代へのアンケート 

平成 18 年度に団塊の世代の市民を対象に「60 歳を過ぎてからの主な過ご

し方」と「今後 10 年の間に不安を感じる点」について、アンケート調査を

実施した。その結果、「60歳を過ぎてからの主な過ごし方」については、「仕

事をする」「仕事をしたい」が全体の 72.7％を占め、勤労意欲の高さがうか

がえたほか、地域でいきいき暮らしていくために「趣味や余暇で過ごす」「地

域活動やボランティア活動」をするなども重要であると考えられる。また、

「今後 10 年の間に不安を感じる点」では、「自身の健康維持」「家族の健康

維持」が全体の 50％であり、健康に対する不安の解消が求められている。 

 これらのアンケート結果から、「就労支援策」「地域活動支援策」「生きが
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い対策」「健康維持対策」の４つの施策の必要性が浮き彫りになった。 

（2）鎌倉団塊プロジェクト実行委員会の設立 

平成 18年２月に３つの市民活動団体の提案により、市民活動団体と市が「協

働」で、「鎌倉団塊プロジェクト実行委員会」を設立することとなった。団塊

の世代の地域活動への参加を促し、セカンドステージにおける生きがいの発

見を支援することを目的とした組織である。主な活動は「地域デビューのお

誘い」と題したイベント開催や市民活動ガイドブックの頒布、ホームページ

による情報提供などを行い、団塊の世代同士の交流とネットワークづくりの

推進を図った。 

（3）鎌倉市団魂の世代セカンドステージへの支援事業 

（1）（2）を踏まえ、平成 19 年１月に庁内関連各課で構成した「鎌倉市団塊

の世代対策調整会議」を立ち上げ、平成 20年１月に団塊の世代対策に係る庁

内方針として「鎌倉市団魂の世代セカンドステージへの支援」を策定し、団

塊の世代活動支援施策・事業を取りまとめた。 

この方針に基づき庁内関係各課が連携・協力し、団塊の世代をはじめ、シニ

ア世代の方々が、地域において元気に活躍できるよう、「就労支援策」「地域活

動支援策」「生きがい対策」｢健康維持対策｣の４つの視点から施策を整理する

ことにより、19 本の事業を進めることとなった。 

（団塊の世代活動支援施策・事業） 

施 策 名 事 業 名 所 管 課 

就労支援策 

熟年者向け就業支援事業 市民活動課 

（勤労者福祉担当） 

産業振興計画の推進（商工業元気ＵＰ

事業） 

産業振興課 

シルバー人材センター活性化事業 高齢者福祉課 

地域活動

支援策 

団塊の世代対策支援の推進 経営企画課 

地域のコミュニティー計画づくり 経営企画課 

防犯グッズ貸出事業（地域における防

犯活動） 

安全安心推進課 

市民活動団体との協働の推進 市民活動課 

（市民活動推進担当） 

消費生活情報提供事業 市民活動課 

（消費生活担当） 

ファミリーサポートセンターの運営 こども相談課 

地域福祉の推進 福祉政策課 

緑地・公園維持管理事業 みどり課・公園海浜課 
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史跡維持管理事業 文化財課 

応急手当普及員養成事業 救急救命担当 

生きがい対策 

地域生きがいづくり事業 生涯学習センター 

関連図書提供事業 中央図書館 

世代別図書館利用促進事業 中央図書館 

男の料理塾の開催 人権・男女共同参画課 

健康維持対策 
地域サポーター養成事業 市民健康課 

スポーツリーダー養成事業 スポーツ課 

 

◆まとめ 

団塊の世代の人たちは、群れない世代、干渉されたくない世代であり、パワ

ー溢れる世代でもある。それぞれのニーズをまとめるのは、たいへん難しい世

代でもあるが、今後の高齢者社会には、団塊の世代の潜在する大きな力は必ず

必要であり、その力を発揮させる支援施策はこれからも重要な課題である。 

本市でも今後、高齢者人口の増加は避けられない状況であり、団塊の世代だ

けに絞った取り組みに限らず、50 歳代の方たちまで幅を広げて、その定年後の

活動支援策を、早急に取り組む必要がある。 

本研究会の研究テーマについては、関連する課も多く、市として取り組むに

は、鎌倉市と同様に、庁内関係各課で検討する組織が必要ではないかと考える。

新規事業の検討も良いが、まずは、現在各課で行われている様々な関連事業を

整理し、定年を迎える方たちにわかりやすい情報提供をすることにより、利用

しやすい活動支援施策をまとめ上げることが必要であると考える。 
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５－２ ちこり村（岐阜県中津川市） 

① 視察先及び応対者 

岐阜県中津川市 ちこり村 総合企画室ちこり村支配人 宮川真一氏 

② 視察日時 

平成 22年２月８日（月） 午前 10 時 40分～午後１時 40 分 

③ 視察参加者 

高橋孝男（介護高齢課）、荒木誠二（農務課）、尾藤哲也（保険年金課）、 

丹羽弘明（福祉課）、手塚巧朗（企画課） 

④ 視察報告 

岐阜県中津川市は、高齢化率が 31.9％（2008年４月）で３人に１人が高齢 

者という超高齢社会が進行しており、岐阜県の山間部が抱える共通の問題であ

る過疎化と高齢化により地域の地盤沈下が進行している。このような状況をと

らえ、地域の活性化と元気なのに仕事のない高齢者への就業の場をつくること

により、街の元気を取り戻そうと取り組みを始めたのが、株式会社サラダコス

モが経営する「ちこり村」である。株式会社サラダコスモは、平成 19 年８月

に厚生労働省が主催する高年齢者雇用開発コンテストで、この事業により独立

行政法人高齢・雇用支援機構部門別賞（新職場創設）を受賞している。 

豊川シニアライフサポート研究会では、我々の研究テーマにある、高齢者の

新たな生きがいの場の創出のうち、「就労支援策」「生きがい対策」の事業の先

進事例として参考とするために、ちこり村を視察することとした。 

◆ちこり村の取組み 

（1）ちこり村の運営主体 

ちこり村の運営は、無添加・無漂白を理念に、安全・安心な「もやし」や「貝

割れ大根」などの発芽野菜の生産に取り組んでいる「株式会社サラダコスモ」

である。 

株式会社サラダコスモの仕事の基本は農業であり、その農業を取り巻く環境

は非常に厳しく「農家の後継者不足」「耕作放棄地の増加」などの問題があり、

中でも日本の食料自給率が 41％と先進諸国の中では、最低水準である。 

そのような現状の中で、株式会社サラダコスモでは、「今から、自分たちが

地元でできることからはじめよう！」と西洋の高級野菜「ちこり」の国産化へ

の挑戦が始まった。 

（2）西洋の高級野菜「ちこり」を選んだ理由 

「ちこり」とは、ヨーロッパ原産のキク科の野菜で、ヨーロッパ諸国では日

本のキャベツやレタスにように一般的に利用されているポピュラーな野菜で

ある。100g で 16 キロカロリーととてもヘルシーかつ低カロリーで、成分とし

ては、代表的なイヌリンを始め食物繊維や、カリウム・リン・カルシウム・ビ

タミンＢ・ビタミンＣなどが含まれ、血糖値の上昇を抑制するなどの効果があ
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り、欧米では、糖尿病患者の食事に用いられている。 

また、地元の中津川市では地場産の野菜とも競合せず、今まで輸入野菜だっ

た「ちこり」を生産すれば、尐しでも食料自給率をアップさせることができる

と「ちこり」の栽培を始めた。 

（3）ちこり村の目指す３つの元気 

株式会社サラダコスモで始まった「ちこり」づくりでは、地元中津川市の耕

作放棄地を活用し、高齢化する中津川市で高齢者を優先的に雇用しようと、

2006 年に 60 歳以上のパートさんを募集したところ 100 名の方からの応募があ

った。ちこり生産や除草作業や収穫作業にはじまり、ちこり焼酎の生産や施設

案内や販売などさまざまな仕事を担当するため、25 名（2010 年２月現在）の

高齢者を雇用している。 

このように、高齢者を「ちこり村」で雇用することにより、株式会社サラダ

コスモでは、「日本の農業の元気」「高齢者の元気」「地元の元気」という３つ

の元気を目指している。 

また、ちこり村内にある「バーバーズダイニング」は、農家のお母さんたち

による自分たちで育てた野菜を使った料理を中心に、薄味で体にやさしい手作

りの家庭料理や地元に伝わる伝統料理、ちこりを使ったメニューによるビュッ

フェスタイルのレストランで、県内外からのお客さんでいっぱいであり、たい

へんな人気を博している。 

◆まとめ 

ちこり村の取り組みのように地域資源を最大限活用し、元気なのに仕事がな

い高齢者の雇用の場を創出することにより、地元の元気、高齢者の元気につな

げていく必要がある。まずは、「今から、自分たちが地元でできることからは

じめよう」という理念が重要である。今後の高齢化社会には、団塊の世代の大

量退職により、潜在する大きな力は必ず必要であり、その力を十分に発揮して

もらう受け皿をつくることが、これから重要な課題となる。 

行政が、主体となっていくだけでは限界があるため、株式会社サラダコスモ

のようなしっかりとした企業理念をもち、その地域やそこに住む人々の潜在能

力を十分に引き出してくれる企業の進出に期待をするものである。 

そのためにも、本市としても企業や事業所に対する支援対策をしっかりと考

え、そうした事業へバックアップができる体制づくりをする必要があると考え

る。 
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６.シニアライフサポートに向けた政策提言 

全国的に尐子高齢化が進む中、本市においても現状分析で把握できたように、65

歳以上の高齢者人口割合の急激な増加は例外ではない。また、いわゆる団魂世代の

大量退職者時代を本格的に迎え、これら高齢者を対象とした施策の展開の必要性も

高まりつつあることは周知の事実である。 

特に、高齢者が地域でのふれあい交流の場を活用しながら、主体的に自身の健康

の増進を図るとともに、地域社会に積極的に参加ができる場の創出を進めていくこ

とにより、高齢者の生きがいの場を広げていくことを目指していく中で、結果的に

地域の活性化に資するための仕組みづくりが必要ではないかと考えられる。 

本研究会は、到来する超高齢社会への対応について、行政としてどのように取り

組んでいくべきか、全庁横断的に調査研究活動を行ってきた。本市における現状の

分析と課題の抽出、先進事例等の調査を踏まえて、今後、本市として取り組むべき

施策の方向性について、『政策提言』という形で取りまとめることにより、本研究

会の報告としたい。 

 

６－１ 情報の集約と発信 

市役所が扱う事業の中には、高齢者向けの事業等が数多くあるものの、それぞれ

の所管課の考えに基づいて情報の発信がなされているのが現状である。 

現在の情報社会においては、行政情報のみならず、多くの情報は多岐にわたるメ

ディア媒体を通じて、多様な形によって情報の受け手に提供されることから、時に

は、高齢者にとっては氾濫する膨大な情報量が大きなハードルとなっていることも

否定できない。 

このため、高齢者にとって「いつでも、容易に、必要な」情報が得られるための

配慮が必要であると考えられる。このため、高齢者のための行政情報を一元的に発

信する必要があると考えられる。 

(1) 情報誌等やチラシの発行 

情報を求める高齢者にとって、分かりやすく行政情報が取得できるよう、特に

高齢者に係る情報部分を集約してお知らせする情報誌等を発行する。 

なお、情報は生ものであり、日々、刻々と変わっていくことを鑑みると、常に

情報誌に掲載した情報がタイムリーで新鮮であるためには、掲載した情報を管理

し、定期的に更新していく必要がある。そのためには、これらの情報を取りまと

める主管課が必要となる。 

(2) 市ホームページでの情報提供 

情報化社会は今後、ますます進展していくと考えられ、高齢者においてもイン

ターネットを生活の一部に取り入れていく方も増加していくと考えられる。この

ため、情報更新のスピーディーさ、情報の新鮮さを考えると、(1)で発行した情
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報誌等を中心に、高齢者向けの情報について、市ホームページでの情報提供につ

いても配慮が必要と考える。 

(3) 高齢者からの意見集約 

増加する高齢者が行政に対してどのようなことを望んでいるのか、その意見等

を集約して行政サービス等に反映していくことも併せて必要なことと思われる。

情報の提供と併せて、意見を集約できる機会を創出することにより、適切な事業

の見直し等が図られる配慮が必要である 

 

６－２ 窓口の一元化 

本市における人口見通しによると、平成 31 年には老年人口割合が 26.3％と見込

まれ、実に４人に１人は 65 歳以上の方で占めることとなる。このため、近い将来

には、市役所の窓口に来庁される高齢者の方が増加することは比較的容易に判断さ

れる。 

また、近年では行政の窓口で、いわゆる「たらいまわし」を解消するために、行

政窓口のワンストップサービスがクローズアップされてきている。特に高齢者の方

にとっては、「市役所で行われている業務は専門的なことが多く、どこに話を聞い

たらよいかわからない」といわれる方も多い。 

このような状況を踏まえ、高齢者の方を対象に、高齢者の方が必要としている情

報を一元的に提供することができるために、窓口の一元化が図られることが望まし

いと考える。当然、より具体的な事業内容に関しての質問があれば、それぞれの担

当課での回答が望ましいため、この場合には、担当課へ紹介・橋渡しの役割も行う

ことが前提となる。 

将来的には窓口のあり方も議論されることと思われるが、当面の間は 65 歳以上

の来庁者を想定して、介護高齢課に一元的な相談窓口を設置することにより、６－

１で掲げた取り組み等についても同課で行うことにより、必要に応じて、介護予防

(介護を必要とする状態を未然に防ぐこと)事業の展開の中で、該当しそうな対象者

が参加している教室等で広く情報を発信することも可能となる。また、その中で個

別に支援の必要と思われる方には、その人にあった事業の紹介・参加を促し、個別

支援に繋げていくことも考えられる。 

また、高齢者から集約された意見等を行政サービスに反映していくために、市役

所の関係する各課等が実施する事業等について、高齢者施策の視点から全庁横断的

に助言等を行うことも必要ではないだろうか。 

 

６－３ 高齢者施策の展開 

本市では高齢者の方が長年培った多彩な能力や知識、経験を就労の場で発揮でき

るようにとシルバー人材センターが昭和 56 年 10月に設立された。 
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このように、今後も急速に進展する尐子高齢化の中で、いわゆる団魂の世代が生

きがいを持って活躍できる場を地域活性化につなげていく組織や、高齢者の健康増

進、生活情報、年金生活支援、資金運用、起業化、相談（例えばシニアアドバイザ

ーによる）などを総合的に扱うことのできる組織（シルバー・サポートセンター）

が、今後は求められると想定される。 

このような組織の設置には、市役所をはじめ、商工会議所などの商工分野、農協

などの農業分野、社会福祉協議会などの福祉分野など、幅広い分野からの情報を総

合的に管理し、提供していく必要があることから、関係分野の各機関等との調査研

究を進めていく中で、慎重に議論される必要がある。なお、これらの議論を進めて

いくにあたっては、以下に掲げる視点についても併せて検討が必要になると考えら

れる。 

(1)介護が必要な高齢者に対する支援策 

(2)介護が必要な高齢者の家族に対する支援策 

(3)高齢者の社会参加（地域活動参画）への支援策 

 (4)高齢者の健康づくり支援策 

 (5)高齢者の就労支援策 

 (6)高齢者の生涯学習参加への支援策 

 (7)高齢者の日常的な生活支援策 

 (8)高齢者の住宅環境の支援策 

 (9)ひとり暮らし高齢者に対する支援策 

 また、行政としても、関係各課で取り組んでいる事業のうち、上記の視点や本市

の高齢者福祉計画・介護保険事業計画の基本理念及び基本方針等を踏まえた制度の

構築が図られるよう、可能なところから事業の見直し等を進めていくことにより、

本格化する超高齢社会への対応を展開していくことが必要である。 
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７.最後に 

 本研究会では、間もなく迎える超高齢社会への対応については、今後の本市の重

要な政策のひとつとして必ず位置付けられる項目として認識し、全庁横断的に取り

組む必要性と、高齢者施策の今後の展開について議論を重ねてきたが、研究会構成

員の共通認識として、高齢者施策を全市的に取り組むためには、前章の中で提言し

た「窓口の一元化」が大きな鍵を握っているものと思われる。 

 このため、施策の推進には様々な検討課題が山積しているものの、まずは高齢者

のための窓口の一元化を具体化していくことが、高齢者施策の推進への第一歩とな

るものと考えた。本市においては、介護高齢課が高齢者支援、介護保険制度を担当

していることから高齢者の来庁機会が一番多い。当面の間は、当該課で一元的な窓

口の役割を担う中で、今後の議論を深めていくことが必要であり、早期にそのよう

な体制を構築していくことを期待してまとめとしたい。 
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