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第 1章 「生涯活躍のまち（日本版ＣＣＲＣ）」構想に関する調査・検討  

１．「生涯活躍のまち（日本版ＣＣＲＣ）」構想の背景 

（１）「まち・ひと・しごと創生本部」と「まち・ひと・しごと創生総合戦略」 

  政府は、人口急減・超高齢化という我が国が抱える大きな課題に対し、政府一体と

なって取り組み、各地域がそれぞれの特徴を活かした自立的で持続的な社会を創生す

ることを目指し、「まち・ひと・しごと創生本部」を平成 26年 9月、内閣府に設置し

た。 

その上で、人口減少と地域経済縮小を克服するため、平成 26年 12 月に「まち・ひと・

しごと創生総合戦略」を策定し、①「東京一極集中」の是正、②若い世代の就労・結婚・

子育ての希望の実現、③地域の特性に即した地域課題の解決という 3 つの基本的視点か

ら取組むこととしている。「しごと」が「ひと」を呼び、「ひと」が「しごと」を呼び込

む好循環を確立するとともに、その好循環を支える「まち」に活力を取り戻すことを目

指している。  

  「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（平成 26 年 12 月 27 日閣議決定）では、地方で

実施されてきた様々な政策効果を集約し、人口減少と地域経済縮小を克服するため、次

の 4つの基本目標を設定している。 

【出典：まち・ひと・しごと創生総合戦略 平成 26年 12月 27日 まち・ひと・しごと創生本部】 

 

（２）日本版ＣＣＲＣ構想有識者会議 

  「日本版ＣＣＲＣ」の導入に向けては、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、

その課題及び論点を整理し、結論を得るため、「日本版ＣＣＲＣ構想有識者会議」が開催

された。日本版ＣＣＲＣ構想有識者会議においては、「生涯活躍のまち（日本版ＣＣＲＣ）」
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構想の基本的考え方や制度化の方向性などについて、10 回の審議を経て「最終報告」と

して取りまとめが行われた。 

「最終報告」を基に、「生涯活躍のまち」の制度化を盛り込んだ「地域再生法の一部を

改正する法律案」の閣議決定（平成 28 年 2 月 5 日）、関係府省からなる支援チームの立

ち上げ（平成 28年 3月 11日）、「地方創生加速化交付金」「地方創生推進交付金（新型交

付金）」を通じた先駆的な取組の支援等が行われた。 

 

２．「生涯活躍のまち（日本版ＣＣＲＣ）」構想の官民の役割 

（１）構想の意義 

「生涯活躍のまち」構想は、「東京圏をはじめとする地域の高齢者が、希望に応じ地方

や「まちなか」に移り住み、地域住民や多世代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ような地域づくり」を目指すも

のである。  

本構想の意義としては、①高齢者の希望の実現、②地方へのひとの流れの推進、③東

京圏の高齢化問題への対応の３つの点があげられる。 

 

（２）基本コンセプト 

   平成 27年 12月 11日の「生涯活躍のまち」構想（最終報告）では、7つの基本コンセ

プトを示している。その後、平成 28 年 3 月 11 日に立ち上げられた生涯活躍のまち形成

支援チームにより、より「継続的なケア」の確保、「地域包括ケアシステム」との連携が

強調された内容となっている。 

 

 

 

 

 

 

【出典：「生涯活躍のまち」構想（最終報告） 日本版 CCRC構想有識者会議、生涯活躍のまち形成支援チ

ーム第 1回 資料１－１「生涯活躍のまち」構想の推進について】 
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（３）構想における地方自治体の役割 

  地方自治体は、地域の特性や強みを活かして具体的な構想を検討し、事業主体や地域

関係者と連携して、構想の実現を推進していくことが求められる。また、多様な主体が

特性や実績を活かし、地域において創意あふれる取組を行うことができるよう、事業主

体等に対する多様な支援を実施するなど、民間の活力を引き出す後押しの役割を発揮す

ることが期待される。 

【出典：「生涯活躍のまち」構想（最終報告） 日本版 CCRC構想有識者会議】 

 

３．米国ＣＣＲＣと「生涯活躍のまち（日本版ＣＣＲＣ）」構想 

（１）米国ＣＣＲＣとは 

米国ＣＣＲＣは、高齢者の自立と尊厳を守ることを重要な運営方針とし、保健・医療・

介護サービスを統合した包括的なサービスを提供し、高齢者が自立して健康に楽しく快

適に暮らせるよう、「自立型住まい」を中心とした総合的なサービスを提供している。   

ＣＣＲＣは、1960 年代から増加し、2007年には全米に 1,861ヶ所、74万 5,000人が居

住しているとの報告がある。ＣＣＲＣの平均規模は「自立型」215 室、「支援型」47 室、

「介護型」77室、計 339室となっている。 

ＣＣＲＣのソフト・サービスについては、図に示すように老化していくニーズに応じ

て、認知症予防、医療サービス、生活支援、介護支援などが総合的に提供されている。

すなわち、入居者は、自立して生活できる段階から、特別な看護・介護サービスが必要

な段階、そして人生の終末まで同じコミュニティ内で生活できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図  米国ＣＣＲＣの 3種類の住まい 

 要支援高齢者  要介護高齢者 

≪自立型住まい≫ 

ｲﾝﾃﾞｨﾍﾟﾝﾃﾞﾝﾄ ﾘﾋﾞﾝｸﾞ(IL) 

住民が可能な限り自由と尊

厳を保ちながら、自立して生

活できるよう、ハード・ソフ

トが設計されている。とくに

予防プログラムが充実して

いる。 

 

≪支援型住まい≫ 

ｱｼｽﾃｯﾄﾞ ﾘﾋﾞﾝｸﾞ(AL) 

他人の手助けが必要になっ

た居住者に、自立を最大限支

援するサービスを提供し、寝

たきりにならないような支

援プログラムが充実してい

る。 

≪介護型住まい≫ 

ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ(NH) 

寝たきりになった高齢者に、

必要な 24 時間体制の看護・

医療サービスを提供する。 

 

健常な高齢者 

疾病・介護予防 重度化予防 
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一般にＣＣＲＣでは、住まいとサービスの提供を受けるため、入居一時金と月額利用

料を支払う。退去後は入居一時金が返還される仕組みが整っており、アメリカでは住み

慣れた家を売却し、その資金を入居一時金に充てることで、多くの高齢者がＣＣＲＣに

入居できる。一時金返還システムはＣＣＲＣが普及している大きな理由の一つといえる。 

 

 
自立型 支援型 介護型 

入居時平均年齢 79 歳 85 歳 84 歳 

居室の広さ 
65.1㎡（1寝室ﾀｲﾌﾟ） 

41.9㎡（1 ﾙｰﾑﾀｲﾌﾟ） 
30.5㎡ 22.3㎡ 

男女比 女性 70％：男性 30％ 女性 77％：男性 23％ 

【出典：馬場園 明、窪田 昌行 「地域包括ケアを実現する 高齢者健康コミュニティ いつまでも自分ら

しく生きる新しい老いのかたち」九州大学出版会、2014】 

 

 

 

 

（２）従来の高齢者施設と米国ＣＣＲＣの基本的な違い 

従来の高齢者施設との違いは、米国ＣＣＲＣでは自立して生活できる段階から支援や

介護が必要な段階、看取りまでを同じ場所で高齢者のニーズの変化に応じ、必要な住環

境、医療、介護、予防、生活支援・生きがいサービスを継続して提供することができる

点にある。 

ＣＣＲＣでは、「自立型」、「支援型」、「介護型」の 3 種類の住まいがあり、高齢者であ

る住民が老化するにつれて変わっていくニーズに応じて、予防・医療サービス、生活支

援、介護支援などを総合的に提供している。人生の継続性を守ることで、環境の変化に

よる精神的な落ち込み等を防ぎ、人生の週末まで同じ場所のコミュニティ内で生活する

図  ＣＣＲＣのハードとソフト 
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ことができる。 

日本の従来の高齢者施設は要介護状態になってからの入居が居住の契機であり、入居

者はもっぱらサービスの受身的な存在であり、さらに地域との交流が少ない。 

 

従来の高齢者施設  「生涯活躍のまち」構想 

主として要介護状態になってから選択 
居住の 

契機 
健康時から選択 

高齢者はサービスの受け手 
高齢者 

の生活 

仕事・社会活動・生涯学習などに積極的に 

参加（支え手としての役割） 

住宅内で完結し、地域との交流が少ない 
地域と 

の関係 
地域に溶け込んで、多世代と協働 

【出典：生涯活躍のまち構想（最終報告） 日本版 CCRC 構想有識者会議】 

 

（３）「生涯活躍のまち（日本版ＣＣＲＣ）」のメリット 

「生涯活躍のまち（日本版ＣＣＲＣ）」の実現により、以下のようなメリットが考えら

れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  生涯活躍のまち（日本版ＣＣＲＣ）構想の実現は、移住・定住者の増加に留まらず、

既存住民におけるコミュニティ活動の活発化や、健康寿命の延伸等、生活の質（ＱＯＬ）

向上に資するものであるといえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・人口増加   ・雇用創出 

・消費拡大   ・税収増加  等 

 

・健康寿命延伸 

・将来的な医療・介護費用の抑制 等 

 

・コミュニティ活動の活発化 

・多世代交流の活発化 等 

 

・空き家、廃校等既存施設の活用 等 

経済面 

社会活動面 

健康面 

まちづくり面 
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第 2 章 周防大島町の社会資源と特性 

１．周防大島町の特色 

（１）地理的な特徴 

本町は、山口県南東部に位置し、瀬戸内海に浮かぶ島では 3 番目の面積を有し、島と

本土とは大畠瀬戸を渡る大島大橋によって連結している。面積は 138.09 平方キロメート

ルで、全域が瀬戸内海国立公園に指定され、地勢は全般的に山岳起伏の斜地で 600m 級

の山々が連なり、海岸部に狭隘な丘陵地が広がる程度で、大半を山地が占めており、年

間平均気温 15.5℃と比較的温暖な、青く澄みわたる瀬戸内の海と四季の彩り豊かな美し

い自然を有する町である。 

明治 22 年の「明治の大合併」、昭和 30 年代の「昭和の大合併」を経て、平成 16 年 10

月 1 日に大島郡の久賀町、大島町、東和町、橘町の 4 町が合併して、本町が誕生した。    

 

 

（２）社会的な特徴   

歴史・交流 

 ハワイ州カウアイ島と姉妹島縁組を締結しており、文化、産業、スポーツ交流など、

多岐にわたる交流活動を展開している。 

  産   業 

 みかん生産・水産業が基幹産業となっており、山口県のみかん生産量の 80％を占め

ている。 

 みかんや海産物を中心とした加工産業が活発で、みかん、竹の子などの缶詰加工、

カキなどの加工も盛んである。 

 水産業は、沿岸漁業が中心で、高級魚のタイやイリコとして加工されるイワシ漁等
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が盛んである。獲る漁業からつくり育てる漁業の転換を目指しており、種苗放流や

魚場の整備、水産加工業の育成、観光漁業の推進を図っている。 

 四方を海で囲まれており、風光明媚な島の随所に海水浴場、温泉、宿泊施設などが

整備され、多くの観光客が訪れている。 

 本町では町域全体に光ファイバー網を整備しており、東京の IT ベンチャーのサテラ

イトオフィスの誘致を実現した。この光ファイバー網を活用することで、高画質に

よる島の魅力の映像、遠隔地への授業配信なども期待される。 

医   療 

 本町は、3 つの町立病院を有しており、急性期や慢性期の患者に対応可能な体制が整

備されている。 

交   通 

 昭和５１年開通の大島大橋（平成８年に無料化）から伸びる国道４３７号線の拡張

整備により、自動車・バイク・サイクル等による利便性の向上が図られている。 

 本町では、住民の足として、バスが周防油宇～大畠駅、橘病院～大畠駅、周防八幡・

久賀～柳井駅間で運行されており、本町～広島バスセンター間を結ぶ高速バスも運

行している。また、棟畑～大畠間を乗合タクシーが運行している。 

 本町は、小松港－笠佐島港を結ぶ笠佐航路、日前港－江浦港・樽見港を結ぶ浮島航

路、久賀港－前島港を結ぶ前島航路、伊保田港－情島港を結ぶ情島航路の 4 航路を

有している。 

 

（３）人口動向 

本町の総人口は、平成 27 年 10 月 1 日時点で 17,199 人、65 歳以上の人口は 8,914 人

で全体の 51.8％を占めており、その内 75 歳以上の人口は 5,244 人で全体の 30.5％を占

めている。 

今後も人口減少の流れは避け難い状況にあるが、出生数及び定住促進施策の展開によ

り、0～14 歳と 15～64 歳人口減少の抑制が図られる見込みである。平成 52 年で総人口

10,000 人、平成 72 年で総人口 7,500 人の維持を目指している。 
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（本町の人口の推移）                      （単位：人） 

区分 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 
増減率 

（H27－H25） 

総人口 17,848 17,400 17,199 ▲3.64％ 

0～14 歳 
1,274 1,221 1,162 ▲8.79％ 
7.1% 7.0% 6.8% - 

15～64 歳 
7,766 7,382 7,106 ▲8.50％ 
43.5% 42.4% 41.3% - 

65 歳以上 
8,802 8,791 8,914 1.27% 
49.3% 50.5% 51.8% - 

  

65歳～74歳 
3,488 3,592 3,670 5.22% 
19.5% 20.6% 21.3% - 

75 歳以上 
5,314 5,199 5,244 ▲1.32％ 
29.8% 29.9% 30.5% - 

【出典：平成 25年・26年は平成 22年国勢調査の確報値に基づき推計した県推計人口、平成 27年は国

勢調査町丁年齢別人口（5歳階級・3区分）を基に作成（各年とも 10月時点）、下段は総人口に占める

割合】 

 

 

【出典：周防大島町 人口ビジョン】 

 

 

 



 

11 

  

（４）高齢者動向 

一般世帯及び高齢者のいる世帯の数は共に減少しているが、一般世帯に占める高齢者

のいる世帯の割合は年々増加しており、平成 27 年には 70.8％となった。高齢者単身世帯

の割合も平成 27 年には 28.5％となり、年々増加傾向にある。 

また本町の要支援・要介護認定者数は年々増加傾向にある。平成 26 年の第１号認定率

は 24.0％にのぼり、全国平均 17.9％、山口県平均 19.1％を上回っている。 

（本町の世帯類型別世帯数の推移） 

  

※一般世帯：住居と生計を共にしている人の集まり、又は一戸を構えて住んでいる単身者 

高齢者一般世帯：65 歳以上の人のいる世帯 

高齢者単身世帯：65 歳以上の人一人のみの世帯 

 高齢者夫婦世帯：夫又は妻のいずれかが 65 歳以上の夫婦 1 組のみの一般世帯 

【出典：国勢調査より作成】 

 

（介護認定率の状況） 
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一般世帯数及び高齢者一般世帯の割合

一般世帯数 高齢者一般世帯の割合

20.0%

22.0%

24.0%

26.0%

28.0%

30.0%

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

高齢者単身世帯の割合及び

高齢者夫婦世帯の割合

高齢者単身世帯の割合

高齢者夫婦世帯の割合
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２．周防大島町における社会資源の整理 

①医療資源 

  本町には、3 つの町立病院（周防大島町立大島病院、周防大島町立橘病院、周防大島町

立東和病院）、日良居病院および 7 つの診療所の計 11 の病院・診療所があり、地域医療

を担っている。 

 

 

 

②予防資源 

本町では、地域包括支援センターを中心として、生活機能の低下に伴い、「要支援・要

介護状態」になる可能性の高い高齢者を早期に把握・決定し、要介護状態への進行を予

防している。具体的には以下のような事業を実施している。 

 閉じこもり等に対する支援を必要とする高齢者の把握 

 温水プールでの体操、ウォーキングを中心としたエクササイズ等の指導 

 運動器の機能向上や認知症予防、食生活改善等を目的とした教室の開催 

 個人や各種団体に対する健康教育の実施 

 高齢者・介護者の心身の健康に関する個別相談、集会等での健康相談の実施 

 地域型認知症予防プログラムを修了した自主活動グループへの活動継続支援 

 リハビリ専門職による助言  等 

 

上述した事業の推進と併せて、周防大島版ＣＣＲＣ構想における具体的な取組として、 

すでに設置してある 124 カ所のサロンの内、5 カ所を介護予防サロンに、1 カ所を認知症

予防サロンに充実強化し、移住者と地域住民が多世代と交流しながら地域貢献ができる

新たなコミュニティづくりを目指している。 

  また、運動器の機能改善を目的に、介護の重度化の予防を目指しリハビリテーション

専門職による週 2 回 12 回コースの短期集中予防サービスを新たに実施することとしてい

る。 

 

③介護資源 

本町における介護等施設は以下の通りである。  
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④福祉資源 

  本町では、福祉関係諸団体や関係機関等との連携の強化を図り、学校教育や生涯学習

などにおいて、地域福祉に関する教育を積極的に推進し、住民の地域福祉への理解を深

めるとともに意識の高揚を図っている。 

  また、社会福祉協議会や民生委員児童委員、ボランティア等の地域住民の活動の情報

の共有化や連絡調整等を行い、ネットワーク化することにより、支援が必要な高齢者を

的確に把握し、必要なサービス等の提供と共に地域で見守る体制の構築を推進している。 

 

⑤生活支援資源 

  介護予防・生活支援サービスについては、新制度により指定介護予防訪問介護事業所、

指定介護予防通所介護事業所に加え、NPO、ボランティア団体等が実施可能なため、本

町では、住民主体による新たなサービスの創設や要支援者等に必要なサービスの提供体

制の整備を図り、以下のような事業を実施している。 

 訪問型サービス（掃除、洗濯等の日常生活上の支援） 

 通所型サービス（機能訓練や集いの場などの日常生活上の支援） 

 栄養改善を目的とした配食、見守り 

 介護用品の支給 

 高齢者を介護する高齢者に対する介護慰労金の贈呈 
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 食生活に関する相談・指導、栄養改善や健康に関する知識の普及啓発 

 生活習慣等の助言・指導 

 住宅改修に関する相談・助言 

 生活支援の担い手の養成・発掘等の地域支援等を行うコーディネーターの配置 

 協議体の設置 

 福祉タクシー費用の助成 

 栄養バランスの取れた食事の提供 

 自宅への訪問理美容サービス費用の助成 

 紙おむつ費用の助成 

 通所による日常動作訓練、ゲーム、学習活動  等 

 

⑥住宅・生活資源 

 本町では、高齢者が住み慣れた地域で、安心して自立した生活を送ることができるよ

う、高齢者一人ひとりの生活課題に対応した施設の整備とともに、安心・安全に暮らす

ための環境の整備を進めている。 

（居住系施設の整備・充実） 

 住環境の整備（緊急通報システム、住宅改修支援、相談・情報提供等） 

 空き家の活用（空き家情報有効活用システムによる空き家情報の収集・提供） 

（外出環境の整備） 

  公共性の高い施設のバリアフリー化、交通安全対策の促進等、地域ぐるみでハード・

ソフト両面での福祉のまちづくりを進めている。 

（高齢者が安心して暮らせる環境の整備） 

 災害時要援護者対策の推進（災害時要支援者の把握、避難誘導、救出活動等） 

 地域ぐるみの防災組織作りの推進 

 緊急通報体制の整備（ひとり暮らし高齢者等を対象とした緊急通報装置の貸与） 

 防犯体制の整備（防犯体制の整備・充実、啓発活動等） 

 消費者保護の推進（高齢者が被害者となる犯罪の未然防止等） 

 交通安全教育（参加・体験・実践型の交通安全講習等）  等 

 

⑦教育資源（保育園、幼稚園、小・中学校、高校、専門学校等） 

 本町には、地域貢献活動、ふるさと学習、合同学習会などの学力向上支援、地域と連

携したキャリア教育等の取組みが評価され、平成２７年度のキャリア教育優良学校とし

て、文部科学大臣から表彰を受けた山口県立周防大島高等学校など、特色のある学校が

立地している。 

 また、周防大島高校には、新たに福祉専攻課が設置される予定となっており、介護福

祉士の養成にも積極的に取り組んでいく。 
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 その他にも、看護師の養成を行う周防大島町立大島看護専門学校、工学や商船に関す

る教育が受けられる国立の大島商船高等学校などがある。 

 

（町内の保育・教育機関） 

保育所・保育園 小学校 中学校 高等学校 専門学校 

14ヵ所 11ヵ所 5ヵ所 2ヵ所 1ヵ所 
 

⑧観光・文化資源 

  本町は、島特有の景観を活かしたレジャー、文化的な施設等、多数の観光資源を有し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・五条の千本桜 

・仕合わせ祈願コース 

・四つ小島 

・巌門 

・延命の滝 

・立岩 

・ガルテンヴィラ大島 

・久賀八幡生涯学習のむら 

・周防大島文化交流ｾﾝﾀｰ 

・日本ハワイ移民資料館 

・星野哲郎記念館 

・陸奥記念館 

・なぎさ水族館 

・ｸﾞﾘｰﾝｽﾃｲながうら 

・長浦ｽﾎﾟｰﾂ海浜ｽｸｴｱ 

・ｻﾝｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ片添 

・橘ｳｲﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ 

・飯の山展望台 

・瀬戸公園 

・屋代ダム公園 
・片添ヶ浜温泉『遊湯ﾗﾝﾄﾞ』 

・竜崎温泉潮風の湯 

・道の駅サザンセトとうわ 

・片添ヶ浜海水浴場 

・庄南ビーチ 

・逗子ヶ浜海水浴場 

・青少年旅行村 

・ビー玉海岸 

・片添ヶ浜海浜ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ場 

・陸奥野営場・陸奥海水浴場 

自然 文化施設・体験施設 海水浴場・ｷｬﾝﾌﾟ場 

公園 温浴施設 レジャー施設等 

道の駅 



 

16 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典：周防大島町 HP 観光情報より作成】 

 

⑨行政資源 

本町は、庁舎、公民館等の以下の施設を有している。 

（町内の公的施設） 

役場・庁舎 文化ｾﾝﾀｰ等 図書館 公民館 給食ｾﾝﾀｰ グランド 

11ヵ所 ４ヵ所 ４ヵ所 ４ヵ所 ４ヵ所 ３ヵ所 
 

上記の文化センター等では、教育委員会主催の生涯学習講座として、食生活に関する

講座、歌の講演、健康講座、親子ふれあい遊び、旬のそば打ちなどの講座が開催されて

いる。 

 

⑩その他 

本町が整備に取り組んでいるサロンでは、高齢者自身が商品を見て買うことによる介

護予防を目的として、店舗までの送迎を行う買い物サロンを実施している。 

  また、地域社会が高齢者の活動を積極的に受け入れられるような意識づくりや環境づ

くりを行うとともに、高齢者自らが社会活動に積極的に参画しながら、健康づくりや趣

味活動に取り組み、それぞれの持っている能力を活かして地域活動の担い手となるなど、

高齢者の元気を地域の活性化につなげる環境づくりを推進している。 

 ボランティア活動の促進 

 シルバー人材センターの支援 

 生活支援サービス提供への参画の仕組みづくり 

 老人クラブ等の育成強化 

 生涯学習・文化活動 

・『星野哲郎』歌碑     ・シーボルト上陸記念碑   ・三尊碑（浄西寺） 

・世良修蔵の招魂碑     ・久賀の石風呂       ・八幡菩薩像 

・八田山公園と明治維新戦死者の墓碑   ・周防嫁いらず観音/ぼけ封じ観音 

・地家室の石風呂         ・大洲鉄然生誕の地          ・黄幡神社  

・家房の石風呂       ・山本万之丞翁頌徳碑     ・岩屋権現 

・帯石観音         ・庄地潅漑用水洞      ・文珠堂 

・明月上人誕生地      ・明治百年記念公園     ・服部屋敷 

・木造二天王立像      ・木造阿弥陀如来坐像      ・淡島様 

・楢崎剛十郎生誕の地     ・村上武吉の宝篋印塔    ・茂兵衛堂 

・薬師寺           ・青木周弼・研蔵生誕の地  ・鱶地蔵（泊清寺） 

・龍門好五郎手形碑       ・四境の役砲撃戦跡（浄西寺）  

歴史・民俗・文化 
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 スポーツ活動 

 世代間交流  等 

  本町では、国立大学法人山口大学医学部と連携し、現在社会実験を行っているサロン、

リハビリ、生活支援サービスを実施するボランティア、買い物サロン、コーディネータ

ー、地域ケア会議、在宅医療、認知症対策（認知症ケアパス及び基本チェックリストの

全戸配布、認知症地域支援推進員による認知症相談日の設定、初期集中支援チーム、小

学校・職域における認知症サポーター養成講座）等を、周防大島版ＣＣＲＣを推進する

中で、本町にふさわしい形での地域包括ケアシステムのメニューとして展開していくこ

ととしている。 

 

３．施設・住宅の 3 種類の住まい（自立型・支援型・介護型）への分類分析 

 本町における介護施設を、第１章 3 で説明した、生涯活躍のまち構想における 3 種類

の住まい（自立型・支援型・介護型）に分類すると以下の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本町においても、日本の従来の形態と同様に、寝たきりになるなど介護度が一定程度

進行した高齢者に対する施設は複数あるものの、介護度が比較的進行しておらず、介護

予防プログラムの充実により、重度化が防げる可能性のある高齢者に対する施設は十分

≪医療施設≫ 

 町立病院 （３ヵ所 定員２６０名） 

 その他病院・有床診療所 （８ヵ所 定員１７０名） 

 

 要支援高齢者  要介護高齢者 

≪自立型住まい≫ 

自立して生活できるための

予防プログラムが充実 

 ｻｰﾋﾞｽ付高齢者住宅 

（2ヵ所 定員 49名） 

 

 

≪支援型住まい≫ 

寝たきりにならないための

支援プログラムが充実 

 該当なし 

≪介護型住まい≫ 

寝たきりの高齢者に、24 時間

体制の看護・医療ｻｰﾋﾞｽを提供 

 養護老人ホーム 

（1 ヵ所 定員 50 名） 

 特別養護老人ホーム 

（5 ヵ所 定員 233 名） 

 軽費老人ホーム 

（1 ヵ所 定員 50 名） 

 介護老人保健施設 

（2 ヵ所 定員 130 名） 

 グループホーム 

（6 ヵ所 定員 72 名） 

 有料老人ホーム 

（6 ヵ所 定員 75 名） 

健常な高齢者 
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とはいえない状況にある。 

４．空き家の現状 

  平成 26 年 12 月に総務省統計局より発表された平成 25 年住宅・土地統計調査結果（確

報）によると、本町では平成 25 年時点での住宅総数 13,120 戸に対して、4,840 戸の空き

家があり、空き家率は山口県内で最も高い 36.9％で、住宅総数のほぼ 3 分の１が空き家

となっている。前回調査（平成 20 年）からの増加率 4.6％（510 戸）も県内で最も高い

数値となっている。 

住宅総数 空き家 

平成 25

年 

（戸数） 

平成 20

年 

（戸数） 

増減 

（戸数） 

平成 25 年 平成 20 年 増減 
空き家

の総数 

（戸数） 

空き家率 

（％） 

空き家の 

総数 

（戸数） 

空き家

率 

（％） 
戸数 

ポ

イン

ト 
13,120 13,420 -300 4,840 36.9 4,330 32.3 510 4.6 

 【出典：平成 25 年住宅・土地統計調査結果（確報）】 

 

５．社会資源の総合分析 

これまで整理を行ってきたように、本町は、周防大島版 CCRC 構想を支える多くの資

源を有している。本構想を推進していくためには、この構想が持つ社会的使命としての

理念を明確にするとともに、地域包括ケアシステムとの連携を図り、既存資源を有効に

活用しながら、理念を実現するためのハードとソフトを構築していく必要がある。 

今後、自立して生活できる段階から支援や介護が必要な段階、看取りまでを同じ場所

で高齢者のニーズの変化に応じて、提供していくためには、空き家や既存施設等を活用

しながら、自立型住まい、支援型住まい、介護型住まいを段階的に整備していくと共に、

介護・疾病予防や、生活支援体制の充実を図っていくことが考えられる。 
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第３章 「周防大島版ＣＣＲＣ構想」の方向性 

１．ビジョン～目指す未来像 

   

 

 

 

周防大島版ＣＣＲＣ構想の目標は、魅力ある周防大島版ＣＣＲＣを実現し、県内、東

京圏も含め、全国から 1,500 人以上をこれから約 25 年間で迎え入れることである。 

  魅力ある周防大島版ＣＣＲＣが実現したとき、移り住む可能性が高いのは、仕事を引

退した 60 歳以上高齢者であると想定される。これらの高齢者に健康でいきいきと就業で

き、安心安全な環境を提供し続けることが、目標とする 1,500 人の移り住みにつながる

と期待される。 

  また、周防大島版ＣＣＲＣを実現することで、高齢者を支援するＩＣＴ，ＡＩ，Ｉｏ

Ｔを活用したインターネットビジネスや生産性・付加価値の高い農業、および新たな教

育システムのしごとが生まれ、これらには 20 代以上の若者が関心を抱き、移住につなが

る可能性がある。 

 

２．周防大島版ＣＣＲＣ構想のコンセプト 

①移住対象者 

  まずリタイアした 60 歳以上のアクティブシニアを対象とし、次にＣＣＲＣが構築さ

れる中で生まれる介護予防、医療・介護の新しい仕事や、シニアの新しい働き方等を

支える仕事に取り組む子育て世代を含む様々な世代を移住対象とする 

 

②移住形態 

 ・全国からの移住 

 ・町内から拠点地域への近隣転居 

 

③対象エリア 

  町内全域を対象 

 

④住まい・生活環境 

 ・空き家や既存施設等の活用により、自立型住まいの構築と看取りまで継続してケアを   

  提供できる居住環境の構築 

 ・大規模なサービス付き高齢者住宅等を新たに整備するものではなく、空き家、既存施

設の有効活用による安価なＣＣＲＣの実現 

 

全国から高齢者が移り住み、島の住民と交流・協働する中で、健康に、いきいきと、

安心・安全に暮らせる健康寿命日本一のコミュニティを実現する 
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⑤提供するサービス 

 ・健康にいきいきと、安心・安全に暮らすための生涯活躍プラン作成システムの整備 

 ・健康づくり、健康寿命延伸のための健康増進・予防プログラムの構築 

 ・健康で元気なシニアが就業、ボランティア活動ができるメニュー・仕組みの構築 

 ・山口大学医学部と連携した地域包括ケアシステムメニューの構築 

 ・拠点事業所を中心に町内全体をネットワーク化し、必要な医療介護サービスをそれぞ  

  れのニーズに応じて提供していく大規模多機能システムの構築 

 ・空き家等を活用した自立支援から看取り・ホスピス機能を持つシステムの企画構築 

 

⑥地域との関わり 

   移住者と町民だけでなく、町民同士、地域住民全体の一体感を高め、協同体意識を

構築する 

 

⑦運営主体 

  社会福祉協議会、町立病院、民間事業者等 

 

３．理念 

  周防大島版ＣＣＲＣ構想が住民を幸せにする構想となるよう、実現にあたっての意思

決定や行動規範となる理念を以下のとおりまとめる。 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

４．到達目標 

  達成目標年度は 2020 年、および地域包括ケアシステムの実現を目処とする 2025 年を

節目のゴールとし、具体的に何を、どのような形で達成していくかを、基本計画、事業

計画で具体的に策定していく。 

 

健康 健康寿命が延伸し、要介護認定率が低い 

いきいき 
高齢者ひとりひとりが、それぞれの居場所、コミュニティでの

役割を持ち、生きがいをもって暮らしている 

安心・安全 

医療介護が必要になっても、今の住まいで最期まで安心して暮

らせる地域包括ケアが構築され、また認知症になっても、今の

住まい、コミュニティの中で安全に暮らせる認知症支援ネット

ワークが構築されている 
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５．戦略 

町、国を取り巻く環境が変化していく中で、目標を達成するために町が持つ資源（人

材、施設、資金、技術等）を、どの方向に優先して展開していくか、という町が取るべ

き方向性となる戦略を策定する。その際、到達目標を達成するための戦略として、ＩＣ

Ｔ技術、ＡＩ技術、ＩｏＴ技術の活用、遠隔医療システムの構築等があり、これらにつ

いても整理する。具体的には、基本計画、事業計画で具体的な戦略を策定していく。 

 

６．「周防大島版ＣＣＲＣ構想」を実現するためのハードとソフト分析 

  目標の達成に向けた戦略を策定していく上で、町が持つすべての資源を整理、分析し、

具体的な行動が出来る戦術レベルの計画について、基本計画、事業計画等で具体的に作

成する。 

 

７．地域包括ケアシステムとの連携 

  生涯活躍のまち（日本版ＣＣＲＣ）構想では、地域包括ケアシステムとの連携が強調

されてきた。最終報告から、生涯活躍のまち形成支援チームが検討した基本コンセプト

は、７つから５つになり、「地域包括ケアシステムとの連携」が取り入れられた。 

  本構想では、町民をはじめ、移住者へも住まいから予防、医療、介護までを一体的に

提供する基盤の内容についても検討していく。その際、既存福祉拠点、空き家の活用、

サロン活動等をワンストップで相談・調整する人材の育成も必要となる。 

 高齢化率が全国でも先行した本町は、地域包括支援センターを中心に地域ケア会議の

充実を図っていく。 

 ※地域包括ケアシステムの定義を「医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提

供される仕組み作り」としている。 

 

８．自立型住まいのデザイン 

（１）3 種類の住まい 

本構想における高齢者の住まいについて、ニーズの変化に応じて対応する 3 種類の住

まい、特に自立型住まいのあり方、デザインについて、空き家の活用も視野に入れて検

討する。さらに、空き家のリノベーション等のハード構築についての資金調達方法につ

いても検討する。 

 

（２）自立型住まいの重要性 

  食事の支度や身の回りの世話など、自ら行える範囲は加齢により変化していく。米国

ＣＣＲＣにおける、元の住宅からＣＣＲＣの自立型住まいへ住替えを行う代表的な理由

として、以下のものが挙げられる。 
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【住替えの理由】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米国でのＣＣＲＣへの住み替えは、おおむね 80 歳前後で、日本でも 80 歳を超えた時

点で要介護認定率が増加することを考えると、これらの高齢者のニーズに応える「健康・

いきいき・安心安全」な自立型住まいの提供の価値は高く、全国からこれらの希望を持

った高齢者の住み替えニーズに合致した自立型住まいを提供する意義は大きいといえる。 

 

（３）空き家の利用 

 本町には、平成 25 年時点で 4,840 戸の空き家があるが、住み替えを希望する高齢者に

向けて、空き家をリノベーションし、町のさまざまな予防プログラム、生きがいプログ

ラムを活用して、できるだけ自立して生活を継続できるような自立型住まいをデザイン

する意義は大きいといえる。 

空き家の活用について重要なことは、これらの住宅がすべて活用可能であるか、どの

ような住宅として活用可能であるかを分析することである。すなわち、5 千戸近くの空き

家を、立地、広さ、間取り、庭の広さ、築年数、傷み具合等によって分類し、空き家活

用の戦略、優先順位をつけて、総合的な利用方法を検討していくことが重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①一人で食事をつくることが億劫になり、栄養のバランスが悪くなってきた 

②一人暮らしや、子供がいなくなった部屋は広すぎて、掃除や庭の手入れ等住宅

のメンテナンスが出来なくなってきた 

③他の人と交流したり、話したりする機会が持てなくなり、ＣＣＲＣのようなコ

ミュニティの中で生活したい 
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第 4 章 「周防大島版ＣＣＲＣ構想」が本町に与える影響と効果 

１．介護・医療保険に与える影響 

高齢者の移住を推進するにあたっては、移住者の介護・医療リスクを考慮する必要が

あるが、移住した高齢者の全員が要介護状態となるわけではなく、また、要介護となっ

た高齢者のうち特養等の施設に入所するのは、受給者全体の 1割程度と言われている。 

  本町は人口減少の影響で、将来、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム等の介護施設

の入居者の確保が困難となることも予想されているが、その空きベッドを近隣地域、お

よび全国からの介護の必要な高齢者の移住受入に活用することが可能である。その際の

介護費用は、移住元の市町村の介護保険が適用される「住所地特例制度」により、本町

の介護保険財政にすぐさま負担が生じるものではない。 

  住所地特例制度とは、本来介護保険では、地域保険の考え方から、住民票のある市町

村が保険者となるのが原則であるが、その場合、介護保険施設等の所在する市町村に給

付の負担が偏ってしまい、施設等の整備が円滑に進まないおそれがあるため、特例とし

て高齢者が高齢者向けの施設（サ高住、有料老人ホーム、特養等）に移住する場合には、

住民票を移しても、転出前の市町村が引き続き保険者となる仕組みである。 

  この特例により、移住先自治体として費用負担を考慮することになるのは、在宅への

移住で医療・介護が必要となった場合に限られる。 

平成 27 年 4 月からは、有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者住宅についても

対象に加えられ、健康な時からサ高住に移住し、継続してサ高住に住み続ける場合でも

本特例が適用される。  

 

【出典：社会保障審議会介護保険部会（第 59 回）介護保険適用除外施設における住所地特例の見直しにつ

いて（参考資料）】 

 

２．医療・介護の総合確保について 

  平成 30 年度は、第７次医療計画と第７期介護保険事業計画が同時にスタートする年で

あり、町立３病院を有する本町は、地域医療構想に基づく病床の機能分化・連携が求

められることが予測される。 

このため、かかりつけ医と町立病院との緊密な連携により、住民及び全国からの移
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住者が安心して人生の最期まで暮らすことが出来るよう、医療機能の分化・連携を進

めるための施設整備、在宅医療の充実、医療・介護従事者の確保・養成など、地域包

括ケアシステムの構築による医療・介護の総合確保体制の構築を目指す。 

また、改正地域再生法では、生涯活躍のまち（日本版ＣＣＲＣ）を実施する市町村

は、介護保険事業計画との調和が求められていることから、第７期介護保険事業計画

は、周防大島版ＣＣＲＣ構想との整合性を確保する。 

  

３．雇用創出について 

（１）ＣＣＲＣが創出するしごと 

周防大島版ＣＣＲＣ構想と地域包括ケアシステムを構築していく中で、医療介護の他

に住まい、予防、生活支援等の分野で様々な「しごと」が生まれ、「ひと」の雇用が生み

出されていく。 

  日本全体で高齢化が進み、社会保障による給付を受ける高齢者と支える年代のバラン

スが１：１に近づいていく中で、給付される年金は減少し、更に支給開始年齢も 70 歳程

度まで延伸される可能性もある。今後は、現在の定年年齢以降も継続して働き、70 歳程

度まで収入を得続けることが求められる時代に突入することが予測される。そのため、

特に 60 歳から 75 歳までの人材が働ける雇用の場をつくり出していく必要がある。 

  また、ＣＣＲＣ構想における雇用の創出については、 

     ① ＣＣＲＣ自体が創出する仕事 

    ② ＣＣＲＣを支えるために創出される仕事 

の 2 種類があり、これらについて整理する。（下図参照） 

 

 

 

  前述の図で示した通り、新たに創出される雇用には、移住してくる高齢者が入居する

施設等の運営にかかる直接的な雇用の他に、日常的に提供される医療・介護サービス、

移住者の生活の質（QOL）向上につながる様々なサービスや、移住者やその家族による地
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域での消費の増加に伴う雇用の創出などが期待される。 

  新たな人の流れを雇用につなげるため、島スクエアや担い手支援センターとも連携し、

移住者の就業機会の創出に取り組んでいくことが求められる。 

 

（２）働く人材について～シニアの採用と活用 

   住民及び移住したシニアの能力や経験を活かせる環境を整備し、能力や成果に応じた

人材の処遇を行うことは、人手不足解消とシニアの活用（収入と役割の確保）という

Win-Win の関係を築くことにつながる。そして、75 歳位まで働ける環境づくりに専念す

ることにより、全国からアクティブシニアが働く場を求めて移り住む可能性が高まり、

相乗効果を生み出すことになる。 

   なお、働く場としては、農業、漁業、介護、教育等の分野の可能性があり、継続的に

検討を行っていく必要がある。特に農業の分野では、島スクエアで培ってきたノウハウ

等を検証し、若い世代も子供を育てながら生活していける環境づくりを検討していく。 

 

４．教育改革に与える効果 

  若い世代の移住においては、子供の教育が大きな問題となる。本町では小中学校の生

徒数の減少もあり、長期的な視点での対策が必要な状況である。 

  そこで、周防大島ならではの特色ある教育をＣＣＲＣ構想と関連して検討していく意

義は大きいといえる。本町の属する山口県には、教育に関して歴史的に有名な吉田松陰

の松下村塾があり、松下村塾は、萩町の田舎にありながら、その当時では革新的な教育

により、明治維新に大きく貢献した。 

  本町の教育理念においても、松下村塾をモデルに検討していくという方向性も考えら

れる。松下村塾の教育スタイルは、複数人が集まってテキストを読み、討論を行う会読

や、二人で読み込む「対読」が特色であり、教育界出身者や豊富な経験を持つシニア（地

域内ないし全国から移住）が小中学校のひとり一人の教育・相談担当という仕組みを作

れば、町独自の特色ある教育が、周防大島版ＣＣＲＣ構想における役割創出という面で

も相乗効果を発揮する可能性は高い。このような教育システムを構築することで、本町

独自の特色のある教育を提供していける可能性がある。 

 

５．生きがいの創出 

  本構想の理念の一つであるいきいきと暮らすための仕組みづくりについて、これまで

取組んできた多くの施策を整理分析し、ＣＣＲＣという新たな視点を入れ、生きがい創

出のためのプログラムを検討していく。 

  いきいきと働くためには、生きがいが必要となるが、地域包括ケアシステムのモデル

となったデンマークでの研究では、生きがい創出には、高齢者に「役割」をもたせるこ

とが重要であるとしており、特にボランティア活動が「役割」創出に重要な役割を果た
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している。本町でもボランティア活動に取組んできた歴史があるため、これらを分析し、

今後の取り組みについて検討していく必要がある。 

 

６．影響と効果についての比較分析 

  周防大島版ＣＣＲＣ構想の実現が、本町に与える効果として、直接消費による効果、

社会保険料収入、町民税収入、人口増加による地方交付税、サ高住をはじめとした施設

整備に伴う固定資産税・法人町民税の増加等が考えられる。また、高齢者の移住にとど

まらず、介護・医療関連事業や、生活を支える様々な産業への生産年齢層の従事者の移

住も期待できる。 

周防大島版ＣＣＲＣ構想を推進するにあたっては、移住者の介護リスク、移住による

経済効果、住所地特例、財政調整などの効果により、ただちに本町の負担増につながる

ものではない。可能な限り高齢者が元気な状態を保ち、それぞれのコミュニティでの役

割を持ち、生きがいをもって生活できるような仕組みを整備することが重要となる。 
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第５章 事業化計画 

１．事業化に向けた計画策定 

  基本計画・事業計画を実施していく上での次の６つの課題について認識し、実行し

ていく計画を策定する。 

 【実現のための６つの課題】 

（１）ＣＣＲＣ構想の理念を持つ 

（２）理念を実現するためのハードとソフトを構築する 

（３）介護費用負担の考え方を考慮し、安価な提供方法を構築する 

（４）開発方法、経営方法を構築する 

（５）日米の生活習慣と文化の違いを知り対応する 

（６）規制と制度を時代、地域のニーズに応じて改革する 

なお、推進体制についても記載する。 

  国、地方自治体、事業主体（運営推進法人）がそれぞれの役割を担い、連携して構

想を推進していく。下図にイメージ図を示す。 

 

 

【出典：「生涯活躍のまち」構想（最終版）概要 日本版 CCRC 構想有識者会議】 

 

２. 周防大島版ＣＣＲＣ構想の推進に向けた連携 

周防大島版ＣＣＲＣは、町立病院や医療法人、特別養護老人ホーム、サービス付き

高齢者住宅等の多様な主体が、それぞれプレイヤーとして、事業推進に取り組むとと

もに、ネットワークを構築することが重要である。 
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地方創生のキーワードは、産官学金労言といわれており、これまでの様々な定住対

策にかかわってきた各種団体と有機的に連携することが重要となる。 

山口大学は、包括協定に基づき、周防大島版ＣＣＲＣについて、ＰＤＣＡサイクル

による検証を行う。 

山口銀行及びＹＭＦＧ ＺＯＮＥプラニングは、包括協定に基づき、周防大島版Ｃ

ＣＲＣ構想策定及び地域経済に与える効果の検証、また都会にも店舗を有する金融機

関のネットワークを通じて、情報発信や情報集約を行う。 

地方創生推進協議会は、本事業の成果を検証し、今後の施策展開の意見聴取を行う。 

重視するのはケアか、仕事か、のんびり暮らしかに応じた生活設計を一体的にサポ

ートするワンストップの定住相談窓口である定住促進協議会は、移住希望者への情報

発信の方法について検証を行う。 

また、町の特産物であるみかん等の地域資源を活用して、移住者の起業支援を行う

「国立大島商船高等専門学校」が主催する「島スクエア」は、雇用創出の検証を行う。 

元気な移住者が第１次産業の新たな労働力となるよう担い手支援センターや営農

塾、帰農塾等を活用して研修生としての受け入れを進めるなど、これまで取組みを更

に充実する。 

 

  


