
地域づくり 地方創生 新地域支援構想  

「まち・ひと・しごと創生法」 地域支援コーディネーター（地域助け合い推

進員） 協議体 コミュニティで創る新しい高齢社会のデザイン 内閣府未来

都市構想 プラチナ大賞 包括連携協定 

 

◎「まち､ひと､しごと創生法」が成立  １月号 創生法成立 1121  創生本部 創生法 

2月号 法成立 20141121 創生本部 創生法 3月号 創生法 長期ビジョン 

◎特集 「高齢者の社会参加」を訴える堀田力さわやか福祉財団会長 １月号 

＊高連協集会・２０１５年・賀詞交歓会 代表挨拶   高連協・賀詞交歓会  

＊内閣府主催「高齢社会フォーラム ｉｎ 東京」基調講演  堀田力会長講演  

◎「新地域支援構想」新地域支援構想会議  1月号  構想会議 ニュース 支援構想１ 支援構想２ 

2月号 新地域支援構想  支援構想１  支援構想２ 

自治体に設置される「コーディネーター」と「協議体」 1月号 コーディネーターと協議

体 2月号 コーディネーターと協議体  

 

高齢者参加の地域協議体から“地方創生”は始まる 4月号 

◎構想「新地域支援構想」新地域支援構想会議 新地域支援構想 20140620 

  「コーディネーターと協議体」「助け合い活動創出ブック」 

協議体 活動創出ブック 

◎内閣府高齢社会フォーラム「あたたかく助け合う地域社会へ」基調講演 

  堀田力さわやか福祉財団会長            堀田会長講演 

  高連協平成２７年度総会 堀田力代表あいさつ ５月１日 総会あいさつ               

◎アンケート 高連協「高齢者の社会参画に関する調査」３・２６（一般公開用）  

☆結果「結果報告」 ☆集計結果（全国アンケート）アンケート ☆対象者 基本属性 

 

 新地域支援構想 高齢者参加の地域協議体から地方再生は始まる 5月号 

◎構想「新地域支援構想」新地域支援構想会議 ニュース 20140620  構想 0620 

「生活支援コーディネーターと協議体」「助け合い活動創出ブック」   

活動創出ブック 

 

新地域支援構想 高齢者参加の地域協議体から地方再生は始まる 

6月号 

◎構想「新地域支援構想」 生活支援コーディネーターと協議体  ニュース 20140620 

   「助け合い活動創出ブック」           構想 0620  活動創出ブック 

◎活動 内閣府フォーラム「あたたかく助け合う地域社会へ」      講演 20140729 
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    高連協総会あいさつ ５・１ 堀田力さわやか福祉財団会長    代表あいさつ 

 

コミュニティで創る新しい高齢社会のデザイン 3月号 

◎地域活動 全国１５プロジェクト成果報告 第４回領域シンポジウム ３・６                     

ristex 平成２６年度 

◎解説 秋山弘子 領域総括 東京大学特任教授  

全国１５プロジェクトの紹介 リソースセンター構想  

 

コミュニティで創る新しい高齢社会のデザイン 4 月号 ristex 平成２

６年度 

◎特集 RISTEX「コミュニティで創る新しい高齢社会のデザイン」２  

３・６ 

「研究開発領域について」秋山弘子領域担当 ＊は平成採択年  

＊24 「高齢者ケアにおける意思決定を支える文化の創成」 清水哲郎   

＊24 「認知症高齢者の医療選択をサポートするシステムの開発」成本迅 

＊24 「認知症予防のためのコミュニティの創出と効果検証」 島田裕之 

＊24 「健康長寿を実現する住まいとコミュニティの創造」 伊香賀俊治 

＊24 「広域避難者による多居住・分散型ネットワーク・コミュニティの

形成」 佐藤滋 

＊24 「２０３０年代をみすえた機能統合型コミュニティ形成技術」 小川全夫 敬称略 

 

 

高齢社会活動の先行的事例 5月号 

◎内閣府「未来都市」構想  

「未来都市構想」は「環境未来都市」と「環境モデル都市」がセッ

ト。現在「環境未来都市」はそのうち６都市が被災地から、５都市

が被災地以外から選ばれている。  右は富山ライトレール（LRT）

高齢者の利用が増加。 先行事例内閣府 

◎ＲＩＳＴＥＸ 「コミュニティで創る新しい高齢社会のデザイン」 

高齢社会の重要な課題を３年間で広くカバーできるように、平成２２年から３年間、毎年

公募し、１５プロジェクトを選考し進行中。領域担当の秋山弘子東大高齢社会総合研究機

構特任教授の「リソースセンター構想」も議論に。 先行事例ＲＩＳＴＥＸ 

◎プラチナ大賞   プラチナ大賞運営委員会（プラチナ

構想ネットワーク 会長は 

小宮山宏 元東大総長） 

「プラチナ社会」は、日本が先進国として直面する課題の
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解決と新たな可能性の創造によりもたらされる社会。第２回（平成２６年）大賞はヤマト

ホールディングス 「まごころ宅急便」 先行事例プラチナ大賞 

 

７０年目の「終戦記念日」を前にして 7月号  8月号 

◎インタビュー 堀田力さわやか福祉財団会長に聞く ７月３０日    会長に聞く 

男性は「命の感覚」に進化を 「少子化」は戦わない文化への契機・・ 

「助け合い」活動への参加 から地域創生は始まる 

◎構想「新地域支援構想」 生活支援コーディネーターと協議体       構想 20140620 

◎活動「助け合い活動創出ブック」               助け合い活動創出ブック 

◎講演 内閣府フォーラム 2014「あたたかく助け合う地域社会へ」   講演 20140729 

 

「新地域支援事業」で官民協働による組織づくりが進む  ９月号 

「包括連携協定」さわやか福祉財団と自治体が協定を結ぶ            包括連携協定 

◎構想 生活支援コーディネーターと協議体                 新地域支援構想20140620 

◎活動「助け合い活動創出ブック」さわやか福祉財団       助け合い活動創出ブック 

◎講演 「あたたかく助け合う地域社会へ」堀田力会長              講演20140729 

 

「新地域支援事業」で組織づくりが進む １０月号 

「生活支援コーディネーター研究協議会～すすめよう、住民主体の地域づくり」 

主催 全国社会福祉協議会 １０月１５日      全社協 1015Ａ１ 

行政説明「新しい総合事業をめぐる動向と生活支援コーディネーターへの 

 期待」 

シンポジウム「新しい総合事業の展開と地域づくりの戦略」 全社協 1015Ｂ 

実践報告「協議体と生活支援コーディネーターの活躍の実際」 

全社協 1015 Ｃ１ 全社協 1015Ｃ２ 

◎構想 各自治体に生活支援コーディネーターと協議体を配置    １０月号  協議体   

「包括連携協定」を自治体とさわやか福祉財団が結ぶ 

「包括連携協定」や「フォーラム」「研修会」の開催             包括連携協定 

◎活動「助け合い活動創出ブック」さわやか福祉財団         活動創出ブック 

◎講演から「あたたかく助け合う地域社会へ」堀田力会長       講演 20140729 

 

「新地域支援事業」で全国各地の組織づくりが進む 

「生活支援コーディネーター研究協議会～すすめよう、住民主体の地域づくり」 全国社会

福祉協議会 １０月１５日 

行政説明 シンポジウム 実践報告     全社協 1015Ａ１ 1015Ｂ 1015Ｃ１ 1015Ｃ２ 

「包括連携協定」を自治体とさわやか福祉財団が結ぶ 
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「包括連携協定」「フォーラム」「研修会」の開催 包括連携協定 

◎活動「助け合い活動創出ブック」さわやか福祉財団 

                       活動創出ブック 

◎講演から「あたたかく助け合う地域社会へ」堀田力会長              

講演 20140729 

 

http://jojin.jp/files/2015/11/！！！包括連携協定.pdf
http://jojin.jp/files/2015/08/！！！新地域支援助け合い活動創出ブック.pdf
http://jojin.jp/files/2015/08/！！！堀田理事長講演20140729.pdf

