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Ⅰ．構想の趣旨                        

 

１． 背 景 

  我が国では、今後、人口減少と少子高齢化の急速な進展が予想されていま

す。河内長野市ではこの傾向が国よりも早く表れてきており、本市の人口は

平成１２年２月末の１２３,６１７人をピークに減少に転じ、平成３７年度に

は９万８千人程度になると予想されています。 

また、これとは対照的に高齢化率は年々上昇を続けており、平成２７年度

には３０％に達すると予想されていることから、介護を必要とする高齢者の

数は毎年確実に増加していくと思われます。 

しかし、介護保険の認定率に着目してみると、２割程度でゆるやかに推移

し高齢化率ほど上昇していないことから、高齢化率は上昇するものの、割合

としては元気な高齢者が増えていることがうかがえます。 

 

河内長野市の人口と高齢化率の推移 

（数値は各年度末） 
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年齢区分別の人口推計結果 

（単位：人） 

  平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 32 年度 平成 37 年度 

総人口 110,560  109,564  108,514  105,051  98,272  

15 歳未満 12,318  12,030  11,686  11,021  9,880  

15～64 歳 64,788  63,351  62,027  58,282  52,742  

65 歳以上 33,454  34,183  34,801  35,748  35,650  

65 歳以上の

人の比率 
30.3% 31.2% 32.1% 34.0% 36.3% 

 （第 6期河内長野市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画より） 
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 （第 6期河内長野市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画より） 

 

年齢区分別の人口と高齢化率の推計 
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河内長野市の介護認定率の推移 

 

 

２．現状と課題 

公民館やコミュニティセンター等では、元気な高齢者の方々がクラブ活動

などに参加され、日々の暮らしを豊かに過ごされています。自治会をはじめ

とする身近な地域活動、あるいは種々のボランティア活動などでも、中心と

なって活躍している高齢者の姿があります。本市にとって、このような高齢

者の活躍が、まちの活力を維持していくための非常に大きな力となっていま

す。 

しかしその一方で、地域活動に新しい後継者が入ってこないという声も耳

にします。元気な高齢者が増えているにもかかわらず、なぜ後継者が入って

こないのでしょうか。その理由として、これまで仕事中心の暮らしをしてい

た人にとっては、自分の住む地域のどこにどんな活動の場があるのかわかり

難いということや、地域とのつながりがなければ、すでにある既存の活動に

はなかなか後から参加しにくいことなどが考えられます。 

（介護保険事業状況報告より） 

（数値は年度末） 
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健康 

活躍 

生きがい 

 

まちの活力を支える高齢者の活躍が今後も維持されるためには、高齢期を

迎えた団塊の世代を始め、新しい世代が順次参加し、地域の活動が途切れな

く引き継がれていくことが重要です。 

そのためには、趣味やスポーツなど、あまり地域になじみのない人であっ

ても気軽に参加できるような機会を作ること、そして、そこでの仲間づくり

や交流を通じて地域とのつながりを深め、地域の中で支え手として活躍する

生きがいのある暮らしへとつながっていくような流れを作る必要があります。 

また、介護保険の認定率は現在のところ高齢化率を下回っていますが、本

市の人口構成から見ると、１０年後には高齢者の中でも７５歳以上の後期高

齢者の割合が高くなることになります。後期高齢者の増加によって介護を必

要とする人が増えることになれば、その人自身にとって不本意であるばかり

でなく、医療や介護を支える市民の負担が重くなっていくことにもつながり

ます。誰もがいきいきとした高齢期を過ごすことができるよう、健康づくり

もこれからの大きな課題です。 

 

３．構想の目的 

人口減少と高齢化の進む本市にとって、介護や医療が必要な人も含めて地

域で支えられるまちであるために、元気な高齢者の方々の力が今後ますます

必要となります。 

今、いきいきと活躍されている元気な高

齢者の皆さんを見ると、日々の暮らしの中

で、健康が活躍を支え、活躍が生きがいと

なり、それがまた健康を支えるという理想

的なサイクルができていることがわかり

ます。このようなサイクルを持つ人をさら
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に増やしていくことが、新しいまちの活力につながります。 

これからも活力あるまちであり続けるために、市民の健康寿命を延ばすこ

と、そして、今まさに高齢期を迎えた団塊の世代をはじめ高齢者がいきいき

と活躍できるまちづくりと、生きがいを感じながら地域で活躍する高齢者が

増えていくことで、新たなまちの活力、まちの魅力を生み出していけるよう

な地域社会をめざし、市民とともに理念や目標を共有し共に取り組んでいく

ため、「河内長野市高齢者いきいき都市構想」を策定します。 
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Ⅱ．基本理念                         

 

１．高齢者いきいき都市とは 

「高齢者いきいき都市」とは、市民一人ひとりが自らの健康寿命を延ば

し、高齢期を健やかに、自分らしい生きがいを持っていきいきと暮らすこ

とで、まち全体が活力あるものとなるまちの姿を表したものです。 

 

 ２．高齢者いきいき都市の将来像 

   河内長野市がめざす高齢者いきいき都市の将来像を 

  「高齢者がいきいきと暮らす笑顔と活力のあふれるまち」とします。  

 

 ３．基本目標 

   高齢者いきいき都市をめざし、4 つの基本目標を掲げます。 

 

 健康寿命を延ばし、高齢者が健やかでいきいきと暮らせるまち 

 

 高齢者が知的探求心を失うことなく、生涯にわたって楽しく学び集

えるまち 

 

 社会参加や社会貢献など高齢者が活躍する場が充実したまち 

 

 人と人とのつながりを大切にし、誰もが安心して暮らせるまち 
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Ⅲ．基本方針と施策の方向                         

 

１．高齢者自身が取り組む「健康づくり」  

  いくつになってもいきいきと活動的な生活を送るために、高齢者を含め

た市民の一人ひとりが健康に対する意識を持ち、介護予防や健康づくり活

動に自ら取り組むことで、自分自身の健康をきちんと管理できるようにな

ることをめざします。 

 

２．生涯を通じた学習や交流の「機会づくり」 

  生涯を通じ学ぶ楽しさを持ち続けられるよう、多種多様な学習の機会を

提供し、学びを通した自己の充実と新たな仲間づくりを支援します。また

仲間との集いを通じてより広く地域とふれあい、ぬくもりを感じられるま

ちをめざします。 

 

３．高齢者の力を活かす「場づくり」 

     高齢者が、自らの豊かな知識や経験、培った人脈などを活かせるよう、

積極的な社会参加や地域貢献活動への参加につながる機会や場を提供し、

地域の支え手として活躍できるまちをめざします。 

 

４．安心して暮らせる人と人との「きずなづくり」 

  地域で積極的に活動する高齢者を中心に、人と人との温かいつながりと

地域のきずなによって安心して暮らせるまちをめざします。 
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Ⅳ．具体的な考え方                       

 

１．高齢者自身が取り組む「健康づくり」  

 （１）健康づくりへの意欲の向上 

適度な運動やバランスの良い食事などの日々の健康づくりへの意欲

を持ち続けるため、継続の目標となる健幸アップチャレンジ事業の実

施やＩＣＴを活用した健康づくり事業も検討します。 

  

  （２）健康への意識を高める情報発信 

     ホームページを活用し、保険や医療、介護の情報を見える形にする

ことで、一人ひとりの健康への意識を高め、自らの健康づくりを促し

ます。 

 

  （３）地域での健康づくり 

     地域の人と誘い合って健康づくりに取り組むことで、健康体操など

をより長く続けていくことができます。健康教室やスポーツクラブな

ど、多様な運動の機会の提供に加え、地域で集まって自主的に健康体

操などをするグループに対しては、健康体操教室用のＤＶＤを提供し

たり、健康運動指導士を派遣するなど、地域での自主的な健康づくり

活動を支援します。 

      

 ２．生涯を通じた学習や交流の「機会づくり」 

（１）生涯学習の推進 

社会教育活動での重要課題として高齢者の生きがいづくりに取り組

むとともに、多様な学習機会と学士制度を組み合わせたくろまろ塾を

中心に、学習を通じた自己の充実と新たな仲間づくりを進め、市民公
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益活動につながるプログラムにも取り組んでいきます。 

 

（２）クラブ活動を通じた交流機会の充実 

コミュニティセンターや福祉センター等多くの場で行われているク

ラブ活動などでは、高齢者を中心に地域の人たちが楽しみながら交流

を続けています。このような地域のクラブ活動に新しい仲間が参加し

やすいよう、参加の機会をＰＲするなど情報提供を図ります。また、

クラブ活動での成果を活かし、世代を超えた交流の機会を作ります。  

 

（３）ＩＣＴを活用した交流の拡大 

パソコン操作などに抵抗のない高齢者も増えていることから、ＳＮ

Ｓ利用講座など、新しい技術を使った新しい仲間との出会いと交流を

支援します。 

 

 ３．高齢者の力を活かす「場づくり」 

  （１）就労への支援 

高齢者の技能や知識、経験、培った人脈などを活かした積極的な社

会参加に向け、シルバー人材センターでの事業開拓や、就労や起業の

ためのセミナー等を実施します。 

 

（２）市民公益活動の支援 

     市民公益活動支援センターるーぷらざとともに、市民公益活動支援

補助金制度やボランティア体験・見学プログラムなどを通じて、市民

公益活動を行っている、またこれから行おうとしている団体や個人を

支援します。 
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（３）新たなボランティア活動への環境整備 

地域のニーズの掘り起こしによる新たなボランティア活動の創出や、

ボランティアの養成など、ボランティア活動に取り組みやすい環境をつ

くります。 

 

 ４．安心して暮らせる人と人との「きずなづくり」 

（１）地域コミュニティへの支援 

    高齢者の多彩な能力を活かし、地域のつながりによって自らが住む地

域の課題解決に取り組み、より住み良いまちづくりにつながるよう、自

治会をはじめとした地域コミュニティ活動を支援します。 

 

（２）集いの場を通じたきずなづくり 

地域で開かれているサロンなどの住民による集いの場を広げていく

ことで、高齢者を中心とした顔の見える関係で、お互いに支えあう地域

のきずなづくりに取り組みます。 

 

（３）地域の見守りネットワーク 

多くの見守り活動を支える団体とのネットワークを進め、地域全域で

の見守りネットワークづくりに取り組みます。 
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