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本委員会所管事務調査は、平成２９年１０月２４日に設置されて以来、「２０２５年問題」

について、鋭意、調査研究を行ってきました。 

 ここに、所管事務調査の活動を総括し、会議規則第１０３条の規定により、下記の通り 

報告します。 

 

記 

 

１．はじめに 

現在社会問題となっている、２０２５年ごろには団塊の世代が後期高齢者となり、医

療費や社会保障費の急増が懸念されるという２０２５年問題は、本市でも少子高齢化が

進行し、高齢化率も２５％を超える中、課題となっています。 

   そこで本委員会では所管事務調査のテーマを「２０２５年問題について」として、一

般介護予防などを中心に、本市の現状と課題、他市の先進事例等について、調査・研究

を行いました。 

 

２．本市の現状と課題 

  本市では、団塊の世代が７５歳を超える２０２５年に向けて、高齢になっても、住み

慣れた地域で安心していきいきとその人らしく暮らしていけるまちを築くため、平成３

０年に「長岡京市健幸長寿プラン２０２５」を策定しました。 

  日本全体で高齢化が進む中、本市でも高齢化が進展しており、高齢化率は２６．３％

となっています。今後も高齢者の増加が見込まれ、いわゆる団塊の世代が後期高齢者と

なる２０２５年には、推計人口が減少する一方、６５歳以上人口は増加し、高齢化率は

２７．９％になると推計され、医療や介護などの需要がさらに増加することが見込まれ

ています。 

  また、日本人の平均寿命は世界最高水準に達していますが、健康寿命は大きく下回っ

ており、現在、日本人の平均寿命と健康寿命には、男性で約９年、女性で約１２年の差

があり、死ぬまでの約１０年前後を不健康な状態で過ごすのが、日本人の平均的な姿だ



と言われています。 本市の平均寿命は男性８２.４歳、女性８６.９歳であり、健康寿命

については、男性８０.４９歳、女性８３.６５歳で、平均寿命との差は男性で約２年、

女性で約４年となっています。 

高齢になっても、住み慣れた地域で、安心していきいきとその人らしく暮らしていけ

るまちを築くためには、高齢者福祉に関する部署のみでなく、全庁的に、課題意識と目

指す方向性を共有しながら、元気に齢を重ねられる環境を整備するとともに、いざとい

う時にも安心・安全に暮らせる環境を整備していく必要があります。 

 

３．本市の施策 

（１）健康づくりに係る施策概要 

第４次総合計画においては、基本計画の柱のうち、暮らし「保健・医療」の部分が健

康医療推進室、暮らし「高齢福祉・障がい福祉」の部分が高齢介護課、かがやき「生涯

学習・文化・スポーツ」の部分が文化・スポーツ振興室が所管をしています。 

基本計画の施策体系においては、それぞれの目標を合わせたものが健康づくりの総意

として、どれも同じものを目指しており、誰もが住みなれた地域で文化や歴史に親しみ、

運動・スポーツを楽しむことで、市民の健康寿命が延伸していけばいいと考えられます。 

また、それぞれの施策については、健康づくりの促進、豊かな高齢期のための環境の

充実、スポーツの振興という形で施策を進めており、それぞれ健康増進計画、高齢者福

祉計画、スポーツ推進計画に基づいて事業を実施しております。 

（２）一般介護予防の事業 

まず、健康医療推進室では、健康づくり教育事業と、食育推進の２つの事業で成り立

っており、健康づくり教育事業のほうは、「出張まちの保健室」や「骨密度・血管年齢測

定会」、「２０・３０歳代の集団健診のときの健康教育」などを実施しています。メタボ

リックシンドロームの状態が完成したり、要介護の状態になってから改善しようという

のは、ハードルが高いため、未然の予防に力を入れて啓発し、もともと関心が低い方に

できるだけアプローチを広げていこうという意図で事業を実施しています。 

次に、高齢介護課では、一般介護予防事業と高齢者健康・生きがいづくり推進事業を

実施しています。一般介護予防事業では、介護予防把握事業として、「健康フェスタ」

を実施し、介護予防普及啓発事業として、「介護予防手帳」、「老人クラブ向け健康教

室」、「あったかふれあいセンターでの健康体操」、「金曜いつまでも元気教室」を実

施しています。また、地域介護予防活動支援事業として、地域での介護予防、健康づく

りを中心となって活動していただくリーダーの人材を育成する介護予防リーダー研修や、

介護予防日常生活支援サポーター養成事業として、介護人材の担い手、介護予防の啓発

を目的とした３種類の養成講座を行っています。その他、高齢者の介護予防等の活動を

支援する介護予防サロン助成事業、地域に講師を派遣して認知症についての話や脳を活

性化するプログラムを行う出前型事業「オレンジバスケット」を実施しています。  



また、高齢者健康・生きがいづくり推進事業としては、老人クラブ関連事業と老人園

芸広場を実施しています。 

最後に、文化・スポーツ振興室では、総合型地域スポーツクラブ推進事業や、スポー

ツ交流推進事業等を実施しています。総合型地域スポーツクラブ推進事業では、各総合

型地域スポーツクラブで、総合型クラブフェスタの開催や、市民が身近な地域でスポー

ツが楽しめるよう、校区ごとに特色あるスポーツイベントを実施されています。スポー

ツ交流推進事業では、市民大運動会を開催しています。そのほかにも、健康づくりを目

的として、市民スポーツフェスティバルなど、子どもから高齢者まで幅広い世代の方が

楽しめるようなスポーツを通し、地域の中で交流しています。 

 

４．先進地視察の内容について 

 本調査では、先進地視察を２回実施しました。 

１回目は、平成３０年５月１５日に、静岡県袋井市へ、健康寿命の延伸の取り組みに

ついて視察を行いました。袋井市は、総合計画でのまちの将来像を日本一健康文化都市

と定めて、健康をまちづくりの総合施策として推進してきた経緯があります。平成２７

年４月からは、まちづくりの基本的な考え方をまとめた日本一健康文化都市条例を施行

し、約２５年に渡って、健康を掲げたまちづくりを進めています。 

具体的な取り組みとしては、健康塾開催事業、地域住民主体の地域活動サークルの推

進、自治会・町内会の集会施設で開催する出前健康教室、健康づくり食生活推進員によ

る健康食の普及などがあります。これらは市民の互助による健康づくりの取り組みとし

て実施されており、こうした健康づくりを支える市民を育成するために、市としては運

動講師やボランティアを育成する養成講習会、健康づくり食生活推進員の育成セミナー、

自治会から選出される健康づくり推進員の委嘱などを行っています。 

また、ポピュレーションアプローチの取り組みとして、健康ポイント事業（健康マイ

レージ）、ふくろい元気アップ運動プログラム、野菜いっぱい運動を実施しており、さら

に、働く世代の健康づくり推進のために、事業所が主体的に行う健康経営の取り組み推

進に向けた、段階的な支援や、子ども健康教育支援事業を実施しています。 

こうした取り組みの成果としては、健康づくりを支える市民が５００人以上おり、活

動日数も延べ５００日を超えて、毎日市内のどこかで健康づくりが行われている状況で

す。また、市民意識調査で、健康づくりに関心がある人が８５．５％であり、市民の健

康への意識・関心がかなり高くなっています。 

国保特定健診の受診率は、現在も県内でトップクラスをキープされ、また、特定保健

指導修了率も５２％を超えており、徹底した重症化予防を進めています。国保医療費に

ついても、一人当たり県平均より約１万６，０００円少ないという結果になっています。 

２回目は、令和元年５月２２日に、愛知県大府市へ、健康づくりについて視察を行いま

した。大府市は、市制施行時から健康都市をテーマとしており、平成２９年３月に「健康



都市おおぶ」みんなの健康づくり推進条例を制定しています。市内には、隣接する東浦町

にかけてウェルネスバレーという地区があり、国立長寿医療研究センター、あいち小児医

療研究センターなどの、国や愛知県の健康長寿に関する研究・実施機関が集積しています。 

  大府市の健康づくりは、健康づくり推進員制度が中心となっており、平成元年に健康

づくり推進員養成講座を開始、平成７年に健康づくり推進員協議会を設置し、活動を進め

ています。推進員の活動は、健康づくりの普及・啓発活動などの全体活動と、５つの地区

単位での活動、４つの部会の活動があり、推進員は１つの部会に属し、地区の活動にも参

加するという形で健康づくりを進めています。 

事業者との連携としては、市内に本社を置く株式会社スギ薬局と、連携と協力に関する

包括協定を締結し、市民体育館で体組成やフレイルの測定などを実施するウェルネスフェ

スタ、公民館で実施するシニアメイク講座や介護者向け講座などの公民館講座、市役所の

ロビーで行う測定会、子育てに関する講座など、さまざまな事業で協力を得ています。 

  大府市のウォーキング事業には大きく２つあり、ひとつは健康づくり推進員のウォー

キング部が実施する、市内のさまざまなコースを曜日を分けて歩く、月例ウォーキング。

また、もうひとつは、市のイベントとして、毎年多くの参加者が集まる大府シティ健康ウ

ォーキング大会があります。また、平成２９年度からは、大府市健康プログラムとして歩

数イベントを実施しています。これは、一人１，０００円の参加料で、５人１チームで参

加するもので、参加者に活動量計を貸し出し、データを送信し、ウェブ上で経過を見なが

ら歩く仕組みの事業です。この事業は、大府市独自の仕組みとして、次年も継続して参加

する場合に、グループの４割を新人とすることを条件にしています。グループ参加を条件

にしたことで、４０代から６０代の男性の歩数が多く、歩く理由さえあれば、現役世代も

歩くという結果が出ています。他自治体でもポイント制度を使った健康マイレージ事業を

行っている例はありますが、大府市ではインセンティブを付けずにやっています。さらに

今年度からは、歩き方や、歩数の研究を継続的に行っていくために、参加料を３，０００

円とする一方、活動量計を返却不要として、継続する仕組みに改良する予定とのことです。 

  介護予防・認知症施策では、地域版健康長寿塾として、国立長寿医療研究センターが

開発した、脳と身体機能を同時に活性化させるコグニサイズなどの実施や、認知症不安ゼ

ロ作戦として、認知症の予防を推進するコグニノートという取り組みを進めております。

また、愛知県が実施する、あいちオレンジタウン構想のモデル地区にも位置づけられてお

り、あいちオレンジタウン大府懇談会の実施や、認知症介護指導者活用強化事業、特定健

診を受診した７５歳以上の方に対して、ゲーム感覚で認知機能検査を行うプラチナ長寿健

診という取り組みを、関係機関の協力を得ながら実施しています。 

  さらに、認知症施策の特徴的な取り組みとしては、大府モデルとして、全国初の認知

症に関する総合条例となる、認知症に対する不安のないまちづくり推進条例を制定してい

ます。認知症に対する不安のないまちづくりのために、認知症個人賠償責任保険に市が加

入するという制度の創設や、認知症フォーラムの実施、また、認知症への理解を深めるた



めに、認知症サポーター養成２万人チャレンジとして、市をあげて認知症サポーターの養

成講座を実施し、企業とも連携した取り組みを進めています。 

 

５．市内各地域での健康づくり活動 

平成３０年１２月から平成３１年３月の間において、本委員による、地域で行われて

いる健康づくり活動に関する調査を実施しました。調査結果は、以下の通りです。 

・下海印寺地区では、西条公園で毎朝ラジオ体操を朝の９時からされており、土曜日や

日曜日など、多いときには３０名以上の方が、下海印寺地区だけではなく、高台地区な

ど広域にわたって参加されています。 

・長岡第九小学校区では、健康フェスティバルが初開催されまして、高齢の方を中心に

多くの方が参加されていました。 

・長岡第十小学校区では、各自治会が熱心にさまざまな取り組みをされており、日常的

にもグラウンドゴルフ、ペタンク、ヨガ、太極拳、歩こう会など、常日ごろから週に

１回自治会館に寄って運動をしたり、また料理教室の開催、市の出前授業を用いた健

康セミナーなどの多くの取り組みをされています。 

・きりしま苑では、６０歳以上の登録をしている団体が４３団体あり、４３０人以上の

方が利用されています。カラオケが一番人気があり、それ以外にもピンポン、体操、

生け花、絵手紙、合唱、囲碁、漢詩サークル、フラダンス、社交ダンス、水彩画、折

り紙、書道、大正琴、ウエルネスダーツなど、さまざまなことに取り組まれています。 

 ・古市（在）では、毎月１回公民館で独居老人のふれあい会として、カラオケやランチ、

また、社会福祉協議会から人に来ていただいて話をしていただいたり、運動したりとい

ったことを実施しています。 

 ・長岡第九小学校区の中にあるｎｅｘｔ洛楽という施設では、民間の施設ですが、地域

の方にも来ていただいて、一緒にフォークを歌う、あの頃の風コンサートや、ウエルネ

スダーツ、ストレッチ体操、有酸素運動などをされています。 

・太鼓山の自治会館では、老人会のサロン活動の一部として、１週間に１回、毎週木曜

日に元気クラブというものを開催されています。１時半から４時半までの間で、２時

間ほど体操をして、あと１時間はおしゃべりをし、会員制で２２名の方が登録されて

おり、参加者は大体１５人程度です。 

・高台の集会所では、火曜日の９時から１２時まで、参加者２０名ぐらいで健康体操を

実施されています。また、元開業医をされていた病院で月に２回、けやきカフェとい

う認知症カフェを開催され、お茶代・お菓子代として２００円ぐらいを徴収している

とのことでした。 

・長法寺小学校区では、高齢者の方の活動として、同好会等がたくさんあり、卓球、グ

ラウンドゴルフ、詩吟などをされており、運営費は参加者で負担して運営していると

のことでした。 



・八条が丘地域においては、文化センター通り沿いにある花壇に、定期的に水をやり、

リーダーを中心として、花を育てる活動を実施しています。緑の協会に指導していた

だいたり、種を提供していただいたりという協力を得た中で、自分たちで土起こしを

して、花植えをして、水やりを行い、１人で管理できるような条件を整えられた中で、

自分の花壇として、日常的に生きがいを持ってやるという活動が定着しています。 

・長岡京消防署の北側の公園では、公園清掃を自治会で受託し、その中の老人会が清掃

を行っています。清掃を実施する中で整備も進み、市が芝生化をしてくれたため、そ

の後の管理も行っています。また、その公園で自治会の花見大会を実施し、これを多

くの方を引き出す材料にしています。 

 

６．調査・研究を終えて 

  今後、本市において「健幸長寿プラン２０２５」で目指す、高齢になっても、住み慣

れた地域で安心していきいきとその人らしく暮らしていけるまちを築くためには、健康

寿命を延ばしていくことが重要になります。 

行政で全てを行うのには限界があるため、市民力や地域力を活かし、高めようという

動きが必要です。地域での活動やボランティア活動は、生きがいにもなっている方も多

く、ボランティアは、日本人には根づきつつあります。そういう意味では、高齢者が高

齢者を元気にしていく見守り活動のようなことが、全てにプラスになっていくと考えら

れます。 

また、地域での活動を実施するに当たっては、リーダーが必要となります。リーダー

がいなかったらできないということで、自治会長や民生委員等、さまざまな活動をやっ

ていくためにはリーダーの質が問われます。リーダーの育成について、どのように条件

整備していくかということは今後考えていかなければなりません。 

今後の課題としては、地域の活動等に参加されない方や、出てこられない方へのアプ

ローチの方法をどうするかということや、現役世代の健康づくり活動への参加促進があ

げられます。さまざまな活動というのは、基本的には自主的で主体的な活動であるのが

理想です。そのような主体的な活動は受益者負担が大原則ですが、それができない方、

物理的に困難な方等、そういった方への手だてという中で、行政の果たすべき役割を考

えていかなければなりません。 

今後とも、行政においては、長岡京市第４次総合計画や、健幸長寿プラン２０２５に

沿って、健康づくり関連事業を推進し、先にあげた課題の把握や解決に努めつつ、将来

の社会保障費や医療費の縮減を図ることができるよう、健康寿命の延伸を目指した施策

を進められることを求めます。 

 

 

 



＜文教厚生常任委員会所管事務調査活動の概要  平成２９年１０月～令和元年９月＞ 

回数 開 催 日 内      容 

１ 平成２９年１０月２４日（火） ・正副委員長の互選 

２ 平成２９年１２月１５日（金） ・所管事務調査事項の検討 

 ⇒「２０２５年問題」をテーマとすることで確認 

３ 平成３０年 ３月 ６日（火） ・テーマについて、具体的に絞り込むことを確認し、 
内容について議論 

・６月実施の行政視察について 

４ 平成３０年 ５月１５日（火） ＜先進地視察＞静岡県袋井市 

日本一健康文化都市ふくろい 市民が「ともに

進める」健康寿命の延伸の取り組みについて 

（１）健康づくり計画について 

①計画策定の背景について 

②めざす姿を実現するための指標の基準について  

③指標達成に向けての取り組み状況について 

（２）健康づくり活動について 

①介護予防事業との関係について 

②活動にあたっての行政のかかわり方について 

③活動の具体的内容について 

④活動の効果について 

⑤今後の活動について 

５ 平成３０年 ６月１９日（火） ・本市の介護予防の現状把握について 

 ⇒理事者による現状の説明 

⇒「２０２５年問題」の中でも、「介護予防」 

を掘り下げて調査・研究することで確認 

・袋井市視察についての意見交換 

６ 平成３０年 ９月１２日（水） ・介護予防に関して、今後焦点をあてていく事項に
ついての意見交換 

 ⇒「介護予防」の中でも、「一般介護予防」に焦点

を当てることで確認 

７ 平成３０年１２月１４日（金） ・本市の一般介護予防の現状把握について 

 ⇒理事者による現状の説明 

・今後のスケジュール及び着地点についての意見交換 

８ 平成３１年 ３月 ５日（火） ・各地域で実施されている健康づくり活動について、 
各委員の調査結果の発表 

・最終着地点についての意見交換 

⇒地域を中心に調査することで確認 

・行政視察について 



回数 日   程 内      容 

９ 令和元年 ５月２２日（水） ＜先進地視察＞愛知県大府市 

１．健康づくりについて 

（１）健康づくり事業について 

①「ずっと健康」の取組みと特徴について 

②ウォーキング事業について 

③事業の効果と課題について 

（２）健康づくり活動について 

①地域とのかかわりについて 

②若者・現役世代の健康づくりについて 

③介護予防事業との関係について 

④活動の効果について 

⑤今後の展開について 

１０ 令和元年 ６月２０日（木） ・行政視察（愛知県大府市）についての意見交換 

・所管事務調査報告書（案）について意見交換 

１１ 令和元年 ９月 ６日（金） ・所管事務調査報告書（案）について確認 

 

委員会資料 

１．長岡京市健康づくりにかかる施策概要 

２．長岡京市健康づくりにかかる施策概要（Ｈ３０．１２月議会） 

 

以上 

 


