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平成２７年度福祉教育常任委員会行政視察報告書 

 

期 日  平成２７年７月１日（水）～３日（金） 

 

視察地  藤枝市（７月１日 午後）  豊橋市（７月２日 午前） 

     大府市（７月２日 午後）  岐阜市（７月３日 午前） 

 

視察者  福祉教育常任委員会 

      委員長  向口 文恵    副委員長  吉澤 かつら 

      委 員  石田 芳夫    委 員   宮岡 治郎 

      委 員  金澤 秀信    委 員   松本 義明 

      委 員  野口 哲次 

 

     福祉部長   加藤 保夫   健康福祉センター所長 竹井  仁 

     教育総務部長 岩田 武利   生涯学習部長     福田 光嘉 

 

     議会事務局 副主幹  町田 秀紀 

 

視察事項 

     静岡県 藤枝市   健康・予防日本一ふじえだプロジェクトについて 

     愛知県 豊橋市   子ども未来館「ここにこ」の運営について 

愛知県 大府市   認知症予防事業について 

岐阜県 岐阜市   放課後チャイルドコミュニティ事業について 

                  

 

 

藤枝市（ふじえだし） ７月１日（水）午後 １３時３０分から１５時１５分まで 

 

 

地理： 静岡県の中央部で、入間市から南西の方位約１５０㎞に位置する。 面積は１９

４．０３㎢で、入間市の約４．３倍だが、人口は約１４万６，７１４人で、入間市の約０．

９８倍と近い。 ２００９年、岡部町の編入合併によって市域が東側に広がった。 

 市の形状は南北に長く、北部は赤石山系の南端の山岳、中央は丘陵、南部は大井川、瀬

戸川や朝比奈川等の扇状地の平野となっている。 丘陵地帯では、茶や椎茸の栽培が盛ん

である。 市域は海に面せず、志太平野の中央部を形成している。 瀬戸川や朝比奈川は
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市域を経て南東側の焼津市で合流し太平洋に注ぐ。 静岡市のベッドタウンで、古くから

サッカーが盛んである。 

 

歴史： 奈良時代から平安時代にかけて、『志太郡衙』が置かれ、この地方の政治・経済の

中心であった。 室町時代に、駿河守護の今川氏が拠点とした事もあった。 戦国時代は、

田中城を巡り、今川氏・武田氏・徳川氏の興亡が展開された。 江戸時代は『田中藩』の

城下町で、東海道五十三次の藤枝宿と岡部宿の宿場町としても発展した。 

 １８８９年、町村制施行で藤枝町が発足した。 同年、現在の市域の南側に東海道線の

藤枝駅が開業し、長い伝統をもった旧宿場と鉄道駅を中心とした新興の繁華街とで、市街

地が二分され、１９２２年、現在の藤枝駅周辺は青島町となった。 １９５４年、藤枝と

青島の２町と４村の合併で、藤枝市として市制が成立した。 

 １９６９年に東名高速道路が開通、１９８１年に国道１号線『藤枝バイパス』が開通し、

旧東海道沿いは旧市街となった。 更に２００２年に完成した藤枝駅南地区土地区画整理

事業は、２００６年の新橋上駅舎の供用開始、大規模マンション、商業ビルの建設や宅地

供給もあって、市の人口の重心は南に移る傾向にある。 

 一方では、２０１２年に新東名高速道路藤枝岡部インターの開業により、付近にロード

サイド店が進出している。 

 今でも人口は社会増で、静岡市や焼津市からの転入が多い。 昨年は、１１月に『全国

茶サミット静岡大会 in 藤枝』が開催され、入間市からも市職員や茶業界から関係者が参加

している。 

   

市庁舎： 北向きの既存庁舎の西側に、１９８７年に新庁舎を併設して、既存庁舎の西外

壁をモザイクタイルで市の花の「藤」を装飾して内壁とし、新庁舎との間の空間を吹抜け

とすることで、アトリウム的な玄関ホールとなっている。 入間市庁舎のＣ棟の増設とあ

る程度似通っている。 

 旧館となった庁舎には、窓が１階から５階まで縦にそっくり塞がれた部分があり、耐震

補強工事の為と思われた。 西側の新庁舎の更に西に、北まで広がる斬新な設計の市民会

館を新設し、市庁舎と駐車場を共用している。 

 

 

視察： 健康・予防日本一ふじえだプロジェクトについて 

    担当 藤枝市健康福祉部健康企画課 

 

（１） 概要 

 

前史 １９５０年、旧青島町と２村で設立した『共立志太病院』は、１９５４年の市制施
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行時に、藤枝市立志太病院となったが、市成立当初藤枝市は、乳児死亡率が静岡県内で高

く、市民の保健衛生意識が低いとの問題提起がされた。 

 特に農村部や山間部に課題があり、１９５６年から乳児定期健診、１９６２年から規定

人数を上回る７人の女性保健師の体制で、知識普及に尽くした。 こうした努力により、

１９７０年頃には、乳児死亡率は県平均を下回るようになった。 

 

現状 市の重点政策を、「健康」・「教育」・「環境」・「危機管理（交通安全）」といった「４

つのＫ日本一」を目指し、具体的な目標を設定し、まちづくりに取り組んでいる。「暮らし

の基本」に向け取組み、人々から「選ばれるまち」を目指し、若い世代の定住人口増加を

目指している。 ２００９年に合併した旧岡部町も健康施策に積極的であった。 

  

（２） 特長 

 「守る健康」と「創る健康」との二つの柱がある。 

 

   守る健康： 命を守る    日々の発症予防 重症化対策 災害対策 

① 特定健康診査受診率が高い  

② がん検診受診率が高い   

③ 後期高齢者医療費が安い  

 

医師会や歯科医師会と保健センターとの連携が密で、後述する保健委員の活動により、 

徐々に市民に保健意識が浸透し、受診率の向上につながっている。 

 特定健診は、集団健診方式のみで、保健センターで行っている。 がん検診は、部位に 

よって、医師会の健診センターで行えるものと、各医療機関で行うものとがある。 

 

   創る健康： 命を輝かせる  豊かな人生設計 健康気運向上  

                 ポピュレーション・アプローチ（人口増加策） 

 

① 歩いて健康・走って健康「バーチャル東海道の旅」について 

 

バーチャルの旅として、運動習慣を応援する為、東海道の行程を示したリーフレ

ットを作成し、毎日、万歩計の歩数の記録をし、東海道の地図上で東京から京都を

目指してもらう。 更に他のコースも検討中である。 

 

② ふじえだ健康スポット２０選について 

 

市内各地の景勝地を「楽しい」「癒し」「美しい」「食べる」「鍛える」の５つの特 
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長に分け、市内の２０ケ所を「健康スポット」として紹介している。 

 

藤枝市内の健康スポットは、全国から公募し、さらに観光協会、ウォーキング協 

会等の外部の方々を巻き込んだ上でつくりあげた。 

 

③ ふじえだ健康マイレージについて 

 

日々の健康行動である運動・食事・休養・歯・体重計測の記録をすることでポイ 

ントを貯める。 

    市役所庁内で、若手の職員を集め、プロジェクトチームを設置し、一年がかりで

制度をつくりあげた。 

    登録人数は、約１，１００人いるが、カードを持っている方は、約７００人であ 

り、生活習慣の見直しになったという声が多く、さらなるカードの普及に努めてい 

る。 

    紙版とウェブ版があり、紙版は高齢者が圧倒的に多く、ウェブ版は若い方が多い。 

参加者の年齢構成では、高齢者層が多い。 

 

（３）これまでの事業実施状況と効果について 

 

保健委員の活動： 地域の健康づくりのリーダーとして、約３０年前に活動を開始した。 

自治会長・副会長は自動的に就任するなど、自治体組織を基盤に、当番制で任命される。 

女性は、６０～７０世帯に１人選出されるなど、当番制で任命されるため、市民の健康

意識の向上につながっている。 

 延べ１，０００人程が活動し、行政と市民とのパイプ役や、保健講座の企画・運営・Ｐ

Ｒなど、地区担当保健師と連携して活動し、地域の健康づくりの要となり、医療費の削減

にもつながっている。 

 

事例 『市政施行６０周年記念 元気ふじえだツーデー６０㎞ウォーキング』 

 平成２６年１０月１１日～１２日 

 

事例 『徳川家康公顕彰４００年記念  

ウォーキングイベント』 

   平成２７年５月２３日 

 

保健講座の場合、座学は人気が無いので、スポーツ・体操を取り入れるようにしている。 

医師が講師だと受講者が集まる傾向にある。 
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    ※ 他に、消防士の AED 講習等もある。 

 

（４）今後の展望について 

 今すぐ効果は無いが、『２０２５年問題』を前に、「創る健康」の成果を、１０年計画の

長い目で測定する。 

 

総括《視察後の意見交換》  

▽ 市民が興味を持つようなイベントを実施し、動機付けを上手く行うことで、多くの 

市民が楽しんで参加できる素晴らしい取組みだと感じた。 

▽ 「ふじえだ健康スポット 20 選」は、ウォーキングコースの選定について、全国か

ら公募を行ったため、魅力的な選定になったと思う。 

▽ 若手職員によるプロジェクトチームを立ち上げ、一年がかりで検討し、様々な企画 

を行っていることで素晴らしい事業になっている。入間市でも参考にしたいと感じた。 

▽ 保健委員は、やりがいや仲間意識を持ち、保健委員の役割だけでなく地域コミュニ 

ティの活性化にも貢献していると感じた。 

▽ 乳児死亡率の高さを改善するために、３０年前から保健委員制度を確立し、長年に 

渡り広く市民に働きかけを行ったことが、現在の健康意識の向上につながっていると

思う。 

      

 

 

豊橋市（とよはしし） ７月２日（木）午前 ９時３０分から１１時１５分まで 

 

 

地理： 入間市から南西方向２１０㎞、愛知県南東部で渥美半島の付け根に位置し、豊川

平野南部に市域が広がる。 東は弓張山地を境に静岡県と接する。 面積は２６１．８６

㎢で、入間市の約５．９倍、人口は３７８，５２８人で、入間市の約２．５３倍。 東三

河地区の中心都市で、中核市である。 平地の市域が広く、三河湾に面し、多様な要素を

兼ね備えた都市となっている。 

 

歴史： 室町時代の１５０５年に今橋城が築城され、徐々に城下町、東海道の宿場町（吉

田宿、二川宿）、更に豊川河口付近の港町として町が形成された。 城の名は『今橋』から

『吉田』となり、明治維新直後の１８６９年に、地名が城下町の『吉田』から、豊川にか

かる橋の意味で『豊橋』となった。  

 １８８５年、吉田城跡に歩兵第十五連隊が名古屋から移営し、他の軍事施設も含めて１

９４５年の終戦まで軍都となった。 １８８８年に、東海道線豊橋駅が開設された。 
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１９０６年市制施行。 以降１９３２年、周辺の町村を編入合併している。 東三河の

養蚕地帯を背景に製糸工場が集積し、昭和初期には全盛期を迎えたが、１９４４年１２月

の東南海地震、１９４５年６月の豊橋空襲（死者６２４人）で、市街地の約７０％を焼失

した。 

 戦後いちはやく大規模な都市計画が実施された。 １９４６年に始まる復興土地区画整

理によって商業が、軍用地跡等の工場誘致によって工業が、１９６８年の豊川用水の完成

等により農業が発展した。 臨海部（三河湾）では、ウナギ等の養殖も盛んとなった。 

１９５９年完成の豊橋港が更に拡張された三河港は、国産自動車の輸出、外国車の輸入

共に日本一となっている。 

１９５５年、周辺の１町５村と１村の一部を編入合併した。 以降１９６４年の東海道

新幹線駅開業等を経て、東三河地方の中心都市としての拠点性は高まり、１９９９年には、

中核市に指定された。 

 今年、東三河地方５市２町１村の連携強化をはかる『東三河広域連合議会』が発足し、

３月３０日に豊橋市議会議場で、初めての議会が開かれた。 

 

視察：子ども未来館『ここにこ』の運営について 

 

（１） 開設の経緯について 

 

 １９９６年市民病院が郊外に新築移転し、旧施設が取り壊された。 その後２００８年

に、『ココニコ』が開館するまで、様々な検討があったが、市長の公約に「子育て」があり、

鶴の一言で『子ども未来館』に決定したとのこと。  

 都市計画の中で、まちの活性化が課題で、「まちづくり交付金」を受けられる施設に絞ら

れた、といった事情もあった。 コンセプトは、「まちなかで、子どもを中心に、あらゆる

市民が出会い、交流し、活動する新たな多世代交流施設」、「ここに行ったらみんなニコニ

コになるよ」から縮めて名称を「ココニコ」とした。 

 “豊橋市中心部のまちのにぎわいを取り戻せるか”、の中心市街地活性化も設置目的の一

つ。 

 

経過： こども関連施設等について 

２００２年 基本構想・基本設計（～０３年） 

２００４年 基本設計（展示物等及び建築） 

  ２００５年 建築実施設計・展示物等実施設計（～０６年９月） 

  ２００６年 建設工事（０６年９月着工～０８年３月竣工） 

  ２００７年 展示等製作委託（０７年６月～０８年５月完了） 

  ２００８年 こども未来館開館（０８年７月２６日） 
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施設概要： 敷地面積  １１，８５３㎡（市有地） 

      建物床面積 ７，２１４㎡ 

      構造    鉄筋コンクリートつくり 一部鉄骨造地下１階地上２階建 

      整備事業費 約２６億円（うち１２億円：まちづくり交付金） 

 

（２） 特色について 

 

① 子育てプラザ： ＜対象：０～３歳の乳幼児とその保護者＞ 

親子で楽しく遊び、ふれあい、交流ができる。 また、「子育てプラザカウンター」 

で、気軽に子育て相談や情報提供をしている。 

保護者は、母親が多いが、土日は父親の利用も増えている。 

 

② 体験・発見プラザ： 子どもたちの好奇心や創造性を育む体験、遊びを通して新し 

い発見が出来る。 

1 階の「まち空間」は有料だが、ドリームタウン・体験セット・キッズパーク・と 

よはし１００年歴史通り、のブースで自由に遊べる。 

2 階の「まちづくりセンター」には、児童図書コーナーや各種工房がある。 

 

③ 集いプラザ： 屋内外の広場で多彩なイベントを開催し、幅広い世代がふれあい、 

交流する憩いの場となっている。 

 

（３） これまでの事業実施状況と効果について 

 

【運営体制】 

 市が子育てプラザの運営と市民協働の推進を受け持ち、指定管理者が体験・発見プラザ・

集いプラザの運営と施設全体の維持管理を行っている。（利用料金制） 

 指定管理者によるイベントでも、関係団体、商店街との調整等は市が行っているため、

スムーズに運営できている。 

 

豊橋市（職員５人、嘱託６人）： 子育てプラザ（ここにこサークル）企画運営、体験・発

見プラザ・体験プログラム企画調整、ボランティア育成と市民協働事業 

指定管理（丹青社９人・コニックス）集いプラザ企画運営、体験・発見プラザ企画運営 

        施設維持管理（総合案内、警備、清掃、機械保守点検等） 

  ※ 丹青社・コニックス共同事業体 平成２４年８月１日～平成２９年３月３１日 
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【年間延利用者数】 

 平成２６年度は、６２２，２８１人で、年々増加傾向にある。 増加の要因としては、

リピーターを増やすために毎月のように展示のリニューアルをしている。  

また、常にＰＲを積極的に行い、豊橋駅の改札口正面の目立つところに「ココニコ」の

マスコットの展示し、パンフレットである「ココニコ通信」も約１２万部印刷し、市内の

全幼稚園、保育園、小中学校に直接届け、全員に配付していること等がある。 

東三河地域や静岡県湖西市・浜松市などの全小・中学校にも配付しているため、市外か

らの来館者も多く、全体の約 3 割を占めている。 

 施設内の駐車場は、駐車台数を意図的に少なくし、有料としているため、商店街への駐

車による、回遊性を目論んでいる。 

 

【ここにこサークル】  

３歳未満児と保護者が気軽に集える交流の場として、地域の身近な地区市民館等３６か

所で開催している。 

 

【市民協働】 

 市民に親しまれ市民が参画する施設として、施設運営や事業展開をし、民間団体、ＮＰ

Ｏ、大学、ボランティア等と連携している。 

※ ボランティア登録者数は延べ３２０人（４月１日現在） 

 

【主なイベント】 

 季節ごとにテーマを設けて多彩なイベントを行うとともに、まちなかの賑わいを創出す

るため、地元商店街等と連携したイベント等を実施している。 

 豊橋市が、「まちづくり交付金」を受けており、まちの中心市街地の活性化に沿って、近

隣商店街と「まちなかこども夜店」など共同の催しも展開している。 

 例えば、豊橋駅南口駅前広場から、商店街を抜けて、こども未来館までを会場とする「ニ

コニコスマイタウン」がある。  

子どもたちが、いろいろな仕事（約５０種類ある）を体験できるイベントもあり、もら

ったお給料「ニコ」で商店街での買い物等に使用出来る。 仕事としては、アイドルやミ

ュージシャンよりも保育士、看護師、介護士が人気となっている。 

 幼児から、小・中・高校生（主に勉強部屋として使用）、更に高校卒業５０周年の同窓会

の催事の高齢者まで網羅している。 高校生の利用者が卒業後、ボランティアとして活動

することも多い。 

なお、豊橋市には、交通児童館はあるものの、通常の児童館は無い。 児童館は「児童

厚生施設」であるのに対し、「こども未来館」は、児童研修施設・集会場である。 
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（４） 事業の課題及び今後の展望について 

 

 現在まで、利用者数や各エリアの運営は順調に推移しているが、平成２９年度の開館 

１０周年を目標に、体験・発見プラザを中心とするプログラムや設備のリニューアルに向 

けて検討している。 

 

 豊橋市・豊橋市議会の積極的な支援も伺われる。 市は今年４月の機構改革で新たに『子 

ども未来部』を発足させた。 市議会の『とよはし市議会だより』平成２７年３月定例会 

号では、平成２７年度予算を「こどもの未来とまちの元気をつくる、とよはし創生予算」 

と見出しで表現している。 

 

 

総括《視察後の意見交換》  

▽ 指定管理による運営のため、民間の発想により施設のＰＲを積極的に行っている。 

市内のみならず市外の学校にまでパンフレットを送付していることもあり、市外の来 

館者が約三割を占めている。入間市の公共施設の運営に参考になると思う。 

▽ 常に施設に新しいものを取り入れて来館者を増やす仕掛けづくりを行うことで、利 

用料収入を増やし、それをもとに新たな事業を展開するという良い循環になっている 

と感じた。 

▽ 自習室として利用している高校生の中には、卒業後、ボランティアとして活躍して 

いる人も多く、また、高齢者の方々も子どもと触れ合うことで、精神的・健康的にも 

役立つという様々な世代を対象とした複合的な施設だと感じた。 

▽ 子育てを支援する施設として、効率的な運営をするだけでなく、全体的に遊びや 

余裕がある魅力的な施設だと感じた。 

▽ 子育てプラザは、子育てについての相談をする部屋を別に設けるのではなく、遊び 

をしているスペースの中で相談を受けるというのが印象的である。 

 

 

 

大府市（おおぶし） ７月２日（木）午後 １３時４０分から１５時３０分まで 

 

 

地理： 入間市から西南西方向に約２４０㎞、愛知県のほぼ中央部で名古屋市の南に位置

する。 面積は３３．６６㎢で入間市の約０．７５倍、人口は８９，５７１人で入間市の

約０．６倍。 年齢階層別人口では、６５歳以上が２０．３％で、入間市の２４．９％よ

りもかなり少ない。 北部は名古屋市に接し、東部は境川を隔てて三河地方と繋がり、南
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部は知多半島に臨む等、交通の要衝となっているが、平地と丘陵が混在し、緩やかな坂道

が多い。 

 

歴史： 古代、丘陵地帯で窯業が盛んで入間市と共通する。 戦国時代は石ヶ瀬合戦や桶

狭間合戦に関わる。 江戸時代は、市域は尾張藩の支配下にあった。 １８８７年大府駅

が開業し、１８８９年に東海道本線が全線開通し、１９０６年に大府村が発足した。 以

降１９１５年大府町、１９７０年大府市と、他の自治体との合併が無く現在に至っている。 

 第二次大戦中は、丘陵地帯の山を削って大府飛行場が作られ、軍用機の生産が盛んであ

ったが、大きな空襲は免れ、戦後そのまま工業都市へと成長した。  

 名古屋市の南側に隣接し、知多半島の付け根に位置するので、古くから名古屋の近郊農

業地域であったが、１９４７年の知多半島「大干ばつ」をきっかけに計画された『愛知用

水』の１９６１年の完成により、丘陵地帯の果樹栽培が一段と盛んになった。 市議会議

長からは、日本最大級の産地直売所の紹介があった。 自動車関連企業が集積し、工業製

品の出荷が多く、第 2 次産業の就業率も約４割と高い。 

２０００年に完成した市庁舎は、Ｌ字型で６階建の躯体の直角側に、鉄骨とガラス製の

４分の１の円形の天井とその側壁が、階層ごとに縮小しながらはめ込まれ、巨大な内部空

間を形成しており、来訪者に強い印象を与えている。 

 平成の大合併時代の２００６年の３月市議会では、「法定合併協議会設置は時期尚早」と

判断している。 現在、広域的な連携による効率的・効果的な行政運営に努めている。 

 

概要：  

１９７４年施行の第１次総合計画で、「健康都市」が、市の都市目標として定められた。 

１９７８年に現在の橋上駅舎が完成しているが、駅前広場からの中央通りの歩道を、『健康

の道』と名付けて、周遊３５分での消費カロリーが表示されている。 

 東浦町との境目の森岡地区等に、国や県の医療・福祉の研究機関や施設が多く集中・集

積している。 市は、これらと連携しながら最新の健康施策を展開している。 

 また、高齢社会を「幸齢社会」と捉えて、健康寿命を延ばす取り組みを、市民が若い時

期から一貫して実施している。 

  

視察： 認知症予防事業について 

     担当：大府市健康文化部 

健康推進課 

（１） 事業内容について 

  

 ○ 介護予防事業（いきいき教室・健康長寿塾）の開催 

   国立長寿医療研究センターとの連携は年々更新している。  
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 【いきいき教室（閉じこもり・認知症・うつ病教室）】 

   レクリエーション、音楽療法、手工芸等を取り入れた社会参加のための教室。 

 

 【健康長寿塾（運動、口腔、栄養の総合教室）】 

   筋力体操、レクリエーション、頭の体操、健口体操、栄養バランスのとれた食事の 

話を取り入れた介護予防のための教室。 

 

 【はつらつ運動コース】 

   介護保険サービス事業所やフィットネスクラブ等の９つの事業所で、加齢に伴う運 

  動機能低下や健康予防を目的とした運動に取り組んでいる。 

   

 【出前講座】 

   心身ともに健康で豊かな人生を送るため、楽しく学習する機会を提供している。 

   対象者： ６０歳以上の方  会場： 市内９公民館 

   回 数： 年８～９回程度（５月～２月） 

   内 容： 健康講座。社会見学、交流会など 

 

 【認知症不安ゼロ作戦】 

   市民一人ひとりが心身ともに健康であるために行われる。 

   大府市と国立長寿医療研究センターと共同して、平成２３年度に市内在住の６５歳 

以上の約１万３千人に案内を出し、そのうち約５千百人が健康チェックに参加した。 

平成２５年度には、未受診の方と新たに６５歳以上になった方に勧奨を行った。こ 

  れにより、いわゆる予備軍の４００名程度の方が「リフレッシュ教室」、「スマイル教 

室」に参加した。 

 今年度は、認知症予防を目指すための取り組み「認知症不安ゼロ作戦」を国立長寿 

医療研究センターと連携して展開している。 

認知症ゼロを目指す大府市プログラムを作成した。 

 

 【脳とからだの健康チェック２０１５】 

   大府市と国立長寿医療研究センターと連携して実施している。 

認知症の兆候を早期に発見することを目的に、「脳とからだの健康度」を測定する。 

  健康で長生きを実現するために重要な検査が多く含まれている。 早期発見によって、 

３１～４４％の方が「正常」に「回復」する。 

 

認知機能検査：記憶力、注意力、処理能力、総合力 

体力検査：  歩行計測や筋力のおとろえをきちんと測定する。 
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体 組 織：  筋肉の状態や脂肪量などを測定する。 

質問調査：  日頃から気になっていることについての調査。 

血液検査：  採血から多くのことが判明する。 

対 象：  ６５歳以上で無料 

会 場：  市役所、勤労文化会館、市内の一部公民館など 

検査結果： 「からだの健康度」や「脳の健康度」などの結果報告書が郵送で届く。 

 

  認知症初期支援チーム： 認知症専門医の指導のもと、複数の専門職が家族の訴え等 

 で認知症又は疑われる人や家族を訪問、観察・評価・家族支援などの初期の支援を包括

的・集合的に行い、自立生活のサポートを行う。 

 

 

（２） 国立長寿医療研究センターとの連携について 

国立長寿医療研究センターとの連携プロジェクト 

  

【長期縦断疫学研究事業（平成９年～平成２４年）】 

老化の過程や認知症、骨粗鬆症、老人性難聴などの老年病の発症の要因を明らかにする

とともに予防法を見つけ出すための研究で、平成９年より同じ個人を長期に渡り繰り返し

調査を実施した。 

 

 【認知症地域資源活用モデル事業（平成２１年度）】 

 厚生労働省の「モデル地域における地域支援体制構築事業」に基づき実施している。 認

知症対応ネットワーク委員会や市民の見守り組織などを設置し、徘徊捜索模擬訓練なども

行い、認知症理解や地域支援体制構築に努めた。 

 

【認知症有病率調査事業（平成２１年度～平成２２年度）】 

筑波大学大学院研究室が実施する「認知症の実態把握に向けた総合的研究」に長寿医療

を含む全国８ケ所の機関が参加し、大府市も協力を行った。 

 

【介護予防実態調査分析支援事業（平成２２年度～平成２３年度）】 

認知症有病率調査対象者のうち、２００人の軽度の認知機能障害の人を対象に実施した。

２００人のうち、１００人に対して半年間運動教室を実施し、残り１００人との変化を検

証した。 

 

 

  



13 

 

（３） 今後の展望について 

 

 『めざせ！ 健康日本一』のスローガンのもと 

 

 実態把握： 特定健診や基本チエックリストの実施により、対象者を把握し、介護予防

教育への参加を促すことが必要となる。 

 

 平成２７年度当初予算では、認知症予防事業費２，８８２万円を計上している。 「認

知症予防に関するプログラム」を作成する目的で、認知症の兆候を早期に発見し分析する

ため、６５歳以上の高齢者を対象にした「脳とからだの健康チェック」を実施する。 

 

 

（４） ウェルネスバレー構想 

 

 大府市と東浦町にかけて「あいち健康の森」とその周辺エリアのことを指し、この地区

が健康長寿の一大拠点に発展することを目指す。 

 「健康づくり」「医療」「福祉」「産業振興」など様々な分野について、先駆的な取組を推

進し、情報発信する。 

一方、医薬品産業による、新たな産業を創出し、市民の雇用の拡大を図る。 

 大府市では、立地する福祉・医療・介護など関係する施設と連携し、市の特色を生かし

た高齢者福祉施策、健康づくり施策を進めている。 

 

 ウェルネス産業振興・育成・推進では、市民の認知度が４７．８％と上昇し、健康産業

ゾーンの進出を希望する企業の動きが出ている。 

 市に「奨励金」制度があり、「健康・長寿産業の創出」を目指している。 

 

 

総括《視察後の意見交換》 

▽ 健康長寿の研究機関等の地域医療福祉資源があり、それらを活用しながら施策を展 

開することは、健康施策に限らず大変効果的だと思う。 

▽ 高齢化率 20パーセントという若い自治体ではあるが、子どもから高齢者まで様々 

な健康施策を展開しているという印象を持った。 

▽ 「脳とからだの健康チェック」は、２重３重にもチェックをする仕組みになってい 

るため、参考になると感じた。 

▽ 「幸齢者」という言葉を使用することで、高齢者のマイナスイメージをなくし、 

元気に年をとっていこうという前向きなメッセージと感じられ、素晴らしいと思った。 
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▽ 大府市では、認知症予防は、健康づくり部門が所管し、認知症になってから高齢者 

 福祉部門が所管している。これから高齢者が増えていくことを考えると、大府市のや 

り方も参考になると思った。 

 

 

 

岐阜市（ぎふし）７月３日（金）午前 ９時１５分から１１時１５分まで 

 

 

地理： 入間市から西へ２４０㎞の岐阜県西南部、濃尾平野北部に市本庁舎が位置する。 

面積は２０３．６０㎢で、入間市の約４．５６倍、人口は４１４，６２８人で、入間市の

約２．７７倍である。 北部は山林地帯で、長良川が市内を北東から南西へ流れ、扇状地

を成している。 県庁所在地で、県の行政・経済・文化の中心を成す市である。 

 

歴史： 鎌倉時代の１２０１年、金華山上に稲葉山城が築かれときに拠点性が形成される。

室町時代後期の美濃守護土岐氏の領国支配の拠点は、市の南東部の川の手にあった。 

 稲葉山城は、戦国時代の斉藤氏を経て、１５６７年織田信長が入城して岐阜城と命名し、

信長が安土城に移る１５７６年まで、天下統一の本拠地とし、現在の長良川南岸を中心に

城下町が形成され、『楽市・楽座』が許された。 

 江戸時代は一時天領となり、後に尾張藩の統治下で、町人町となった。 明治時代の１

８７３年、県庁が置かれ町は拡大した。 １９８９年に市制が施行された。 

１８９１年に濃尾地震が発生し、多大の損害を受けたが、商都や観光地として復興した。  

１９４５年７月の空襲では、死者８６３人、市の中心部はほぼ焼野原となったが、戦後

再び復興した。 １９６６年に県庁が、南西の郊外に移転したが、市は独自の発展を遂げ、   

１９９６年に中核市に指定されている。 

 

 目下、司町の旧岐阜大学医学部及び付属病院、旧県岐阜総合庁舎跡地の一部に、７月１

８日開館予定の「みんなの森・ぎふメディアコスモス」という、岐阜市立図書館と市民活

動センターの複合施設が話題となっている。 

 同じ敷地内に、岐阜市役所が移転新築される計画が、昨年１２月の市議会で議決し、５

年後の完成を目指している。 岐阜市役所は、１９６６年完成の本庁舎を初め、現在５つ

の庁舎に分散している状態である。 

視察： 放課後チャイルドコミュニテイ事業について 

  担当 教育委員会青少年教育課 
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（１） 事業概要 

 

 放課後児童クラブ： 留守家庭の子どもたちが、安全に過ごせる、“生活の場”を提供 

            

 沿革  

１９６８年～６９年 「留守家庭児童会」開始 

以降、１０人以上利用者がいる校区から順次開設 

  ２００８年 全校区に開設が完了する  

２０１５年「放課後児童クラブ」に改称 

 

  対象児童： 留守家庭の児童（主に１～３年生 定員に余裕があれば４～６年生も） 

  活動内容： 生活の場 生活指導、家庭との連絡、宿題、読書、集団遊び 

  指 導 者： 専任支援員（嘱託員） 

  活動日時： 月～金と土曜授業日 授業終了～１８時（一部１９時迄延長） 

  活動場所： 放課後児童クラブ用の専用教室 

利 用 料： 有料  開設数： ４７か所（全小学校） 

帰 宅： 保護者の迎え、集団による帰宅など 

  

 放課後子ども教室： 地域の大人が協力し、子どもたちに“体験/交流/遊びの場”を提供 

  

沿革 

２００４年「地域子ども教室」開始  

２００７年「放課後子ども教室」に改称 

   

  対象児童： 全学年の児童（主に１～３年生） 

  活動内容： 体験・交流・遊びの場 スポーツ、地域行事、工作、レクリエーション 

          ※体験： 昔遊びや軽スポーツなど 

  指 導 者： 教育活動サポーター（地域の方、ボランティア） 

  活動日時： 下校時間まで（１６時半頃）週１～２回 

  活動場所： 体育館、運動場、公民館など 

  利用料 無料  開設数： ２１か所 

    ※ 入間市でも１０月を目途に、高倉・西武の２小学校区で、試行的に近隣の 

「公民館」を活動場所にして開設予定。 将来は余裕教室も目論む。 

 放課後学びの部屋： 子ども自らの意思で学習や読書を行う“学びの場”を提供 
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沿革 

 ２００７年 「放課後学びの部屋」開始 

  

  対象児童： 全学年の児童（主に１～３年生） 

  活動内容： 学びの場 宿題の指導、読書、読み聞かせ 

  指 導 者： 教育活動サポーター（教員ＯＢ、図書整理員） 

  活動日時： 下校時間まで（１６時半頃）週１～４回 

  活動場所： 学校図書室  利用料： 無料  開設数： ３２か所 

 

 

（２） ３事業間の連携 

 

 沿革 

 ２００７年 

 国「放課後子どもプラン」創設、３事業を「岐阜市放課後チャイルドコミュニ 

ティ」として一体的な推進 

 ２０１４年 

  国「放課後子ども総合プラン」創設 岐阜市もさらなる連携、一体的な推進 

 

 放課後児童クラブの子どもたちが、放課後子ども教室・放課後学びの部屋に参加でき 

ることを検討した。 

   

「３事業の一体的な運営体制」を構築 

 

 地域の方々や活動ボランティアなどの参加は、コーディネーター、運営委員会、活動サ

ポーターによって、この運営体制に、多様な教育活動を提供する。 

 

 

（３） 委員会、コーディネーターの役割等 

 

 推進委員会： 放課後チャイルドコミュニティの３事業を行うにあたり、推進委員会を

立ち上げ、小学校長、ＰＴＡ会長、自治会長等の地域の方々を委員とし、情報の共有、課

題検討を行う機関。 

 

 運営委員会（小学校区）： 小学校長、地域団体役員を委員とし、学校単位で授業のあり 

方、情報共有、内容の企画等の会議を開催する機関。 
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 推進コーディネーター： 各校区の活動状況を把握し、集約して通信の発行、統計をと 

りまとめて活動へのアドバイス等を行う。 

  

校区コーディネーター： 活動実施・事業間の調整・連携促進を行う。 

 

   

（４） 実施状況と効果 

 

① 全ての小学校の子どもたちが参加できる環境 ⇒ 量の拡大 

  

  放課後児童クラブ： 対象学年： ３年生まで  利用時間： １８時まで 

            教室数：  ８８教室   定員数：  ２，４５６人 

  放課後子ども教室： 開設数 ２１   

  放課後学びの部屋： 開設数 ３２ 

 

② 「保育」から「教育」へのシフト ⇒ 質の向上 

 

・３事業の一体的な運用により、放課後児童クラブの 

子どもたちに多様な教育活動への参加機会を提供 

    ・幅広い知的人材を活用し、より多様な教育活動を実施 

 

 量の拡大と質の向上により、 

   放課後の教育活動を充実し“次世代を担う人材”を育成 

   子どもたちは、学習だけではなく、人として必要な素養（積極性、自主性、協調性、 

ルール意識等）を身に付ける。 

    

・人の話しを静かにしっかり聞く。   ・ルールを守り、皆と仲良く遊ぶ。 

   ・整理整頓、自分のことは自分でする。 ・何でも挑戦、自分の力でやり遂げる。 

   ・片づけや掃除も自ら進んでやる。   ・自分の意見を堂々と発表する。 

 

 

（５） 課題及び今後の展望 

 

  課題 

 【放課後児童クラブ】 

  ６年生までの受入  ： 受入対象学年の拡充 



18 

 

支援員等の不足   ： 退職教員の雇用、研修の充実 

  障害等の対応    ： それらの正しい知識、接し方 

  教育的活動の展開  ： 保育から教育へ、教育活動の充実 

              ⇒ 子ども教室、学びの部屋との連携、地域住民、企

業、学生等の参加 

   【放課後子ども教室】【放課後学びの部屋】 

担い手（後継者）確保： 地域での担い手の確保、現職の高齢化、人数不足 

多様な活動の展開  ： 活動内容のマンネリ化 

 

展望 

  子ども・子育て支援事業計画 ： 五カ年の実施計画 

     学校の余裕教室の確保するために学校別の確保策 

     

コミュニティ・スクールとの連携 ： 教育的活動を展開するために地域の教育 

力の活用 

 

 

総括《視察後の意見交換》 

▽ 岐阜市では、入間市と違い学童保育室を福祉部ではなく教育委員会が所管している 

ため、放課後チャイルドコミュニティ事業もスムーズに実施されていると感じた。 

▽ 岐阜市では、小学校に隣接し、公民館があり、まちづくりの発想が入間市と違うと 

感じた。 

▽ 放課後児童クラブをやめる児童が少ないため、今後、検証していきたいと感じた。  

また、５、６年生の参加者が減少する傾向にあるため、高学年の児童に向けた魅力あ 

る施策が重要であると感じた。 

▽ 放課後チャイルドコミュニティ事業の３事業の中で、実際に校区コーディネーター 

と推進コーディネーターとが連携をとるという非常に重要な役割を担っているため、 

入間市でもこのようなコーディネーターが必要だと感じた。 

▽ ３事業を一体的に運営し、子どもの居場所づくりをする取組みは、素晴らしいと思 

う。  

 


