
自立時 虚弱時 要介護時 完成期

多目的室
ｺﾐｭﾆﾃｨ
ｶﾌｪ

居宅介護支援 訪問介護
小規模多機能
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
定期巡回

訪問看護 クリニック
ﾌﾛﾝﾄｽﾀｯﾌ
助け合いの会

・今まで通りの自由な生活
・ｺﾐｭﾆﾃｨｶﾌｪの利用で自由
な時間を確保。

・日中の緊急時は顔なじ
みのスタッフが対応。

・入院しても手続きや、
お見舞い対応で安心。

・ライフプランに沿っ
たケア計画を作成。

・食事、清掃などの生
活支援サービス。

・病院の付き添いや、
生活相談。

・緊急時は連携し、24
時間365日の体制。

・在宅介護事業所や医
療機関と連携し、対応。

・訪問、通いによる食
事、入浴などの生活
支援サービス利用。

・ライフプランに沿った
看取りの体制。

・夜間も医師と連携し
対応。

・医療行為が必要に
なっても安心。

自立の時から看取りまでの連続的・継続的ケアが受けられる体制
を整えます。

地域の社会資源活用と連携

＜ケアの安心：自立～介護～医療の連続性＞
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住み替え

サービス利用

食事

介護

生活支援サービス

有料サービス

スタッフ
（24時間365日
人がいる体制）

スタッフ

（ 日中見守り）

地域住民

自立型・介護型住宅

食事

介護

生活支援サービス

有料サービス

住宅

地域資源の空家を活かし、住まいを整備、サービス拠点のサービスを受けながら最後まで
の生活を可能にすることで、地域住民の定住を促進する。

スタッフ

（ 日中見守り）
介護

有料サービス

スタッフ

（ 日中見守り）

住み替え

サービス利用

住み替え

サービス利用

住み替え

サービス利用

住み替え

サービス利用

住み替え

サービス利用

＜ケアの安心：地域包括ケアの拠点とサテライトの機能整備＞

サービス拠点

（高齢者住宅併設など）

サテライト型

拠点

サテライト型

拠点



地域拠点

賛同者 地域の住民

コミュニティファンド

想いのあるお金

事業者

想いのある人々の間に価値ある循環を育むしくみ。

想いのあるお金

住みよい地域という

付加価値

参加

参加

価値ある循環

＜資金調達：コミュニティファンド＞

想いのある人々による活動

「なんとか地域を良くしたい！」
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1. 具体的に移住を進めていく仕組みが必要

– 都市部（２３区）での、区単位での呼びかけ・働きかけ
– 早期退職者を対象にした働きかけ

• 大手企業の退職者教育 など

– 身近に相談に行ける窓口の設置
• 保険の窓口のような

2. そのために総力戦で進めていく

– 今ある移住関連のセンターの横の連携
• 移住・交流情報ガーデン
• JOIN

• ふるさと回帰支援センター
• 生涯活躍のまち移住促進センター

– 国・都道府県による支援 など

＜国・都道府県による移住支援＞
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 長期的な人口減少した時を視野に入れた、自治体・事業者・
住民などのあり方を提案できるように。

 自治体の財政、体制

 介護保険・医療保険

 住民の意識、参加

 商店のあり方

 まちづくり会社の役割 など

 その提案を、幾つかのモデル・パターンとして作っておけると
いい。

＜自治体経営を視野に入れた取り組み＞

29



＜「生涯活躍のまち」事業推進によってもたらされる効果＞

 特養をつくらずに待機者を減らせる

 低価格の住まいの提供

 健康促進・介護予防

 医療・介護保険費用の低減

 雇用の創出（ケア、まちづくりなど）

 自宅や住みたい地域に住み続けられる

 ケアの人材活用

 移住者増による消費・交付税・住民税などの効果

 事業者の経営の安定化 など

30



厚沢部町の概要：位置、交通、主要産業など
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 位置 北海道の道南、檜山管内、
海には面していない

 交通 飛行機 函館空港から車で約90分

新幹線 新函館北斗駅から車で約50分

 面積 460.58㎢
横浜市437.57㎢より広い！
約8割が山林、約1割が田畑

 主要産業 農林業
約35％が一次産業に従事
農家戸数約250戸
（専業・兼業が半々）

メイクイーン発祥の地

 小学校3校、中学校3校（統合予定）、高校なし

メイクイーン畑



厚沢部町の人口、高齢化率、人口予測
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 人口 ４，０３４人
（2017年４月末現在）

 高齢化率 ３９．８２％
（2017年4月末現在）

 人口推計 ２，４１２人
（2040年、社人研推計値）
（約40％減少）

 高齢者人口のピークは今
→高齢者人口も減少していく



厚沢部町へのCN（CN協会・Cネット）の関わり年表
＊きっかけ：JOINの会員として「住んでみたい北海道推進会議」メンバーと出会う。

その人の出身地が厚沢部町で、そこから町とのつながりができた。

2008年 調査受託：厚沢部町地域再生調査研究業務（CN協会受託）

2009年 調査受託：高齢者施設等整備調査業務（Cネット受託）

2009年10月 まちづくり会社設立「素敵な過疎づくり株式会社」
（100%町が出資、町長が社長、2011年に高橋が役員に参画）

（初代地域プロデューサーが地域おこし協力隊として入社し、高齢者のまちづくりを担当）

2010年3月 協定書締結（高齢者住宅、地域包括ケアの構築）

2011年3月 設計コンペ（町民投票あり）

2012年2月 ゆいま～る厚沢部（介護型）基本計画策定

2012年3月～ 「意見交換会（ワークショップ）」開催、計13回

2012年8月 ゆいま～る厚沢部（介護型）着工

2012年9月 議会で町からの補助金拠出の否決

2013年5月 ゆいま～る厚沢部（介護型）開設

2013年6月 議会で町からの補助金拠出の可決

2017年7月 2代目地域プロデューサー派遣、上里地区PJの推進
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素敵な過疎のまちづくり基本条例の趣旨にある、過疎を受入れ、誰もが厚沢部町に「住んで良
かった」、「住んでみたい」、「いつまでも住み続けたい」と思える、安心で安全に暮らすることが
でき、個性豊かで活力に満ちた「素敵な過疎の町」を実現することを目的にする。

＜会社概要＞

■ 代表取締役 渋田正己（町長）

■ スタッフ5名

■ 所在地 北海道檜山郡厚沢部町新町207（役場に隣接）

■ 設立 2009年9月

■ 資本金 3000万円（厚沢部町100％出資）

＜主な事業内容＞

■ 移住・ちょっと暮らし事業

• 総合窓口（情報発信・相談事業）

• ちょっと暮らし用住宅の管理運営（移住体験住宅 戸建5棟）、他

■交流事業

• 本州の小学生修学旅行

• 各大学のアウトキャンパススタディ

• その他体験受入事業

■その他事業

• 空家対策事業

• 地域おこし協力隊のコーディネイト、他

町の取り組み：素敵な過疎づくり株式会社

34

『過疎地のマイナス面を資源に変える！』

ちょっと暮らしツアー 奈良教育大学アウト
キャンパススタディ
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厚沢部国保病院

・医師不足により
高度医療の提供が困難
・社会的長期入院
・売上げを上回る人件費

医業
損失

厚沢部町

高齢化の進行

財政負担増

行政と介護サービスによる社会的入院の減少

医療・介護・福祉の総合的な地域ケアシステムの構築

“素敵な過疎のまち”の実現

厚沢部町の課題と目指す方向
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ゆいま～る厚沢部の紹介

所在地 北海道檜山郡厚沢部町新町115

敷地面積 2,842.81㎡

建築面積 1,260㎡

構造規模 木造一部RC造 平屋建て一部2階建て

総戸数 20戸

住戸専有面積 20.28㎡

開設 2013年5月

【主な特徴】

 ゆいま～るシリーズとしては初めての介護付有料老人ホーム

 世界一素敵な過疎の町を目指す「厚沢部町」との連携

 道産木材をふんだんに使用した温もりのある建物

 住まい、集う、介護という３つのコンセプト

 林野庁と町からの補助金により家賃2万円を実現

 地域ケアの拠点を目指す

※介護型有料老人ホーム
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①介護付き

有料老人ホーム

②ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

③ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ

ゆいま～る厚沢部の構成



ゆいま～る厚沢部の位置
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◆Aコープ

◆国保病院

◆パークゴルフ場



 国と町からの補助金を活用し、家賃２万円を実現

 農林水産省（林野庁）による「森林・林業・木材産業づ
くり交付金」 約１億円

 町からの「介護付有料老人ホーム入居者支援対策事
業に係る補助金」 １億円

ゆいま～る厚沢部 ＜低価格家賃の実現＞

ギャラリー幼稚園との交流 コンサート
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ゆいま～る厚沢部 ＜介護度の改善＞

0

1

2

3

4

5

6

7

自立 要支援１ 要支援2 要介護１ 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

2013年

0

1

2

3

4

5

6

自立 要支援１ 要支援2 要介護１ 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

2014年

介護度の低下と自治体負担低下

1年間で平均介護度が低下。
それにより、自治体の介護保険負担が月々約55万円（年間約660万円）低下。
一人あたりに換算すると月々3.3万円。
→厚沢部町運営補助金1億円を15年で回収できる効果を生んでいる。

厚沢部町入居者だけで考えると、８人中、５人が介護度の改善。一人あたり
月々約３万円の効果で、それ以上の効果を生んでいる。
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■慣れ親しんだ町、見慣れた風景の中で暮らし続けることができる。

■近所の方々が来やすい身近な場所。

■これまでになかった老後の選択肢が１つ増えた。
（自立～要介護５の方まで入居可能）
（介護が必要になってからしか入居できない
特養老人ホームしかなかった。）

■気軽に立ち寄れるみんなの「ゆいま～る食堂」ができた。

■イベントを開催したりとみなさんのアイデア次第でさまざまな用途として利用できる
コミュニティスペースができた。

■多様な訪問者との交流

■ゆいま～る畑で野菜の成長観察園芸療法？、音楽療法、
毎日のラジオ体操、スーパーへ買い物する等いきいきとした
姿が地域に見えることで町を元気にしている
＝ゆいま～るパワー

■近隣町含むエリアではゆいま～るに入居して元気なった
という噂まで出ている。（空室待ち申込み約20件）

■入居者は、食事を3食きちんととることにより、表情が豊かになりや身体状況が改善。

ゆいま～る厚沢部 ＜地域への効果＞

地域交流 コンサート

農家からの差し入れとうもろこし
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素敵な過疎のまちへのステップ

“素敵な過疎のまち”の実現

＜官民連携の地方創生＞

42

第1ステップ 行政と介護サービスによる社会的入院の減少

→ゆいま～る厚沢部

第2ステップ 医師の確保・総合的な地域ケアシステムの構築

→現段階

第3ステップ 給食センターによる食の包括的提供

第4ステップ 自立型ハウス・福祉学校による移住促進



今後の生涯活躍のまちづくりの展開

 町との新たな協定書の締結

 上里地区での総合的な事業展開
 町営温泉

 交流センター

 お試し住宅

 サ高住・多世代共生住宅

＊上記を福祉事業を核にして行う

 まちづくりのプロデュース役として新たに民間主導の
「まちづくり会社」を設立

 地域おこし協力隊の活用（まちづくり会社の事業展開）

 地域包括ケアの構築
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上里地区計画
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お試し住宅

＊65歳以上の町民は
入浴料100円

住まい
（サ高住等）

町営上里温泉、

地区センター

交流センター
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地域の中でのゆいま～るの役割

近隣の住宅

地域開放型
共用スペース

地域でのネットワーク

サービス提供

介護型ハウス自立型ハウス

デイサービス

生きがい・健康
子育て・食事

生活支援

在宅ネットワーク

ゆいま～る倶楽部

在宅支援の会員システム

住みかえ可能



事業者連携

 介護：檜山介護

 子育て支援：ミキハウス子育て総研

 自治体財政分析：
京セラコミュニケーションシステム
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町立病院改革と
地域包括ケア

給食センター

認定こども園

雇用の創出

介護専門学校

サービス付高
齢者向住宅

厚沢部町での今後の構想全容
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課題

 地域包括ケアをトータルで進めること

 病院再生

 機能別の連携（給食センター、子育て支援、移動、等）

 住民参加

 広域連携

 商品開発：低価格、小規模で事業で成り立つ
住まい

 都市部からの移住アピール（主に費用面）

 官民連携（民間主導での事業展開）
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