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（１）四国一の行政面積と自然
７２１．４２㎢と四国一広い行政面積（うち可住地面積は13％）を有し、手つかずの自然景観

や、その風土に培われた暮らしと歴史文化遺産が色濃く残る。

（２）四国地方の交通の要衝
四国４県の交通の要衝として県西部の社会、経済、文化、観光の中心として発展。各県の庁所

在地や空港へのアクセスも１時間半程度と滞在型観光の拠点の可能性も有する。

三好市の概要三好市の概要
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三好市の概要三好市の概要

（３）地域資源を活用した交流の拠点
四国を代表とする大河「吉野川」の中流域は、２０１７年（平成２９）年に「ラフティング世界

選手権」が開催される日本トップクラスの名所。
一方で同河川の景勝地「大歩危」は、日本の名勝天然記念物（日本列島の成り立ちを学べる国

内でも希少な場）に指定される。

他に、ミシュラン・グリーンガイド・
ジャポンの二つ星の自然景観や、平家落
人伝説にまつわる数々の史跡や名所、四
季折々のアウトドア、「児啼爺（こなき
じい）」の生誕の地として、１年を通し
ての数々のイベントや観光地として、国
内外からの多くの交流人口でにぎわう。
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（４）総人口の推移と将来推計
三好市の総人口は、合併前の１９５５（昭和３０）年の７７，７７９人をピークに、毎年減少

傾向にあり、直近の国勢調査である２０１０（平成２２）年の総人口は２９，９５１人（減少率
６１．５％）で、市の総合計画に掲げている平成２９年総人口目標数値３万人を割込んだ状況で
ある。

三好市の概要三好市の概要

また、２０１５（平成２７）年以降
の「国立社会保障人口問題研究所」の
推計によれば、今後も急激な減少傾向
が続き、２０４０（平成５２）年には
１３，７４５人にまで減少する見込み
であり、２０１０年（平成２２）の国
勢調査の総人口の半分以下になると推
計されている。
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三好市の概要三好市の概要

（５）人口分析による現状と課題
年齢３区分を比較すると、１９６０年の国勢調査の数値では、年少人口（１５歳未満）の割合が

総人口に対し３７．６％、老年人口（６５歳以上）の割合が７．８％で、老年人口に対して年少
人口が約５倍の人口を有していた。対して直近の２０１０年の国勢調査の数値では、年少人口の
割合が総人口に対し９．７％、老年人口の割合が３８．０％、年少人口が老年人口の約４分の１
となり、急速に少子高齢化が進んでいることがわかる。
今後も総人口に占める高齢者の比率が増加する傾向にあり、２０４０年には５０％を超えるも

のと予想されている。
また、人口減少・少子高齢化が進むなか、

市内にある４４２地区（平成２７年５月末
現在）のうち１７９地区（４０．５％）は
６５歳以上が５０％以上を占める限界集落
で、１９７地区（４４．６％）は５５歳以
上が５０％以上を占める準限界集落となっ
ている。これらの地域では、高齢化により
集落の担い手不足など、集落のコミュニ
ティの維持が非常に難しい状況にある。

市全域においても、地域・経済・福祉の
さまざまな面で担い手不足が懸念され、地
域の活力向上につながる環境づくりが必要
とされる。
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・２０１４（平成２６）年９月、内閣府に内閣総理大臣を本部長とする「まち・ひと・しごと創
生本部」を設置。

・まち・ひと・しごと創生法を２０１４（平成２６）年１１月に公布。国・地方における総合戦
略の策定が規定される。将来にわたり活力ある日本社会を維持するため、「人口減少の歯止め」、
「東京一極集中の是正」の必要性を提示。「人口減少克服」と「地方創生」をあわせて実施。

・ ２０１４（平成２６）年１２月、まち・ひと・しごと創生総合戦略が閣議決定され、日本版Ｃ
ＣＲＣが初めて位置づけられる。

・２０１５（平成２７）年２月、日本版CCRC構想有識者会議を設置、計１０回の審議を経て構想
（最終報告）をとりまとめ、総合戦略に反映。

・地方創生の現状を踏まえ、地方創生の深化のため、２０１５（平成２７）年１２月に総合戦略
を改訂。地方創生の深化のための新型交付金における政策メニューの拡充（先駆的な事業例）と
して、「生涯活躍のまち（日本版CCRC）」構想の推進を明記。高齢者の移住・住み替え支援、就
労、生涯学習、社会参画の確保や地域コミュニティの形成に資する取り組みとあわせて、地域へ
の移住を促進する施策を総合的におこなう。

国が示す地方創生（生涯活躍のまち構想）の流れ国が示す地方創生（生涯活躍のまち構想）の流れ

※国では２０１５（平成２７）年度中に、関係省庁による自治体の支援チームの立ち上げ
（263自治体が構想検討）、先駆性のある取組については「新型交付金」により支援することとしている。
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（１）目指すもの
・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。

（２）構想の意義
・高齢者の移住希望実現、地方へのひとの流れの推進、東京圏の高齢化問題への対応。

（３）構想の基本理念
・従来の高齢者施設等は、要介護状態になってからの入所・入居が通例であるのに対して、「生
涯活躍のまち構想」では、高齢者は健康な段階から入居し、できる限り健康長寿を目指すことを
基本とする。

・サービスの受け手として「受け身的な存在」であった高齢者が、仕事や社会活動、生涯学習な
どの活動に積極的に参加する「主体的な存在」として位置付ける。

・単に高齢者のための福祉施設を整備するという発想ではなく、高齢者が主体となって、地域社
会に溶け込み、地元住民やこども、若者などの多世代との交流・協働しながら健康でアクティブ
な生活を送ることができるコミュニティづくり・まちづくりをおこなう。

国が示す生涯活躍のまち構想国が示す生涯活躍のまち構想
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（４）構想の基本コンセプト
①東京圏をはじめ高齢者の住み替えの支援
・移住希望者に対しきめ細かな支援（事前相談、お試し居住など）を展開。
・東京圏からの移住にとどまらず、地方居住の高齢者が近隣から「まちなか」に移り住むケース
も想定。

②「健康でアクティブな生活」の実現
・健康づくりとともに、就労・社会活動・生涯学習への参加等により、健康でアクティブな生活
を目指す。

③地域社会（多世代）との協働
・地域社会に溶け込み、子どもや若者など多世代との協働や地域貢献ができる環境を実現。

④「継続的なケア」の確保
・医療介護が必要となった時に、終末期まで尊厳ある生活が送れる「継続的なケア」の体制を確
保。

⑤ＩＴ活用などによる効率的なサービス提供
・医療介護サービスにおける人材不足に対応。

国が示す生涯活躍のまち構想
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⑥入居者の参画・情報公開による透明性の高い事業運営
・事業運営においては、入居する高齢者自身がコミュニティ運営に参画するという視点を重視。
・基本情報や財務状況のほか、入居者の要介護発生状況や健康レベルなどのケア関係情報などに
ついても積極的に公開。

⑦構想の実現に向けた多様な支援
・情報支援、人的支援、政策支援の多様な支援をつうじて、生涯活躍のまち構想の具現化を後押
し。

国が示す生涯活躍のまち構想
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（５）構想に求められる基本的な機能
生涯活躍のまち構想における施設・機能は、従来の高齢者福祉住宅とは違う、住まい・コミュ

ニティである。
居住者は基本的には健康な状態で入居し、健康を維持し増進するための様々な支援を受けるこ

とができるとともに、コミュニティの運営主体が提供する様々なプログラムへの参画や、自発的
な活動により地域コミュニティともかかわり合い、生きがいを感じながら生活することができる。

移住者が、より良い生活を実現するためには、従来から有している住居機能とともに、健康・
医療・介護の支援機能が加えられ、また、コミュニティへの参画、社会参加、多世代との交流や
共働の機能が付加され、また、これらの機能が個々の居住者に適切に提供されるよう、総合的な
推進をする全体マネジメント機能を有することが求められる。
コミュニティ機能や、社会参加機能、多世代との交流や共働の機能については、立地する地域

資源と連携することで、地域毎に特色あるものが実現する。
生涯活躍のまち構想の推進では、こうした機能が移住者のよりよい生活のみならず、地域社会

に様々なプラスの効果をもたらすような仕組みになり得るよう、多様な主体と連携し、まちづく
りとして持続的に取り組むことが必要となる。

国が示す生涯活躍のまち構想
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（１）深刻な人口減少に歯止めをかけるため次の６つの方策
①周辺市町へ若者が流出している「人の流れ」に歯止めをかける
・人口減少の最大要因は若年層の流出にあり、このまま推移すれば今後も相当規模の若者が流出
することが見込まれ、近い将来に自治体運営が困難となるおそれがある。少子化対策の視点から
も流出抑制と流入促進を図る必要がある。

②結婚・出産・子育て・教育と切れ目のない施策に取り組む
・若者の結婚・出産の希望を叶え出生率を向上させるため、若者が住み、働き、結婚・出産・子
育て・教育をさせたいと思う環境づくりと支援制度の充実を図る必要がある。

③長期的かつ総合的な視点から有効な施策・事業を迅速に実施する
・人口減少に関わる課題は、長期的な視点から考える必要がある。また、社会経済全般に関わる
ことから、産業の発展や雇用促進、地域の活性化など総合的な取り組みが不可欠である。

④「未来にツケを残さない」行財政の健全化に取り組む
・行政の新たな施策・事業実施に必要とされる費用は、既存事業の見直しなどによって対応すべ
きであり、今後の人口減少の下で多額の債務を抱え未来にツケを回すべきではない。特に公共施
設の更新問題も早期に方針を定めマネージメントを推進することが重要である。

三好市人口ビジョン 人口の将来展望 ― 目指すべき将来の方向性 ―
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⑤「選択と集中」の考え方を徹底する
・事業計画にあたっては「選択と集中」の考え方を徹底し、人口減少に即して最も有効なものに、
投資と施策を集中させる必要がある。

⑥高齢者が活躍できる社会づくりに強力に取り組む
・高齢化社会に対応するために、高齢者がより一層活躍できる社会づくりに強力に取り組む必要
がある。そのことにより高齢者の意識を「支えられる側」から「支える側」へ意識変換を図るこ
とが重要である。

三好市人口ビジョン 人口の将来展望 ― 目指すべき将来の方向性 ―
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（１）三好市の総合戦略（重点戦略）について
・人口減少への対応には、転出者を抑制し転入者を促進させることにより、人口減少に歯止めを
かけ、将来的に人口構造の適正化と、持続可能なまちづくりを推進することが重要であり、「し
ごとづくり」「人の流れ」「結婚・出産・子育て」「まちづくり」「財政健全化」の項目におい
て積極的に事業展開を進めることにある。

（２）生涯活躍のまち構想に取組む意義
①三好市の総合戦略（重点戦略）とのかかわり
・三好市への新たな人の流れを生み出すこと、その好循環を支える「まち」に活力を取り戻し、
本市に住むすべての人々が安心して生活を営み、こどもを生み育てられる地域社会づくりを目指
す。
・三好市の特性をいかした「しごと」をつくり、「しごと」が「ひと」を呼び、「ひと」が「し
ごと」を呼込む好循環の確立を目指す。
・三好市では今後、本市総合戦略に沿った移住推進施策を積極的に取り組むこととしており、本
市の医療・介護との連携を図り、当該構想を実現する。
・当該構想に即した事業を積極的に取り組むことにより、移住促進を図り、地域住民が自らの主
体性をもって、自らが行動する活力あるコミュニティ（地域住民が主体的・自立的に地域課題の
解決に向けた取り組みを持続的に行うことができるコミュニティ）の形成を図る。

生涯活躍のまち構想に取組む意義生涯活躍のまち構想に取組む意義
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②生涯活躍のまち構想に取組む意義
・生涯活躍のまち（日本版CCRC）構想は、2014（平成26）年12月に、国の総合戦略に位置付け
られ、その後2015年（平成27）年2月に国の有識者会議が設置された後より以降、各方面に取り
上げられる機会が増してきた。
国の進める生涯活躍のまち（日本版CCRC）構想では、単なる高齢者向けのソフト・ハードの一

体的な福祉サービスの取り組みではない。
国の構想では、（50歳以上を中心とした）現役を含むアクティブなシニア層が、健康な段階か

ら地方へ移り住むことを基本とする。

・このため、移住先では、医療や介護予防、介護サービスの提供体制が確保されることによって、
安心して暮らせる環境があり、かつ地域コミュニティと関わりながら生きがいを持って暮らせる
ことが必要となる。

生涯活躍のまち構想の導入の意義は、広域的かつ近隣から経験豊富な知識や技能を有するプロ
フェッショナル人材が、自己実現、ミッションターン、二地域居住といった多様な形態をもちな
がら本市に関係する中、既存の多様な主体との交流をとおして、地域における新たな高付加価値
を創造するコミュニティが形成されることにある。そして要介護にならずに健康が維持されるこ
とで、生涯を通じて健康で生きがいをもって暮らす生活の質の向上を目指すコミュニティサービ
スのモデルを目指すものである。

生涯活躍のまち構想導入の意義生涯活躍のまち構想導入の意義

14



（１）主体について
・三好市

（２）目標年
・平成３１年度

（３）位置づけ
・三好市版「生涯活躍のまち（日本版ＣＣＲＣ）」の特徴や構想推進の意義、目指すべき事業領
域、サービスプログラムを整理するとともに、今後の事業計画・推進上の方向性を明らかにする
もの

三好市の生涯活躍のまち構想の位置づけ三好市の生涯活躍のまち構想の位置づけ
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（１）生涯活躍のまち構想に関係する三好市の地理的な特徴
・四国のほぼ中央部に位置し、高知県、愛媛県、香川県と接しており、各県庁所在地まで1時間半
程度、徳島阿波おどり空港、高松空港、高知空港、松山空港からも1時間半程度でアクセス可能
・固有の自然環境（剣山・祖谷・大歩危・吉野川）など「手つかずの自然」とともに四季折々の
彩豊かな自然景観
・「桃源郷」や「千年のかくれんぼ」と表現されるように、神秘的な風景や、山里の景観、伝統
文化は、古き良き日本の姿

→交通利便性が高く、市外からのアクセスが容易であるため、多くの観光客が来訪している。
→近隣にない三好独自の味と風景を満喫できるとともに、利便性も確保しながら、都市部にはな
いゆとりを感じながら生活ができる

三好市の生涯活躍のまち構想推進にかかる認識三好市の生涯活躍のまち構想推進にかかる認識
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（２）生涯活躍のまち構想に関係する三好市の地域資源

＜移住・交流の基盤＞
・交通インフラ（高速道路：井川池田ＩＣ、主要駅：ＪＲ阿波池田駅ほか８駅）
・観光資源（海外からの観光客を意識した取り組みに注目し、秘境のグローバル化の動きなど、
インバウンドにいち早く取り組んできたことから、自然と語学を学べるフィールドがある。ラフ
ティング、自転車、スキーなど四季折々の多様なアウトドアスポーツが楽しめる。）
・東京圏からのサテライトオフィス誘致、地域おこし協力隊など、地域資源（空き施設等）を活
用した都市部からの外部人材の誘致による人的交流と地域活力の向上、持続可能な地域社会づく
りの成果や知見の蓄積

三好市の生涯活躍のまち構想推進にかかる認識三好市の生涯活躍のまち構想推進にかかる認識

・市内全域での高速インターネット環境
・徳島大学サテライトオフィスの設置により、地域を支える人材を育成す
る「人材育成プログラム」と、地域課題の解決･改善に向けて検討する
「課題解決プログラム」からなる『地域創生支援プロジェクト』を展開
・近畿三好ふるさと会連合会など、三好市ゆかりの団体等との連携
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＜生活を支援する機能・施設＞
・中核となる徳島県立三好病院（急性期医療、国のがん拠点病院制度の「地域がん診療病院」と
して認可、緩和ケア）、三好市立三野病院（訪問診療、リハビリテーション、日本リウマチ学会
による教育病院に認定されリウマチ専門医によるリウマチ・膠原病外来）含め市内には５つの病
院と18の診療所
・健幸づくり条例を施行し市民の健康づくり（健康寿命の延伸）を推進。世界的な住民参加型ス
ポーツイベント「チャレンジデー」に参加。各地域に保健師、管理栄養士などの医療従事者が出
向いて健康の話や健康チェックをする出張健康講座を開催
・まちづくり基本条例を施行し市民の主体性をもった「まちづくり」を推進
・集落支援包括事業 を展開し、住みよい集落環境づくりに向けての地域主体で行われる取り組
みを推進
・三好市景観条例を施行し、自然と共生してきた歴史・文化や人々の営みの中で育まれてきた良
好な景観の継承と創造の推進
・市内全域で市町村設置型の浄化槽整備事業を実施し、水環境の積極的な保全を推進
・高齢者介護施設は、高齢者人口比で県トップクラスの整備率

＜関係者等＞
・徳島県
・徳島大学
・企業、商工団体
・金融機関
・社会福祉法人
・既移住者や移住者ネットワーク

三好市の生涯活躍のまち構想推進にかかる認識三好市の生涯活躍のまち構想推進にかかる認識

※

※集落支援包括事業
自治会等が設置・管理している集会

所等の修繕・新築や食料品や日用品等
を提供するために行う事業、道路等の
維持管理に関する事業、生活用水を確
保するための事業などの費用の一部を
助成する三好市独自の取組み
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三好市生涯活躍のまち構想の効果
本市において、「生涯活躍のまち構想」を実現することは、人口増加や地域活性化、雇用の創

出などに寄与するものである。

国の総合戦略の方向性
・東京一極集中の是正
・東京圏移住者の移住希望
・生涯活躍のまち構想の検討

三好市の課題
・人口減少問題
・雇用の場の確保
・地域の活性化

三好市における「生涯活躍のまち」の可能性三好市における「生涯活躍のまち」の可能性

生
涯
活
躍
の
ま
ち
構
想
に
基
づ
く
事
業
展
開

生
涯
活
躍
の
ま
ち
構
想
に
基
づ
く
事
業
展
開

＜短期的視点＞

・人口の社会増

・地域経済の活性化

・雇用の創出

・地域力 の向上

＜長期的視点＞

・健康増進の横展開

・持続的な地域の担
い手（関係人口）づ
くり

・地域資源の再生

・地域包括ケアの構
築促進三好市の特性

・地理的な特徴
・地域資源

※地域力
地域社会の問題について市民をはじめとした地域の構成

員自らがその問題の所在を認識し、自律的かつ、その他の
主体との協働を図りながら、地域問題の解決や地域として
の価値を創造していくための力

※
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三好市生涯活躍のまち構想のコンセプト
本市は、平成２７年４月に「健幸づくり条例」を施行、健幸づくりの基本理念を定め、並びに

市民、地域コミュニティ、事業者及び市の役割を明らかにし、総合的かつ計画的に健幸づくりの
施策を推進することにより、市民の健康寿命の延伸を図り、生涯にわたり元気でいきいきと暮ら
すことができる「健幸のまち・三好市」の実現を目指している。
安心して暮らすためのセーフティネットとして、医療・介護環境が整っていることも重要であ

ることから、まちづくりの重要な施策として、介護・医療事業者らとともに連携し、今後想定さ
れている地域包括ケアの確立を含め、官民、地域が一体となった保健予防活動に努めていく必要
がある。
東京圏の人口一極集中は大きな社会課題であり、シニア層（５０代以上）の地方への移住はそ

の解決策のひとつとして期待が寄せられている。一方、地方においては少子高齢化による人口減
少が激しく、本市においても、東京圏等から地方へといった広域的な移動を伴う移住者（地域の
持続的安定性の観点から特定の年齢に偏らない人材）を迎え、持続可能な地域社会の構築につな
げたいと考える。
このため既存市民においては、今後も健康づくりに積極的に取り組むことにより、ヘルスリテ

ラシー の向上と図り、住み慣れた場所において安心して自分らしい生活が継続できる地域づく
りを目指していく。本事業における移住者も、この枠組みの中に加え、既存市民との共生を基に、
健康づくりを核としたコミュニティ活動に取り組んでいく。また地域資源を活用し、住環境等の
整備や見守り等の生活支援など多様性を受け入れる環境づくりとともに、対象地域における新た
な雇用の創造やいきがいづくりを推進し、「人生・生活の質（ＱＯＬ）向上推進型」のＣＣＲＣ
モデルを目指していく。

三好市の生涯活躍のまち構想の方向性三好市の生涯活躍のまち構想の方向性

※ヘルス・リテラシー
健康面での適切な意思決定に必要な、基本的健康情報やサービスを理解し、効果的に利用する個人的な能力

※
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（1）地域と事業者が連携し、地域資源を活
用した魅力ある住環境の整備

（2）自然環境（景観）の形成（保全）
（3）地域風土の醸成（歴史、文化）
（4）地域交流拠点を核としたコミュニティ

づくり

健康寿命の延伸
サポート

住環境整備により
まちのブランド
価値を高める

まちの安全・安心
サポートシステム

（1）多様性の重視
（2）地域課題の解決へ向けた取組
（3）防災・防犯
（4）見守り・配食サービス
（5）地域包括ケアの確立

（1）他人に害を及ぼさないモラール、生活
習慣病予防などの害から自らを守る予防
の推進

（2）固有の地域資源を活かした「生きがい
（地域社会での役割）づくり」

（3）アクティブな活動のサポート

幸福な老いの実現

絆・いきがい

健幸づくり
不安の解消

人生・生活の質（ＱＯＬ）向上推進型「生涯活躍のまち」構想人生・生活の質（ＱＯＬ）向上推進型「生涯活躍のまち」構想
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高麗者の個人の主観的幸福感の要件と
も推測される「健康」や、生活への「不
安」、地域等との「つながり」を満たす
ことによって「幸福な老いの実現」を図
る



（１）入居者の住み替え形態
東京圏、近畿圏等からの移住とともに、近隣からの転居者の住み替えも受け入れる。

（２）入居者の所得等
一般的な所得の退職者とともに、幅広い対象者を想定する。

（３）入居者の出身地、趣味嗜好など
三好市にゆかりのあることを基本とするが、移住者を受け入れる地域のニーズに着目し、地域

が求める専門知識・技術をもった人材や、ミッション型・自己実現型や、二地域居住等の移住希
望者についても積極的に受け入れる。

（４）地域的広がり
市全域を一つのくくりとはせず、市域の地域特性を考慮し、対象地域を設定し、その対象地域

内のソフト・ハードの資源を一体的・総合的に活用する。
カバーする対象地域の広がりによって、機能のネットワーク化を図る。

三好市の生涯活躍のまち構想の形態三好市の生涯活躍のまち構想の形態
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三好市の生涯活躍のまち構想の形態三好市の生涯活躍のまち構想の形態
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（５）求められる立地の条件
生涯活躍のまち構想の実現に向けては、移

住希望者の多様な生活形態に対応するため、
次の条件に該当する地域とする。

①交通の利便性とともに、既存の医療・福
祉・子育て・教育文化・商業サービス機能な
どが集約されている中心市街地や、中心市街
地へアクセスが容易な「周辺エリア（農業や
地域活動への参加など地域に溶け込むととも
に、地域住民とふれあい、きずなを深め、生
きがい豊かな生活を重視できる地域・集
落）」を対象

②事業運営について移住希望者の受入れ対
象地域の住民と事業主体との間で連携が図れ
ており、地域の実情を踏まえつつ、当該事業
主体の強みと地域の強みを活かしたまちづく
りが行えること

③対象地域内の空き家等の既存ストックが
活用ができること

想定する場所等
・対象とする地域：ＪＲ阿波池田駅、井川池田ＩＣ、徳島県立
三好病院、福祉施設等の都市機能が集積する中心市街地や周辺
エリア
・目標とする規模：ミッションターンによる移住者数50名（累
積）、シニア層（40代以上）の移住者数100名（累積）

想定エリア想定エリア



（６）移住者に対するソフト・ハードの一体的なサービス提供
①地域社会（多世代）との交流・協働
移住者が地域社会に溶け込み、子どもや若者など多世代と交流・協働や地域貢献ができる環境

を実現するため、地域住民・周辺住民らや多世代が交流・協働が図られるとともに、生活の質の
向上や地域社会の課題（少子化・高齢化・過疎化など）の克服をコンセプトとした機能を有する
「地域交流拠点」を整備する。また、移住者に、地元住民とともに、地域の伝統芸能や文化など
の担い手となり、地域資源の継承に積極的に取り組んでもらうようにする。

②自立した生活ができる居住環境
移住者が、健康な時から人生の最終段階まで安心して自立した生活が送れるような居住環境を

提供するとともに、これまでの人生の継続とプライバシー保護のため、共同生活と個人生活のバ
ランスが取れた生活環境を確保する。
このため、ユニバーサルデザインを基本とし地域資源を活用した空き家の改修等により、

「サービス付き高齢者向け住宅」などの戸建住居等の整備を図る。
また、IT活用も検討も含め地域全体で見守り等を行う環境を整備する。

③移住者の生活等の全般を管理・調整する「運営推進機能」の整備
「地域交流拠点」を整備するとともに、対象地域の入居者の日常生活・ケア・地域交流など生

活全般の管理・調整・プログラム開発を担う「運営推進機能」を支える専門人材（コーディネー
ター）を配置する。配置したコーディネーターにより、地域のニーズや移住者のニーズ・生活状
態を把握し、適切な支援を行い、生活全般に渡ってプロデュース（コーディネート）を行う。

三好市の生涯活躍のまち構想の形態三好市の生涯活躍のまち構想の形態
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④「地域包括ケア」との連携
「地域包括ケア」との連携の観点から、「生涯活躍のまち」の「地域交流拠点」として、既存

の福祉拠点のスペースを入居者や近隣住民の集いの場として活用することや、「運営推進機能」
を支える専門人材（コーディネーター）が介護保険制度の地域支援事業における「生活支援コー
ディネーター（地域支え合い推進員）」と連携し、地域の生活支援等サービスの体制整備を検討
し取り組む。

⑤「健康でアクティブな生活」を支援するためのプログラム提供
高齢者の希望に応じて、健康づくりや就労、社会活動、生涯学習への参加等によって健幸で生

涯活躍できる生活することを目指すため、「目標志向型」の「人生・生活の質向上推進プラン」
を策定し、各種プログラムを提供する。

⑥継続的なケアの提供
医療介護が必要となった時に、人生の最終段階まで尊厳ある生活が送れる「継続的なケア」の

体制を地域の医療機関等と連携して確保する。要介護状態等になった場合には、移住者の希望に
応じて当該事業地内部または地域の介護事業者からの介護サービス提供を確保する。重度になっ
ても地域に居住しつつ介護サービスを受けることを基本とする。

⑦住み替えサービス
高齢者の現在の持ち家などを若年層などに売ったり貸したりできるような支援を検討する。

三好市の生涯活躍のまち構想の形態三好市の生涯活躍のまち構想の形態
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⑧就労・社会参加支援サービス等
高年齢者等のニーズに応じた就労機会の提供や、地域の子育てや学習の支援、様々な地域課題

に関する活動への参加、地域の大学等との連携による「学び直し＝社会人のための社会教育」や
生涯学習の機会提供など、多様な支援サービスを提供する。

⑨その他
医療介護サービスについては、入居者の希望に応じ、内付け（事業主体自身が提供）又は外付

け（地域の医療介護事業者が提供）で提供する。
医療介護人材不足に対応するため、IT活用や多様な人材の複合的なアプローチ、高齢者の積極

的な参加等により、効率的なサービス提供を目指す。
高齢者が地域に貢献した場合に、医療介護の費用に充てられるポイント（ヘルスケアポイン

ト）を付与する仕組みのほか有償ボランティア等の仕組みを検討する。

三好市の生涯活躍のまち構想の形態三好市の生涯活躍のまち構想の形態

（７）移住前の対応
事業計画段階から移住希望者に向けの情報発信と、移住希望者のニーズの把握などのマーケ

ティング調査を行う。
移住支援コーディネーターや移住相談窓口を開設し、コミュニティでの生活実態や地域社会の

実情を体験する「お試し居住」施設の提供や、スムーズな移住を「移住促進サポートプラン」を
計画し実施する。また、移住希望者が希望する場合は、「就労体験」の支援も行うなど、移住推
進につながる施策を積極的に行う。
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事業実施に当たっては、移住者や対象地域（地元）などの意見集約を行い、地元住
民や移住者、事業主体、三好市が連携し、本構想を共有しながら進めることとする。

（１）国
生涯活躍のまち構想に関する基本方針を策定するとともに、地方公共団体の取組みに対する政策
支援（法制度整備、財政支援など）を実施
①基本方針の策定
②地方公共団体の基本計画の確認・調整
③地方公共団体への制度面や財政面などの支援

（２）徳島県
県内における「生涯活躍のまち構想」の推進。地方公共団体の移住促進への取組みに対する組織
横断的な連携と、人的・規制緩和・財政支援

（３）三好市
地域の特性や強みを生かして具体的な構想を検討し、基本計画を策定する。事業主体や地域関係
者と協働して構想を推進、多様な支援を実施
①生涯活躍のまちに係る基本計画の策定
②事業主体（運営推進法人）の選定
③運営推進法人に対する指導・監督・支援
④事業主体・対象地域（地元）への説明、地元の意識高揚を図る
⑤事業全般にかかる関係機関（国・県等）との調整
⑥セーフティネットとして医療・介護体制の整備を進める

三好市の生涯活躍のまち構想における各主体の役割等三好市の生涯活躍のまち構想における各主体の役割等
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（４）事業主体（運営推進法人【民間事業者】）
基本計画を踏まえ事業計画を策定する。事業化後は、本市をはじめ、関係者と協働して、自立

的なコミュニティ運営を推進
①持続可能な事業計画の作成
②関係事業主体との連携・連絡調整
③対象地域（地元）への説明・連携
④コミュニティづくり
⑤コーディネーターの配置

（５）移住者
健康で活動的に社会活動、生涯学習に参加することが考えられ、地域社会における多世代や、

多様な主体との交流を積極的に行う。また、これまでの各方面での経験を専門知識や技能、人的
ネットワークを活かした生涯学習の講師や、地域資源を活用した起業・ビジネス交流、社会貢献
活動などが想定
さらに、地域の伝統文化・芸能の伝承者になってもらうなど、地域資源の保全・伝承の担い手

としても期待

（６）対象地域（地元）
移住者の円滑な受入れなど事業主体とともに連携し、住民が主体性をもって、当事者として自

ら行動し、地域をあげて構想の実現に向けての取り組みを実施

三好市の生涯活躍のまち構想における各主体の 役割等三好市の生涯活躍のまち構想における各主体の 役割等
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・移住者の円滑な受入れな
ど事業主体とともに連携し、
住民が主体性と自主性を持
ち、当事者として自ら行動
し、地域をあげての取り組
みを実施する。

＜役割分担のイメージ＞

三好市

・健康で活動的に社会活動、
生涯学習に参加する
・地域社会に溶け込んだ多
世代との交流を積極的に行
う。
・これまでの経験を生かし
た生涯学習の講師や起業も
想定される。
・地域の伝統文化・芸能の
伝承者になってもらうなど、
地域資源の保全・伝承の担
い手としても期待。

移住者

運営参画

徳島県
財
政
支
援

対象地域（地元）連携

29

規
制
緩
和

人
的
支
援

※組織横断的な支援

連
携


