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１．「遠別町生涯活躍のまち」構想策定の背景・目的               

 

日本の総人口は、2008 年から減少に転じ、人口に占める高齢者の割合は今後も上昇

を続けると予測されています。また、国内の人口移動をみると、首都圏をはじめとする

大都市圏への人口集中は緩和されず、地方においては人口の転出になかなか歯止めがか

からない状況にあります。 

遠別町の総人口は、平成 29 年 2 月末現在 2,777 人、高齢化率は 4 割に近づいていま

す。また、平成 32 年（2020 年）以降、本町の高齢者人口は減少に転じると予測されま

す。 

そこで、遠別町においては、「遠別町生涯活躍のまち」基本構想を策定し、アクティ

ブシニアの移住施策と絡めて、若年層の移住促進及び地元住民の転出抑制策を戦略的に

推進することによって、「住居」「仕事」「出産・子育て」「医療・福祉」「地域交通」等、

町内の全ての世代の生活全般を支えるインフラと社会システムの一体的な整備に取り

組むこととしました。 

 

 

２．「生涯活躍のまち」構想と従来の高齢者施設等との基本的な違い       

 

「生涯活躍のまち」構想は、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、中高年齢者が主体となって、地域社会に溶け込み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・まちづくりを行うものです。 

 

図表１ 「生涯活躍のまち」構想と従来の高齢者施設等との基本的な違い 

 従来の高齢者施設等  「生涯活躍のまち」構想 

居住の契機 
主として要介護状態になって 

からの入所・入居 
⇒ 健康な段階から選択可能 

高齢者の生活 
サービスの受け手として 

「受け身的な存在」 
⇒ 

地域の仕事や社会活動、生涯学習

などに積極的に参加する「主体的

な存在」（支え手としての役割） 

地域との関係 
住宅内で完結し、 

地域との交流が少ない 
⇒ 

地域に溶け込んで、多世代と交

流・協働するオープン型 
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３．「遠別町生涯活躍のまち」のコンセプト                  

 

遠別町では、地元の特産品となった「花だんご」を製造・販売する農家女性のグルー

プ「花の里」（構成員 5 人の平均年齢は 80 歳を超える）が「平成 28 年度女性・高齢者

チャレンジ活動表彰事業」1で優秀賞を受賞しました。 

平成 9 年から 19 年間継続してきた活動は、まさに「生きがいづくり」であり、「遠

別町生涯活躍のまち」の原点といえます。 

 

そこで、遠別町では、これまで生涯学習や社会参加を通じて長年取り組んできた「生

きがいづくり」を核として、「遠別町生涯活躍のまち」のコンセプトを以下のように設

定します。 

 

 

〇アクティブシニアの移住施策と絡めて、若年層の移住促進及び地元住民の転

出抑制策を戦略的に推進する。 

 

〇遠別町が長年に亘って取り組んできた「生きがいづくり」（生涯学習、社会

参加）の一層の充実を図り、元気な高齢者の活躍の場を広げる。 

 

〇「住居」「仕事」「出産・子育て」「医療・福祉」「地域交通」等、町内の全て

の世代の生活全般を支えるインフラと社会システムを一体的に整備する。 

 

 

 

「遠別町生涯活躍のまち」のコンセプトの実現のためには、①元気な高齢者の活動の

場を広げる「活躍の場」をつくる、②健康づくり、介護予防の取組を効果的に推進する

ことによって「健康寿命の延伸」を図る、③地域包括ケアシステムと連携したまちづく

りを推進し、「安心して暮らせるまち」を築く、といった重層的な構造が必要です。 

こうした重層的な構造を構築するプロセスにおいて、地域社会の「ソーシャルキャピ

タル2」が醸成され、さらに、ソーシャルキャピタルが重層的な構造を強化していくも

のと考えます。 

 

 

                                                   
1 「女性・高齢者チャレンジ活動表彰事業」…農業経営の改善や起業化、農村生活の充実、

地域の振興などのために積極的に活動している女性農業者や高齢者のグループ又は個人等

を表彰し、その活動成果を広く紹介することにより、地域における女性・高齢者活動の促

進と農業・農村の発展に資する事業（北海道）。 
2 ソーシャルキャピタル：地域社会の中で住民同士が相互に協力することを容易にする共通

の慣習・ルールや価値観、理解を伴った人的なネットワーク。 
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図表２ 「遠別町生涯活躍のまち」の重層的構造 

 

 

 

４．「遠別町生涯活躍のまち」の概要                    

 

（１）ターゲット 

「遠別町生涯活躍のまち」の入居者として、主なターゲットは、①町外から移住を

希望する人、②町内で住み替えを希望する人、の 2 つのタイプを想定します。 

 

①町外からの移住 

町外からの移住については、いわゆる「アクティブシニア」と呼ばれる層や現役世

代を想定します。なお、首都圏等、他地域からの移住者の募集に当たっては、a)「ふ

るさと納税」（寄附）者、b)お試し居住体験者、c)遠別町出身者などに対して、無理の

ないかたちで継続的な PR 活動等を実施して行くこととします。 

 

②町内の住み替え 

町内の住み替えについては、高齢者（主に「夫婦のみ」、「独居」を想定）のみなら

ず現役世代（全般を想定）をターゲットとし、町民が地域で長く住み続けられる環境

づくりを重視します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「活躍の場」 
元気な高齢者の活動の幅を広げる 

「健康寿命の延伸」 
健康づくり、介護予防の取組を効果的に推進する 

「安心して暮らせるまち」 
「地域包括ケアシステム」と連携したまちづくりを推進する 

ソーシャルキャピタルの醸成 

社会教育の充実を 
切り口に 

リハビリの充実 

介護・福祉人材の 
確保 
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また、「遠別町生涯活躍のまち」のコンセプトを踏まえ、ターゲットに期待する人材

として、アクティブシニアについては、a)起業、就業の意欲のある人、b)生涯学習、

各種地域活動等に参加意欲のある人、を想定します。 

現役世代については、a)子育て世代、b)医療・福祉分野への就業を希望する若者、

c)農林漁業に就業を希望する若者、を想定します。 

このような人材の移住・転居に向けて、町はわかりやすく、かつ継続的に情報発信

を行っていきます。 

 

 

（２）エリア 

①エリアの特徴 

「遠別町生涯活躍のまち」に関わる施設やサービスは、町の中心部に立地し、歩い

て暮らせる「コンパクトシティ化」を目指します。 

 

②エリアにおける施設等の配置イメージ 

施設等の配置イメージについては、下図のような配置を想定しています。 

役場、高齢交流拠点施設を中心に概ね半径 1.5km 以内に関係施設（町民農園を含む）

を集約し、さらに役場とサービス付き高齢者向け住宅の間は約 400ｍ、役場と民間賃

貸住宅の間は約 1.1km を想定します。医療機関へのアクセスは、徒歩で約 3 分の距離

となります。 

 

図表３ 「遠別町生涯活躍のまち」の施設等の配置イメージ 
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（３）入居者（転居者） 

入居（転居）希望の意思確認の体制を整えるため、事前相談・意見傾聴の体制づく

りを進めるとともに、お試し居住の受け入れ体制を充実させます。 

 

図表４ 想定される入居者（転居者）と住まい 

想定される入居者（転居者） 想定される住まい 

a）町外からのアクティブシニア 「サービス付き高齢者向け住宅」3 など 

b）町外からの現役世代 
移住定住促進住宅（8戸、3カ年入居可 1.5

万円／月） など 

c）町内での高齢者の住み替え 
サービス付き高齢者向け住宅、高齢者向け

住宅 など 

 

 

アクティブシニア及び現役世代の入居者（転居者）の住み替え形態等については、

概ね下表のように想定します。 

現役世代入居者（転居者）は、特段の条件はありません。 

 

図表５ アクティブシニア入居者（転居者）像 

入居者の要件 想定される住まい 

健康状態 
「健康な段階からの入居を基本」としつつも、本人がアクティブ志向

（生涯学習、社会参加の意欲等）であれば、要介護の状態は問わない。 

年齢 

町外からの移住者については概ね 50 歳以上を想定する（町内の転居

者の年齢は問わない）。 

なお、サービス付き高齢者向け住宅の入居要件を 50 歳以上にする場

合は、「地域再生計画」を策定の上、国の認定を受ける必要がある。 

所得等 
地元の高齢者の平均的な所得水準を標準とする等、地域性を考慮した

軽減措置も検討する。 

属性 特段の条件なし（軽度な認知症を受け入れることを検討する）。 

 

  

                                                   
3 サービス付き高齢者向け住宅：民間事業者などによって運営され、都道府県単位で認可・

登録されたバリアフリーの賃貸住宅。見守りと生活相談が付く。食事のサービスが付く施

設もある。介護サービスは外部から導入。60 歳以上が対象（入居時の身体状況に要件はな

い）。 
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（４）居住環境 

①アクティブシニア 

アクティブシニアの居住環境を整備していくため、①地域社会（多世代）交流・協

働、②自立した生活ができる居住空間、③生活全般のコーディネート、④地域資源の

活用、⑤「地域包括ケアシステム」との連携、の 5 つに留意して進めます。 

 

図表６ アクティブシニアの居住環境整備のあり方 

項目 内容 

①地域社会（多世代）

交流・協働 

■地域交流拠点の整備 

・アクティブシニア多世代拠点交流センターの整備 

②自立した生活がで

きる居住空間 

■居住環境の提供 

・サービス付き高齢者向け住宅の整備（想定規模：20～30戸程度）

なお、「認知症高齢者グループホーム4」等との複合型について

も検討する。 

③生活全般のコーデ

ィネート 

■コーディネーターの配置 

・「地域包括ケアシステム」の構築との連携の観点から介護保険制

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）」が兼任 

④地域資源の活用 

■既存施設（町民農園）の活用 

・多世代の交流の場として活用する。都市農村交流（2 地域居住

等）の場、作物栽培等から健康でいきがいを感じる場面を創出 

■住居 

・高齢者向け住宅（2棟 16戸） 

・将来の不安を解消するため、「認知症高齢者グループホーム」を

整備することも検討する。 

■空き家の活用 

・対象物件が極めて少なく、個人住宅の空き家活用は限定的 

⇒民間賃貸住宅の整備など 

⑤「地域包括ケアシ

ステム」との連携 

■切れ目のない医療・ケアの提供体制づくり 

■介護人材の確保策との連動 

■「新しい総合事業5」との連動 

■要介護者への住まいの整備との連動 

 

 

 

  

                                                   
4 認知症高齢者グループホーム：軽度～中度の認知症で要支援 2 以上の人が対象、少人数（基

本は 9 人単位）で、家庭的な共同生活を送りながら生活する居宅系施設。 
5 新しい総合事業：平成 27 年 4 月に施行された改正介護保険法による「新しい介護予防・

日常生活支援総合事業」。地域で自立した日常生活を実現するため、地域において多様な主

体による多様な生活支援を確保していく。 
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②現役世代 

現役世代の居住環境を整備していくため、①地域社会（多世代）交流・協働、②自

立した生活ができる居住空間、の 2 つに留意して進めます。 

 

図表７ アクティブシニアの居住環境整備のあり方 

項目 内容 

①地域社会（多世代）

交流・協働 

●子育て支援 

・遠別町幼児センター（幼・保） 

②居住空間 

●移住促進住宅・民間賃貸住宅の整備支援など 

●将来的には公共住宅（教員住宅・職員住宅）のリサイクル（２

地域居住の推進等）について検討の余地がある。 

 

 

（５）サービス提供 

「遠別町生涯活躍のまち」を実現するために、6 つのサービス提供体制を整えます。 

 

①移住希望者への支援 

既存のお試し居住などを活用しながら、マッチングやお試し居住の支援を行い、サ

ービスに関する入居者の認識とのズレを事前に解消するよう努めます。 

さらに、家族や地域社会とのつながり、交流機会を確保します。 

 

②「健康でアクティブな生活」を支援するプログラムの提供 

健康でアクティブな生活を実現するため、生涯活躍プランを策定し、高齢者が、健

康づくりとともに、就労や生涯学習など、社会活動へ参加することにより、健康でア

クティブに生活できる環境づくりを進めます。 

 

③「継続的なケア」の提供 

地域包括ケアシステムと連携するとともに、遠別町立国保病院など地域の医療機関

等との連携を強化します。 

 

④リハビリの体制強化 

現在、月 1 回整形外科の医師が派遣されているリハビリについて、支援体制を強化

し、継続的なケア体制の向上を図ります。 

 

⑤住み替えサービス 

町内の高齢者の転居によって発生する空き家を、町に移住を希望する現役世代に広

く情報提供し、売却・賃貸に係るマッチングを容易にすることを目指します。  
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⑥就労・社会参加支援サービス等 

生涯学習の活動を通じて、就労や社会参加の流れを生み出します。 

例えば、アクティブシニアについては、生涯学習のプログラムの一環として、農業

に関する基礎的な知識を習得するとともに、町民農園に配置する管理技術者の農作業

指導による農作物の生産、さらに「道の駅」での販売等を通じて、生きがいを持って

遠別町で活躍できるよう、支援サービスを提供して行きます。 

 

図表８ 町民農園の活用と「道の駅」における展開のイメージ 

 

また、「行政サービスポイント（ボランティアポイント）制度6」の導入を図り社会

参加と地域経済の向上を図ります。 

 

図表９ 就労・社会参加支援サービス等のイメージ 

項目 内容 

生涯学習 

・アクティブシニア資源活用事業 

・アクティブシニア大学 

・老人クラブ・高齢者サロン・町民農園の活用 など 

就労支援 ・「道の駅」における展開 など 

社会参加支援 ・行政サービスポイント（ボランティアポイント）制度 

  

                                                   
6 行政サービスポイント（ボランティアポイント）制度：町が指定するボランティア活動（地

域貢献活動など）や健康増進・介護予防に参加した人にポイントを付与し、地元商店等の

ポイントカードと共に複合的に利用できる制度。 

 

アクティブシニア 

管理技術者 

町民農園 

道の駅など 

生産物（家庭菜園など） （多少の）売上 

社会参加・研修 
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（６）若い世代の仕事 

現役世代の移住にあたっては、移住後の仕事の確保が重要な要素となります。 

遠別町では、医療・介護・福祉関係、及び基幹産業である農業や漁業に従事する若

い世代が求められています。 

特に、「遠別町生涯活躍のまち」の推進に当たっては、例えば、町内の高齢者の住み

替えによって発生した空き家に、新たに遠別町に移り住む現役世代が居住するととも

に、資格取得助成制度を活用して、医療・介護・福祉の専門家として働く等のライフ

プランが考えられます。 

 

図表１０ 医療・介護・福祉関係での人の動きのイメージ 

 

図表１１ 若い世代の仕事のイメージ 

項目 内容 

①医療・介護・福祉関係 

●資格取得助成制度：シングルマザー対策など 

・介護士確保に向けた取組みを強化していく（資格取得助成

制度 など） 

②農業関係・漁業関係 

●インターンシップ7、ワーキングホリデー8 など 

・農業実習生の受入も含んで考えていく：平成 29 年留萌振

興局連携事業で実施（農業実習生の受け入れ手法を簡易

（ハードルを下げる）に考えていく） 

  

                                                   
7 インターンシップ：特定の職の経験を積むために、企業や組織において労働に従事する就

業体験の仕組み。 
8 ワーキングホリデー：二国間・地域間の取決め等に基づき、各々が相手国・地域の青少年

に対して、休暇目的の入国及び滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な

就労を認める仕組み。 

 

現役世代の移住 

（町内・町外） 

資格取得助成 

転居により生じた

町内の空き家 

医療・介護・福祉関係での就業 
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（７）事業運営 

「遠別町生涯活躍のまち」の事業運営にあたっては、①入居者の事業への参画、②

事業運営やケア関係情報の公開、③多様な事業主体の参画、④事業形態に応じた収益

モデルの確立（初期費用と維持費用の抑制）などについて留意して進めます。 

 

図表１２ 事業運営の留意点 

項目 内容 

①入居者の事業への参画 

・アクティブシニア多世代拠点交流センター、サービス

付高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム等の整

備に当たって、住民の意見を反映させる仕組みを検討、

導入する。 

②事業運営やケア関係情報

の公開 

・高齢者住宅や関係制度について十分な知識を持った事

業者の参画を促すための情報公開に努める。 

③多様な事業主体の参画 
・地元社会福祉事業者と町外社会福祉事業者との連携を

促進する。 

④事業形態に応じた収益モ

デルの確立・初期費用と維

持費用の抑制に努める 

＜サービス付高齢者向け住宅のケース＞ 

・事業実施の際に条件設定などを検討する。 

＜民間住宅のケース＞ 

・一戸当たり建設費で上限家賃の設定を検討する。 
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