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第１編 金山町生涯活躍のまちとは 

１．はじめに 

（１）日本版ＣＣＲＣとは 

 ＣＣＲＣとは「Continuing Care Retirement Community」の略で、高齢者居住コミ

ュニティとして、健康な時から介護や医療が必要になる時までの継続したケアやサー

ビスを受けながら、社会活動等に参加するような「共同体・生活エリア」として、主

にアメリカで発達したものです。 

 日本では、「日本版ＣＣＲＣ構想」として、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、東京圏をはじめとする都市圏の高齢者が、自らの希望に応じて

地方に移り住み、地域社会においてアクティブな生活を送るとともに、医療介護が必

要な時には継続的なケアを受けることができる地域づくりとして実現を目指していま

す。この構想の実現により、①高齢者の希望の実現、②地方への人の流れの推進、③

東京圏の高齢化問題への対応も可能になるという見通しで、「地方創生」に結び付く構

想として内閣府が主導し推進しています。 

 

（２）金山版ＣＣＲＣ構想の考え方 

 内閣府の認定を受ける日本版ＣＣＲＣ構想は、高齢者福祉施設の建設等に係る一部

の手続きが軽減される等のメリットもありますが、基本的に「都市部の高齢者の受入

れ」が前提になります。しかし、金山町がこれから進めようとしている移住施策の主

な対象は、２０代から４０代の若い世代を含めた全世代であること、現在金山町に住

んでいる町民が健康寿命で将来に不安なく生活していけることが町の目指すべき最大

のビジョンであると考えます。国の構想を基本としながらも、移住される方々を含め

現に金山町に住んでいる町民の方々のための「金山町生涯活躍のまち基本構想・基本

計画（金山版ＣＣＲＣ構想）」を策定することにしました。 

 

（３）金山町の人口動態から見る町の姿 

 次ページの「１．金山町の人口構成等の推移」からもわかるように、金山町は全国

的な傾向同様に、少子化・高齢化の人口構成になっており、国立社会保障・人口問題

研究所（以下、社人研）の推計によると、今後２０年のうちに総人口が３，９００人

から３，５００人程度となり、６５歳以上の高齢者人口の減少は緩やかですが、高齢

者を支える１５歳から６４歳の生産人口層が２０４０年には現在より半減する見込み

です。また、次ページの一覧表には記載していませんが、当町の一般世帯総数に占め

る高齢者世帯数は２０１８年８月末現在では３２８世帯（割合１８．６％）である一

方、社人研が推計した２０３５年における山形県の高齢者世帯数の割合は４８．６％
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となっていることから、金山町においても２０年後には全世帯の４割から５割程度が

高齢者世帯になることが想定されます。 

人口減少に伴い、これまで実施できていた各種サービスや支援が、サポートする側

の担い手不足や年齢構成割合の変化などから現在の手法では対応が困難になっていく

ことが予想され、将来の高齢化社会の姿に適応したサービスのあり方やサポート体制

の構築が急務であると言えます。 

 

 

「１．金山町の人口構成等の推移」 

区 分 2015 2018 2020 2025 2030 2035 2040 

総人口 5,829 5,569 5,293 4,814 4,373 3,960 3,549 

0～14歳 704 601 596 523 470 416 369 

15～39歳 1,283 1,195 1,090 947 845 787 680 

40～64歳 1,966 1,817 1,699 1,425 1,218 1,102 1,001 

65歳以上 1,876 1,956 1,908 1,919 1,840 1,655 1,499 

（うち 75 歳以上） 1,082 1,071 996 1,028 1,078 1,110 1,051 

生産人口率

（15～64 歳人口） 

55.7 

3,249 

54.1 

3,012 

52.7 

2,789 

49.3 

2,372 

47.2 

2,063 

47.4 

1,889 

47.0 

1,681 

高齢化率 32.2 35.1 36.0 39.9 42.1 41.8 42.2 

前期高齢者率 13.6 15.9 17.2 18.5 17.4 13.8 12.6 

後期高齢者率 18.6 19.2 18.8 21.4 24.7 28.0 29.6 

要介護認定者数 414 398 454 464 - - - 

うち要介護３～５

の認定者数 
167 179 182 185 - - - 

 

・「人口」は、2015年は国勢調査、2018年は 10月 1日現在の住民基本台帳人口、2020

年以降は国立社会保障・人口問題研究所（社人研）の推計値を使用。 

・「要介護認定者数」「うち要介護３～５の認定者数」は、「第７期介護保険事業計画」

で使用した「地域包括ケア『見える化』システム将来推計」の推計値を使用。 
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第２編 金山町生涯活躍のまち基本構想 

１．現在の町の事業に対する町民の意見 

下記の意見は「金山町まち・ひと・しごと総合戦略事業評価」において、町民の方々か

ら寄せられたものの一部であり、「雪」「買い物」「移動手段」「地域の助け合い」「高齢者

の孤独」「医療環境」等、多方面にわたるご意見がありました。 

行政は、これらの町民ニーズや不安の声などを解消するために、次頁の「２．金山町が

目指す生涯活躍のまち」を基本とし、事業を進めていきます。 

 

【金山町まち・ひと・しごと総合戦略事業評価より一部を抜粋】 

 ◆定住対策に「雪問題」は切っても切れない重みがあり、雪対策は災害の一つとの

認識のもと、対策を明確に位置付ける必要がある。 

 ◆除雪費支援だけでは年金生活の高齢者には厳しい。地域で支え合う仕組みやボラ

ンティアなど何か方法はないのか。 

◆70～80歳くらいの人達は、家から出られなくなった時に、1人で家にいる生活を

望んでいるのか、寂しくないのかと思う時がある。 

 ◆行政に頼るだけではなく、自分たちでできることは努力する意識付けをさらに強

くしていくことも今後求められると思う。 

 ◆移住してきた方々が今感じていること、思っていることを聴き、定着に結び付け

ることが必要である。 

 ◆例えば、1人暮らしの高齢者と離れて暮らす子供や孫が町の防災メールを登録する

ことも有効だと思う。 

 ◆最上地域は、市町村単位で各事業を行うよりも、広域連携を目指してはどうかと

思う。 

 ◆高齢者の増加や地元商店の撤退縮小など、買い物難民が深刻になる。買い物でき

る店舗への路線バスの立ち寄りや、買い物代行、移動店舗の検討が必要である。 

◆災害や防災に対する関心が非常に高まっており、タイムラインの手法を活用し

た、地域に密着した実践的な訓練で地域住民の絆がより深まると考える。 

 ◆高齢者の 1人暮らしや 2人暮らしが増えると役場だけでの対応は難しい。特に隣

組単位で災害時、冬期間等を考える必要がある。 

 ◆診療所の将来像を多方面から検討することが必要な時期ではないか。医療、福祉

の撤退にならない環境整備をし、無床の診療所で親しまれる方策もあるのではな

いか。 

 ◆医療、介護、生活環境の全てがうまく絡んで好回転しなければ住みよい町は生ま

れない。 
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 ◆介護等による離職者対策も必要である。 

 ◆高齢者や子供が安心して治療ができる医療環境が整備されている地域で暮らした

いと願っている方が多くいる。 

 ◆空き家対策と、新たな住宅整備による定住促進対策が、より関係性の高いものと

して機能してくことが望ましい。 

 

２．金山町が目指す生涯活躍のまち 

（１）基本目標 

高齢者福祉対策や、いま住んでいる町民や若者・現役世代の移住定住施策を中心

に、行政サービスや地域の支え合いが成り立つ年齢構成の人口規模を維持できるよ

う、金山町の人口減少に歯止めをかけるとともに、全世代が希望を持って生涯活躍で

き、将来にわたり豊かな心で安心して暮らせる町を目指します。 

 

（２）基本方針のキーワード 「つながり」「安心」「希望」 

 「住まい」「ケア」「活躍」「移住」「コミュニティ」の分野について、「つながり」

「安心」「希望」をキーワードに、町民に寄り添った行政サービスと生活支援体制を整

えます。これは、人や地域の交わりと各種サービスの連携による「つながり」と、将

来に続く「安心」と「希望」こそが、金山町で暮らしたい、住み続けたいという気持

ちに結び付くと考えるからです。  

 

（３）行政の役割 

 上記の目標を達成するために、各分野で策定している計画を連携させ、地域共生社

会を実現する町づくりを行っていきます。行政は将来を見通した行財政運営をしなけ

ればなりませんが、人口規模の縮小は、町が独自の事業を行う財源としている税収の

減少や地方交付税の減少に直結します。また、公共施設の老朽化に伴う維持管理経費

や社会保障費の増加も見込まれるため、人口規模や財政力を適正に見込み、長期的な

目線で将来の町民に対し、安定したサービスの提供を行う責任のあるまちづくりが求

められます。 
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第３編 金山町生涯活躍のまち基本計画 

第１編の人口動態の結果を踏まえた構想の基本目標から、今後は「人口減少と高齢

化社会」へ対応した生活支援体制の改善をさらに具現化していきます。 

これまで「人口減少対策」の計画として策定した「金山町まち・ひと・しごと総合

戦略（2015-2019）」や、高齢者福祉や地域包括ケアシステムなどの各種福祉サービス

計画を網羅する「地域福祉計画（2019-2023）」を反映しながら、金山版ＣＣＲＣ構想 

である「金山町生涯活躍のまち基本構想」では、特に高齢者等の生活支援体制整備と

特に若者を中心とした移住定住施策を重点的に計画し、２０２１年度からの第５次金

山町基本構想のビジョンへ確実につなげていきます。 

 

（年度） 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

  

総合戦略（2015-2019） 

「人口減少、地方創生」 

第５次基本構想（2021-2030） 

「高齢者福祉、人口減少（定住）分野を反映」 

生涯活躍のまち基本構想 

（2019-2023） 

「高齢者福祉、 

人口減少（定住）」 

地域福祉計画 

（2019-2023 予定） 

高齢者福祉計画 

介護保険事業計画 

障がい福祉計画 

子ども・子育て支援事業計画 

かねやま元気プラン 21 等 
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１．計画期間  

 計画期間は、２０１９年度～２０２３年度の５か年としますが、社会情勢等を踏ま

え、必要に応じて見直すこととします。 

 

２．基本計画の概要     

（１）体 系 

 人口減少対策の最新の計画である「金山町まち・ひと・しごと総合戦略」に掲げた

事業を、国が推奨しているＣＣＲＣ構想策定のポイントである「住まい」「ケア」「活

躍」「移住」「コミュニティ」の分野として重点化した体系にし、特に「高齢者の住ま

い」「移動手段」「買い物支援」「雪対策」は、専門検討委員会等で具体化を図り、人口

減少への対応と生活支援体制整備を行っていきます。 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

（２）施 策  

①住まい  

「増加する空き家への対応と、若者も高齢者も安心して自立できる居住空間」 

 今後も増加することが考えられる空き家の適正な除去に加え、リノベーションに

対する支援も行いながら、若者世代、高齢者、そして、移住者がそれぞれに適した

住まいで自立した生活ができる居住環境の整備を進めます。 

 ●街なか公営住宅の整備 

●空き家対策・移住相談の総合窓口の設置 

 ●民間業者へのアパート住宅整備支援 

 ●生活支援ハウスの拡充 

 ●ＳＮＳ等の活用も含めた全世代への有効な情報伝達の整備 

金山町生涯活躍のまち構想・計画 

「つながり・安心・希望が続く一人ひとりが輝く町」 

 

住まい ケア 活躍 移住 コミュニティ 

第４次金山町新総合発展計画（第５次へ継続） 

「住み続けたい町・誇りを持てる町を目指して」 
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 ●ニーズに応じた公共交通体系の整備 

  

 

②ケ ア   

「地域包括ケアの確立と医療機関との広域連携による段階的なケア」 

 誰もが住み慣れた地域で、介護する側もされる側も自分らしい暮らしを送ること

ができるよう、医療・介護・予防の個々に応じたケアを医療機関や介護施設に加え

地域全体で複合的な支援体制を整えます。 

 ●金山らしい地域包括ケアの整備 

 ●高齢者等の在宅福祉や介護予防の強化 

●生活管理指導員の配置や有償ボランティアの活用 

●金山診療所や他医療機関多職種との連携による広域的な医療体制の確立 

●健診事業の充実・受診推進と健康づくり事業の推進 

●介護者を支える体制整備と介護や生活支援のための人員確保 

 

 

③活 躍   

「積極的な社会参加とアクティブで豊かな暮らし」 

 子供から高齢者までが協働し、家庭、地域や職場で役割や生きがいを持ち、生涯

において活躍する暮らしづくりの支援を行います。 

 ●高齢者学習事業 

 ●健康づくり、介護予防、生きがいづくり、ボランティア育成を含めた小さな拠

点づくり事業 

 ●女性の活躍の場支援事業 

●性別に左右されないワークライフバランス（男性の家事負担や育児参加等） 

●人材不足分野における高齢者の活躍の場の創出 

 

 

④移 住   

「移住希望者への総合的な定着支援」 

  高齢者も含め、いま住んでいる町民、特に若者・子育て世代が、これからも住

み続けたいと感じる子育て・雇用・教育支援等の充実を図るとともに、豊かな田

舎暮らしの魅力を外部へ広くＰＲします。また、移住希望者がワンストップで多

様な相談ができる体制を整え、定着に力を入れた総合的な支援を行います。 

 ●移住相談の総合窓口の設置（再掲） 

 ●充実した子育て支援と教育環境の整備 
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 ●民間業者へのアパート住宅整備支援（再掲） 

 ●企業や農業施策と連携した移住者の雇用支援 

  

 

⑤コミュニティ  

「地域の多世代交流によるネットワーク化と雪や災害時の助け合い体制の確立」 

冬期間の雪対策や災害時の、適切で素早い対応にも結び付く地域住民のつなが

りを意識し、各世代が抱える課題を全世代でカバーし合う事業連携と体制整備を

行います。 

  ●移動手段、買い物弱者対策の体制整備や地域内の見守りの実施 

  ●地域運営組織の形成と充実 

  ●災害時の迅速な情報伝達と助け合い体制の確立 

  ●冬期間の助け合いの仕組みづくり 

●健康づくり、介護予防、生きがいづくり、ボランティア育成を含めた小さな拠 

点づくり事業（再掲） 

  ●金山らしい地域包括ケアシステムの整備（再掲） 

   

 

 ３．今後の事業実施計画 

 これまでの事業を実現していくための現在の計画です。 

 町を取り巻く情勢に柔軟に対応しながら、金山らしい生涯活躍のまちを進めてい

きます。 

 

２０１６年度 

 ・定住促進住宅整備事業の検討を開始 

２０１７年度 

 ・金山町生活支援体制整備に係る生活支援コーディネーター及び協議体の設置及

び庁内連携会議の開催 

２０１８年度 

 ・金山町生涯活躍のまち基本構想・計画の策定 

・金山町生活支援体制整備に係る庁内連携会議の継続 

・金山町地域福祉計画（新規）の策定 

・金山町自殺予防計画「誰もが自ら命を絶つことのない社会の実現計画」の策定

（新規） 

・定住促進住宅整備事業基本設計及び実施設計 

・新中央公民館整備基本設計 
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・町立金山診療所経営改善コンサルティング支援業務 

２０１９年度 

 ・（仮称）「高齢者居住環境整備検討会」を設置し、生活支援ハウスの増床を喫緊

の検討課題として取り組む 

 ・金山町生活支援体制整備に係る庁内連携会議の継続 

   （移動手段、買い物弱者対策、雪対策をメインに具体案を検討） 

・第５次金山町基本構想を視野に入れた町民アンケートの実施 

  


