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I. 事業概要  

１．事業目的 

四国全体での人口減少は全国より約２５年早く、高齢化も約１０年早く進行している。

個々の家庭や小さなコミュニティに閉じた状態では、高齢者や地域住民が望む暮らしに不

便さや困難さが生じる可能性は非常に高い。また四国管内の特徴として、県庁まで１時間

程度で到着する地域と、山間部、南側の半島では求められる支援やその提供に係る課題は

異なることが想定される。このことから地域の特性に照らし、すべてのライフステージに

おける暮らしやすさや助け合いを実現する体制整備は喫緊の課題である。このような背景

を踏まえると、地域包括ケアシステムにおける５つの構成要素（住まい、医療、介護、予

防、生活支援）を「自助・互助・共助・公助」の観点で運用するためには、自治体だけで

なく企業や大学等、地域で活動する多様な主体による協力が不可欠である。 

また企業や大学等にとっても、安定した収益や雇用人材の定着（学生確保）のためには

地域の活性化や住みやすさの支援に寄与すべきと感じているものの、これといった解決策

を見出せずにいることが課題となっている。そのため、多様な主体が連携することで新た

な解決策を見出し、暮らしやすい地域を協働して創り上げていくことが期待される。しか

しながら、この連携は自然発生を待っていては不十分であり、企業・大学・自治体（地域）

間の交流を促進するアイデアや機会がなければ、産官学の「連携」を活性化することは難

しい。そして、活性化のためには地域包括ケアシステムの推進に期待される効果が、産官

学及び高齢者や医療を必要とする人を含む多くの市民にとって「Ｗｉｎ－Ｗｉｎ」でなく

てはならない。 

以上に鑑み、本事業において地域包括ケアシステムの推進を図る産官学マッチングのた

めの調査を実施した上で、その連携を推進し、四国管内における継続可能な地域包括ケア

システムの体制構築を図るための課題を抽出、整理した。さらに当該取組みの促進方法を

検討・取りまとめることにより、産官学連携の推進のための仲介機能の在り方を提案した。   

なお、本事業内で実施した調査内容、課題、仲介機能の在り方と展望について報告書に

まとめるとともに報告会を実施したのでここに報告する。 

２．事業推進体制 

円滑な事業推進のため、計画全体にわたり四国厚生支局（以下、オブザーバーと称する）

及び弊社担当チーム（以下、事務局と称する）で計画の進捗管理と緊密な連携（打ち合わ

せ含む）を図った。また、本事業内で行うアンケートやインタビュー、仲介機能の検討に

おける妥当性を担保するため、有識者２名を入れた推進体制（表１）を構築した。 
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表 1 事業推進体制 

＜有識者＞※５０音順・敬称略 

荒川 伸太郎（株式会社とくし丸 執行役員・ＳＶ部部長） 

 →主に企業等の有識者。 

鍵屋 一（跡見学園女子大学 観光コミュニティ学部 コミュニティデザイン学科 教授） 

 →主に自治体、福祉や地域コミュニティの有識者 

＜オブザーバー＞ 

四国厚生支局 

四国経済産業局（業務５に関連） 

＜事務局＞ 

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社 

３．事業の全体構成と取組内容 

本事業の目的は、四国管内での産官学連携の推進のための仲介機能の在り方を探るもの

である。これを実現するために６つの業務を計画し、以下の内容で実施した。 

１）業務１：アンケート調査実施（自治体） 

四国管内９５市町村及び４県庁を対象にアンケート調査を行った。本アンケートは地域

包括ケアシステムにおいて、自治体が企業や大学等に求めている支援内容、及び企業や大

学等と連携するために必要な事項について明らかにするための調査であり、産官学マッチ

ングに係る基礎データ収集のための必須調査と位置づけて実施した。なお、質問票につい

ては「資料１－１：アンケート調査票（地域包括ケア担当・防災担当）」を参照のこと。 

また、平時と有事（災害時）で連携先や連携の有無が異なる可能性があると考え、地域

包括ケア担当課と防災担当課双方へ調査票を送付し情報を収集した。 

２）業務２：インタビュー調査実施（自治体） 

地域包括ケアシステム推進の現状と課題について自治体にインタビューを行った。地域

特性に鑑みた支援ニーズの切迫性や、企業・大学等から支援を受けるにあたり課題となる

こと等、業務①の質問紙上に反映できない事例を収集することで、企業・大学等からの支

援・サービスを受けるための地域特性に応じた具体的な施策や必要とされる仲介機能の提

案が検討できた。なお、インタビュー項目については「資料２－１：インタビュー（自治

体）」「資料２－２：電話インタビュー（自治体）」を参照のこと。 

なお、インタビュー先の選定は業務①のアンケートにて実際に企業と連携して支援を実

施している自治体や、自治体と企業での連携事例を知っていると回答した自治体を弊社に

て抽出し、有識者及びオブザーバーと協議の上決定した。 

３）業務３：アンケート調査実施（企業・大学等） 

四国管内の企業、大学等に対し、地域へ提供可能な支援・サービスの内容についてアン
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ケート調査を実施した。 

地域に対し提供可能な支援（人・物・資金・場所・情報・仕組み）を抽出することで、

業務①の自治体ニーズとのマッチングを図ることができた。自治体や企業・大学等の間で

連携に係る課題や問題を収集し、仲介機能の在り方についての提案に活用した。なお、質

問票については資料１－２を参照のこと。 

４）業務４：インタビュー調査実施（企業・大学等） 

産官学連携の現状と課題について企業、大学等にインタビューを行った。企業、大学等

が対応可能な支援・サービスを地域に提供するために必要な施策や方法（自治体との協議、

合同委員会の設置や参加、合同イベントの実施等）について意見を聴取した。また、業務

②で聴き取りした内容について、その課題解決のために必要な企業や大学等の意見を聴取

した。なおインタビュー先の選定は業務③のアンケートにて実際に自治体と連携して支援

を実施している企業や事業体を弊社にて抽出し、有識者及びオブザーバーと協議の上決定

した。 

５）業務５：課題整理と仲介機能の検討 

業務１～４において実施したアンケート、インタビュー調査の結果を用いて、地域支援

サービスの内容、自治体と企業・大学等とのマッチング度合、自治体と企業・大学等との

連携事例などを抽出した。これをもとに本事業の主軸である「産官学連携の仲介機能の在

り方」について、有識者及びオブザーバーとともに検討を行った。なおこの検討結果は業

務６：報告会の調査結果報告にて報告した。 

６）業務６：報告会の実施 

自治体や企業の取組事例や四国における地域包括ケアの方向性や課題、並びに業務１～

４の調査内容を広く周知するための報告会並びに撮影を実施した。報告会の可否を判断す

る時期（１１月）にはすでに新型コロナウイルス感染者の増加が著しく、集合型の報告会

は断念し無観客で開催することとなった。 

報告会は関係者のみ、集合型の報告会と同様のタイムスケジュールで実施し撮影を行っ

た。委託業者により動画を編集し、四国厚生支局の公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル上で全

国に公開することとした。 
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４．業務実施記録（スケジュール） 

業務は以下のとおり実施した。 

表 2 業務実施スケジュール 

 

５．成果物 

事業における成果物は本報告書本編（I.、II.）、並びに III.資料編に収めた。 

参考）III.資料編目次 

資料１－１：アンケート調査票（地域包括ケア担当・防災担当） 

資料１－２：アンケート結果（自治体・地域包括担当） 

資料１－３：アンケート結果（自治体・防災担当） 

資料２－１：インタビュー（自治体）  

資料２－２：電話インタビュー（自治体）  

資料３－１：アンケート質問票（企業・大学等）  

資料３－２：アンケート結果（企業）  

資料４－１：インタビュー（企業・大学等）  

資料４－２：インタビュー（企業・大学等）  

資料４－３：インタビュー（企業・大学等）  

資料４－４：電話インタビュー（企業・大学等）  

資料５－１：報告会（次第）  

資料５－２：ディスカッション反訳  

資料５－３：登壇者スライド  

 

業務 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

●調査票素案作成

●県庁を介し調査依頼

　　　　●郵送、調査開始

　　　　　●集計作業

　　　　●インタビュー実施→→→→→→→→→

　　　　　　　　●インタビュー整理→→→→→

●調査票素案作成／対象者選定

●システム上で調査開始→→→→→

●調査結果集計、分析→→→→→→→→→→→→→→

●インタビュー開始→→→→→→→→→→

●インタビュー整理→→→→→

業務５ 　●仲介機能の検討→→→→→→→→→→

●報告会準備（登壇者決定、スケジュール決定等→→→

　　　　●報告会実施

●動画チェック

業務７ ●執筆　→→→

　　　●キックオフ、進め方打ち合わせ 　●仲介機能の検討

　　　　●インタビュー先検討

　　　●アンケート内容検討

　　●荒川氏：参画依頼、進め方打ち合わせ 　●仲介機能の検討

　　●鍵屋氏：参画依頼、進め方打ち合わせ

　●進捗・報告

打ち合わせ
（四国厚生支局）

打ち合わせ
（有識者）

業務１

業務２

業務３

業務４

業務６
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II. 事業実施結果 

実施事業の結果について記載した。基本的に業務番号順に記載している。ただし仲介機

能の在り方の考察及び提案については、報告会での登壇者の講演並びにパネルディスカッ

ションの内容をふまえる必要があったため、業務６と業務５については結果の記載の順番

が逆になっていることを先に述べておく。 

１．業務１：アンケート調査結果（自治体） 

四国四県の県庁及び自治体の地域包括ケア担当者並びに防災担当者に対しアンケート調

査を実施した。期間は２０２０年８月３日～９月４日までとした。調査方法はＷＥＢアン

ケートシステムを用い、回答についてもシステム上で回収した。集計結果の詳細は「資料

１－２：アンケート結果（自治体・地域包括担当）」を参照のこと。 

表 3 回収数・回収率（４県全体） 

配布総数 95 

回収総数 52 

回収率 54.7% 

表 4 回収数・回収率（都道府県別） 

  配布総数（県含む） 回収総数 回収率 

都道府県別 

徳島 25 12 48.0% 

香川 18 15 83.3% 

愛媛 21 13 61.9% 

高知 31 12 38.7% 

１）企業・大学等が行うサービスの認知度 

自治体が認知している、企業や大学等が行うサービスについて表 5 にまとめた。認知さ

れているサービスの総数は２７件であり、その中でも買い物支援、移動支援が最も認知さ

れていた。また、地域包括ケアシステムの推進を図るうえで課題と思われることについて

も表 6 に示した通りである。 

表 5 自治体が認知している企業・大学等のサービス 

5 つの要素 サービス分類 サービス例 事例数 

介護予防 ・物（物資）の提供 

・場の提供 

・その他 

・介護予防パンフレット 

・サロン、集いの場の設置 

・健康普及啓発活動 

７ 

生活支援 ・その他 ・買い物支援 

・移動支援 

１２ 

住まい ・その他 ・遺品、生前整理 １ 
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介護 ・物（システム）の提供 ・見守り、安否確認システム ５ 

医療 ・物（システム）の提供 ・お薬手帳の情報共有 ２ 

表 6 推進を図るための課題 

地域課題の分析（例：地域情報の把握・データの利活用） 22 

自立支援・介護予防に関する住民・事業者等への教育（例：研修・セミナー） 23 

業務効率改善（例：ICT利活用・介護ロボット・ボランティア） 22 

移動支援（例：バス・タクシー） 35 

買い物支援（例：移動販売・スーパーの送迎バス） 27 

その他 10 

２）自治体が抱える産官学連携への懸念 

地域包括ケアシステムの推進において、人手不足により細やかな支援が難しくなってい

る自治体にとっては民間企業や大学、地域住民などとの連携が必要であるが、思うように

進んでいない現状がある。表 7 には懸念事項が記載されているが、そのなかでも「連携に

必要な手続きがよくわからない」「会議や調整など事務作業が増える」「企業や大学等へ連

携のメリットがうまく示せない」が上位に挙がった。 

表 7 企業・大学等との連携で懸念される事項 

懸念はない 9 

地域の企業や大学等に、活用可能なシーズが見つからない 9 

連携に必要な手続きがよくわからない 23 

事業化までに時間がかかる 13 

企業や大学等へ連携のメリットがうまく示せない 

（支援・サービスの収益性、持続性など） 
17 

プロジェクトの方向性について企業や大学等と考えが合わない 2 

会議や調整など事務作業が増える 20 

その他 

 ・事業などとして取り組む場合の金銭面。 

 ・人員の不足 

2 

３）有事における連携 

次に自治体の防災担当者からのアンケート回答を示した。実施期間は地域包括ケア担当

者と同様、２０２０年８月３日～９月４日までとした。有事の際に企業や大学等からの支

援（場所や人、物の支援）を受ける準備計画（受援体制整備計画）ができていると回答し

た自治体は、４４自治体のうち６自治体であった（表 10）。また、受援体制整備計画の実

効性に不安があると回答した自治体は全体の８割を超えており、実効性に対する不安につ

いては計画そのものや人員の問題が挙がっていた。（表 11）。これらの詳細については資料

１－３：アンケート結果（自治体・防災担当）を参照のこと。 
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表 8 回収数・回収率（４県全体） 

配布総数 95 

回答総数 44 

回答率 46.3% 

表 9 回収数・回収率（都道府県別） 

  配布総数（県含む） 回答総数 回答率 

都道府県別 

徳島 25 13 52.0% 

香川 18 13 72.2% 

愛媛 21 7 33.3% 

高知 31 11 35.5% 

 表 10 協定に基づく企業・大学等からの受援体制整備計画の有無 

はい 6 

いいえ 33 

作成中 4 

無回答 1 

表 11 実効性に対する不安の要素（複数回答） 

実行可能性の問題（計画は本当にうまくいくのか、など） 26 

人員の問題 29 

立地の問題（役所や活動場所が危険である、など） 8 

敷地の問題（大勢が活動するには狭い、など） 17 

廃棄物の問題（仮置き場が狭い・ない、など） 13 

予算の問題 1 

経験の問題（受援マネジメント経験がない、など） 29 

計画作成の問題（記入内容に不足や誤りはないか、など） 11 

その他  

まだ、計画自体が策定できていないので、発災時に受援体制

が構築できるかどうかがわからない 

1 

２．業務２：インタビュー調査結果（自治体） 

業務①のアンケートをもとに、産官学連携の推進モデルとなり得る活動についてインタ

ビューした。インタビューの対象は業務１において自治体と企業等が連携して実施、提供

しているサービスの事例を回答した自治体である。 
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１）電話インタビュー（アンケートの深堀） 

業務１のアンケート上で連携事例を記載していた自治体に対し、事例の内容について深

堀するためにインタビューを実施した。対象自治体にはサービス実施のきっかけやキーマ

ン、サービスの内容、資金面、人員面等を考慮した取組みの継続性などを聴取した。聞き

取りをした支援内容については資料２－２：電話インタビュー（自治体）を参照のこと。 

 表 12 産官学が連携して実施している地域支援 

実施期間 ２０２０年１０月～１１月 

選定基準 アンケートにおいて自治体と企業等が連携し実施している支援事例を知ってい

ると回答した自治体 

自治体 高知県須崎市（集う場の提供） 

高知県高知市（サロンの立ち上げ支援／徘徊探知機・携帯アプリとの連動） 

徳島県藍住市（集いの場の提供） 

愛媛県鬼北町（移動支援・移動販売） 

徳島県名東郡佐那河内村（移動販売・宅配による買い物支援） 

高知県香南市（日常的な見守り・安否確認、緊急時対応のためのシステム） 

愛媛県大洲市（Bluetooth を利用した見守りサービス） 

高知県日高村（ICT を活用した情報共有） 

方法 電話による聴き取り 

２）自治体インタビュー（自治体） 

 業務１の回答者の中でも企業、自治体、大学という「産官学」の三つが連携している自

治体は少なく、そのうち東温市は連携のモデルとなる取組みであると想定されたためヒア

リングを実施した。取組事例となった「とうおん健康医療創生事業」は、東温市産業建設

部産業創出課、愛媛大学、ＰＨＣ株式会社等の連携により運営されており、業務６の報告

会においてさらに取組みが推進されていることが報告された。この事業は自治体トップ

（元・市長）の明確なビジョン及びリーダーシップにより始まり、さらには事業を担当し

ている産業創出課の具体的で強い働きかけが事業取組・推進に大きく寄与したことが示唆

された。インタビューの詳細は資料２－１：インタビュー（自治体）、とうおん健康医療

創生事業の取組みに関係する民間企業、大学については資料５－３：登壇者スライドを参

照のこと。 

３．業務３：アンケート調査結果（企業・大学等） 

四国４県に事業所がある企業２，４２７社に対し、アンケート調査を行った。期間は２

０２０年８月１７日～９月１８日までとした。回収率は約１２％であった。なお、アンケ

ートは集計結果の詳細は資料３－２：アンケート結果（企業）を参照のこと。 
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表 123 回収数・回収率 

配布総数 2,427 

回収総数 291 

回収率 12% 

表 134 業種別＿回収数・回収率 

業種 回収数 回収率（％） 

製造業 22 7.9 

建設業 16 5.8 

運輸業 24 8.7 

卸売業 12 4.3 

サービス業 75 27.1 

小売業 38 13.7 

サービス業（医療・介護関連） 13 4.7 

学校 6 2.2 

その他 71 25.6 

全  体 277 100.0 

１）地域包括ケアシステムに対する企業意識 

アンケートでは、高齢者、子ども、障がい者をはじめとした地域住民を意識した支援・

サービスを提供しておらず、今後も地域住民への支援・サービスを行う予定はないと答え

た企業・大学等は約９６％となった。その理由は「ニーズが不明」「本業が繁忙」「ノウハ

ウがない」「ビジネスの対象が異なる」「採算が合わない」「専門性がない」というもので

あった。また、「地域包括ケアシステムというワードを初めて目にした」という回答もあ

った。 

一方、高齢者や子ども、障がい者などへ支援・サービスを提供している企業・大学等で

は、３件以上の支援を行っているところあった。 

２）企業・学校等による支援・サービスの現状と内容 

すでに提供されている支援・サービス内容では「生活支援（移動支援・買い物支援）」

が最も多く、次いで「介護予防」「生活支援（その他）」「防災時支援」「高齢者以外への支

援」「医療支援」となっていた（その他については含めず）。 

支援を始めたきっかけについては「事業の一環」「地域貢献」を理由にしているものが

多く、最も少なかったのは「要望への対応」であった。また、現在支援している企業・大

学等で支援・サービスを中断することを決定しているところはなかった。支援・サービス

を継続する理由としては「事業に有益であること」「地域貢献」「依頼の継続」となってい

るものの、回答のところどころに新型コロナウイルス感染症による影響や予算確保への不

安も記載されていた。 
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３）産官学連携の推進に係る要素 

企業・大学等が産官学連携に期待することの上位三つを表 14、表 15 に記した。なお、

自治体への期待については「補助金」「施策の強化」「広報・宣伝」「連携の仲介」「情報共

有」といった項目があげられており、その他には「積極的な関与」「期待していない」と

いう「態度」に関する記述もあった。なお、自治体に期待することとして「地域包括ケア

システムに企業が参画することを知らなかった。 そのような情報を提供してほしい。 また、

このシステムは医療、福祉関係の狭い範囲で完結している印象があるので、広く周知できる方

法を取っていただきたい。」との記述があった。 

表 14 産官学連携に期待すること（企業） 

項目 回答数 割合(%) 

＜企業→企業への期待＞ 

技術相談（抱えている課題に対する情報提供、研究者紹介など） 99 46.9 

技術指導（課題についての知見の共有） 82 38.9 

調査・研究（共同） 30 14.2 

＜企業→大学等への期待＞ 

技術相談（抱えている課題に対する情報提供、研究者紹介など） 81 39.7 

技術指導（課題についての知見の共有） 69 33.8 

調査・研究（共同） 45 22.1 

＜企業→自治体への期待＞ 

補助金、助成金制度の充実等 

 

地域住民のニーズや必要なサービスなどの情報共有等 

事業・サービスの周知・PR等 

地域住民との橋渡し、相談窓口の解説等 

施策の強化、制度の充実等 

表 15 産官学連携に期待すること（大学） 

項目 回答数 割合(%) 

＜大学→大学への期待＞ 

調査・研究（共同） 6 100 

調査・研究（委託） 4 66.7 

依頼試験（知見・計測機器を活用し対象を測定等すること） 3 50 

研究設備等の利用 3 50 

＜大学→企業への期待＞ 

調査・研究（共同） 6 100 

調査・研究（委託） 4 66.7 

奨学寄付金の設置 4 66.7 



 

11 

 

＜大学等→自治体への期待＞ 

補助金や寄附金等の財政支援、連携の強化 

 
本学の教育・研究シーズを活用した地域課題解決における連携協

力。 

人材及び物資の提供 

４）連携に関する懸念 

企業や大学、自治体と連携し地域住民を意識した支援・サービスを提供することにおい

て、回答者の約４割は「懸念はない」と回答した。一方、懸念事項として取り上げられた

のは「採算が合わず、立ち上げた事業の継続が困難」「事業化までに時間がかかる」「手続きが

よくわからない」が３割以上となった。詳細は資料３－２：アンケート結果（企業）を参

照のこと。 

４．業務４：インタビュー調査結果（企業・大学等） 

１）電話インタビュー 

業務３で実施したアンケート回答から、高齢者への生活支援や介護予防などのサービス

を提供している企業や大学に対し電話でのインタビューを実施した。すでにサービスを提

供している企業事例は、地域での産官学連携のきっかけとして活用できると考えたためで

ある。質問内容は主にサービス実施のきっかけ、内容、資金面、人員面等を考慮した事業

の継続性に加え、自治体との連携や関係性などである。インタビューの詳細は資料４－

４：電話インタビュー（企業・大学等）を参照のこと。 

２）ＷＥＢ会議システムを用いたインタビュー 

業務１、２から明らかになった愛媛県東温市の取組みに参画しているＰＨＣ株式会社へ

インタビューを実施した。 

一方、業務３のアンケートからは産官学が連携し継続的に行っている取組事例の回答を

得られなかった。そのためインタビュー対象を全国に広げ、二つの団体（株式会社ベンリ

ーコーポレーション、一般財団法人松本ヘルス・ラボ）にインタビューを実施した。なお、

新型コロナウイルス感染症の増加傾向に鑑み、ＷＥＢ会議システムを用いて実施した。 
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 表 16 インタビュー実施団体 

企業・団体名 （愛媛県）ＰＨＣ株式会社 

部課名 医療政策渉外部 医療政策渉外課 事例連携先 愛媛県東温市  

愛媛大学 

参加者名 主席 渡邊 克也氏 

＜取組概要＞ 

・医療機器、ヘルスケアＩＴ、ライフサイエンス事業を主軸としたサービス提供 

・とうおん健康医療創生事業への参画 

・事業におけるウェルスポートナビ（ＰＨＣ社製品）の提供、活用の提案等 

 

企業・団体名 （愛知県）株式会社ベンリーコーポレーション 

部課名 開発部 事例連携先 四国電力・愛知県稲沢市等 

参加者名 開発部 部長 上井 博史氏 

＜取組概要＞ 

・一般家庭で発生する困りごとを解決する生活支援サービス提供（フランチャイズ展開） 

・フランチャイズ加盟店を通じて地域への生活支援サービスを展開 

・総合事業（介護保険外サービスの提供）を通じた自治体との連携・取組みの実施 

 

企業・団体名 （長野県）一般財団法人松本ヘルス・ラボ 

部課名 ― 事例連携先 ― 

参加者名 一般財団法人松本ヘルス・ラボ 専務理事 降旗 克弥氏 

松本市役所 商工観光部 健康産業推進 課長 高野 敬吾氏 

＜取組概要＞ 

・松本地域健康産業推進協議会を親組織とした、市民の健康増進と新たなヘルスケアビジネ

ス実証の場として事業開始 

・健康パスポートクラブ（法人会員含め約１，３００名）や企業受託事業（モニタリング事

業等）を展開 

・松本市観光商工部のほか、企業受託事業を通じて全国の企業と連携し取組みを継続 

３）企業・大学等インタビューの共通点 

２）より、地域包括ケアシステムの５要素を支援・推進するような仕組みを構築する場

合、そのきっかけとして自治体が企業へ働きかけていることがわかった。その後も取組み

継続のため、自治体は場の設定、人手、情報、資金の提供を行っており、これに呼応する

ように企業や事業体も人手、アイデアやシステムの活用について提案・提供している。資

料４－４：電話インタビュー（企業・大学等）の運送業者へのインタビューからもわかる

ように、なんらかの取組みにおいてはその開始時期だけの関与でなく、その後も対象企業

への支援や情報共有、意見交換など、取組みを継続させるための関わりが必要であること
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が示唆された。 

５．業務６：報告会の実施結果 

１）報告会実施形態の変更 

新型コロナウイルス感染症の感染者数の増加、県をまたいだ移動の制限など、報告会開

催への大きな影響が懸念されたため、報告会の実施形態を集合型から無観客実施へ変更

し、報告会内容の周知手段として動画での配信を決定した。これに伴い、撮影のための外

部委託業者を選定し依頼した。撮影のために集合した登壇者及び事務局は必要な感染症対

策を行い、最小限のスタッフで撮影を実施した。なお、報告会のタイムテーブルに変更は

なかった。報告会のタイムテーブルについては 

資料５－１：報告会（次第）を参照のこと。また、各講師の投影資料、パネルディスカ

ッションの内容についても資料５－２：ディスカッション反訳、資料５－３：登壇者スラ

イドを参照のこと。 

表 17 報告会概要 

開催日時（撮影日時） ２０２１年２月２４日（水）１３：００－１６：３０ 

開催場所（撮影場所） サンポートホール高松 第１小ホール 

〒７６０－００１９ 香川県高松市サンポート２−１ 

運営体制 事務局、オブザーバー 

委託業者（撮影、動画編集） 

＜式次第＞※休憩時間の記載省略 

【開会のご挨拶】 １３：００～１３：１０  

四国厚生支局 局長 小森 雅一 氏 

  

【行政説明】 １３：１０～１３：３０  

講 師：四国経済産業局地域経済部新事業推進課 ヘルスケア産業振興係長  

田岡 一樹 氏  

テーマ：健幸支援産業の創出に向けた取組みについて 

 

【事例発表】 １３：３０～１４：００  

講 師：愛媛県東温市 産業建設部 産業創出課 課長 山本 一英 氏 

テーマ：産学官コラボで健康・医療・観光文化等創造のまちづくり  

とうおん健康医療創生事業の取組 

  

【事例発表】 １４：１０～１４：４０  

講 師：株式会社とくし丸 執行役員・ＳＶ部部長 荒川 伸太郎 氏 

テーマ：買い物難民を救え！移動スーパーとくし丸 
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【基調講演】 １４：４０～１５：１０ 

講 師：跡見学園女子大学 観光コミュニティ学部 コミュニティデザイン学科 

教授 鍵屋 一 氏 

テーマ：地域包括ケアシステムを支える多様な社会資源 

 

【調査報告】  １５：１０～１５：３０ 

講 師：ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社 医療福祉マーケットグループ  

主任コンサルタント 岡田 拓巳 

テーマ：調査結果報告 

  

【パネルディスカッション】１５：４０ ～１６：２０ 

パネラー： すべての講師 

ファシリテーター：岡田 拓巳（ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社  

         医療福祉マーケットグループ 主任コンサルタント） 

テ ー マ：地域包括ケアシステム推進のための産官学連携の課題とあり方 

  

【閉会】  １６：３０ 

２）報告会動画の公開 

報告会の動画はオブザーバーである四国厚生支局の公式ＹｏｕＴｕｂｅ上で公開するこ

ととなった。ＹｏｕＴｕｂｅの視聴リンク URL は弊社ホームページ上に掲載予定である

（２０２１年４月６日時点）。なお、動画リンク場所については、動画の掲載が完了し次

第、業務１、３の回答者、業務２，４の対象者にメールにて案内する。 

＜弊社ホームページ＞ 

ＴＯＰ＞サイトマップ＞選ばれる理由 調査報告実績＞  

当該ページ URL：https://www.irric.co.jp/reason/research/index.php 

６．業務５：課題整理と仲介機能の検討 結果 

特に５つの要素のなかでもボランティア指向が強く、サービスの継続性を担保するため

に人手や時間、仕組みが必要とされる「介護予防」「生活支援」に絞り、仲介機能の在り

方について検討した。 

１）仲介機能検討の流れ 

本調査開始にあたりオブザーバーと協議し、仲介機能は「自治体と地域資源（企業など）

を結び付ける機関、あるいは職種」を当初想定していた。 

ところが、業務１～４、業務６を通じて得られた結果からは、上記のような第三者の存

在は確認できず、地域包括ケアシステムの推進を図る産官学マッチングの実現は、「熱意
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ある自治体からの各所への働きかけ」によるものがほとんどであった。あるいは、仲介は

存在せずに地域住民からの要望や企業・大学等の方針によって、企業・大学等が自主的に

支援・サービスを展開していた。 

以上から想定を見直し、地域包括ケアシステムは保険者である都道府県や市町村が、地

域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じて作り上げていくことが必要とされてい

ることから、自治体が「仲介機能」を果たし、産官学連携による支援・サービスの創出を

推進するために望ましい在り方などを、本調査を通じて得られた結果から検討した。 

２）産官学連携推進のための仲介機能の在り方について 

１）のとおり、検討した望ましい自治体の仲介機能としての在り方について、以下のと

おり提案する。なお、調査結果から産官学連携の推進のためには、医療・福祉のみならず

街づくりや産業振興の視点も重要であるため、各提案の実行には庁内横断で取組むことが

望ましい。 

 

図 1 仲介機能の在り方への提案 

 

提案１：地域包括ケアシステムに係る連携、協働への誘致 

調査結果から、「企業等へ地域包括ケアシステムに参画してほしい」ことが十分に知ら

れていないことが分かった。アンケートからも、「地域包括ケアシステムに企業が参画す

ることを知らなかった」「そのようなワードを初めて目にした」との意見も見られた。そ

の一方で、アンケートをきっかけに「今後の課題として取り組んでいく」といった意見や、

５９社からは自社資源の活用案も得られた。このことから、業種によって地域住民への支

援の可・不可はあるものの、そもそも地域住民に対して自社資源を活用したサービスを展

開すること自体が深く検討されていない可能性が推測される。 

そのため、地域包括ケアシステムに係る連携、協働へ企業等にも関わって欲しいことを

自治体から発信していくことを提案する。企業等に響きやすい具体的な周知方法として、

「ＳＤＧｓや防災に関わる周知と連携して発信する」ことが挙げられる。地域包括ケアシ
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ステムの概念は福祉・医療に直接的に関わりがない業種などからすると取っつきにくいも

のであるため、多様な企業等が行動に移しやすい目的を掲げることが望ましい。その目的

として、業種や規模に限らず地域にいる全ての人が対象となるＳＤＧｓや防災の目的や周

知に合わせて、地域住民に対する支援・サービスの創出に企業等を誘致すると良い。 

また、自治体の規模によるが、愛媛県東温市の事例のように地場企業などに対して自ら

足を運び、協働の意思を伝えてコミュニケ―ションを図る活動も重要であろう。 

 

提案２：地域課題や住民・自治体ニーズの発信 

調査結果を踏まえると、企業等が「地域課題や地域住民のニーズ、活動を知らない」こ

とも支援・サービスの創出に繋がらない一因であることが分かった。これらの情報がなけ

れば、いざ自社資源を活用して新たな支援・サービスを創出しようとしても、本来望まれ

る機能を充足していなかったり、地域住民が活用できるまでに時間や費用が余計にかかっ

たりすることが予測され、企業の参入がより難しくなる。 

そのため、地域課題や住民ニーズなどを把握している自治体から、企業等の参入によっ

て解消が期待されるものを広く発信することを提案する。具体的な発信方法として、企業

が集まる既存の協議体などに対して発信を行うことが効果的である。例えば、経済産業省

が地域に根差したヘルスケア産業の創出を目的とした事業を展開しており、地域に次世代

ヘルスケア産業協議会と呼ばれる多様な主体が関わるプラットフォームの構築などを進め

ているため、これと連動した情報発信が考えられる。 

 

提案３：企業・大学等の支援・サービスへの参入促進 

アンケート等から、企業が参入を検討する際に自治体へ望む支援には「補助金、助成金」

が複数見られた。特に、よりサービスを必要とする中山間地域や島しょ部ほど企業にとっ

ては収益性の観点から参入が難しいため、自治体からの支援が必要であることが分かった。 

そのため、提案１及び２の周知に加えて、自治体からの企業・大学等への参入促進を検

討することを提案する。具体的には、「企業の参入に活用可能な補助を庁内で広く検討す

る」「企業とコミュニケ―ションを取り、補助にあたっては事業の遂行と企業の効率的な

サービス運営のバランス等を協議する」などが求められる。例えば、岡山県備前市のよう

に企業と協議の上、必要な経費に対して見守りを行うことを条件に補助金を確保する方法

が見られた。あるいは、II.６．業務６：報告会で提案された「企業版ふるさと納税」の活

用のように、所管部署が異なるであろう制度についても活用を検討することで、企業・大

学等の参入が実現しやすくなると考えられる。 

 

提案４：地域包括システムに係る産官学連携の仕組み化 

本調査で確認できた、自治体が「仲介機能」を果たして産官学連携を実現した事例では、

いずれも熱意ある首長及び自治体職員の積極的な活動がポイントであった。一方で、ＩＩ．

６．業務６：報告会では「東温市の取組みは非常に先進的なものであり、自治体によって
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温度感が様々である」「一般的な自治体職員の業務の性質として、決められた仕事を決め

られたようにやる。既に決まったやり方で特別な対応をしない」といった意見があり、ノ

ウハウをそのまま横展開することは現実的でないことが考えられた。 

ついては、提案１～３に挙げたような取組みを熱意ある職員などのマンパワーに頼らず

検討・推進するため、自治体内の産官学連携を仕組み化することを提案する。方法として

は、「新しく仕組み（場）を作る」「既存の仕組み（場）を活用する」の２通りが考えられ

るが、前者は組織全体での決定や場の組成・運営に相応な労力をかける必要があり、すべ

ての自治体で実現可能なものとは言い難い。そのため、詳細な経緯などは調査結果にある

愛媛県東温市や長野県松本市の事例を参照いただきたい。ここでは後者について、取り上

げる。 

具体的には、前述の温泉施設の事例のように、地域の防災を目的とした協議体や仕組み

の活用が考えられる。インタビューでも聴取したように、有事の連携は平時の繋がりによ

ってより実効性が担保され得る。また、平時の生活支援である見守りや買い物支援、移動

支援などは、災害時の安否確認や避難、被災後の生活支援にも繋がるため、それぞれの目

的をすり合わせて、協働しやすいと考えられる。また、生活支援体制整備事業で配置され

たコーディネーターの７～８割は民生委員・児童委員であり、災害時にも重要な役割を果

たすことを期待されているため、協議体運営のキーマンが横断的であることからも協働の

効果は高いと思われる。 

上記のように、地域に存在する協議体について、改めてその目的やキーマンを洗いなお

し、協働によって効果的・効率的に活動できるものは積極的に活用することを検討すると

良い。 

以上の４点が、産官学連携による地域包括ケアの推進に対する本調査を踏まえた提案で

ある。ＳＤＧｓの普及や地方創生などによって、企業は「地域」に注目しており、今後そ

の注目は徐々に高まっていくと考えられる。これは地域包括ケアの推進にとってチャンス

であり、医療・福祉の世界に限らず、高齢者の生活を支えるに止まらない街づくりを含め

た広い視野で、企業などの活用を検討すべきである。本調査がその検討の一助になれば幸

いである。 

以上 
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III. 資料編 

資料１－１：アンケート調査票（地域包括ケア担当・防災担当） 

 

地域住民を対象とした支援・サービスの提供状況などに係る 

実態調査アンケート 

＜本アンケートの目的＞ 

本事業は、自治体・住民のニーズと地域の企業・大学等が提供可能な「介護予防等につ

ながる支援やサービス」のマッチングを図り、産官学連携の推進による地域包括ケアシス

テムの推進を目的とした調査です。 

企業・大学等が現在行っている、またはこれから行おうとする支援・サービスから、結

果的に介護予防等につながるものを発掘するため、些細なことでも結構ですので、自由記

述いただきますようお願いします。 

以下、設問内容です。(設問に※があるものは必須回答です。) 

 

Ⅰ．支援・サービスの現状と背景 

 

Q1．企業・大学等が「介護予防」につながる支援・サービス（例：集う場の提供、ウォー   

キングポイント事業など）を行っている事例をご存じですか。（交付金や補助金等による

事業は除く） 

〇 はい  → Q2.へ 

〇 いいえ → Q3.へ 

 

Q2.「はい」と答えた方：以下にご回答ください。 

Q2-1．支援・サービス内容を具体的に教えてください 

    （自由記述）                 

 

Q2-2．支援・サービスを始めたきっかけをご存じでしたら教えてください 

（自由記述）                 

 

Q2-3．どのような組織・団体と連携していますか。(その他を選択した場合は自由記述欄

へ記入ください） 

□ 連携していない 

□ 貴自治体 

□ 近隣の自治体 

□ 企業 

□ 大学 
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□ NPO やボランティア 

□ 自治会 

□ その他 （自由記述）                         

 

Q2-4．支援・サービスを実施することにより、効果はありましたか。 

〇 はい 

〇 いいえ 

〇 まだ評価ができない 

 

Q2-5．支援・サービスは継続する予定ですか。 

〇 はい 

〇 いいえ 

〇 不明 

 

Q2-6．Q2-5で「いいえ」と答えた方：支援・サービスを断念する理由を教えてください。

(その他を選択した場合は自由記述欄へ記入ください） 

□ 予算がない 

□ 人員不足 

□ 連携先の都合 

□ その他 （自由記述）                         

 

Q3．企業・大学等が「生活支援」につながる支援・サービス（例：配食サービス、買い 

物支援、輸送や移動支援など）を行っている事例をご存じですか。（交付金や補助金等 

による事業は除く）  

〇 はい  → Q4.へ 

〇 いいえ → Q5.へ 

 

Q4．「はい」と答えた方：以下にご回答ください。 

Q4-1．支援・サービス内容を具体的に教えてください。 

（自由記述）                 

 

Q4-2．支援・サービスを始めたきっかけをご存じでしたら教えてください。 

（自由記述）                 
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Q4-3．どのような組織・団体と連携していますか。(その他を選択した場合は自由記述欄

へ記入ください） 

□ 連携していない 

□ 貴自治体 

□ 近隣の自治体 

□ 企業 

□ 大学 

□ NPO やボランティア 

□ 自治会 

□ その他 （自由記述）                         

 

Q4-4．支援・サービスを実施することにより、効果はありましたか。 

〇 はい 

〇 いいえ 

〇 まだ評価ができない 

 

Q4-5．支援・サービスは継続する予定ですか。 

〇 はい 

〇 いいえ 

〇 不明 

 

Q4-6．Q4-5で「いいえ」と答えた方：支援・サービスを断念する理由を教えてください。

(その他を選択した場合は自由記述欄へ記入ください） 

□ 予算がない 

□ 人員不足 

□ 連携先の都合 

□ その他 （自由記述）                         

 

Q5．企業・大学等が「住まい」に関する支援・サービス（例：高齢者住宅、居室内見守り

システム配備など）を行っている事例をご存じですか。（交付金や補助金等による事業は

除く） 

〇 はい  → Q6.へ 

〇 いいえ → Q7.へ  
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Q6．「はい」と答えた方：以下にご回答ください。 

Q6-1．支援・サービス内容を具体的に教えてください。 

（自由記述）                 

 

Q6-2．支援・サービスを始めたきっかけをご存じでしたら教えてください。 

（自由記述）                 

 

Q6-3．どのような組織・団体と連携していますか。(その他を選択した場合は自由記述欄

へ記入ください） 

□ 連携していない 

□ 貴自治体 

□ 近隣の自治体 

□ 企業 

□ 大学 

□ NPO やボランティア 

□ 自治会 

□ その他 （自由記述）                         

 

Q6-4．支援・サービスを実施することにより、効果はありましたか。 

〇 はい 

〇 いいえ 

〇 まだ評価ができない 

 

Q6-5．支援・サービスは継続する予定ですか。 

〇 はい 

〇 いいえ 

〇 不明 

 

Q6-6．Q6-5で「いいえ」と答えた方：支援・サービスを断念する理由を教えてください。

(その他を選択した場合は自由記述欄へ記入ください） 

□ 予算がない 

□ 人員不足 

□ 連携先の都合 

□ その他 （自由記述）                         
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※Q7．企業・大学等が「介護」に関する支援・サービス（例：介護ロボット開発、徘徊見

守りなど）を行っている事例をご存じですか。（交付金や補助金等による事業は除く） 

〇 はい  → Q8.へ  

〇 いいえ → Q9.へ  

 

Q8．「はい」と答えた方：以下にご回答ください。 

Q8-1．支援・サービス内容を具体的に教えてください。 

（自由記述）                 

 

Q8-2．支援・サービスを始めたきっかけをご存じでしたら教えてください。 

（自由記述）                 

 

Q8-3．どのような組織・団体と連携していますか。(その他を選択した場合は自由記述欄

へ記入ください） 

□ 連携していない 

□ 貴自治体 

□ 近隣の自治体 

□ 企業 

□ 大学 

□ NPO やボランティア 

□ 自治会 

□ その他 （自由記述）                         

 

Q8-4．支援・サービスを実施することにより、効果はありましたか。 

〇 はい 

〇 いいえ 

〇 まだ評価ができない 

 

Q8-5．支援・サービスは継続する予定ですか。 

〇 はい 

〇 いいえ 

〇 不明 
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Q8-6．Q8-5で「いいえ」と答えた方：支援・サービスを断念する理由を教えてください。

(その他を選択した場合は自由記述欄へ記入ください） 

□ 予算がない 

□ 人員不足 

□ 連携先の都合 

□ その他 （自由記述）                         

 

Q9．企業・大学等が「医療」に関する支援・サービス（例：お薬手帳システム開発、遠隔

診療システム導入など）を行っている事例をご存じですか。（交付金や補助金等による事

業は除く） 

〇 はい  → Q10.へ 

〇 いいえ → Q11.へ 

 

Q10．「はい」と答えた方：以下にご回答ください。 

Q10-1．支援・サービス内容を具体的に教えてください。 

（自由記述）                 

 

Q10-2．支援・サービスを始めたきっかけをご存じでしたら教えてください。 

（自由記述）                 

 

Q10-3．どのような組織・団体と連携していますか。(その他を選択した場合は自由記述欄

へ記入ください） 

□ 連携していない 

□ 貴自治体 

□ 近隣の自治体 

□ 企業 

□ 大学 

□ NPO やボランティア 

□ 自治会 

□ その他 （自由記述）                         

 

Q10-4．支援・サービスを実施することにより、効果はありましたか。 

〇 はい 

〇 いいえ 

〇 まだ評価ができない 
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Q10-5．支援・サービスは継続する予定ですか。 

〇 はい 

〇 いいえ 

〇 不明 

 

Q10-6．Q10-5で「いいえ」と答えた方：支援・サービスを断念する理由を教えてくださ

い。(その他を選択した場合は自由記述欄へ記入ください） 

□ 予算がない 

□ 人員不足 

□ 連携先の都合 

□ その他 （自由記述）                         

 

Q11．Q1~Q10までに回答した支援・サービスにおいて、平時だけでなく有事（防災や 

発災後対応）での活用も見据えた取組はありますか。 

〇 ある → Q12.へ 

〇 ない → Q13.へ  

◯ わからない 

 

Q12．「ある」と答えた方：以下にご回答ください。 

Q12-1．有事での支援内容を具体的に教えてください。 

（自由記述）                 

 

Q12-2．有事に当該支援を実施するにあたって、平時の取り決めに加えて新たに追加した

条件やルールなどがあれば教えてください。 

（自由記述）                 

 

Q12-3．支援・サービスを始めたきっかけはなんでしたか。 

（自由記述）                 
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Q12-4．どのような組織・団体と連携していますか。（その他を選択した場合は自由記述欄

へ記入ください） 

□ 連携していない 

□ 貴自治体 

□ 近隣の自治体 

□ 企業 

□ 大学 

□ NPO やボランティア 

□ 自治会 

□ その他 （自由記述）                         

 

Q12-5．支援・サービスを実施することにより、効果はありましたか。 

〇 はい 

〇 いいえ 

〇 まだ評価ができない 

 

Q12-6．支援・サービスは継続する予定ですか。 

〇 はい 

〇 いいえ 

〇 不明 

 

Q12-7．Q12-6で「いいえ」と答えた方：支援・サービスを断念する理由を教えてくださ

い。(その他を選択した場合は自由記述欄へ記入ください） 

□ 予算がない 

□ 人員不足 

□ 連携先の都合 

□ その他 （自由記述）                         
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Ⅱ．地域包括ケアシステム推進のための取組において、企業・大学等に期待すること 

 

Q13．地域包括ケアシステムの推進を図るうえで課題となっていること、困っていること    

を以下のカテゴリごとに教えてください。 

カテゴリによって、課題等が浮かばない場合は「特になし」と記入ください。 

 

□ 地域課題の分析（例：地域情報の把握・データの利活用） 

（自由記述）                 

 

□ 自立支援・介護予防に関する住民・事業者等への教育（例：研修・セミナー） 

（自由記述）                 

 

□ 業務効率改善（例：ICT 利活用・介護ロボット・ボランティア） 

（自由記述）                 

 

□ 移動支援（例：バス・タクシー） 

（自由記述）                 

 

□ 買物支援（例：移動販売・スーパーの送迎バス） 

（自由記述）                 

 

□ その他 

（自由記述）                 

 

Q14．地域包括ケアシステムの推進に効果があった（あると思われる）企業・大学等の取

組（有償・無償は問わない）について、考えられるものを教えてください。 

（自由記述）                 

 

Q15．Q.13について、特に協力を希望する具体的なサービス・企業（業種）・大学等があれ

ば記入してください。 

（自由記述）                 
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Q16．地域包括ケアシステムの推進のために企業や大学等と連携するうえで、想定する懸

念はありますか。また、その懸念はなんですか。 

□ 懸念はない 

□ 地域の企業や大学等に、活用可能なシーズが見つからない 

□ 連携に必要な手続きがよくわからない 

□ 事業化までに時間がかかる 

□ 企業や大学等へ連携のメリットがうまく示せない 

（支援・サービスの収益性、持続性など） 

□ プロジェクトの方向性について企業や大学等と考えが合わない 

□ 会議や調整など事務作業が増える 

□ その他 （自由記述）                         

 

※貴所属の県名・市町村名を記入してください。 

（市町村の方は、県名から記入ください）。 

（自由記述）                 

 

貴プロフィールについて教えてください 

 

氏名  

ふりがな  

所属部署  

電話番号 (半角)  

E メール(半角)   

E メール確認(半角)   

 

以上 
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防災担当者用 

 

地域住民を対象とした支援・サービスの提供状況などに係る実態調査 

アンケート 

 

＜本アンケートの目的＞ 

本事業は、自治体・住民のニーズと地域の企業・大学等が提供可能な「介護予防等につ

ながる支援やサービス」のマッチングを図り、産官学連携の推進による地域包括ケアシス

テムの推進を目的とした調査です。 

これらの地域包括ケアシステム推進のために平時に構築した他自治体や企業・大学等と

の連携が災害時にも活用し得るのかなどを知るため、防災担当の方にもお訊ねします。 

以下、設問内容です。(設問に※があるものは必須回答です。) 

 

Ⅰ．自然災害時の連携（受援計画と企業・大学等との連携） 

 

Q1．災害発生を想定した、他自治体からの支援に対する受援体制整備計画は作成済み 

ですか。 

〇 はい 

〇 いいえ 

〇 作成中です 

 

Q2．災害発生を想定した、協定に基づく企業・大学等からの支援に対する受援体制整備計

画は作成済みですか。 

〇 はい 

〇 いいえ 

〇 作成中です 

 

Q3．協定に基づく企業・大学等からの支援に対し、受援体制整備計画の実効性に不安は 

ありますか。 

〇 不安がある →Q4 へ 

〇 実効性に不安はない →Q5 へ 

  



 

29 

 

 

Q4．Q3 で「不安がある」と答えた方：どんな不安がありますか。 

□ 実行可能性の問題（計画は本当にうまくいくのか、など） 

□ 人員の問題 

□ 立地の問題（役所や活動場所が危険である、など） 

□ 敷地の問題（大勢が活動するには狭い、など） 

□ 廃棄物の問題（仮置き場が狭い・ない、など） 

□ 予算の問題 

□ 経験の問題（受援マネジメント経験がない、など） 

□ 計画作成の問題（記入内容に不足や誤りはないか、など） 

□ その他 （自由記述）                           

 

Q5．Q2 で「はい」「作成中です」と答えた方：災害発生時の企業・大学との受援計画に沿

った訓練を行っていますか。 

〇 はい 

〇 いいえ 

〇 計画中です 

 

Q6．企業・大学等から支援を受けるための体制整備や、受援の実効可能性を高めるため   

にどんなことを実施（予定）していますか。 

□ 役所の整備（機能保持・強化のための電気や通信、安全な立地への移転、代替

場所の確保など） 

□ 受援体制の訓練実施 

□ 被災経験のある自治体へのヒアリング 

□ 受援体制整備計画、地域防災計画、災害対策本部設置・運営マニュアルなどの

定期的な見直し（検証と改善） 

□ 研修、勉強会への開催や参加 

□ その他 （自由記述）                           

 

Q7．企業・大学等から支援を受けるための受援体制整備とまちの速やかな復旧にむけ、効

果的と思われる方策について教えてください。 

（自由記述）                 

 

※貴所属の県名・市町村名を記入してください 

（市町村の方は、県名から記入ください）。 

（自由記述）                 
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貴プロフィールについて教えてください 

 

氏名※  

ふりがな※  

所属部署  

電話番号 (半角) ※  

E メール(半角) ※  

E メール確認(半角) ※   

 

 

以上 
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資料１－２：アンケート結果（自治体・地域包括担当） 

留意事項：自由記述については、回答者の文章をそのまま掲載している 

 

回収数・回収率（４県） 

配布総数 95 

回収総数 52 

回収率 54.7% 

 

回収数・回収率（都道府県別） 

  配布総数（県含む） 回収総数 回収率 

都道府県別 

徳島 25 12 48.0% 

香川 18 15 83.3% 

愛媛 21 13 61.9% 

高知 31 12 38.7% 

 

質問事項 

Q1. 企業・大学等が「介護予防」につながる支援・サービスを行っている事例をご存じで

すか。（交付金や補助金等による事業は除く※） 

はい 7 

いいえ 45 
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Q2.「はい」と答えた方（7自治体） 

Q2-1.支援・サービス内容を具体的に教えてください。 

Q2-2.支援・サービスを始めたきっかけをご存じでしたら教えてください。 

支援内容 支援のきっかけ 回答者 

＜物の提供＞ 

マスクの提供、介護予防パンフレットの配布 喜多医師会からの紹介 愛媛県 大洲市 

＜場の提供＞ 

集落活動センター「チーム稲生」と高知大学

地域協働学部が連携し、実施する事業の中

に、介護予防にかかる出張サロンの実施等が

ある。 

平成 28年度からの連

携事業であるが、きっ

かけは、高知大学地域

協働学部側が連携市町

村を探していたことか

ら、サービスにつなが

った。 

高知県 南国市 

集う場の提供（ドラッグストア、量販店） 

住民から集う場を増や

してほしいとの声を受

け、行政から企業に働

きかけた。 

高知県須崎市 

サロンの立上支援(高知大学) 記載なし 高知県高知市 

介護予防の活動（体操）を行う住民グループ

に対し、活動の場として無償で店舗の一部ス

ペースを提供いただいている。 

地域包括支援センター

が、地域で実施する介

護予防活動に賛同して

いただき、数年前から

提供を受けている。 

愛媛県 松山市 

集いの場の提供 

介護予防の教室終了

後、希望者だけで自主

的にグループ形成し活

動希望。集う場があれ

ば活動できたため。 

徳島県 藍住町 

＜その他＞ 

徳島県理学療法士会における「いきいき 100

歳体操徳島県版」の普及啓発 

隣県にて全国的に介護

予防の成果を上げてい

た体操を参考に平成

28年度に県内で展開 

徳島県美波町 
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Q3. 企業・大学等が「生活支援」につながる支援・サービスを行っている事例をご存じで

すか。 

はい 12 

いいえ 40 

 

Q4.「はい」と答えた方（12自治体） 

Q4-1.支援・サービス内容を具体的に教えてください。 

Q4-2.支援・サービスを始めたきっかけをご存じでしたら教えてください。 

支援内容 支援のきっかけ 回答者 

＜その他（買い物支援、移動支援など）＞ 

移動販売・移動支援 記載なし 愛媛県鬼北町 

福祉法人が、一部地域の高齢者を

対象として買い物支援のため、週

1回バスを運行している。（無

償） 

不明 香川県坂出市 

宅配弁当（安否確認兼） 

離島で事業展開したいとの意

向があり市場リサーチした結

果、実施することとなった。 

香川県小豆島町 

移動スーパー、スーパーの買い物

注文と配達 
企業からの紹介 高知県香南市 

移動販売・宅配による買物支援 記載なし 
徳島県名東郡佐那河

内村 

生協による配食サービス 記載なし 徳島県美波町 

介護タクシー、買い物支援（移動

購買車等）、送迎ワゴン車、 
詳細は把握していない 愛媛県西予市 

スーパーと社会福祉協議会が連携

し、買い物したものを配達するサ

ービス 

不明 香川県琴平町 

買い物支援、ゴミ出し、移送、配

食弁当、移動販売 

店舗閉鎖の代替えによる高齢

者の買い物支援 
香川県木田郡三木町 

スーパーが車移動販売を買い物困

難地域を中心に実施している。 
不明 愛媛県愛南町 
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個人の店が、半島部に住む住民の

ため、３か所で食料品等の訪問販

売を行っている 

住民から要望があった。 香川県 三豊市 

80歳以上の方と介護保険認定

者・障害者手帳保持者は宅配料が

無料。 

存じていない。 香川県 直島町 

 

Q5. 企業・大学等が「住まい」につながる支援・サービスを行っている事例をご存じです

か。 

はい 1 

いいえ 51 

 

Q6.「はい」と答えた方（1自治体） 

Q6-1. 支援・サービス内容を具体的に教えてください。 

Q6-2. 支援・サービスを始めたきっかけをご存じでしたら教えてください。 

支援内容 支援のきっかけ 回答者 

＜その他＞ 

介護事業所による遺品・生前整理 記載なし 徳島県美波町 

 

Q7. 企業・大学等が「介護」に関する支援・サービスを行っている事例をご存じですか。 

はい 5 

いいえ 47 

 

Q8.「はい」と答えた方（5自治体） 

Q8-1. 支援・サービス内容を具体的に教えてください。 

Q8-2. 支援・サービスを始めたきっかけをご存じでしたら教えてください。 

支援内容 支援のきっかけ 回答者 

＜物の提供（システム含む）＞ 

日常的な見守り・安否確認、緊急時対応のため

のシステム 
企業からの紹介 高知県香南市 

Bluetoothを利用した見守りサービス 喜多医師会からの紹介 愛媛県大洲市 

徘徊探知機・携帯アプリとの連動 

認知症高齢者の増加 

徘徊による行方不明者の

死亡事例の増加 

高知県高知市 
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＜その他＞  

郵便局や徳島新聞の見守りサービス 記載なし 徳島県美波町 

ニュース、雑誌等で見たことがある程度。 不明 高知県宿毛市 

 

Q9. 企業・大学等が「医療」に関する支援・サービスを行っている事例をご存じですか。 

はい 2 

いいえ 50 

 

Q10.「はい」と答えた方（2自治体） 

Q10-1. 支援・サービス内容を具体的に教えてください。 

Q10-2. 支援・サービスを始めたきっかけをご存じでしたら教えてください。 

支援内容 支援のきっかけ 回答者 

＜物の提供（システム含む）＞ 

同意してカードを所持した方のお薬情報

等が、参加機関(病院・薬局・施設等)で

情報共有できる。一例として、診療情報

の共有により、重複投薬を防ぐことや検

査を簡略出来る。 

在宅医療介護の連携のため。 高知県宿毛市 

ICTを活用した情報共有 記載なし 高知県 日高村 

 

Q11. Q1～Q10までに回答した支援・サービスにおいて、平時だけでなく有事（防災や発災

後対応）での活用も見据えた取組はありますか。 

ある 1 

ない 24 

わからない 25 

※無回答 2件除く 
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Q12.「はい」と答えた方（1 自治体） 

Q12-1. 有事での支援内容を具体的に教えてください。 

Q12-3.支援・サービスを始めたきっかけはなんでしたか。 

支援内容 支援のきっかけ 回答者 

＜人の提供＞ 

有事における救助の取り決め 定期的な会合の機会により 徳島県 上板町役場 

※平時における支援・サービスの応用ではなく、平時における関係性から災害時の支援を取り

決めたものと理解。 

 

Q13. 地域包括ケアシステムの推進を図るうえで課題となっていること、困っていること

を以下のカテゴリごとに教えてください。（複数回答可） 

地域課題の分析（例：地域情報の把握・データの利活用） 22 

自立支援・介護予防に関する住民・事業者等への教育（例：研修・セミナー） 23 

業務効率改善（例：ICT利活用・介護ロボット・ボランティア） 22 

移動支援（例：バス・タクシー） 35 

買物支援（例：移動販売・スーパーの送迎バス） 27 

その他 10 

 

Q13.カテゴリ別自由記述 

■地域課題の分析（例：地域情報の把握・データの利活用） 

記載内容 記載者 

複合問題が多く、縦割りの行政では限界がある。地域共生社会を構築

していく上での支援をお願いしたい。 
愛媛県八幡浜市 

地域の実態把握、それぞれで持っている情報の活用 香川県 多度津町 

地域ケア個別会議を活用しての課題の把握 香川県坂出市 

既存データの有効活用 徳島県 松茂町 

データ収集手法 香川県小豆島町 

データの利活用 愛媛県 松野町 

保険者との連携による見える化システム等の活用、医療部門や保健部

門とのデータの共有と活用ができていない。 
高知県香南市 

医療・介護・地域等のデータによる分析、将来予測による課題の抽出

や評価の方法 
愛媛県 西条市 

地区課題の分析（地区情報の収集把握、データーの利活用） 愛媛県西予市 

地域課題の整理と対応が課題 高知県津野町 

介護予防活動における効果についての評価・検証 高知県 四万十市 

地域課題の分析について、市町を支援するノウハウがない。 愛媛県 
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地域資源の把握及び活用。 香川県琴平町 

統計データを取り扱う知識・技術がなく、把握したデータを持て余し

ている。 
徳島県阿南市 

庁内の各部門間の情報連携、地域資源の見える化（把握だけになって

いる）、介護支援専門員に対する地域情報の提供、地域情報の更新 
徳島県徳島市 

様々な地域情報のデータがあっても十分分析することができない。 高知県高知市 

地域資源の周知 香川県木田郡三木町 

人との交流の減少、店舗の減少、移動手段の獲得が困難。 徳島県 上板町役場 

大学が近くにないためバックアップも無いが専門職による地域の社会

資源の開発や様々な市の状況のデータ化ができればうれしい。 
香川県丸亀市 

データ利活用については今後の課題 香川県東かがわ市 

ニーズ調査等のデータの活用法が分からない 高知県吾川郡いの町 

個別ケア会議でも地域課題を把握していくようにしているが、個別ケ

ア会議の件数自体が少ない状況である。 
高知県土佐町 

 

■自立支援・介護予防に関する住民・事業者等への教育（例：研修・セミナー） 

記載内容 記載者 

予防（楽しみ・生きがい）に関する研修・セミナー 香川県・まんのう町 

住民に対する意識改革の手法、必要性の周知 香川県 多度津町 

介護予防教室の運営等の役割を担う介護予防サポーターの新規養

成がすすまない。 
香川県坂出市 

参加者の固定化と高齢化 徳島県 松茂町 

軽微な困りごとや支援に対応できる、ボランティアの育成や、各

企業における社員さんの協力、といった体制づくり。 
徳島県つるぎ町 

事業所向け研修の機会 香川県小豆島町 

教育や普及啓発が不十分。 高知県香南市 

効果的な内容や周知方法 愛媛県 西条市 

例年、介護予防や認知症予防に関する講習会等を開催している

が、本年度は感染症予防対策のため開催できていない。 
徳島県名東郡佐那河内村 

通いの場支援 徳島県美波町 

研修・セミナーを行う人材の不足。 高知県 南国市 

効果的な住民への啓発 高知県宿毛市 

研修（目的、対象者・内容・周知方法等） 愛媛県西予市 

住民への周知と理解が課題 高知県津野町 

新型コロナウイルス感染症の影響により住民に対する研修会の開

催が困難となっている。高齢者のため、オンライン会議も難しい 
徳島県阿南市 
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自立支援の理念が住民・介護事業者だけでなく、市の職員にも広

がらない。ニーズの多様化（住民は興味がある内容、自分に合う

方法でないと参加しない）。 

徳島県徳島市 

大学のカリキュラムや企業の新人研修、退職前研修などに組み込

んでもらいたい。若い世代に対しての介護予防・自立支援につい

ての研修機会を作ってもらいたい。 

高知県高知市 

「高齢者」、「認知症」、「介護」等への理解者の増加 香川県木田郡三木町 

集まれる場所や機会を増やす必要がある。 徳島県 上板町役場 

ICTを活用した通いの場など新しい介護予防の検討 愛媛県 松山市 

大きな企業等がないため研修やセミナーについても可能であれば

企業・大学で開催して欲しい。 
香川県丸亀市 

介護予防教室を実施しているが、参加者が他の教室と重複してい

たり、新規利用者の開拓が困難であったりする。 
香川県東かがわ市 

常に介護予防に取り組んでいる関心の高い住民以外へのアプロー

チ 
徳島県 藍住町 

 

■業務効率改善（例：ICT利活用・介護ロボット・ボランティア） 

記載内容 記載者 

遠隔地から高齢者の生活支援を ICT を使い支援できるしくみ 愛媛県鬼北町 

介護予防・生活支援等のボランティア 香川県・まんのう町 

誰もが簡単に使用できる ICT 活用について 香川県小豆島町 

今後の業務の効率化を図るため、高齢者及び高齢者世帯向けの、

利用しやすい ICT機器を、市場に広めていただきたい。 
香川県高松市 

県レベルでのＩＣＴの活用が進まない。 高知県香南市 

ボランティアの育成と実践につなげるための方法 愛媛県 西条市 

ICT・介護ロボット：財政的に取り組むことが困難である。 

ボランティア：福祉関係のボランティアに関わる人材が不足して

いる。（ボランティアリーダー的存在の不在） 

徳島県名東郡佐那河内村 

ボランティアの育成および活用方法等の具体的なノウハウがな

い。 
高知県 南国市 

ケアマネ業務（事務的なこと）の負担軽減 高知県宿毛市 

ボランティアの養成が十分できていない。 高知県須崎市 

ICT利活用 愛媛県西予市 

介護職の高齢化もあり、ICT 活用に消極的である。 香川県善通寺市 

地域の支え合いとしてボランティアの活用が有効だと考えるが、

担い手がいない（不足している）。 
愛媛県 
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進化している IT技術への対応が高齢化が進んでいるためできな

い。 
香川県琴平町 

医療・介護従事者間の情報連携システム等の導入が求められてい

る。 
徳島県阿南市 

庁内の業務システムが非効率で、ウィズコロナ時代に対応できな

い 
徳島県徳島市 

事務処理の効率化ができるよう幅広い地域課題分析に活用できる

システム開発 
高知県高知市 

住民へのボランティアへの理解、人数の増加 香川県木田郡三木町 

有効な ICT利活用の方法 愛媛県愛南町 

企業や大学との連携により効果的な企業連携等で ICT化ができれ

ば随分と業務内容のスリム化ができるのではと思う。公立直営包

括ではその様なノウハウを持ち合わせていない。元気高齢者の活

用も同じ。市単独では難しい。 

香川県丸亀市 

介護予防等に携わることができるボランティア育成とマッチング 徳島県 藍住町 

ＩＣＴについて、在宅医療介護のＩＣＴの研修も行ってきたが、

ＩＣＴ化によるメリットについて具体的に体感できていない部分

がある。病院が電子カルテ化されていないなどの課題もあり。ボ

ランティアに関しては、高齢化しており、次世代のボランティア

の育成が課題となっている。 

高知県土佐町 

 

■移動支援（例：バス・タクシー） 

記載内容 記載者 

移動支援を担う事業者が少ない。特に小規模な市では NPO法人自

体がないので、移動支援の限界がある。 
愛媛県八幡浜市 

バス・タクシーの充実 香川県・まんのう町 

住民主体の考え方が浸透しない 香川県 多度津町 
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本市の場合、路線バスや市独自のデマンドタクシーおよび市内循

環バスを整備し、公共交通空白地帯は解消していることとなって

いる。しかしながら、高齢者にとっては、バス停やデマンドタク

シー乗降場所までの移動が困難な方が多く、運転免許証自主返納

が進まない地域や返納した場合には、引きこもり傾向になること

で認知症や要介護状態となるおそれがあることから、高齢者が利

用しやすい移動手段の確保が必要である。 

香川県坂出市 

山間地であるため、タクシーでは料金が高くなり、路線バスも廃

止している。そのため、町でコミュニティバスを運行し、柔軟に

対応もしてくれているが、「病院受診の時間とうまく合わない」

「足が悪いのでバス停まで行くのが難しい」などといった、すべ

ての要望に応えるには限界がある。 

徳島県つるぎ町 

乗り合いタクシー等の提案 香川県小豆島町 

山間部には、高齢者が多く、また公共交通機関がない状況で移動

支援が必要と思われるが、支援に至っていない。 
愛媛県伊予市 

今治市地域公共交通網形成計画における市民アンケート調査で

は、将来の外出に対して全体で 7割程度不安があると回答してお

り、特に高齢になるほどその割合は大きくなっている。また、島

しょ部においても不安と回答する割合は大きくなっている。 

愛媛県今治市 

山間地域まで公共交通の路線がない。 高知県室戸市 

移動手段全般 愛媛県 松野町 

タクシー運転手の高齢化などの人材確保、市バスの活用の課題。

地域で移動支援に取り組む場合の補償や保険の課題。 
高知県香南市 

地域のニーズに応じた効率的な移動支援の方法 愛媛県 西条市 

路線バスの運行路線縮小等による外出困難者に対して、公的にタ

クシー代金の補助は行っているが、ある程度の自己負担が必要で

あるし、村内にタクシー事業所が１事業所しかなく自由度にも難

がある。村独自でのコミュニティバス等の運営は、財政的に困難

である。 

徳島県名東郡佐那河内村 

バスの路線廃止があり、タクシー会社の存続も厳しい状況にあ

る。高齢者に対する多様な交通手段の確保が課題。 
徳島県美波町 

公共交通の乗降所まで行けない人がいる。 

公共交通の乗り方が分からず、利用していない人が多い。 

公共交通やタクシー以外の移動手段がない。 

高知県須崎市 

高齢者の運転免許の更新・返納、それに代わる移動手段 愛媛県西予市 
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高齢者等への移動支援は必要だが、財源・マンパワーの確保が難

しい 
高知県 日高村 

効率的なコミュニティバスの運用が課題 高知県津野町 

高齢者が多く免許返納後の長期的な代替移動手段 愛媛県久万高原町 

町の半分以上が 65 歳以上であり、山間部に住む人、免許返納し

た人等、移動支援を必要とする人が多いが、民業圧迫や道路運送

法等から、移動に対するニーズに応えることができていない。 

徳島県 牟岐町 

自治体が整備する移動支援（手段）と地元企業（バス・タクシー

会社等）との兼ね合いが難しい。 
愛媛県 

路線バスの縮小やタクシー会社の廃業等が相次いでおり、特に周

辺部において通院等の移動に係るサービスが不足している。 
徳島県阿南市 

移動支援は住民主体で取り組むにはハードルが高い（誰が事務局

機能を担うのか、何かあった時の責任問題、住民同士のニーズの

違い） 

徳島県徳島市 

高齢化が進む中、企業等に移動支援について何か提案してもらい

たい 
高知県高知市 

民間の乗り合いバス等の安価な移動支援。 香川県木田郡三木町 

山間部の不便な地区、または高齢者世帯で車の運転免許を返納し

ている場合等、買物や受診等の移動に困る。 
香川県 三豊市 

単発ではなく、日常的に利用できるサービスの考案が必要。 徳島県 上板町役場 

介護タクシーを行っている企業が無いため取り組んで欲しい。 香川県 直島町 

タクシー会社がなく、介護タクシーが 1事業所あるのみ。また、

バスの路線、便数も少なく、不便である。一方で高齢者は多く、

移動手段がないことで困っている方は多い。移動支援の手段が少

ない。民間参入が少ない。 

愛媛県上島町 

田舎のためなかなか大きな企業がなく難しいと思われる。高齢に

なっても代替えがないため車の運転をする人が多い。 
香川県丸亀市 

公共交通機関が限られ人口減少も進む中、高齢者の 6割以上の移

動手段が自動車（自分で運転）であり、運転ができなくなった場

合、介護予防・重度化防止に資する外出の機会が減ることが危惧

される。 

 

香川県東かがわ市 

免許返納等で移動手段のない高齢者が、少人数で乗り合わせる等

により、受診や買い物等に低料金で気軽に使えるサービスの開発 
香川県 

介護保険などの制度以外で利用できる移動手段はあるが、まだ少

ない。 
徳島県 藍住町 
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免許の返納をしている住民が増えている中での高齢者の移動手段

の確保方法に課題がある 
高知県吾川郡いの町 

病院受診時のバス、タクシーの助成（制限あり）はあるが、外出

支援として買い物等には使えない。あったかふれあいセンターで

の買い物支援を毎回ではないが実施している。 

高知県土佐町 

 

■買い物支援（例：移動販売・スーパーの送迎バス） 

記載内容 記載者 

移動販売をしてくれる企業・個人事業主はいるが、無料バスでス

ーパーへ送迎していただけると良い。 
愛媛県鬼北町 

移動販売の充実、スーパーの送迎バス・タクシー 香川県・まんのう町 

住民主体の考え方が浸透しない・店舗の理解と協力 香川県 多度津町 

一部地域において、福祉法人による地域貢献の一環として、スー

パーへの送迎バスを実施しているが、その他の地域（特に島しょ

部）においても買い物支援のニーズが高く、喫緊の課題であると

認識している。 

香川県坂出市 

離島の大型スーパーに対して送迎バス検討提案 香川県小豆島町 

近年、中小規模の店舗閉鎖が相次ぎ、大型店への集約が加速して

いる。高齢者の買物のあり方を様々な角度から検討していく必要

がある。 

愛媛県今治市 

スーパーなどへの送迎 愛媛県 松野町 

地域のニーズに応じた効率的な買物支援の方法 愛媛県 西条市 

移動販売車を利用しにくい集落等があり、買物が困難になる世帯

がある。家族等の手助けも得られず食料や日用品の確保が難しく

なり、住み慣れた地域を離れざるを得ない状況もあった。 

徳島県名東郡佐那河内村 

需要はあるが、市補助による事業が困難なこと。 高知県 南国市 

移動手段がない場合、買い物がしづらい。公共交通を利用する

と、帰りの荷物が多くなると困るため、あまり多くの物を買えな

い。 

高知県須崎市 

移動販売・スーパーへの送迎等 愛媛県西予市 

移動販売事業者がいくつか参入しているが、人口が少ない地域で

は、買い物をする人が１～２名の場合もあり、事業者のメリット

が少なく継続が難しい場合もある。 

高知県 日高村 

谷あいの集落への買物支援が課題 高知県津野町 
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店がなくなり、高齢率の高い離島への買い物支援について、町内

の資源では限界がある。 
徳島県 牟岐町 

地域差が発生してしまうことが課題。 愛媛県 

前項と同じ理由により、買物に困難を感じる高齢者が増加してい

る。移動販売を行う事業者も増えているが、市域をカバーするに

は不十分である。 

徳島県阿南市 

困っている人の声が届きにくい。企業等の取組で移動販売は充実

しているが、情報が届いていない人やあと一歩の手助けがいる人

もいるかもしれない。 

徳島県徳島市 

買い物支援だけでなく、ちょっとした生活支援も一緒にできる仕

組み 
高知県高知市 

配食弁当は、業者も多く、住民の中に定着してきているが、移動

販売の更なる拡大。 
香川県木田郡三木町 

山間部等、近くに店がないところは買物に困る。 香川県 三豊市 

単発ではなく、日常的に利用できるサービスの考案が必要。 徳島県 上板町役場 

島しょ部もあり買い物難民が課題。大手企業とのタイアップが図

れれば良いが色々な縛りがあるのであれば難しい。 
香川県丸亀市 

公共交通機関が限られ人口減少も進む中、高齢者の 6割以上の移

動手段が自動車（自分で運転）であり、運転ができなくなった場

合、介護予防・重度化防止に資する外出の機会が減ることが危惧

される。 

 

香川県東かがわ市 

地域の特性として日常的な移動手段は自家用車、タクシー、民間

のバス、自転車程度。高齢者にはいずれも難しくなる。移動販売

ではなく、スーパーに行って自分で見て購入したいという希望も

よく聞かれる 

徳島県 藍住町 

中山間地域の食の確保と選択肢の拡大について。中山間地域の住

民は食材の種類が、移動販売だと少ない。 
高知県吾川郡いの町 

認知症の人が買い物をするのに移動販売では対応が難しい事例が

あった（移動販売車が来る曜日を忘れて何回かいなかったことが

あり、もう移動販売車がきてくれなくなった） 

高知県土佐町 

 

■その他 

記載内容 記載者 

フォーマルサービス以外に家事支援を担う事業所が少ない。 愛媛県鬼北町 

地域の見守り（SOS ネットワーク高齢者見守り）への参加 香川県・まんのう町 

複数の医師を配置している医療機関の不足と認知症などの専門医療機

関がないこと、地域の診療所医師の負担などの医療の課題。 
高知県香南市 
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・本人の希望と経済力にかなった住居環境の確保 

・在宅の医療体制の充実 
愛媛県 西条市 

マンパワーの不足 徳島県美波町 

在宅医療体制が乏しいことが課題 高知県津野町 

在宅医療 香川県木田郡三木町 

・自主的な集いの場の継続支援の方法 

・地域包括の専門職の確保 
愛媛県愛南町 

大都市に様々な物が集中し、地方は資源に乏しい。 香川県丸亀市 

独居の高齢者で日常的な安否確認や支援が必要と思われても受け入れ

のない高齢者への見守り等 
徳島県 藍住町 

 

Q15. 地域包括ケアシステムの推進のために企業や大学等と連携するうえで、想定する懸

念はありますか。また、その懸念はなんですか。 

懸念はない 9 

地域の企業や大学等に、活用可能なシーズが見つからない 9 

連携に必要な手続きがよくわからない 23 

事業化までに時間がかかる 13 

企業や大学等へ連携のメリットがうまく示せない 

（支援・サービスの収益性、持続性など） 
17 

プロジェクトの方向性について企業や大学等と考えが合わない 2 

会議や調整など事務作業が増える 20 

その他 

 ・事業などとして取り組む場合の金銭面。 

 ・人員の不足 

2 

 

以上 

  



 

45 

 

資料１－３：アンケート結果（自治体・防災担当） 

留意事項：回答者の文章、回答のまま掲載 

 

基本情報 

 

配布総数 95 

回収総数 44 

回収率 46.3% 

 

  配布総数（県含む） 回収総数 回収率 

都道府県別 

徳島 25 13 52.0% 

香川 18 13 72.2% 

愛媛 21 7 33.3% 

高知 31 11 35.5% 

 

Q1．災害発生を想定した、他自治体からの支援に対する受援体制整備計画は作成済みです

か。 

はい 8 

いいえ 27 

作成中 9 

 

Q2．災害発生を想定した、協定に基づく企業・大学等からの支援に対する受援体制整備計

画は作成済みですか。 

はい 6 

いいえ 33 

作成中 4 

無回答 1 
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Q3．協定に基づく企業・大学等からの支援に対し、受援体制整備計画の実効性に不安はあ

りますか。 

実効性に不安はない 3 

不安がある 37 

無回答 4 

 

Q4．Q3で「不安がある」と答えた方：どんな不安がありますか。(その他を選択した場合

は自由記入欄へ記入ください） 

実行可能性の問題（計画は本当にうまくいくのか、など） 26 

人員の問題 29 

立地の問題（役所や活動場所が危険である、など） 8 

敷地の問題（大勢が活動するには狭い、など） 17 

廃棄物の問題（仮置き場が狭い・ない、など） 13 

予算の問題 1 

経験の問題（受援マネジメント経験がない、など） 29 

計画作成の問題（記入内容に不足や誤りはないか、など） 11 

その他  

まだ、計画自体が策定できていないので、発災時に受援体制が

構築できるかどうかがわからない 

1 

 

Q5．Q2で「はい」「作成中です」と答えた方：災害発生時の企業・大学との受援計画に沿

った訓練を行っていますか。 

はい 3 

いいえ 7 

計画中 2 

無回答 32 
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Q6．企業・大学等から支援を受けるための体制整備や、受援の実効可能性を高めるために

どんなことを実施（予定）していますか。(その他を選択した場合は自由記入欄へ記入く

ださい） 

役所の整備（機能保持・強化のための電気や通信、安全な立地への移転、代替場

所の確保など） 

11 

受援体制の訓練実施 12 

被災経験のある自治体へのヒアリング 4 

受援体制整備計画、地域防災計画、災害対策本部設置・運営マニュアルなどの定

期的な見直し（検証と改善） 

30 

研修、勉強会への開催や参加 17 

その他 

特にできていない／とくになし 

2 

 

Q7．企業・大学等から支援を受けるための受援体制整備とまちの速やかな復旧にむけ、効

果的と思われる方策について教えてください。 

方策 

応援に関する協定を締結し、情報伝達訓練を行う。 

庁内において、地域防災計画や BCP 等の計画を平時から共有する。 

また、防災部局以外の職員についても、各種講習会や研修等への参画を依頼し、全庁的な人

材育成に取り組む。 

日頃から、企業・大学等と連携し、情報共有を定期的に行うことで、それぞれの機関間での

需要と供給を把握し、体制を確立していく。 

受援内容についての費用負担額や範囲を協定書に明記し、相互に納得しておくこと。 

受入側の体制作り、住民と職員の災害に対する意識向上。 

検討中 

災害時だけでなく訓練の計画・参加など、日頃からの関係性を築いておくことが効果的と考

えます。 

定期的な訓練の実施 

受援対象業務の選定 

協定締結事業者の担当者連絡先（氏名、電話番号等）の定期的な更新 

平時からの連絡体制の構築 

具体的な受援計画の作成。 

受援業務に携わる職員の育成。 

企業・大学等との密接な連携及び訓練の実施 

平常時から情報交換するなど関係性の構築 

支援を受ける業務内容や、復旧・復興に向けたタイムスケジュール等を整理し、予め支援者

に周知し、共有しておくことが望ましいと思われる。 
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BCP，受援計画，災害対応マニュアルの作成及び訓練 

顔の見える関係強化と受援支援についての理解（支援について内容が理解できていない）が

必要と思われる。 

平常時からの相互連絡体制の確認 

平時からの訓練や協議等を通じた顔の見える連携が必要と考えます。 

企業・大学等の被災状況の速やかな把握 

災害時連絡体制の確保 

企業・大学等側の減災対策及び応援体制の整備 

 

以上 
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資料２－１：インタビュー（自治体） 

 

【厚労省老人健康保健増進等事業】 

地域の高齢者などを対象に産官学などが連携して実施している支援について 

 

２０２０年１０月３０日（金）１０：００～１２：００ 

於：愛媛県東温市庁舎 会議室 

 

自治体名 愛媛県東温市 

部課名 産業建設部産業創出課 事例連携先 愛媛大学／ＰＨＣ 

参加者名 産業創出課 課長・山本氏、係長・氏部氏 

 

 インタビュー事項 

＜質問＞ 

 とうおん健康医療創生事業（以降、本事業）の概要 

愛媛大学は基本理念の一つとして、「地域にあって輝く大学」を掲げており、地域の

諸課題の解決に向けて、地域社会の自立的発展に貢献し、地域から信頼される存在とな

ることを目指している。また、東温市とは２００７年から連携に関する協定を締結して

いる。当事業をきっかけに「地域協働事業に関する連携協定」をパナソニックヘルスケ

アホールディングス株式会社（現ＰＨＣ株式会社）と締結し、「健康日本一のまちづく

り」の実現に向けた「ヘルスケアＩＴ」を活用した共同事業を実施することとなった。 

＜さくらの湯ブランチの活用＞ 

中小零細企業振興円卓会議の一員でもある愛媛大学医学部抗加齢・予防医療センター

長の伊賀瀬道也先生が市内温泉施設「さくらの湯」であたまの健康チェックを実施して

いる（健康チェックに使用する機器は抗加齢ドッグセンターから借りている）。 

さくらの湯ブランチの運営は、伊賀瀬先生・氏部係長・係員・市で雇っている看護師

２名の計５名で行っており、看護師をこの事業のために雇用した。 

血管年齢・骨密度・内臓脂肪を測定し、月に１度、１時間で６～７人ほど診てもらっ

ている。認知症による社会保障費が増大している中、自治体も医療費の抑制に取り組む

べきであるという考えのもと、検査で異常が出た際はすぐに連携が取れるよう、体制を

整備した。 

＜ウェルスポートナビの使用＞ 

ＰＨＣ株式会社の健康管理システムのサービスを東温市版として活用している。さく

らの湯ブランチで活用予定だったが、参加市民がスマートフォンを持っていないケース

が多かったため、企業従業員向けの事業に方針を転換した。 

本システムは有料のサービスだが、企業市民（市に居住はしていないが、市内企業に

勤めている）や観光市民など、単なる住民に留まらず広く市民をサポートしたいという
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市長の意向から、３００人分の費用を市が負担している。 

 

＜質問＞ 

 本事業が始まった経緯について。 

現市長（加藤章氏）は健康医療創生事業に注力している。市内事業者の７割は従業員

４名以下の零細企業ということもあり、大学と民間企業の連携は難しく、そのパイプ役

を自治体が果たそうと考えた。 

東温市の特徴として、市内には血糖値センサー国内シェア一位のＰＨＣ株式会社など、

特色ある製造事業者を有している。地域拠点劇場である「坊ちゃん劇場」や四国有数の

泉質を誇る「さくらの湯」、豊富な自然環境など、健康・長寿につながる事業を推進で

きる環境にあった。 

５年に一度、産業創出課の職員が市内事業所（１，２００社程度）を訪問し、全数調

査を行っている（別添資料）。また全数調査とは別に、年に１００社は産業創出課が事

業所を直接訪問し、課題や現状を把握している。 

 

＜質問＞ 

 愛媛大学医学部との関係について。 

産業創出課と愛大医学部が連携する以前より、市民福祉部健康福祉課が愛大医学部と

連携していた。前市長（髙須賀功氏）が医学部との連携やモノづくり産業の創生に注力

していた。 

 

＜質問＞ 

 市・大学のどちらが会の結成を起案し、連携を持ちかけたか。 

前市長（高須賀功氏）が中小零細企業振興基本条例に基づき、市内にある愛媛大学医

学部（以降、愛大医学部）のノウハウを活用して健康・ヘルスケアに関わる事業支援を

行いたいと考え、持ち掛けた。 

 

＜質問＞ 

 研究会立ち上げ、稼働に至ったキーマンについて。 

前市長が松山商工会議所専務理事経験者であり、その時に事業者支援を目的として市

民参画型の基本条例（中小零細企業振興基本条例）が整備され、基本条例に基づく各種

施策の一環として、本事業を実施した。熱意をもって事業を持ち掛けた前市長、その流

れを踏襲する現市長、事業立ち上げ以降１０年間同課に在籍する山本課長がキーマンと

言える。 

 

＜質問＞ 

 参画企業への呼びかけについて。 
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東温市健康医療創生研究会の立ち上げに先立ち、愛大医学部教授と市職員により市内

の企業１３社を訪問、意見交換を行い、医学部が連携できることや市内事業者の現状・

ニーズを教授に把握してもらった。１３社は、市がピックアップした２００社から教授

が選定。その１３社の中から健康・医療分野でのモノづくりに関心のある企業や健康的

な食品の生産、製造、アートセラピーに取り組んでいる企業等から研究会委員を選出し

た。 

医学部教授と連携するにあたり、十分な活動費用を用意することは難しく、準備でき

る予算内で活動してもらう形で協定を結んだ。 

 

＜質問＞ 

 連携体制について。 

＜市・大学・企業の役割分担や事務負担の仕組み＞ 

愛大医学部、市内事業所、市が連携。東温市産業創出課と愛大医学部総務課が委託契

約を締結し、双方が事務局となっている。事務局同士の話し合いは月１回開催を目指し

ている。メール等の連絡は頻繁に行っている。年に２度研究会議を実施し、事業報告、

事業計画の検討、事業内容の検証等を行っている。個別の事業については別途関係者で

の部会や協議を開き、対応している。 

＜共同開催など取組みの企画・連携の流れ＞ 

中小企業で、扱う製品を秘匿している企業も多いが、その内情を開示してもらえるよ

うな関係づくりが重要である。 

＜研究会内での情報共有の内容、方法＞ 

事業者個々の意見・要望の吸い上げは研究会とは別でヒアリングの場を用意している。

５年に一度、委員長・関係委員による事業者ごとのニーズ調査を実施している。 

 

＜質問＞ 

 大学と企業のマッチングについて。 

研究会委員長である愛大医学部教授が事業者と医学部内のマッチングをしている。大

学と企業を繋いだ後のフォロー（補助金交付等）も産業創出課が実施。伴走型支援で、

困りごとなどは直接課の窓口に来てもらうことになっている。 

研究会の委員は、ニーズやマッチング可能性のある技術を有する企業を市がピックア

ップし、大学・委員長がマッチング可能と判断した企業が就いている。 

医学部からの意見は、医療用語の特殊性から医学部総務課に取りまとめていただき、

事業者や市担当者が理解できるよう整理して意思疎通を行っている。委員会内で専門用

語やバックグラウンドの違い等、意思疎通の難しさを実感している。 

 

＜質問＞ 

 本事業の展望や課題について。 
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＜市を含め、各主体が連携する上での課題＞ 

事業展開の拡大に伴い、関連する部署や機関が増加したため、全体の合意が困難にな

ってきた。庁内で関係者委員会（のようなもの）を立ち上げ、横の連携を図っている。 

医師の意見を企業・市の利益になるような形にすることが難しい。 

自治体だけでなく、大学にも縦割り構造があると感じる。 

＜地域特性と事業ついて＞ 

市内事業所は平野部に集中しているが、中山間地域の地域活性化は他部署が所管して

おり、産業創出課が中山間地域に対して直接的な取り組みは行えていない。現在、ヘル

スツーリズムメニューの検討において山間部の自然景観の活用に取り組んでいる。 

 

＜質問＞ 

 今後の本事業の拡大・発展について。 

四国内の自治体や広島県などと観光に関する協定を締結している。同様の取組みを行

いたいという自治体（坂出市・さぬき市・三木町など）を経済産業省から紹介されるこ

ともあり、意見交換を行っている。また、愛媛大学医学部としては中予・愛媛圏域にも

活動を広げていきたいと考えているようである。 

自治体はマスタービジョン作成時に住民に対して聞き取りを行っており、その意見は

各施策に反映しているのではないか。 

 

以上 
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資料２－２：電話インタビュー（自治体） 

 

【厚労省老人健康保健増進等事業】 

地域の高齢者などを対象に産官学などが連携して実施している支援について 

 

実施期間 ２０２０年１０月～１１月 

選定基準 アンケートにおいて自治体と企業等が連携し実施している支援事例を知ってい

ると回答した自治体 

自治体 1) 高知県須崎市（集う場の提供） 

2) 高知県高知市（サロンの立ち上げ支援／徘徊探知機・携帯アプリとの連

動） 

3) 徳島県藍住市（集いの場の提供） 

4) 愛媛県鬼北町（移動支援・移動販売） 

5) 徳島県名東郡佐那河内村（移動販売・宅配による買い物支援） 

6) 高知県香南市（日常的な見守り・安否確認、緊急時対応のためのシステ

ム） 

7) 愛媛県大洲市（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈを利用した見守りサービス） 

8) 高知県日高村（ＩＣＴを活用した情報共有） 

方法 電話による聴き取り 

 

１）高知県須崎市 

Q. 集う場の提供（ドラッグストア、量販店） 

Ａ．場所：ドラッグストア１ヵ所、量販店２ヵ所（それぞれ別の事業者） 

活動内容：介護予防教室を１年に１回、３か月間開催している（１０年ほど前から）。その

教室の卒業生が自主的に集まる場を企業に提供してもらっている。活動内容は、どちらも体

操。“集う場”は週１回程度の頻度で開催。 

きっかけ：介護予防教室の卒業生からの要望で、行政から企業に働きかけた。 

 

２）高知県高知市 

Q. サロンの立ち上げ支援 

Ａ．誰が：高知大学の学生が安芸市稲生で立ち上げた。自治会や行政（おそらく安芸市との

こと）と連携している 

内容：体操やレクリエーションなど。体操は、いきいき百歳体操を推進するＮＰＯ団体「い

きいき百歳体操応援団」が実施。サロン内でのこのＮＰＯ団体の活動は、高知市からの業務

委託ｏｒＮＰＯとしての活動の２パターン。 

いつから：サロンは４～５年前に発足した。 
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Q.徘徊探知機・携帯アプリとの連動 

Ａ．誰が：エーザイから高知市に働きかけがあった 

内容：電子タグを装着し、徘徊があった際に通知が来るというもの。試用したが、導入には

至っていない。装置・機能が改善されることを期待しており、導入自体は前向きに考えてい

る。試用は地域包括ケアセンター職員や高知市職員、シルバー人材センターが協力し実施し

た。 

 

３）徳島県藍住市 

Q. 集いの場の提供 

Ａ．活動内容：介護予防の体操。Ｑ１６．回答のいきいき百歳体操の教室卒業生が自主的に

集まっている。頻度は週１回。５～８人が参加。Ｈ２９年から実施 

場所：医療法人所有の施設。 

きっかけ：いきいき百歳体操教室卒業生が自主的に集まる場所を探していたところ、当該医

療法人と自然発生的に結びついた。行政はきっかけに関与していない。 

備考：いきいき百歳体操教室は、理学療法士会が主導している。別の県でも同様の取組みが

あるかは知らない。 

 

４）愛媛県鬼北町 

Q. 移動販売・移動支援 

Ａ．ＪＡ、ＦＵＪＩ（中国四国地方チェーンスーパー）が企業単独で行っている。行政との

連携はない。 

 

５）徳島県名東郡佐那河内村 

Q. 移動販売・宅配による買い物支援 

Ａ．参入している企業は「とくし丸」。数年前、佐那河内村独自で「買い物に関するアンケ

ート」を実施。「買い物に困っている」住民のうち、「買い物支援をお願いしたい」と希望

する人をとくし丸につないだことはあった。 

 

６）高知県香南市 

Q. 日常的な見守り・安否確認、緊急時対応のためのシステム 

Ａ．数十年前から導入・年々業者を変えながら継続的に使用している。双方向式ボタンを押

すとコールセンターにつながる仕組みと、月一回の安否確認のためのボタン押し、この２つ

によって安否確認を実施し、月一回介護課に報告が上がってくる。昔はこの仕組みを使って

いい人はかぎられていたが、少しずつ拡大している。 
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７）愛媛県大洲市 

Q. Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈを利用した見守りサービス 

今年から実施のサービス。高齢者がもつスマホ端末を登録し、警察、消防、自治体などがス

マホにダウンロードしたアプリを使って高齢者の位置を受信。徘徊や迷子の早期発見につな

げる。喜多医師会がはいってはいるが、病院の患者だけが対象ではなく、地域の高齢者が対

象。 

 

８）高知県日高村 

Q. ＩＣＴを活用した情報共有 

Ａ．日高村では導入していませんが、連携事例を聞いたことがあったので回答した。高知県

内では在宅ケアメンバーと主治医（高知大学医学部と高知県が絡んでいるよう）を結ぶ、Ｉ

ＣＴを使った情報共有が行われている（例：在宅ケアメンバーが撮影した褥瘡の写真を主治

医に見せる、など）。高知県内では名称の異なる同じようなシステムが複数導入されてい

る。隣のいの町の町立病院の院長はこのＰＪに関わっているらしい。 

 

以上 
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資料３－１：アンケート質問票（企業・大学等） 

 

令和２年度 厚生労働省老人保健健康増進等事業 

「多様な資源を活用した地域包括ケアシステムの推進に関する調査研究事業」 

地域住民を対象とした支援・サービスの提供状況などに係る実態調査 

 

基本情報 

企業・団体名  

部署名  

業種 

（〇をつける） 

製造業  建設業  運輸業  卸売業  サービス業 小売業

サービス業（医療・介護関連） その他[       ] 

従業員数 ※回答事業所の従業員数(パート含む） 

     名 

所在地  

回答者お名前  

回答者メールアドレス  

回答者電話番号  

質問数１７問、回答所要時間の目安は２０分程度です。     

各設問の当てはまる項目に〇を記入してください。  

    

支援の現状と背景  

 

Q1. （高齢者、子ども、障がい者をはじめとした）地域住民を意識した支援・サービス

を提供していますか。         

【支援・サービス例】         

 介護予防に関する支援・サービス（例：集う場の提供、ウォーキングポイント事業な

ど） 

 生活支援に関する支援・サービス（例：配食サービス、買い物支援、輸送や移動支援

など）          

 住まいに関する支援・サービス（例：高齢者住宅、居室内見守りシステム配備など） 

 介護に関する支援・サービス（例：介護ロボット開発、徘徊見守りなど）   

 医療に関する支援・サービス（例：お薬手帳システム開発、遠隔診療システム導入な

ど） 

 防災に関する支援・サービス 

 １ はい ⇒Q4.へ 

 ２ いいえ ⇒Q2.へ 
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Q2. 今後、Q1.のような地域住民への支援・サービスを行う予定はありますか。 

 

 １ はい  

 ２ いいえ  

  

（はい、の方）具体的な支援・サービスの内容についてご記入ください。⇒回答後 Q4.へ 

 

自由記述 

           

Q3. Q2.で「いいえ」と答えた方：地域住民への支援・サービスを行っていない理由を教

えてください。       

【回答例】          

 住民ニーズや支援・サービスの必要性が明らかになっていない    

 採算が合わず、支援が困難        

 法律や条例により支援・サービスができない      

 補助金や融資上の条件が自社や自学に不利 

 ステークホルダー間の調整が煩雑  

自由記述 

 

 

支援内容と結果  

 

Q4. Q1.Q2.で「はい」と答えた方：どのような支援・サービスを提供していますか／あ

るいは提供予定ですか。複数の支援・サービスを実施されている場合、そのうち最大３つ

まで教えてください。  

       

①のみ記載した方：次頁 Q4-1～Q4-5 に回答後、Q7.へ    

①、②を記載した方：次頁 Q4-1～Q4-5、Q5.に回答後、Q7.へ   

①～③を記載した方：次頁 Q4-1～Q4-5、Q5、Q6 に回答後、Q7.へ   

① 

② 

③ 

 

Q4-1.（Q4.①についてお答えください）その支援・サービスを始めたきっかけはなんでし

たか。           

自由記述 
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Q4-2.どのような組織・団体と連携していますか。  

 １連携していない  

 ２自治体 

 ３企業 

 ４大学 

 ５NPO やボランティア 

 ６自治会 

 ７その他（下記へ具体的にご記入ください） 

           

Q4-3.支援・サービスを提供した結果、期待通りの結果は得られましたか。 

 １はい 

 ２いいえ 

 ３まだ評価ができない 

           

Q4-4.その支援・サービスは今後も継続する予定ですか。 

 １はい 

 ２いいえ 

 ３不明 

           

Q4-5.その支援・サービスを今後も継続する理由、または断念する理由を教えてくださ

い。 

自由記述 

 

Q5.（Q4.②についてお答えください）その支援・サービスを始めたきっかけはなんでした

か。 

自由記述 
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Q5-1.どのような組織・団体と連携していますか。 

 １連携していない  

 ２自治体 

 ３企業 

 ４大学 

 ５NPO やボランティア 

 ６自治会 

 ７その他（下記へ具体的にご記入ください） 

           

Q5-2.支援・サービスを提供した結果、期待通りの結果は得られましたか。   

 １はい 

 ２いいえ 

 ３まだ評価ができない 

 

Q5-3.その支援・サービスは今後も継続する予定ですか。     

 １はい 

 ２いいえ 

 ３不明 

           

Q5-4.その支援・サービスを今後も継続する理由、または断念する理由を教えてくださ

い。 

自由記述 

 

Q6.（Q4.③についてお答えください）その支援・サービスを始めたきっかけはなんでした

か。           

自由記述 

           

Q6-1.どのような組織・団体と連携していますか。      

 １連携していない  

 ２自治体 

 ３企業 

 ４大学 

 ５NPO やボランティア 

 ６自治会 

 ７その他（下記へ具体的にご記入ください 
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Q6-2.支援・サービスを提供した結果、期待通りの結果は得られましたか。   

 １はい 

 ２いいえ 

 ３まだ評価ができない 

           

Q6-3.その支援・サービスは今後も継続する予定ですか。     

 １はい 

 ２いいえ 

 ３不明 

           

Q6-4.その支援・サービスを今後も継続する理由、または断念する理由を教えてくださ

い。 

自由記述 

           

Q7.現在提供中/提供予定以外の支援・サービスで、地域住民（高齢者、子ども、障がい者

等）の生活支援等に寄与できると考えられる貴社・貴学の支援・サービスはありますか。

ある場合には、その支援・サービス内容について教えてください。  

自由記述 

          

           

産官学連携に期待すること  

       

Q8.企業の方にお尋ねします。地域住民を意識した支援・サービスの提供について、他企

業や大学、自治体との連携に期待することを教えてください。 

Q8-1.他企業に期待すること     

 １技術相談（抱えている課題に対する情報提供、研究者紹介など） 

 ２技術指導（課題についての知見の共有） 

 ３調査・研究（共同） 

 ４調査・研究（委託） 

 ５奨学寄付金の設置 

 ６依頼試験（知見・計測機器を活用し対象を測定等すること） 

 ７ライセンシング（知的財産権、特許権の許諾） 

 ８研究設備等の利用 

 ９その他（下記へ具体的にご記入ください） 
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Q8-2. 大学に期待すること        

 １技術相談（抱えている課題に対する情報提供、研究者紹介など） 

 ２技術指導（課題についての知見の共有） 

 ３調査・研究（共同） 

 ４調査・研究（委託） 

 ５奨学寄付金の設置 

 ６依頼試験（知見・計測機器を活用し対象を測定等すること） 

 ７ライセンシング（知的財産権、特許権の許諾） 

 ８研究設備等の利用 

 ９その他（下記へ具体的にご記入ください） 

           

Q8-3. 自治体に期待すること  

自由記述 

       

Q9.大学の方にお尋ねします。地域住民を意識した支援・サービスの提供について、他大

学や企業、自治体との連携に期待することを教えてください。   

   

Q9-1. 他大学に期待すること        

 １技術相談（抱えている課題に対する情報提供、研究者紹介など） 

 ２技術指導（課題についての知見の共有） 

 ３調査・研究（共同） 

 ４調査・研究（委託） 

 ５奨学寄付金の設置 

 ６依頼試験（知見・計測機器を活用し対象を測定等すること） 

 ７ライセンシング（知的財産権、特許権の許諾） 

 ８研究設備等の利用 

 ９その他（下記へ具体的にご記入ください） 
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Q9-2. 企業に期待すること        

 １技術相談（抱えている課題に対する情報提供、研究者紹介など） 

 ２技術指導（課題についての知見の共有） 

 ３調査・研究（共同） 

 ４調査・研究（委託） 

 ５奨学寄付金の設置 

 ６依頼試験（知見・計測機器を活用し対象を測定等すること） 

 ７ライセンシング（知的財産権、特許権の許諾） 

 ８研究設備等の利用 

 ９その他（下記へ具体的にご記入ください） 

           

Q9-3. 自治体に期待すること        

自由記述 

           

Q10.企業や大学、自治体と連携した地域住民を意識した支援・サービスの提供について懸

念はありますか。その懸念はなんですか。       

 １懸念はない 

 ２地域の企業や大学等に、活用可能なシーズが見つからない 

 ３住民ニーズではなく、連携先の都合で事業が進んでしまう 

 ４手続きがよくわからない 

 ５事業化までに時間がかかる 

 ６採算が合わず、立ち上げた事業の継続が困難 

 ７プロジェクトの方向性について研究者と考えが合わない 

 ８ステークホルダー間の調整が煩雑 

 ９会議や調整など事務作業が増える 

 １０法律や条例が支援・サービスの妨げになる 

 １１補助金や融資上の条件が自社や自学等に不利 

 １２その他（下記へ具体的にご記入ください） 
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自然災害時の連携  

Q11.災害発生時、自治体や地域住民に対して支援を行う約束（協定）がありますか。  

 １ はい  

 ２ いいえ ⇒Q17.へ 

 ３ 検討中 

           

Q12.具体的な支援内容を教えてください。       

自由記述 

          

Q13.支援を約束（協定）している組織・団体はどこですか。     

 １自治体 

 ２他企業 

 ３他大学 

 ４NPO やボランティア 

 ５自治会等 

 ６その他（下記へ具体的にご記入ください） 

           

Q14.連携するにあたり提示している、特定の要件や条件を教えてください。   

例：休日は支援できない、館内への立ち入りは禁止、など     

自由記述 

           

Q15. 災害時に想定した支援を提供することができましたか。     

 １被災していないため不明 

 ２想定どおりの支援が得られた（※） 

 ３想定していない支援であったが、協力を実施した（※） 

 ４想定していた支援はできなかった（※） 

 ５その他（下記へ具体的にご記入ください） 

           

Q16.Q15.で（※）にチェックした方：支援を提供できた、あるいはできなかった要因を教

えてください。          

自由記述 
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Q17.Q11.で「いいえ」と答えた方：連携を約束（協定）していないものの、発災時には住

民支援に対する要請に応える方針・計画ですか。     

 １ はい  

 ２ いいえ  

 ３ その他（下記へ具体的にご記入ください） 

 

以上で、アンケートは終了です。ご協力ありがとうございました。   

         

 以上 
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資料３－２：アンケート結果（企業） 

留意事項：自由記述については、回答者の文章をそのまま掲載している 

 

Q1.（高齢者、子ども、障がい者をはじめとした）地域住民を意識した支援・サービスを

提供していますか。 

  回答数 割合 

はい 68 23.4 

いいえ 223 76.6 

全  体 291 100.0 

 

Q2. （Q1.で「いいえ」と答えた方）今後、Q1.のような地域住民への支援・サービスを行

う予定はありますか。 

  回答数 割合 

はい 8 3.6 

いいえ 215 96.4 

全  体 223 100.0 

 

予定しているサービスの内容 

防災に関して、ドローンを使用しての空撮など要請があれば協力したい。 

集う場を提供したい。 

防災支援→防災ネットワークづくり、リスク管理等。 

生活支援サービスは検討した。 

バリアフリー賃貸住宅の提供。 

建築住宅まわりのサービス。 

台風接近時の見まわり（川、池、山の斜面、道路→街路樹の倒木による事故、ケガを防

ぐ。地区の老人施設（特に高台にある）見まわり 大雨時の見まわり。 

買い物支援・子供預かり支援。 

 

Q3. Q2.で「いいえ」と答えた方：地域住民への支援・サービスを行っていない理由を教

えてください。 

理由 

＜ニーズが不明＞ 

ゴルフ場の為住民ニーズや支援・サービスの必要性が明らかになっていない。 

支援・サービスのニーズが判らない。 

住民ニーズや支援・サービスの必要性が明らかでない。 

地域住民ニーズ、必要性と弊社が出来る事とのマッチングが出来ていない。 
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住民ニーズや支援がよくわからない。 

住民ニーズや支援サービスの必要性が生じていない。 

住民のニーズがほぼない。 

地域住民のニーズをしらない。地域の活動をしらない。 

＜本業が繁忙（人員不足含む）＞ 

この不況下会社の維持に精一杯で他に手は回らない。 

社員１０名の企業であり、現状維持で精一杯、余裕が無い。 

社員数が少なく支援が困難。 

小売業が忙しいので支援、サービスができない。 

人手がたりていない。 

本業に必死なので。 

本事業以外に人員、資金をさく余裕がない。 

＜ノウハウがない＞ 

ノウハウがない。 

どのような形で支援すればよいのか分からない。 

支援をしたいとは思うが、その方法が現状において不透明。 

手段が解らない。 

＜ビジネスの対象が異なる＞ 

業種柄役立ちそうなサービスがない、またニーズも不明。 

業態として出来るサービスが無い。 

業務内容が住民支援・サービスと遠い関係であるため。 

現在の仕事の内容、会社の規模等の理由で支援は無理であると判断したから。 

産業用製造販売のため、地域住民を対象とした取扱いがない。 

支援、サービスが行なえる会社形態ではないので。 

事業内容と一致しないため。 

事業内容と住民ニーズが合っていないと考える為。 

地域防災等の業務（支援）が当社の（通常）業務となっているため。 

当法人の事業目的ではない。 

役立てる業種ではなく、情報を持っていない。 

＜採算が合わない＞ 

採算があわない。 

採算や人員が合わず、支援が困難。 

資金負担が大きい。 
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＜専門性が高い＞ 

専門性が高いため。 

専門性が全く異るので。 

＜その他＞ 

該当する機会がない。及び地域包括ケアシステムというワードを初めて目にしたので、

今後の課題として取り組んでいく。 

情報や内容がわからない為。 

親会社の施策に合せて行く。 

全く検討をした事も無い。 

当社はローソンＦＣのため、本部の意向により事業を行っているため。 

特に要望がない。 

特に理由なし。 

法律により支援・サービスができない。 

要望があれば行う。 

 

Q4. Q1.Q2.で「はい」と答えた方：どのような支援・サービスを提供していますか／あ

るいは提供予定ですか。複数の支援・サービスを実施されている場合、そのうち最大３つ

まで教えてください。 

  

支援の数 回答数 

1件 26 

2件 16 

3件以上 10 

全 体 72 

 

支援・サービス内容 

＜介護予防＞ 

集う場の提供 

健康ウォーキング 

地域の住民の集いの場所の提供、各種サービス 

健康長寿体験型セミナー 

南楽園敬老週間サービスデー （高齢者に飲み物を提供） 

10名から 30名くらいのアクティブシニアさんを公民館とかに集まってもらい、iPadを

使用して、脳若トレーニング出張講座の開催月に２回くらいのペースです。※iPadはこ

ちらが用意しています 。 

介護予防サービス（宅老所の運営） 
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介護予防 

介護施設にてデイサービス利用者様を対象に、脳若トレーニング出張講座を開催５名か

ら２０名くらいです。 

自治体と連携し、温泉施設で血管年齢や内臓脂肪・骨密度などを測定する健康チェック

を実施し、健康に対する気付きの場を提供している。 

健康促進 地物無料開放 

地域で班を作り、健康づくりや居場所づくりをすすめている。 

訪問介護 

県営住宅入居者のうち高齢入居者等の安否確認（希望者のみ） 

＜生活支援（移動支援・買い物支援）＞ 

ハイヤー移動の時たのまれたらお世話します。 

町営バスの運行 

町受託事業・コミュニティバス運行 

運輸送や支援予定検討 

バス運行時の地域住民への声かけ（挨拶） 

通院送迎、施設への入退所送迎、転院搬送 

介護施設からお家までの送迎 

介護保険を利用した介護タクシーの提供 

買い物支援タクシー 

輸送 

シルバーサポートタクシー 

通院等乗降介助 

配食サービス 

食事の堤供（昼食・夕食）サービスを４年前から実施 

買物支援 

買物の支援 

配食サービス 

買い物支援予定検討 

買い物支援 

電話受付 商品配達業務 

買物支援 

買い物支援 

生活支援サービス（配食事業） 

近隣飲食店の食品配達 

夕食宅配 

配食サービス 



 

69 

 

高齢者の買い物のお手伝い   

買い物、お墓参り 

＜生活支援（その他）＞ 

生活支援として掃除、洗濯、家具の移動・組み立て、片づけ、買い物代行、留守中の花

の水やり、産前産後の支援、墓掃除（墓参り）、病院・外出の付き添い、庭の草取り、

剪定など。 

市町村との見守り協定（高齢者） 

地域要請援護者の見守り支援 

住まいに関する支援サービス 

設計時、ユニバーサルデザインや、バリアフリーにする。 

高齢者向け手すり・スロープの設置 

住まいに関する支援・サービス 

教習所コースを使用した交通安全教室 

サービス付き高齢者住宅 

介護予防に関する支援・サービス（介護予防福祉用具の選定援助、販売、取り付け、調

整等） 

住宅関連 修理・取付・草刈り・庭木選定 

ディサービス 

住まいに関する支援・サービス（見守りシステムの選定補助、販売、選定援助、取り付

け、調整等） 

介護に関する支援・サービス（介護ロボットや徘徊見守りシステムを含む介護福祉用具

の選定補助、販売、取り付け、調整等） 

市内高齢者の交通安全講習 

生活支援 

＜防災時支援＞ 

防災セミナー 

台風、大雨時の見まわり（池、川、山の斜面）高台の建物 

防災情報を求められた場合に、情報提供する。 

防災に関する支援・サービス 

業務として社会資本整備に関するインフラの設計をしており、その中に防災も含まれま

す。 

津波避難場所 

津波緊急避難場所の設置 

津波一時避難場所の提供 

災害時の避難場所 

高齢者の避難 
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災害時における応急措置等の実施 

台風、大雨時の見まわり（街路樹枝折れ、倒木の撤去作業） 

防災セミナーの開催 

災害時における応急生活物資供給 

市役所に防災に関する納品を行っている 

防災に関する支援・サービス（学校や自主防災組織等において南海地震に備える減災に

関す勉強会等を実施） 

地域の防災に関する支援 

防災に関する事（空撮など） 

＜医療支援＞ 

看護士ツアー 

地域住民への医療の提供 

訪問看護ステーション 

災害時ＬＰＧ、医療用酸素の提供 

＜高齢者以外への支援＞ 

障害者に対する移動支援 

南楽園障がい者サービスデー （障がい者週間に南楽園入園料を無料） 

児童クラブへの注文商品配達 

とさっ子健診プロジェクト 

市立・私立幼稚園児の交通安全教室 

発達障害児童支援スクールにテナントを貸している。 

生活支援サービス（子ども食堂、子育てサロン） 

＜その他＞ 

自動販売機の売上の一部を町に募金 

障害者手帳を持参の方、免許返納者、学校休日における同伴者１人に対して小学生以下

のこども２名まで運賃を割引。 

就労継続支援Ａ型事業所への指導及び業務提供 

施設外構を緑化し美化、二酸化炭素排出、ヒートアイランド現象の緩和 

エレベーター増設 

小学生以下が入った家族写真の割引 

子供預かり支援の提供を考えている。 

高齢者住宅、福祉施設、診療所等の設計および監理 

弊社は商業施設開発コンサルが主な業務であることから、様々な商業施設開発におい

て、弱者に配慮した開発を心がけています。具体的には「ハートビル法に基づくバリア

フリー」や「ユニバーサルデザイン」など。 

地域のリーダーとなる人材育成 
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児童駆け込み所 

定期的な園児、児童へのボランティアレッスン 

入院中の買い物や用事 

保育園 

低床車（ワンステップ、ノンステップ）の導入 

有償ボランティア 

使用後のテニスボールを近隣小学校へ椅子の足下に設置してもらっている。 

スタジオ写真の割引 

出前公開講座 

地域住民への生涯学習支援 

地域子育て支援広場「あそぼーや」 

 

Q4-1. （Q4.サービス①についてお答えください）支援・サービスを始めたきっかけはな

んでしたか。 

＜事業の一環＞ 

従来の医療機器卸売業という柱とは別にもうひとつの地域貢献できる医療の軸を作りた

いと考えたから。 

自社技術を活かせるため 

過去に障がい者を採用したことがあったが、環境を整えることが不充分で定着につなが

らなかったこと。 

管理受託している県営住宅で孤独死があったため。 

問合せがあり、対応した事があるから。 

企業の役割。 

平成 22年に高知県が制定した「日本一の健康長寿県構想」の実現を目指す大学として健

康長寿センターを設置、県民への健康長寿を啓発する活動を開始した。 

地元で商売をさせて頂いているおかげ。 

本学の教育機関としての使命。 

南海トラフ地震に関する研究成果を地域の減災活動に役立てるため。 

自社で防災用品を販売しているため。 

徳島県ユニバーサルデザインによるまちづくり。 

介護タクシーの認可。 

施設の利用促進。 

他社ができない部分があるため。 

医療、福祉関係の設計を多く行っているため。 

新型コロナウィルスの影響。 

企業（生協）の活動の基本だから。 
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香川県建設業 BCP認定。 

当組合の活動「くらし助け合いの会」という有償ボランティアの会が解散したことを受

け、事業として継承した。 

＜要望への対応＞ 

テナントを貸して欲しいと依頼があったから。 

自治体との連携協定の締結。 

建築基準法、施主の要望。 

高齢者・持病の方達が旅行に行きたがってたから。 

国土交通省補助事業。 

障害者の支援を観音寺市、三豊市から委託された。 

高令者が通院、ショッピングに行けなく困っているため。 

地域住民の方から、困っている等のご連絡を頂いたことからです。 

利用者様がお困りのため。 

＜地域振興・その他＞ 

高齢化社会に向けた利用者への支援の為。 

災害から住民の生命、財産を守るため。 

インドア施設であるが故で二酸化炭素排出量削減し、未来の子供達の為の環境保護を啓

蒙。 

住民の健康増進。 

自治会の集会所に近く、地域の方に使っていただけるよう、屋外に設置した。 

山間部の買物弱者支援の為。 

気持ちがいいのがきっかけで、その事を行う事により、地元住民との繋がりにもなる。 

２０２５年位からの超高齢化社会に向けて、とにかく元気にボケずに長生きしてほし

い。皆さんの健康寿命を伸ばしたい。 

地域の方々に、何かお手伝いを出来ないかと、隣接する施設の方々との会合で話があが

ってきた。 

高齢化と一人暮らしの高齢者（独居老人）の増加。 

高齢者の集いの場を提供したかった。 

地元に防災協議会が出来た。 

移動スーパー事業開始。 

地区の消防団員（３代にわたって） 建設業（植木、造園業）に従事している為。 

とくし丸の事業スタート。 
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Q4-2. どのような組織・団体と連携していますか（複数回答・N=71）。 
 

回答数 割合 

連携していない 24 33.8 

自治体 28 39.4 

企業 12 16.9 

大学 3 4.2 

NPO やボランティア 7 9.9 

自治会 8 11.3 

その他 17 23.9 

 

Q4-3.  支援・サービスを提供した結果、期待通りの結果は得られましたか（複数回答・

N=69）。 
 

回答数 割合 

はい 44 63.8 

いいえ 5 7.2 

まだ評価ができない 20 29.0 

 

Q4-4. その支援・サービスは今後も継続する予定ですか（複数回答・N=69）。 

 回答数 割合 

はい 65 94.2 

いいえ - - 

不明 4 5.8 

 

Q4-5. その支援・サービスを今後も継続する理由、または断念する理由を教えてくださ

い。 

＜事業に有益＞ 

地域の交通安全センターとしての義務。 

地域で「一番に相談され、一番に信頼されるステーションへ」を目標に掲げており、そ

の途上であるから。 

利用者数が多くなっているから。 

地域貢献になる上、自社の売上ｕｐにつながっている。 

高齢者の利用者が多く、受容がある為。 

ますます高令化社会が来るためドアツードアー個別対応面移動はタクシーしかできない

ため 

声かけなどは、継続的に行う事に意味があり、そうする事で、信用につながる。 

香川県建設業 BCP認定を継続するため。 
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役割、責任として考えているため。 

コロナ以前の売り上げに戻っていないことから、今後長期にわたり新たなサービスを展

開しないと自社の維持継続がしんどくなる。 

継続する理由 南海地震に対する減災活動であり、すべての人が地震をはじめとする自然

災害に対する知識を身に着け、安心安全した生活を営むことを目標にしているため。 

体験者にアンケートを実施しており、好評であるため。 

＜委託・依頼の継続＞ 

順調に生徒さんも来られている様ですので継続されると思います。 

町からの受託が継続する間は、サービスを実施。 

県との委託業務で実施が定められているため。 

特に費用がかからない。 

継続した依頼があるから。 

自治体さんとのお取引が今年で、３年になります。今年は、コロナでお休みがありまし

たが、継続してくださいとのことで、９月くらいから講座が再開予定です。ただ、講座

の値段が安いので、なかなか利益につながりにくく、何年続けられるか分かりません

が、参加されているシニアの方々の笑顔を見ていると・・頑張りたいです。 

サービスが必要とされているため、要望がある間は継続したいと考えています。 

＜地域貢献＞ 

地元の義務。 

高齢化がすすみ弱者にやさしい建物を設計するのが、使命であり、世の中の流れ。 

地域あっての会社であり、地域の役に立ちたいから。 

交通弱者の利用促進をはかるため。 

仕事上から、一つの使命としているため。 

より多くの皆様に働く場を提供し続けるため。 

地域の足として認められ、頼りにされている。 

高齢者の増加に対する健康増進。 

＜その他＞ 

過疎地域の為、エリアが限られてくる為、需要があっても断わらないといけない時もあ

り、問題をかかえております。 

中止する理由がないため。 

東京、大阪でも行いたいと思います。 

自分の住む地域に必要な部分であると思うから 

今後、高齢者の人口は増加するが、支援する人口が少ないため、住い、医療・福祉関係

の施設をより使いやすくする必要があると考えるため。 
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コロナの影響下で、思い通りの活動（多くの人が集まる等）が出来ていない、今後につ

いても見通しがたっていない。 ※連携先に、認定こども園、障害者就労支援施設、老人

福祉施設が含まれており、活動に制約を受けている状態です。 

 

Q5-1. （Q4.サービス②についてお答えください）その支援・サービスを始めたきっかけ

はなんでしたか。 

＜事業の一環＞ 

本業。 

講習会。 

施設の利用促進。 

コロナウィルスによる外出制限の為。 

近隣の地域子育て支援のニーズがあったことと、保育・幼児教育を専攻する学生に対す

る教育の一環。 

＜要望への対応＞ 

地元の交通安全協会やシルバー人材センターからの依頼。 

ニーズ（待機児童）労働力不足（女性の労働力の活用）。 

お客様からの要望 。 

介護施設さん自体で、色々なことをやられていますが、皆さんがあまりやる気が無く

て、することがない。ということがあり、体験をしたところ、すこしボケている方で

も、iPadに興味を示し、始めた次第です。 

顧客からの問い合わせ、要望があったため。 

自治体からの要請。 

＜地域貢献＞ 

廃棄するテニスボールの有効活用。 

企業の社会的責任として 社会貢献活動を始めました。 

地区の消防団員 建設業に従事している。 

事業と地域貢献の両立。 

小中学生に対する健康調査の実施とその後の指導を通して、小中学生とその家族が成長

後も健康的な生活を送れるよう、健康の改善を促すことを目的に、平成 24年度より「と

さっ子健診」を実施している。 

高齢に伴い、車の免許の自主返納が進み、買い物難民といわれる方の増加。 

一人暮らしの方への支援をしたかった。 
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Q5-2. どのような組織・団体と連携していますか（複数回答・N=25）。 
 

回答数 割合 

連携していない 7 28.0 

自治体 12 48.0 

企業 4 16.0 

大学 2 8.0 

NPO やボランティア 2 8.0 

自治会 3 12.0 

その他 8 32.0 

 

Q5-3. 支援・サービスを提供した結果、期待通りの結果は得られましたか（複数回答・

N=24）。 
 

回答数 割合 

はい 16 66.7 

いいえ 4 16.7 

まだ評価ができない 4 16.7 

 

Q5-4. その支援・サービスは今後も継続する予定ですか（複数回答・N=24)。 

 回答数 割合 

はい 23 95.8 

いいえ 1 4.2 

不明 - - 

 

Q5-5. その支援・サービスを今後も継続する理由、または断念する理由を教えてくださ

い。 

＜事業に有益＞ 

ニーズがある。 

売上の確保。 

始めたきっかけである、近隣の地域子育て支援のニーズがあることと、保育・幼児教育

を専攻する学生に対する教育の一環であるため。 

施設の利用促進。 

実際のノウハウがある程度習得できたため。 

本学の教育機関としての使命。 
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＜委託・依頼の継続＞ 

地元の交通安全協会やシルバー人材センターからの依頼。 

定期的な要望が継続中。 

事業と地域貢献の両立。 

継続して依頼があるから。 

介護施設も３年お取引を継続しております。やはりデイサービスに来られている方々の

笑顔のために、継続いたします。 

サービスが必要とされているため、要望がある間は継続したいと考えています。 

＜地域貢献＞ 

災害をできるだけ未然に防ぐ為。 

地域との共存。 

地元に必要とされる。 

自家用車が無くても困らない生活の提供、免許返納し易い環境を作る事によりお年寄り

による自動車事故の削減を目指します。 

今度、独居世帯が増えてくるため、需要が伸びているため継続していきます。 

交通弱者を安全に輸送するため。 

＜その他＞ 

中止する理由がないため。 

まだ始めたばかりであるため。 

利用者様の満足の為、利益にはつながらない。 

 

Q6-1. （Q4.サービス③についてお答えください）その支援・サービスを始めたきっかけ

はなんでしたか。 

＜事業の一環＞ 

本学の教育・研究の成果を広く地域社会に開放するため、地域住民向けの講座を実施し

たこと。 

地区の消防団員 建設業に従事している。 

生協の役割。 

本学医学部附属病院としての使命。 

＜要望への対応＞ 

利用者様のニーズ。 

ビジコンの勧め。 

顧客からの問い合わせ、要望があったため。 
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＜地域貢献＞ 

地域の子供達の体力減と肥満化。 

児童クラブに安心安全なおやつを食べてもらいたい。 

多世代へのサービスを展開したかった。 

 

Q6-2. どのような組織・団体と連携していますか（複数回答・N=10）。 
 

回答数 割合 

連携していない 4 40.0 

自治体 2 20.0 

企業 2 20.0 

大学 1 10.0 

NPO やボランティア 3 30.0 

自治会 1 10.0 

その他 2 20.0 

 

Q6-3. 支援・サービスを提供した結果、期待通りの結果は得られましたか（複数回答・

N=10）。 
 

回答数 割合 

はい 9 90.0 

いいえ 1 10.0 

まだ評価ができない - - 

 

Q6-4. その支援・サービスは今後も継続する予定ですか（複数回答・N=10)。 
 

回答数 割合 

はい 10 100.0 

いいえ - - 

不明 - - 

 

Q6－5. その支援・サービスを今後も継続する理由、または断念する理由を教えてくださ

い。 

＜事業に有益＞ 

生協の役割、理念の実現のため。 

対象者数が増加基調のため。 

県下である一定広がりを見せ、注文も継続して頂いている事。 

本学医学部附属病院としての使命。 
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＜委託・依頼の継続＞ 

連携先である自治体から継続実施の要望があるため。 

サービスが必要とされているため、要望がある間は継続したいと考えています。 

利用してくれる方が予想以上に多くいたので継続していきたいが、コロナウィルスの影

響で今は開催ができていない。 

 

Q7. 現在提供中/提供予定以外の支援・サービスで、地域住民（高齢者、子ども、障がい

者等）の生活支援等に寄与できると考えられる貴社・貴学の支援・サービスはありますか。 

 回答数 割合 

なし・思い当たらない 98 62.4  

記述あり 59 37.6  

合計 157 100 

 

内容 

＜住まいの支援＞ 

アパート住居の提供 

介護保険を使った工事や申請 

高令者への居住支援 

自社賃貸物件の提供 

住宅改修の設計など 

将来的に建築設計に関して、個人住宅や施設に対して、無料で相談提案ができれば理想

だと思う。 

駐車場の確保、建物の維持管理 

＜介護支援＞ 

介護事業者との連携 

＜介護予防・健康増進＞ 

花緑活用しての園芸療法 

学生による健康サポーター事業です。学生が健康サポーターになって高齢者や子どもを

持つ母親を対象に健康づくりに関する健康教育を行うものです。 

業種として大衆演劇を公演しているので高齢者の方や好きな方には喜んでいただいてい

る。 

桜の木が多いのでシーズンにスペースを提供できる。 

＜生活支援＞ 

お買い物サービス、病院等送迎サービス。 

買い物支援、輸送や移動支援（有料） 
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輸送や移動の支援 

配食サービス 

高齢者には、見守り、夕食宅配、有償ボランティア、全て支援になると考えています。 

子育てタクシー 

自動車、バイク修理中心です。（販売）障害者の方の相談に応じての修理など行ってい

ます。支援センター障害施設、具体的な形で何かしている訳ではないですが修理など協

力しています。 

シニア・障害者雇用の推進（派遣事業、人材紹介事業） 

基本的には地域の高齢者を経営資源として雇用（６５才以上７名）することにより、本

件アンケートに関連する。老人保健、健康増進等事業に広い意味で該当していると思い

ます。 

計画段階ではあるが、住民による仕事おこしを後押しできる事に取組んでいる. 

交通弱者に対する低価格移動手段の創出 

高齢者向けの生協カタログ作成と、配達手数料の減額 

高齢者住宅、居室内見守りシステム配備、及び巡回サービス 

高齢者宅へのお弁当配達。 

障害の移動支援をしてみようかと考えている。 

障害者施設で制作した商品の購入などで支援しています。 

職場等の提供 

＜その他＞ 

寄付、協賛等 

社内で検討中です。 

新型コロナの影響もあり、在宅で仕事をする方が少なからず増加すると考えられる。通

勤時間が削減されることで時間に余裕ができると、互助に使うことも可能かもしれな

い。 高齢者、支える世代が住む共同住宅に商店や診療所、サービス提供施設などが併設

されれば三密も回避できるのではないか。 このような提案を行うことも考えている。 

身体の障がい者や難聴者の普通自動車免許の取得支援。→障がい部位によっては改造や

車両持込みが必要。 

貸切バスを利用したサービスは提供できる。 

地域の免許証返納等により、車からはなれた方への充実した路線の確保。 

同じ内容ですが、iPadを使っての講座ということで、障がい者施設様からオファーがあ

りまして、今月始めて開催する予定です。  

附属図書館の一般開放、施設の貸し出し、教育相談の実施 

福祉サービスを必要とされる方の送迎、学童の送迎 

歩道での交通誘導時、子供への声掛け 
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Q8. 企業の方にお尋ねします。地域住民を意識した支援・サービスの提供について、他

企業や大学、自治体との連携に期待することを教えてください。 

 

Q8-1. 他企業に期待すること（複数回答・N=211） 

 回答数 割合 

技術相談（抱えている課題に対する情報提供、研究者紹介な

ど） 
99 46.9 

技術指導（課題についての知見の共有） 82 38.9 

調査・研究（共同） 30 14.2 

調査・研究（委託） 25 11.8 

奨学寄付金の設置 15 7.1 

依頼試験（知見・計測機器を活用し対象を測定等すること） 11 5.2 

ライセンシング（知的財産権、特許権の許諾） 6 2.8 

研究設備等の利用 9 4.3 

その他 28 13.3 

 

Q8-2. 大学に期待すること（複数回答・N=204） 

 回答数 割合 

技術相談（抱えている課題に対する情報提供、研究者紹介な

ど） 
81 39.7 

技術指導（課題についての知見の共有） 69 33.8 

調査・研究（共同） 45 22.1 

調査・研究（委託） 37 18.1 

奨学寄付金の設置 15 7.4 

依頼試験（知見・計測機器を活用し対象を測定等すること） 15 7.4 

ライセンシング（知的財産権、特許権の許諾） 3 1.5 

研究設備等の利用 23 11.3 

その他 28 13.7 

 

Q8-3. 自治体に期待すること 

内容 

＜補助金等＞ 

サービス提供における人員金銭支援等の補助 

補助金、助成金制度の充実 

補助金、税金の優遇 

補助金の設定、広報 
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補助金創設、大学・企業等への橋渡し 

介護予防事業に対する予算の増額 

＜情報共有＞ 

抱えている課題の把握 

一緒に取り組む関係が持てること。財政支援。 

システムを構築してもらいたい！ 

タイムリーな情報提供 

現場に近い人（受付をしている）等が持っている問題点を上役に（気付いた）解決させ

る。 

地域住民のニーズや必要なサービスなどの情報提供 

支援・サービスの提供の現状について、情報発信してほしい。 

住民のニーズについての情報提供 

情報の集約、発信 

情報の提供と行政サービスの委託等の積極的対応 

情報を共有できるものを積極的に開示していただければ、お役に立てるものが見えるの

ではないかと思う。 

＜広報・宣伝＞ 

本事業の周知徹底 

地域包括ケアシステムに企業が参画することを知らなかった。 そのような情報を提供し

てほしい。 また、このシステムは医療、福祉関係の狭い範囲で完結している印象がある

ので、広く周知できる方法を取っていただきたい。 

広報・PR 

＜連携の仲介＞ 

補助金創設、大学・企業等への橋渡し。 

支援・サービスのＰＲや他企業・大学との連携の調整 

地域密着のネットワークを活用した支援 

地域住民との橋渡し役 

地元コンサルタント業との情報共有 

相談窓口の開設 

知、財の提供 

企業、大学等のマッチング 

＜施策の強化＞ 

施策の委託、住民へのＰＲ 

提出書類などの統一化 

道路緑化率ワースト２の面目、改善 「水と緑の街とくしま」に相応しい街へ 

路線の確保、その為の予算の充実、地元にあったサービスの提供、支援。 
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地域で元気に暮らせるための施策 

地域人口減少に対する施策 

制度の充実 

障がい者手帳等の割引サービス（１割事業所負担）の自治体支援・補助を検討して欲し

い。 

前例が無くても臨機応変に対応したりしてほしい 

補助金創設、大学・企業等への橋渡し。 

健康弱者に対する指導 

実態の把握を的確にし、無駄のない行政。 

車両の改造費や免許取得費の補助 

組織の 1本化を早急に確立すること。 此方の地域では未だ利権をめぐって旧連合自治会

とその付属する組織等と新しいコミュニティの 2組織がいがみ合っている。 

＜その他＞ 

積極的な関与 

調査・研究 

期待してない 

技術指導 

食事にお困りの高齢者の集約 

 

Q9. 大学の方にお尋ねします。地域住民を意識した支援・サービスの提供について、他

大学や企業、自治体との連携に期待することを教えてください。 

 

Q9-1. 他大学に期待すること（複数回答・N=6） 

 回答数 割合 

技術相談（抱えている課題に対する情報提供、研究者紹介な

ど） 
2 33.3 

技術指導（課題についての知見の共有） 2 33.3 

調査・研究（共同） 6 100.0 

調査・研究（委託） 4 66.7 

奨学寄付金の設置 2 33.3 

依頼試験（知見・計測機器を活用し対象を測定等すること） 3 50.0 

ライセンシング（知的財産権、特許権の許諾） 2 33.3 

研究設備等の利用 3 50.0 

その他 - - 
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Q9-2. 企業に期待すること（複数回答・N=6） 

 回答数 割合 

技術相談（抱えている課題に対する情報提供、研究者紹介な

ど） 
2 33.3 

技術指導（課題についての知見の共有） 2 33.3 

調査・研究（共同） 6 100.0 

調査・研究（委託） 4 66.7 

奨学寄付金の設置 4 66.7 

依頼試験（知見・計測機器を活用し対象を測定等すること） 2 33.3 

ライセンシング（知的財産権、特許権の許諾） 2 33.3 

研究設備等の利用 2 33.3 

その他 1 16.7 

 

Q9-3. 自治体に期待すること 

内容 

補助金や寄附金等の財政支援、連携の強化 

本学の教育・研究シーズを活用した地域課題解決における連携協力。 

人材及び物資の提供 

 

Q10. 企業や大学、自治体と連携した地域住民を意識した支援・サービスの提供について

懸念はありますか。その懸念はなんですか（複数回答・N=179）。 

 回答数 割合 

懸念はない 70 39.1 

地域の企業や大学等に、活用可能なシーズが見つからな

い 
24 13.4 

住民ニーズではなく、連携先の都合で事業が進んでしま

う 
29 16.2 

手続きがよくわからない 32 17.9 

事業化までに時間がかかる 35 19.6 

採算が合わず、立ち上げた事業の継続が困難 40 22.3 

プロジェクトの方向性について研究者と考えが合わない 1 0.6 

ステークホルダー間の調整が煩雑 11 6.1 

会議や調整など事務作業が増える 21 11.7 

法律や条例が支援・サービスの妨げになる 7 3.9 

補助金や融資上の条件が自社や自学等に不利 5 2.8 

その他 14 7.8 
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Q11. 災害発生時、自治体や地域住民に対して支援を行う約束（協定）がありますか。 

はい 63 

いいえ 199 

検討中 18 

全  体 280 

 

Q12. 具体的な支援内容を教えてください。 

内容 

＜人（役務）の支援＞ 

災害時における応急措置等の実施 災害発生時における緑化樹木等の技術的支援 

道路の清掃など 

応急危険度判定士の認定をうけている。 地震時などに、被災建築物の調査、危険度判定

を行う。 

公共土木構造物の復旧するための支援。 

災害発生時の現地調査・測量・災害復旧工事設計等業務 

物部川、仁淀川、河川被害状況調査 

＜物（物資・場所・輸送用車両）の支援＞ 

応急生活物資の供給 

空車バスを物資搬送、冬の暖、夏の冷場に使用する 

災害後のバス運行 

災害時に避難場所として社屋を提供 

住民の避難所等への輸送 

スクールバスで住民を目的地へ運ぶ。 

食物の優先供給 

避難場所への誘導、物資の支援 

災害時 帰宅困難者 支援 

災害時、民間住宅の提供 

災害時に、レストラン食材や、売店商品を使用して、炊き出し（厨房担当者による食事

提供）や 貯湯タンク（34ｔ）や貯水タンク（30ｔ）の提供（飲料水や、入浴） 灯油タ

ンク（14?）の燃料提供など。 

災害時に本学が所有する運動場及び体育館を地域住民のための避難所及び避難場所とし

て自治体に提供する。 

災害時のＬＰＧ、酸素提供 

災害発生時に教習所内にあるガソリンスタンドでの燃料提供 

生協トラックの使用と物資の提供 
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避難誘導支援、地域住民による協力体制、等 

＜情報提供＞ 

ドローンによる被災情況の把握 

防災タクシーとして災害発生時にその概要を報告する。 

＜協定＞ 

１、生協施設における物資保管等の協力 ２、災害対策本部への生協職員の派遣 ３、広

域大規模災害時の市町からの要請を県がまとめて要請する 。 

①公金の円滑な支払 ②津波時の避難場所提供 ③運転資金や復旧費用等の融資（震災

時発動型コミットメントライン契約） 

①津波発生時における緊急避難場所（津波避難ビル）として、建物の屋上等を地域住民

に開放する。 ②災害時避難場所として、体育館等を指定避難場所として地域住民に開放

する。 ③警察の活動拠点として敷地の一部を貸与する。 ④NHKの活動拠点として建物

の一部を貸与する。 

県・町との災害協定 他生協との災害協定 

災害時における応急対策業務 

高知市との連携協定を通して令和２年度開始予定の「池キャンパス避難所運営マニュア

ル」案を作成した。このマニュアルを活用し、合同災害訓練を実施している（高知医療

センター、本学、地域住民参加）。 

行政との連携、地域内放送の利用、情報提供の確立 

香川県と加入協会が災害協定（大規模災害時における応急対策業務に関する協定）を結

んでいるのに参加している。 

国、県、業界等が災害時に、状況把握や復興のため、迅速に対応する協定を結んでいま

す。 

災害時、物資など供給する協定 

ガソリン給油協定 

ローソン本部が自治体と協定を締結している。 

災害時における搬送業務の協力に関する協定（松山市） 

災害時等におけるバスによる緊急輸送等に関する協定書（高知県） 

市の指定緊急避難場所・指定避難場所として指定 

水道関連の支援を地域１３企業と共に、市と提携している 

自然災害発生が想定される場合に、公共施設等の被災状況の情報収集作業（UAV,TLSを

活用）を実施し、その施設における機能維持、回復のための情報を得て、いち早く自治

体に提供する協定。 
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Q１３．支援を約束（協定）している組織・団体はどこですか（複数回答・N=65）。 

自治体 50 

他企業 8 

他大学 - 

NPO やボランティア 2 

自治会等 10 

その他 9 

 

Q１４．連携するにあたり提示している、特定の要件や条件を教えてください。 

内容 

大規模災害時における公共土木・施設等の被害状況調査のみ費用の負担がないが、応急

対策に関する測量・設計・調査は、香川県が費用を負担する。 

休日は不可、会社に人がいないため。 

平時の立ち入り禁止 

事故等が発生した場合、責任を負わない。 

②津波時以外の立入制限 

閉店後や夜間は支援できない。 

開館時に限る。 

物資の数量が約束できない。 

支援人員の事前登録 

協定先自治体からの出動要請に応じて、協力する協定内容になっている。 

建築士会から、参加場所、日時、募集人数の連絡があり、参加可能であればさんかす

る。 

営業時間外については、すぐに対応が出来ない場合がある。 

災害時のみ 

夜間の津波発生時、提供できない施設もある。 

特に条件等の掲示はしていないが、使用の詳細を定めた覚書を締結している。 

 

Q15. 災害時に想定した支援を提供することができましたか（複数回答・N=66）。 

被災していないため不明 55 

想定どおりの支援が得られた（※） 8 

想定していない支援であったが、協力を実施した（※） 1 

想定していた支援はできなかった（※） 1 

その他 2 

東日本震災支援隊へのＬＰＧ供給 

災害を想定した事前準備をしっかりと行った事が多きな要因となった。 
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本当の災害時に、どこまで連絡網がスムーズにいくかわからないのと、無線機の設置を

現在、検討中の為。 

災害発生時、又は危険がせまっている時、本部より招集がかかる。 

普通に（問題なく）実施できた。 

災害時に測量・設計業務の支援ができた。 

全国の生協間で情報交換が出来た。 

いくつかの品目をどれだけ支援できるかとの問い合わせがあり回答したが、量的に少な

かったのか要請依頼には至らなかった。 

 

Q16. Q15.で（※）にチェックした方：支援を提供できた、あるいはできなかった要因を

教えてください。 

-----回答なし 
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Q17. Q11.で「いいえ」と答えた方：連携を約束（協定）していないものの、発災時には

住民支援に対する要請に応える方針・計画ですか（N=194）。 

はい 124 

いいえ 50 

その他 20 

弊社が契約している会社が自治体に協力するようになっていると思います。 

協力できることがあれば協力する。 

具体的ではなく、何かしらとは思っている。 

不明 

状況による。 

設立団体からの要請に基づく。 

必要性があれば検討 

弊社隊員の安全が確保されている現場であれば伺います。 

適宜適格な行動 

依頼等あれば検討する。 

共同経営の為、応援、支援をさせていただく考えではあります。（災害時に検討を委ね

ます。） 

できることがあれば。 

今後検討 

要請が有れば。 

 

以上 
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資料４－１：インタビュー（企業・大学等） 

 

【厚労省老人健康保健増進等事業】 

地域の高齢者などを対象に産官学などが連携して実施している支援について 

 

２０２０年１１月３０日（月）０９：３０～１１：００ 

於：Ｗｅｂ会議システム使用 

企業名 株式会社ベンリーコーポレーション 

部課名 開発部 事例連携先 四国電力・愛知県稲沢市等 

参加者名 開発部 部長 上井 博史氏 

（５０音順 敬称略） 

 

 インタビュー事項 

＜質問＞ 

 生活支援サービス事業（以降、本事業）の概要について。 

愛知県清須市に本社を置く法人。一般家庭で発生する困り事を解決する生活支援サービ

スを提供するＢｅｎｒｙ®（以下、ベンリーとする）のフランチャイズ（以下、ＦＣとす

る）本部の運営及び直営店の運営を行っている（２０２０年現在：全国２２０店舗）。 

生活支援サービスを地域に根付かせる、そして地域の雇用を生むことを企図し、事業は

ＦＣ展開としている。地域密着型事業のため、出店は人口５万人あたり１店舗を基本とし

て考えている。 

サービスは種々あるものの、それらをワンストップで提供することを主軸としている。 

地域包括ケアシステムに関連した事業として、ベンリーの生活支援サービスを（介護）

保険外サービスとして活用している自治体もある。 

東日本大震災の際には顧客先を回り、倒れた家具の移動や処分を行った。災害時であっ

てもできる範囲でサービスを提供していた。 

 

 本事業が始まった経緯 

＜質問＞ 

 他の企業と連携する場合のキーマンは誰で、どんな人か。 

 参加企業にはどのように呼びかけたか。 

様々な業種がＦＣ加盟店として支援にはいっているが、キーマンは会社によって違う。

トップの方針で生活支援を始めると言われる場合もあれば、現場目線で生活支援サービス

が必要だと考え動き出す場合もある。トップ指示の場合はもちろん経営層に近い人が指揮

をとるだろうし、ボトムアップの場合には部・課長が出てくるでしょう。 

四国電力の場合は、電力自由化での顧客確保という課題があったのではないか。直接聞

いていただくのが良いと思うが、四国電力としても、会社として地域に何を還元できるか、
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地域課題について幅広く「研究」されたうえで、目指すべき事業モデルを考えられたので

はないか。 

生活支援や介護サービスが地域に必要だとわかっても、そのサービスを外部に委託した

のでは「地域への貢献」ではなく「丸投げ」になってしまうだろう。そのように考える企

業にとっては、生活支援サービス提供において実績があり、ＦＣ加盟店へのサポート体制

もしっかりしている当社に依頼が来たのだと思っている。 

 

 連携体制 

＜質問＞ 

 どのような企業と連携しているのか。 

 自治体との連携事例はあるか。 

ＦＣ加盟企業には、先ほどの四国電力以外にも、ドラッグストア、クリーニング店、バ

ス・タクシー会社、ガソリンスタンド、家具販売店など、これまで生活支援サービスとは

直接関係がなかったように見える業種もある。 

名古屋市とのサービス連携は、総合事業の推進が必要な自治体からの声掛けから始まっ

た。（総合事業対象外のご要望、ご依頼の場合には）ベンリーでは役務費＋交通費など、

質が担保されたサービス提供のための正当な料金を提示している。小さな頼まれごとでも

その地域で継続して生活支援サービスを提供するのであれば必要なことである。 

一方、当社の生活支援サービスと総合事業における保険外サービスに料金差が出てしま

う。安価で、家事サービスをちょっとやれるようなものが欲しいと地域包括ケアセンター

から要望をうけたことがある。そこでつくったのが、ベンリーママ®（現状は、ベンリー

業務の一環として家事サービスを行っていく考えです。）にて提供している安価型サービ

スである。 

このサービスはベンリーにとっては採算があうものではないものの、「総合事業は比較

的元気な高齢者に行うサービスで、訪問すればほかのニーズも見つかるはずで、そこから

本事業のニーズ発掘につながるのでは」との当時の市の老健局振興課担当者から当社代表

取締役にお声がけいただき、始まったものである。 

ある自治体では、保険外サービスの対応を「助け合いの精神」のもとで運営できないか

と市民ボランティアを募ったが、そのボランティア自体が集まらなかった。この事態に同

市の社会福祉協議会は危機感をもち、生活支援サービスを行う当社ＦＣ加盟店（民間企業）

にお声がけいただき、社会福祉協議会と連携することになった取り組みもある。 

サービスを提供していて「いつもと様子が違う」というお客様がいた場合、地域包括ケ

アセンターと状況を共有することがある。介護連携にもなっているのではないか。 

急に介護が必要になり、どうすればよいかわからず困っているご家族へ地域包括センタ

ーへの連絡、介護認定の手続きをサポートすることもある。 

総合事業分野では、ヘルパー免許がなくても活動できることがあるものの、免許を持た

ない人をお客様のところに行かせるのが不安との声もあったらしい。その声をうけて自治
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体から当社に教育講師派遣を依頼され、対応マナーや支援について実施したということが

あった。 

＜ＦＣ加盟店への支援＞ 

中小企業ではスリムな経営をしているところも多く、通常業務を行いつつ新しい事業を

やるための余剰人員などない。そのような中でも新しい事業展開が必要だと考えてお声が

けいただいた企業には、人繰りについてもご支援している。具体的には、事業を始めよう

とする地域において、どこに募集をかけるのか、どんな募集チラシを作成するか、生活支

援サービスをするスタッフの適性はどこで見るか、就職説明会、面接での採用判断などを

サポートしている。地域で新しく雇用をつくることも、とても重要。 

 

 本事業の展望や課題 

＜質問＞ 

 各主体が連携する上で課題となっていることについて。都市部と山間部で地域が分かれ

ているが、その地域特性は本事業に影響しているか。 

 今後の本事業の拡大・発展について。 

＜現場との連携上の課題＞ 

介護法人とのやり取りはスムーズだが、現場とのコンフリクトがあるかもしれない。ボ

ランティア精神で仕事をしている現場の人は、お金をかけて支援をするベンリーに対して

いい思いを抱かないこともあるようだ。当社は介護の仕事を自費に切り替えてやろうとし

ているわけではない。責任範囲の明確化にも関連するかと思うが、本来ならば同じ事業所

が介護保険サービスと保険外サービスを同時に提供しないほうがいいかもしれない。保険

制度でやるべきことはやる、自費で支援するところは自費でやる。混在させるとややこし

いかもしれない。 

＜山間部や島しょ部への支援＞ 

本当に課題。もちろん依頼されれば対応するものの、簡単な、何千円の仕事に往来だけ

で丸一日人手を割くことになってしまう。これを毎日継続できるかと言えば難しいのが現

状。おそらくどの企業も同じで、民間は積極的には事業ができない。 

まずは対象地域の、人口がまとまった地域で事業を安定させて、その次の段階で地域の

貢献といった意味を含めてやるしかない。こういった部分は行政が出てくることが重要。 

すでに事業モデルがある場所に行政が手を出す必要はない。支援が難しい場所やパター

ンにおいて連携するというのもよいのではないか。 

＜本事業の拡大・発展＞ 

行政が考える地域、保険外サービスという言葉と、当社がいう地域、保険外サービスの

示すもの、カバー範囲が違うように思う。介護対象になってから、介護を受ける人を対象

に、という狭い範囲ではなく、介護対象になる前から、介護を受ける人だけでなくその周

囲の方までも支援することが必要だと当社は考えている。 

生活支援サービスを行政の補助金をもらってやろうとは思っていない（過疎地なら必要
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かと思うが）。できればすべての人にサービスを提供したいと思っている。 

介護を取り巻く困りごとは「ちょっとしたこと」ではなく、家族の方の困りごとをすべ

て合わせれば、ちょっとしたサービスだけにはとどまらないと思っている。自宅で長く暮

らして行ける地域をつくるには、保険外サービスの充実が必要で、そのときにはこれをワ

ンストップで専門に請け負うベンリーが必要。 

 

 その他 

＜質問＞ 

 産官学連携を円滑に進める方法とは。 

現在、介護分野は非常に疲弊しており、介護分野そのものに手を入れるだけでは間に合

わない。介護分野をサポートするためには、地域が、地域全体をサポートする必要がある。 

ＳＤＧｓのような、世界的に取り組むべき課題を掲げて進めることも一つの案ではない

か（私としては、ＳＤＧｓの理念を共有する事・１１住み続けられる街づくり、１７パー

トナーシップで目標を達成しよう、として地域連携を図るのが良いと思います。皆で継続

して安心して暮らしていける地域社会を作っていこうという、共有目的のもとに一丸とな

る事がポイントになると考えています）。ＳＤＧｓでは分野を超えた考え方も可能になる

だろうから、業種が異なるから関係がないとは言いづらくなり、いろんな人の取り組む理

由になり得る。（業種が異なっても地域を良くしていこうという考えを持って共働して取

り組んで行く理由になり得る） 

 

以上 
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資料４－２：インタビュー（企業・大学等） 

 

【厚労省老人健康保健増進等事業】 

地域の高齢者を対象に産官学等が連携して実施している支援について 

 

２０２１年１月２０日（水）１０：００－１１：１５ 

於：Ｗｅｂ会議システム使用 

企業名 一般財団法人松本ヘルス・ラボ 

部課名 ― 事例連携先 ― 

参加者名 一般財団法人松本ヘルス・ラボ 専務理事 降旗 克弥氏 

松本市役所 商工観光部 健康産業推進 課長 高野 敬吾氏 

 

 インタビュー事項 

＜質問＞ 

 松本ヘルス・ラボの成り立ちについて。 

＜親組織・松本地域健康産業推進協議会（以下、協議会とする）＞ 

前市長が総合計画に掲げた健康寿命延伸都市・松本の創造がきっかけ。前市長は大学で

外科医をしていた。産業面からその宣言の実現を支えるために設置されたが行政課題を自

治体のみで解決することは困難。一般企業へビジネスチャンスとして捉えてもらうため、

世界健康首都会議を通じて企業へ参画を呼び掛けた。東京で開催された展示会等でも講演

し、企業を松本市内に限定せず、本事業の理念に賛同する企業を広く受け入れた。 

＜松本ヘルス・ラボ事業（以下、ヘルス・ラボとする）＞ 

松本ヘルスバレー構想をもとに進めてきた事業。市民の健康増進と新たなヘルスケアビ

ジネス実証の場として松本ヘルス・ラボ事業をスタートした。協議会はあくまで健康寿命

延伸都市・松本を実現するためのプラットフォームであり、その中の分科会の１つからヘ

ルス・ラボの検討が始まった（平成２９年度から一般財団法人化）。 

＜立上げ当初（２０１５年９月）から連携している団体＞ 

協議会と世界健康首都会議は同時に立ち上げた。その際、三菱総研の協力を得て、企業

など紹介いただいた。協議会会員企業数は当初４０社程度であったが、現在では３６０社

まで増えた。 
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＜質問＞ 

 松本ヘルス・ラボの現状について。 

＜現在の稼働状況＞ 

健康パスポートクラブ会員数は法人会員を含め現在約１３００名。健康パスポートクラブ

会員のインセンティブとして協賛している店は県内５２店舗。店舗利用時の割引制度であ

る。 

ヘルス・ラボのモニタリング事業には開発製品の科学的根拠の取得、消費者データの把握、

テストマーケティング等で活用された（いただいた資料上では９つの企業が掲載されてい

た）。 

＜運営資金について＞ 

ヘルス・ラボは企業受託事業、会員向け健康増進事業の２本立てで運営。 

健康増進事業には健康パスポートクラブ会員の会費及び市の負担金があり、不足分を企

業受託事業の収益から補填している。 

ヘルス・ラボは健康に関心がある人をメインターゲットとしている。健康意識の高い市

民は社会保障費を使わない市民とし、市の負担金を行政コストではなく、健康公共投資と

してみている。健康に無関心な市民、交流の場に参加できない市民は通常のとおり、行政

の福祉分野で対応してもらっている。一方、市長が変わり会員増加の抜本的見直しを問わ

れているため、今後変わる可能性もある。 

＜松本市の高齢福祉課の立ち位置、ヘルス・ラボとの関係性＞ 

高齢福祉課とヘルス・ラボ事業の関係性は特にない。地域包括ケアは松本市でもやって

いるが、ビジネスや収益性のある事業になじむのか不明である。 

相澤病院の健康スポーツ医科学センターと協働する計画がある。一般市民の体のメンテ

ナンスについて、知識や体力維持に関する体操などを提供いただく。この取り組みをスポ

ーツジムへ紹介すると連携事業になる。企業の協力を求める力が病院は弱いが、商工観光

部やヘルス・ラボにはあるため、相澤病院から声がかかった。このとりくみは経済産業省

補助を受けている。 

 

＜質問＞ 

 企業受託事業（モニタリング事業等）の取組みについて。 

＜企業受託事業の成り立ち＞ 

平成 27 年度の経済産業省委託事業に採択されたことが組織立ち上げのきっかけ。市民の

健康づくりと市民ニーズの視点から新製品・サービスの提案や実用化検証に参加すること

で、健康に対する市民意識の醸成とヘルスケアビジネスの振興を同時に実現することを目

指した。 
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＜実際に実施された取組み、成果＞ 

東洋ライス株式会社「金芽米摂食による便通改善効果の検証」、森永乳業「ラクトフェ

リンの効果検証」など。モニタリング事業は企業からの声掛けがメインだが、当初は市か

ら企業へ声かけしていた。キューピー株式会社はヘルス・ラボと森永乳業のモニタリング

事業がかかれた論文を読んで応募された経緯がある。 

モニタリング事業における共同研究の取り決めは、大学と企業間で締結することになっ

ている。ヘルス・ラボは企業と研究フィールドを提供する契約を結んでいる。実施にあた

っては、３者間で綿密に連絡する。ヘルス・ラボは主に、モニタリングに参加する健康パ

スポートクラブ会員の個人情報匿名化するなどの役目を負っている。 

その他本事業にかかわる団体としては医師会がある。医師会は積極的にかかわってくだ

さっている。首都会議の副会長やモニタリング事業に関する倫理委員会を設けることにも

協力（医師会が入る）いただいた。 

 

＜質問＞ 

 産官学連携の推進について。 

＜ヘルス・ラボの設立から現在までの課題＞ 

課題は、本取組みに地域企業が参画しづらくなっていること。モニタリングにはお金も

かかるため、参加するのは大企業が多い。これが原因かもしれない。地域企業の利益に繋

がる案件も増やしていきたい。商工会は協議会メンバーにはいってはいるが、この事業に

は大きく関与していない。 

＜ヘルス・ラボのような機関を設置、運営するために必要なこと＞ 

トップ（市長）の判断、決定の影響は大きい。また、資金の裏付けも必要。モニタリン

グ事業はお金がかかるため、一定体力のある事業規模の企業からの依頼は積極的に受けて

いる。収益のための戦略は必要。 

松本市規模の自治体になると行政が１企業とばかり連携することも問題になるが、小さ

な町村であればトップ（市町村長）の意思でつながることはできるのではないか。 

以上 
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資料４－３：インタビュー（企業・大学等） 

 

【厚労省老人健康保健増進等事業】 

地域の高齢者を対象に産官学等が連携して実施している支援について 

 

２０２１年２月２日（火）０９：００－１０：３０ 

於：Ｗｅｂ会議システム使用 

企業名 ＰＨＣ株式会社 

部課名 医療政策渉外部 医療政策渉外課 事例連携先 愛媛県東温市  

愛媛大学 

参加者名 主席 渡邊 克也氏 

 

 インタビュー事項 

＜質問＞ 

 とうおん健康医療創生事業について。 

＜本事業に参画するに至った経緯＞ 

平成３０年２月２３日に東温市と包括協定締結。その前年、東温市市長がＰＨＣに来社

し、東温市にてなにか取組みをしましょうと声掛けがあった。自治体との連携、取組みは

国の政策とも合致していたため、前向きに進めることになった。自治体と連携しての取組

みはこれまで経験がなかった。自治体の取組みで親和性がある自社製品を検討した結果、

電子お薬手帳とウェルスポートナビがあった。お薬手帳は薬局でのみ使用する閉じたシス

テムであり、ＰＨＣが対応できる大手薬局チェーンがなかったため、ウェルスポートナビ

の利用を提案した。高齢者の一定数はスマートフォンを使っているため、その方たちを対

象に始めるのが良いと考えていた。 

 

＜質問＞ 

 ウェルスポートナビの取組みにおける企画から実施までの経緯。 

＜経緯＞ 

東温市と愛媛大学、愛媛大学とＰＨＣ、それぞれが包括協定を締結していたため、立ち

位置は明確であり、連携はスムーズであった。 

まずウェルスポートナビを使った健康管理システムの活用を東温市の市民に呼び掛ける

ためチラシ配布や広報誌掲載をしたが、登録者数は増えなかった。そのため、視点を変え

て、市長が市民だけでなく企業市民も意識されていたことから、地元企業の健康経営をゴ

ールにシステムの利用拡大することを東温市と合意した。システム利用対象者を高齢者に

限定せず、東温市に事業所のある法人従業員も対象にしたところ、この転換が功を奏し利

用者が増加した。 

さらにシステム利用を促進するため、ウォークラリーイベントを立ち上げて宣伝。市民



 

98 

 

間の口コミもあり利用者が増加した。利用者数をあげるには対面イベントなど利用し宣伝

することが重要。 

＜ウェルスポートナビの取組みにおける役割分担や費用負担＞ 

とうおん健康医療創生事業での活動の１つとして、東温市予算で実施。 

ＰＨＣは愛媛大学と相談し、本事業に絡んだ補助金の申請や科学研究費の申請ができな

いか検討し、検討内容を東温市に提案することもある。今後の予算確保とテーマについて

はＰＨＣと東温市で原案を検討し愛媛大学と協議後、市、愛大、地元企業の合議体である

東温健康医療創生研究会で報告している。 

ＰＨＣ単独では、健康経営支援系、マイナンバー系、データヘルス系で予算確保に乗り

出したい。その際にはＰＨＲ推進協議会や、東温健康医療創生研究会を絡めたテーマや構

想を考える。 

＜連携を円滑に進める上で必要なこと＞ 

研究会のような場には東温市の関係者が複数関わっている。そのため東温市の企業と連

携したい場合にはこのような会があることが効果的ではある。しかし本事業がはじまるま

で、研究会があったのは知っていたが、どうやって参画すればよいのか知らなかった。 

ウェルスポートナビ上のデータを扱うことができるのは東温市のみであったが、ＰＨＣ

並びに愛媛大学も市民の健康向上サービスとその研究目的でウェルスポートナビで収集し

たデータを管理し加工できるようにしている。なお、これを改善し、東温市がウェルスポ

ートナビで収集したデータを保持し加工できるようにしている。なお、個人情報保護の観

点から、これらのデータを扱えるのは本事業に関係する組織のみとしている 

当社と東温市とのコミュニケーションが良好であり、事業を進めやすい。 

取組みを市民、地元企業の従業員に説明する際などは、研究会という位置づけの方が理

解されやすい。 

 

＜質問＞ 

 本事業での今後の展望（アプローチ対象、愛媛大学との新たな連携など）。 

民間企業なのでウェルスポートナビや自社の仕組みをつかって収益を上げるビジネスモ

デルを作りたい。そのためにＰＨＲ推進協議会に入会した。 

地場企業の健康経営優良法人認定に寄与できるような取り組みをさらに進めたい。 

東温市の悩みとして、企業もＩＴに弱い点がある。このスキル向上にＰＨＣ支援が求め

られている。中小企業が多く、結局その企業に勤めるひとたちも高齢化しているため、

「企業の高齢化対策」が地域の高齢者にも効果があると感じた。 

 

 

＜質問＞ 

 他自治体との連携について。 

＜東温市以外で自治体と連携している取組み（特に地域住民を対象としたもの）＞ 
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東温市以外の自治体とはこれまで本格的に組んだことはない。医療政策渉外部は当時の

ＰＨＣ社長の肝いりの部署であり、この部が主体となって他の自治体へ協業のアプローチ

はしている 

＜自治体との連携のきっかけ（貴社よりオファー、自治体からオファーなど）＞ 

前述のとおり、これまで連携したことはない。 

＜自治体との連携上の課題（うまくいかなかったこと、（調整など）苦労したこと）＞ 

前述のとおり、これまで連携したことはない。 

＜東温市含む自治体と連携をする上で、企業として「求めること」＞ 

自治体の担当課は取組テーマによって異なるものの、担当者の一人はすくなくとも決定

権限を持つ課長クラス以上としてほしい。人柄としては積極性があり、お願いしたことを

きっちりやってくれる方であることが、事業推進の鍵である。 

取組みに関する企業内での調整についても、自治体の課長からの依頼、発信があるとス

ムーズな承認につながる印象がある 

産官学連携については、工場や事業所が設置されている自治体と話し合うのが最もスム

ーズではないか。地域になじんだ社員を窓口にすると、コミュニケーションが取りやすく

なると思われる。 

 

＜質問＞ 

 その他、連携への課題について。 

高齢者にスマートフォン等のデバイスを使った取組みを行う場合には、その操作説明か

ら必要で、実施までに工数がかかる（操作方法を動画にして自治体のｙｏｕｔｕｂｅから

発信したことがあるが、これはよかった）。 

２０２０年は東温市からの依頼でウェルスポートナビシステムの改修を実施した（ウェ

ルスポートナビを改名し「いのとん健康ナビ」に変更することで地域に密着したシステム

であることを示す。今後はマイナポータルとの連携も検討されている）。 

収集したデータの活用について事業開始当初は明確ではなかったが、住民の健康データ

が回収され、高血圧をもつ市民が多いことが明らかになったことから、自治体として血圧

を下げる取組みを実施した。東温市の健康推進課がこの時点からかかわっている。ヘルス

ケアレコードの収集から市の取組みへ活かすという流れができたことはよかった。これを

活かすことで、市の健康診断と１００日相談での取りこぼしをフォローできるだろう。 

 

以上 
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資料４－４：電話インタビュー（企業・大学等） 

 

【厚労省老人健康保健増進等事業】 

地域の高齢者を対象に産官学等が連携して実施している支援について 

 

実施期間 ２０２１年２月～ 

選定基準 アンケートにおいて地域住民への支援・サービスを実施していると回答した

企業 

業種 １）製造業（香川県丸亀市） 

２）サービス業（徳島県阿波市） 

３）サービス業（徳島県鳴門市） 

４）運輸業（愛媛県松山市） 

方法 電話による聴き取り 

 

１）製造業（香川県丸亀市） 

Ｑ．地元の防災協議会へ貴社が参画したきっかけ 

Ａ．日本産業・医療ガス協会（ＪＩＭＧＡ）と自治体の危機管理課（自治体）が提携してい

るため。有事の医療用ボンベやカヌラを保管している。直接弊社が支援することはなく、す

べてＪＩＭＧＡを通じて実施するとなっている。市町には民間防災組織があるので、何かの

折にはＬＰガスを提供する約束はしているものの、それ以外に地元住民や自治体と連携して

いる活動はない。 

 

２）サービス業（徳島県阿波市） 

Ｑ．隣接する施設との会合とはどのような集まりか。また、どういう経緯でこの集まりに参

加したか。 

Ａ．弊社の周りには福祉施設（介護施設や障がい者福祉施設、幼稚園など）があり、このよ

うな施設の方々が集まって事業体を作っていた。２年前この事業体からお声掛けいただき、

弊社もこの事業体に加わった。なお、この事業体は防災の取組みだけを行うものではなく、

地域住民を招待し様々なイベントを開催している。 

Ｑ．この会合での御社の役割はなにか。 

Ａ．会合での話合いへの参加、並びにイベント開催時の場（入浴施設や駐車場等）の提供

や、人的資源の提供が主である。 

Ｑ．防災に関する御社としての支援とはなにか。 

Ａ．事業体に参画し活動している会社として、防災訓練、避難場所の提供や施設内の飲食物

の提供、避難援助を想定している。 

Ｑ．活動費はどのように調達しているか。 
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Ａ．事業体の活動費は地域からの寄付金や、事業体に属する団体の負担で賄っていると思

う。弊社は阿波市の第三セクターであるため、会社が負担している部分もある。 

Ｑ．防災以外に、この会合を通じて何か取り組んでいるか。 

Ａ．参加事業体は地域住民を対象にした様々な催しを行っている。平時からのつながりがあ

ってこそ（有事に動くことができる）と考えているため、地域住民とのかかわりは防災イベ

ントに限っていない。秋祭りを実施するときには地元消防の力も借りてイベントを実施した

こともある。地域の方々が喜んで参加できる場を考えて提供している。 

 

３）サービス業（徳島県鳴門市） 

Ｑ．地域の高齢者に対する出張（ｉｐａｄを用いた脳若トレーニング講座）を始めたきっか

けはなにか。 

Ａ． もともと携帯ショップを事業としていたが事業展開も難しくなった。新規事業を検討

していた際、福岡１００ＰＪ事業を開始しようとなった。もともとｉＰａｄが複数台保管さ

れていたこともあり、始めやすかった。出張をはじめるにあたりアドバイスされたのが、各

市町村、社協等福祉事業関係の団体に営業するとよいと言われ、自治体との取り組みがスタ

ートした。現在四年目で１０か所になった。活動が広まったのは自治体同士の口コミ。介護

予防等でなにかしら活動をしなければと考えている団体とうまくマッチングした。開催は各

回２０人前後。市町村ごとに定期開催している。 

Ｑ．活動費、事業費、自治体からの補助について。 

Ａ．人件費程度をいただいておりますがほぼボランティアのような感じ。ｉＰａｄを保守点

検するにも新しいコンテンツの導入をするにも物件費は必要であるが、持出となっている。 

Ｑ．今後の展開について。 

Ａ．２０２０年３～５月までは公民館も使用中止となっていたため活動は中止していた。今

は実施できている。 

Ａ．徳島県下では人口の多い市に取り入れてもらえていない。理由として考えられること

は、対象人口が多いと開催回数が増えてしまい、その分かかる経費も大きくなるからだろ

う。 

Ａ．ともかく今は、この取り組みが継続してくれればいいと考えている。このセミナーを実

施すると、大半のお年寄りはｉＰａｄを操作できるようになるうえに、二つ折り携帯からス

マホに買い替える人も出てくる。セミナー後にはスマホの使い方を教えてほしいと言われた

りして、コミュニケーションもふえ、担当講師は成果を実感できている。収益事業になるの

は難しいものの、何とか継続できればと思っている。 
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４）運輸業（愛媛県松山市） 

Ｑ．買い物支援をはじめたきっかけについて。 

Ａ．松山市商工会からの依頼。救援事業という枠組みで物を運ぶ認可を受け、昨年１０月ま

で実施した。松山市でコロナが発生してから飲食店の売り上げが悪くなったため、タクシー

での飲食物の宅配をお願いされた。 

Ｑ．活動費について。また、この取り組みと御社事業との関連性について。 

Ａ．商工会はタクシー運賃を地元企業からの寄付金等で賄ってくれていた。そのため店にも

お客様にも運送料金が上乗せされることなく済んでいた。三者がうれしい仕組みであった。 

Ｑ．現在の支援状況について。 

Ａ．昨年１０月で終了した。この取り組み自体はコロナ禍でタクシーに乗るお客さんが減っ

たこともあり、経営的には非常に効果のある取組みであった。 

Ｑ．終了した経緯について。 

Ａ．１０月からはＧｏＴｏ事業が始まり全体的にコロナ禍での支援事業を継続、あるいはよ

り強化するような方向性は薄まった。商工会からの費用負担が０になったこともあり終了し

た。しかし１２月からまたコロナが増えて大変な状況になった。飲食店から個別に配送につ

いて尋ねられたこともあったが、このやり方では店が運送料を負担することになるため厳し

いということになった。 

タクシー会社の経営も逼迫しており、以前の宅配の仕組みを再開してほしいと商工会へ提案

したが、幅広いニーズがなく再開はできなかった（自粛要請に従い飲食店が店を閉めている

ため、店側に宅配意向もなかった様子）。 

Ｑ．自治体からの要請以外の地域支援について。 

Ａ．救援事業として患者さんのお薬を宅配するサービスを展開している。患者さんのかわり

に調剤薬局に薬を取りに行き、自宅に届けるといもの。この取り組みについては愛媛県の医

療政策課へ提案し了承を得たものである（タクシー会社の運航規約に抵触しないようであれ

ばよいとのこと）。愛媛県薬剤師会とタッグを組んで、県下の調剤薬局にこの取り組みを周

知した。県下２０社のタクシー会社が参加しており、チラシも配布している。 

しかし調剤薬局も、患者さん宅に薬剤を届けると加算がつくらしく、この点では競合するこ

とになってしまっている。リモート診察や処方をしたくないという医師も愛媛県ではまだま

だ多く、患者さん自身も病院へ行きたがるため、取り組みは難航している。 

Ｑ．現在の取組みを続けるための自治体からの支援について。 

Ａ．タクシー会社が人以外のものを運ぶ場合は「特例」となり許可が必要になる。宅配業者

との関係性が難しいところではあるが、地域企業のためにはこれに係る条例に柔軟性を持た

せていただきたい。また、このような取組みへの支援金、補助金をお願いしたい。 

以上 
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資料５－１：報告会（次第） 

厚生労働省老健局令和２年度老人保健健康増進等事業（老人保健事業推進費等補助金） 

多様な資源を活用した地域包括ケアシステムの推進に関する調査研究事業 

調 査 報 告 会 

 

日時： 令和 3年 2月 24日(水) 13：00～16:30 

場所： サンポートホール高松 第１小ホール 

（香川県高松市サンポート２−１） 

 

【開会のご挨拶】 13：00～13：10  

 四国厚生支局 局長 小森 雅一 氏  

【 行政説明 】 13：10～13：30  

講 師： 四国経済産業局地域経済部 新事業推進課  

ヘルスケア産業振興 係長 田岡 一樹 氏 

 

テーマ： 健幸支援産業の創出に向けた取組みについて 

【 事 例 発 表 】 13：30～14：00  

講 師： 愛媛県東温市 産業建設部 産業創出課  

課長 山本 一英 氏 

テーマ： 産学官コラボで健康・医療・観光文化等創造のまちづくり  

とうおん健康医療創生事業の取組 

【 事 例 発 表 】 14：10～14：40  

講 師： 株式会社とくし丸 執行役員・SV部部長 荒川 伸太郎 氏 

テーマ： 買い物難民を救え！移動スーパーとくし丸 

【 基 調 講 演 】 14：40～15：10 

講 師： 跡見学園女子大学 観光コミュニティ学部  

コミュニティデザイン学科 教授 鍵屋 一 氏 

テーマ： 地域包括ケアシステムを支える多様な社会資源 

【 調 査 報 告 】  15：10～15：30 

講 師： MS&AD インターリスク総研株式会社 医療福祉マーケットグループ  

主任コンサルタント 岡田 拓巳 

【パネルディスカッション】15：40 ～16：20 

パネラー：     すべての講師 

ファシリテーター： 岡田 拓巳（MS&AD インターリスク総研株式会社          

医療福祉マーケットグループ 主任コンサルタント） 

テ ー マ： 地域包括ケアシステム推進のための産官学連携の課題とあり方 

【閉会】  16：20～16：30 

※動画撮影となったため、休憩は適宜実施とした。 
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資料５－２：ディスカッション反訳 

 

【司会：岡田】 

本日最後のセッションとなります。パネルディスカッションを始めさせていただきます。

パネラーは本日ご登壇をいただきました皆さまにおそろいいただきまして、そしてファシ

リテーターは僭越（せんえつ）ながら司会の私のほうで務めさせていただきます。テーマ

は後ろのスライドにも載っていますけれども、「地域包括ケアシステム推進のための産官

学連携の課題とあり方」と題しまして、皆さまのほうからそれぞれにご意見を頂戴できれ

ばと思います。 

この後ですけれども、私のほうからまずは論点といいますか、ご質問をさせていただき

まして、順に皆さまにご説明、ご発表いただければと思います。ただ、今日は無観客とい

うことで、一般の聴講者の方々からの質問もございませんので、逆に言えば皆さまそれぞ

れのご意見、皆さまのほうからもご質問していただいたりですとか、ここはもっと深く聞

いてみたいということがございましたら、適宜手を挙げていただきまして、私のほうから

ご指名をさせていただこうと思います。よろしくお願いします。  

では、初めに講演のほうでも幾つか挙がってきてまいりましたけれども、こういった地

域包括ケアシステムを推進していくために、サービスを創出していくために、産官学が連

携していく上での課題ということで、皆さまのおのおのご視点ですとか、ご経験のほうか

ら改めてどういった課題が考えられるかですとか、こういった事例があるといったことが

あれば、ぜひご提示いただければと思います。まず田岡さまのほうからお願いできますで

しょうか。 

 

【四国経済産業局地域経済部 田岡氏（以下、田岡氏）】 

四国経済産業局の田岡でございます。産学官連携の課題についてということで、これは

もしかしたら、こういう地域包括ケアとかヘルスケアに限らない話かもしれないんですけ

れども。やはりちょっと私もこの部署に就いてから、いろいろ地域包括の方とお話をする

機会があるんですけれども、やはり皆さんすごく責任感が強くて、本当に一生懸命に目の

前の仕事を真面目に、どうすれば地域のためになるのかというのを考えていらっしゃるん

です。 

他方で、やっぱり責任感が強い故に、結構自分たちで何とかしなきゃという思いが非常

に強いのかなというふうな印象を受けました。それはときには結構デメリットというか、

ネガティブな面に作用してしまっていて、今ご説明いただいたような調査研究でも地域の

企業の取り組みをあまり知らない等の結果が出ていましたが、やっぱり自治体の支部局だ

けで何とか解決しなきゃいけないと考えられているきらいが、多分にあるかなと思ってい

ます。 

やはりそういった中で私も先ほど申し上げましたが、異分野でどういい意味で影響して

いくのかというところが、結構キーになるのかなと思っています。 
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ただ、やっぱり皆さんは結構そんなことは分かっていて、やろうとしてもなかなかうま

くいかないよというのが、多分多いと思います。その中で先ほど東温市の山本課長からも

お話があったような、鍵屋先生の言葉で「細やかなメンテナンス」というのか分からない

んですけれども、いきなり企業と医学部の先生を会わせてもなかなか話がうまく合わない

から、工学の先生を間に挟むとかの工夫が必要なのかなと思います。 

これは風合いが違うかもしれないですけれども、とくし丸の荒川さんも地元の個人事業

主さん、商店の方にはちゃんと話を聞いて、カバーできていないかどうかというのをちゃ

んと対話をしながら決めるみたいな。すごく手間のかかることなんですけれども、ああい

うことをしていくことによって、コミュニティーの対話をし続けていくと、彼らのそれぞ

れの狙っている目標とかも理解できますし、手段、ツールも分かるので、やっぱりそうい

う活動が今後、重要なのかなというふうに私は考えております。 

 

【司会：岡田】 

ありがとうございます。ちなみに田岡さまのおっしゃられたような、自分たちが何とか

しなきゃとか、あるいはきめ細やかなアウトリーチということで、ぜひ山本さまのほうに。

例えばそういったことや打破されてきた経緯ですとか、逆にまだ課題として残っているこ

とということがあれば、それらも含めて課題のほうをちょっと話していただければと思い

ます。よろしくお願いします。 

 

【愛媛県東温市 産業建設部 山本氏（以下、山本氏）】 

東温市の山本でございます。まだまだ東温市のほうも課題ばかりでこれからなんですけ

れども。特に産官学連携の場合につきまして本市の場合は、この東温市健康医療創生事業

をする前に、既に先ほどの講演のときにも紹介させていただきました条例というものがあ

りまして、それで既に産官学金民の連携の円卓会議というものを構築していたということ

がございます。そういった連携の必要性というものをわれわれの課は既に認識をして、そ

ういうノウハウを持っていたというところが大きいと思います。 

その中において、やはりここでいろいろご講演いただいたさまざまな先生方がおっしゃ

られたとおり、それぞれが何かをしなくてはいけない、どうしたらいいんだろうかという

ところを思っているにも関わらず、例えば大学の先生方には、どの学部のどの先生にどう

言ったらいいんだろうかというノウハウがないなど、そういったようなところを例えばな

んですが、われわれであれば、たまたま私どもの課が大学連携の担当窓口でもあったとい

うことがありましたので。例えば愛媛大学の、どこにお話をすればよいか判らない場合、

少し具体的に「こういった事業展開で悩まれている事業者さんがいます。」「こういう地域

の方が、こういうことをやりたいという方がいます。」というところをわれわれが聞き、

それを大学側の窓口に投げることによって、こういった先生がこういう研究をされている

から、この先生がいいんじゃないか。例えば逆に愛媛大学でそれができないかもしれない

けれども、こういったところの大学の先生だったら、お手伝いしてくれるかもしれないよ
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というようなつながりができてくるんです。それをまたリターンしていくというような形

で、お応えするということをしております。 

それと、例えばわれわれの市内の中でお話をしますと、先ほどもお話しをしたんですけ

れども、事業者さんのほうに訪問に行くと言いました。その訪問のときに事業者さんは、

われわれの市のその地域で営んでいただいておりますので、そこに営んでいるからこそ出

ている課題や問題点、地域の方々との課題等も出てくるんです。それを「いや、それはす

いません、担当うちの課じゃないので」と。例えば環境、ごみの問題だったとしましょう。

それをわれわれが「いや、それすみません、違う課なんで」とそこで担当が帰ってしまう

と、事業者さんにとってみたら「うん？」となるんですけれども、それを私をはじめうち

の担当職員が全て聞いて帰ります。 

ただし即答はするな、知っていたとしても言うなよと。そうじゃなくて、ちゃんとそれ

を預かって宿題として持って帰って、それを担当課のほうに正確に、この地域で、この事

業者さんがこういうことで、地域の方々となんとかしたい、悩みがあるんだよというのを

お伝えします。そして担当課には必ずすぐ答えが出るか出ないかは別として、その日のう

ちに必ず電話をしてくれと。そして、事業者さんとつながってくれというお話をさせてい

ただきます。 

そういったことによって、いろんなつながりができるのかなと思いますし、先ほど鍵屋

先生が言われたように、つながりというのは本当に話してみないと分からないことがあり

ますし、リモートで話すのもいいと思うんですけれども。とにかくお互いが何を思ってい

るか、何を話さなきゃいけないのかということを、とにかく話していくことによって、回

を重ねることによって、より連携が深まっていくんではないかなと思っております。 

それぞれの自治体さんの中には、そういった大学連携、また事業者さんの担当部署とい

うのがあると思うので、そういったそれぞれ違ったとしても、われわれみたいに一つの課

ではなく違っていたとしても、そこでお話をすれば、また新しいものが生まれるのではな

いかなと思いますので、ぜひ頑張ってみていただいたらと思います。以上です。 

 

【司会：岡田】 

ありがとうございました。では、すいません荒川さまのほうから企業の視点で、例えば

自治体との連携ですとか、そういったことでお困りになったこととか、そういったことを

ぜひ事例も含めてお話しいただけますでしょうか。 

 

【株式会社とくし丸 荒川氏（以下、荒川氏）】 

とくし丸の荒川です。よろしくお願いします。実際の企業からの視点というところで、

学との連携というのは少なめではあるんですが、多少やっていて。どちらかというと官と

の連携というところでよくやっているので、そういった部分での現場で起こることみたい

なところですが。 

お話を、いろんな企画なんかを持っていったりとかすることはあって、東温市さんのよ
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うにすごく能動的に受けていただくということこそ珍しいようなところがあって。自治体

といってもいろいろ、もちろん温度感はさまざまです。企業の温度感はさまざまであるよ

うに当然、団体レベル、それから部署レベル、人のレベルというところで、それぞれ温度

感の違いはあります。その中で多くあるのは、こちらからこんなことをしたいですという、

ところが、その規定内になかったときに、その規定の中から外れたこととかというところ

に関しては、検討すらしようとしないで終わることは非常に多くあります。 

やっぱり、この一つの事業だったりとか物事をやるときというのは、すごくいろいろな

障害も生まれますし、特にそれが新しいことである場合に、やってみないと分からないと

いうところも多くあります。ただ、最初から断られちゃうというのが一番ファーストステ

ップで駄目なパターンで、その次は「ああ、いいですね」となったあとにやってみる、何

かを取り決めしましょうかというときに、大体転ばないような方法をやっぱり取りたがり

ます。転んでみないと分からないことというのはたくさんあって、これを最初に全部転ば

ないようにしてしまうと結局、何も尖ったことができない。尖ったことをやってみて、失

敗して修正するというこの取り組み方というのが、必要かなというふうに思っています。 

 

【司会：岡田】 

ありがとうございます。では、鍵屋先生のほうにも。もしよろしければお三方のお話を

伺って、追加で質問されたいことなどもあれば含めてお願いいたします。 

 

【跡見学園女子大学 鍵屋氏（以下、鍵屋氏）】 

自治体の職員というのは、決められた仕事を決められたようにやるというふうになって

いるわけです。既に決まったやり方で特別な対応をしないというのが普通なんです。新し

い課題に対して、ではトライアンドエラーしながら進みましょうかというのは、これは職

員の判断ではできないんです。 

組織の判断でないと難しいというのがあって、それはたぶん現場で日々トライアンドエ

ラーを重ねている企業や大学の先端の研究者などから見ると、もどかしいということにな

るんではないかなと思って。それは自治体のそのものの性格でもあるので、なかなか難し

いなと思うんです。 

そこで大事なのは、そういう場を東温市さんのように場を作ることなんだと思うんです。

この地域包括ケアシステムにしても、例えば防災にしても、子どもの職業教育にしても、

企業さんや大学と連携したほうがいいものはたくさんあるんだけれども、実際には今まで

自分たちが付き合ってきた人たちとしかやっていないというのが、ほぼほぼそうなんだろ

うと思うんです。そもそも自治体には、大学と日常的にやり取りする部署ってたぶんない

んです。義務教育までが仕事がなんです。県になると高等教育、それでも大学ではなく高

校までということになります。それから企業といろいろなビジネス上のやり取りをすると

いうのは、実はあまりなくて。小口の融資だとか産業団体との連携だとか、そういうこと

になっておりまして、個別の企業のビジネスをいかに支援するかというところまでは至っ
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ていないんです。 

だから、既に情報がない、付き合いもない。だけど何とかしようというのであれば、ま

ず場を作ることだろうなというふうに東温市さんを見ていて、非常にそう思いました。そ

れがなければ始まっていかないんだろうな。 

その場を作る絶好のチャンスが、私はコロナだと思っているんです。アフターコロナを

どういうふうにこの地域は生きていくのか、あるいは地域包括ケアを進めるのかといった

ところを、地域全体で考えるという重要な機会になっているんじゃないかなというふうに

思います。 

 

【司会：岡田】 

ありがとうございます。今、４名の方にそれぞれのお立場から課題ですとか、講演に対

するご感想も含めて頂きましたけれども、双方に例えばこういったことをお聞きされたい

ですとか、講演の中で軽く触れたことを少し掘り下げてお聞きしたいということなどはご

ざいますでしょうか。鍵屋先生お願いいたします。 

 

【鍵屋氏】 

田岡さんにお聞きしたいんですけれども。ヘルスケア産業の育成といっているんですけ

れども、実際には自治体とはどういうふうに連携を、企業さんの団体とは話すんでしょう

けれども、自治体とはどういうふうに経産省としては連携をされていっているんでしょう

か。 

 

【田岡氏】 

そうですね、われわれとしては、先生がおっしゃったこととかなりリンクすることがあ

るんですけれども、例えば SDGs とか社会課題解決の手法として、やはり地域とかなり今

後、産業素地があるんじゃないかというところにわれわれは着目していまして。SDGs で

あったりとか、企業版ふるさと納税。これは５年間の時限で９割控除というすごく大幅な

税額控除がなされているわけですけれども、そういったツールとかを、まだ、自治体さん

とか企業さん双方に、まだそこまで浸透し切ってはいないかなという認識もありました。 

われわれ四国経済産業局の中で、各自治体に担当を付けていまして、何課がどの市を担

当するというわけじゃなくて、“人”でそれぞれの市を担当しています。これは異動して

も、基本的にはずっとその市を担当していって、基本的に施策を随時お伝えし、ある種の

コンシェルジュ的な役割を果たそうという意味で付けています。。その中で今年は初めて

ヘルスケア、健康支部局の方に特に社会課題の大きなものの一つに地域の健康医療とか介

護の問題がありますので、そこら辺に対してしっかりわれわれが情報を自治体さんから聞

き取らせていただきました。そしてそのソリューションを提供できそうな企業があればど

んどん作ってきたいと思っています。 

これは、まさしく先生がおっしゃった場を、ちょっとバーチャルかリアルな場か分から
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ないんですけれども、そういう場にちょっとニアリーイコールとなるような結節点を自治

体さんにも作ってほしいし、それが難しいところであれば、われわれのほうでもご助力で

きるところがあるんじゃないかなというところで、今後、そういう対話を自治体の担当部

署に直接していこう思っています。商工労働部局ばかり経由していくと、すごく商工労働

部局さんが大変になっちゃうので、できる限り直接のステークホルダーである担当部署に

聞いていこうというふうな取り組みを、今まさしく始めているところでございます。 

 

【鍵屋氏】 

担当職員が変わらないというのは、いいですね。部署が動いても人と人のつながりの中

で、やっぱり仕事というのは進んでいくので。人と人のつながりである程度進んでから、

組織的な活動にたぶんなっていくんだろうと思うので、非常にいい取り組みをされている

なと思いました。ありがとうございます。 

 

【司会：岡田】 

ありがとうございました。その他ではいかがでしょうか。よろしければちょっと私のほ

うからご質問させていただければと思うんですけれども。場を作ることが重要と今、キー

ワードが出ておりまして、一方で場を作ることに対しても例えば自治体の中では縦割り行

政と呼ばれるような組織間の隔たりがあるということで、東温市さまのほうでは、最終的

に場を作るということに成功されていると思うんですけれども。事例で発表されたこと以

外にも、リアルに特に自治体の課同士の調整ですとか、あるいは何がきっかけで、その課

同士が連携して、そういった組織的なワンストップの対応をするに至ったかというところ

を改めて重複する部分もあるかもしれませんけれども、教えていただけますでしょうか。 

 

【山本氏】 

本市の場合、先ほどもちょっと申しましたけれども、中小零細企業さんをどう救ってい

くか、どう寄り添っていくかというところでは、円卓会議というものを。これが産官学金

民です。そういった中でメンバー構成をするときに、教育部門の方も入っていただきたい、

また医療福祉の方にも入っていただこうよ、ということで。この中小零細企業振興円卓会

議の中には、そういったメンバーの方々も最初に入っていただいておりまして、そういっ

た中から本市の施策等々を全てお話しをする。また、次年度の事業展開をするときにご意

見を頂いているというところで、すごく自分たちの視点とは違うところで、やっぱり言っ

ていただけていたというのが、すごくありましたので、こういう組織はありがたいと思っ

ています。 

それとオブザーバーで、この会議には市長、副市長等にも参加していただいておりまし

て。特に意見を求められなければ、ただ聞いているだけなんですけれども。その会議の中

でどういった事業者さんや、それぞれの部署の方々が説明されたことに関して、またいろ

んな意見をされたことを直接市長の耳にも入れるというところなんかを作れていたのが良
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かったのかなと思いまして。この健康医療創生研究会のほうにも、そういったような中身

を入れ込んでいったということになります。 

ただ、われわれの場合にはそういった、まずする前にそういうことができていたという

のもありますけれども。ただ先般、ちょっとうちの包括ケアシステムの地域の方々のボラ

ンティアの集まりのほうに出させていただいたときに、メンバーの方を見させていただく

と、私が当時入って３０代くらいのときに、生涯学習課、社会教育の担当をしていたんで

すけれども、そこで役員さんをしていたりお世話されていた方々の顔がすごくありまして。

「あれ？」と思って、「こちらでも活躍されているんですね」とお話をしたら、「もう何で

も一緒よ」という話をされていたんです。そうすると、例えば福祉の部門の包括ケアシス

テムのほうはこれからなのかもしれないんですけれども、既に違う部署のところの地域の

団体では、何らか皆さん同じような形をしていると感じます。この前も独居の高齢者の

方々に、「お餅を全員に配ってね」というお話を民生委員さんがされていたんですけれど、

そんな話を聞くと、昔は公民館でもそういうことをやっていたよねというようなことも思

い出しました。 

ですから、たぶんそういうことをもっとちゃんと整理すれば、情報を整理して今までど

ういうことをやってきたのかなというのをちゃんと把握できれば、もっといいものができ

るのではないかなと。鍵屋先生が言われた本当にマンパワーは下がって、少なくなってき

ていると思うんです。ですから、そういったことを少し整理することによって、より効率

化が図れて効果も得られるのかなとも思いますので、そういうことをちょっと感じました。 

 

【司会：岡田】 

ありがとうございます。では、課題についてですけれども、その他に言い足りないこと

ですとか、こういったこともということがあればお願いできますでしょうか。では、荒川

さまのほうで今、端的には企画を持っていくとやっぱり検討しないところもあったりです

とか、そういったところで逆に言えば今、いろいろ連携に成功されている事例もあると思

うんですけれども、どういったところがポイントになるか。もしくは企業として、こうい

うところとだったらやっぱり仕事をしてみたいですとか、もっともっといろんな幅広い提

案をしてみたいというふうに思われるかという、そういったところもぜひ率直な意見を頂

ければと思います。 

 

【荒川氏】 

ちょっと論点が２のところでお話に上がるかなと思っていたところで、ちょっとかぶっ

てしまうんですけれども。今回東温市さんのほうでお話いただいたような取り組みは、す

ごく先進的なことであって、取り組みはピラミッドに例えるなら、頂点のほうにいるパイ

オニア的なところだと思うのです。われわれ的に最大限に称賛する言葉で言えば、良い意

味でクレイジーな域に達していると思います。 

これをどこでもやるというのは、すごく難しいと思っているんです。仲介機能というの
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は、まさしく仲介機能というよりは仲介する機能ですね、必要だとは思っているんですけ

れども。これを各自治体の方がやるというのは、すごく無理難題というか最大限に難易度

が高いことだと思うんです。、パイオニアに任せるというのが難しいことなので、それを

仕組み化したりとか、型を作っていくということが必要だと思うんですけれども。その中

で仲介機能というのは、必ずしも自治体がすべきであったり、しなければならないという

ことはないというふうに思っていて。このときに組織と民間企業が力になれることがある

のではないかなというふうには思っているんです。 

それが例えばわれわれでいうと、この買い物難民問題に対しては全国で取り組んでいま

す。その中で、やっぱりお困り事というか課題というのは、類型化されるんです。類型化

されたデータや解決のためのノウハウというものを蓄積しているからこそ、１つ目の質問

のときに私は転ばないとできませんよというお話をしたのと、自分で言っていて反対のこ

とを言いますけれども、転ばないでできるようになるんです。これを型にしていくことが

大事かなというふうには思っていまして。そのためにそういった企業を使うというのも、

ありかなというふうには思っています。 

なので、型を作る活動というか、そういったのが方法とか誰がやらなきゃいけないとい

うのは、ケースバイケースでいいかと思うんですけれども、そういった機能は、あればい

いなというふうに思っています。 

 

【司会：岡田】 

ありがとうございます。今回のテーマが課題とあり方ということで、課題も上げておき

つつもいろいろな自治体の方が検討できるような、あり方のバリエーションをいろいろこ

のパネルディスカッションでお示しできればと思っております。 

そういった意味で頂点というふうにおっしゃられた東温市さまのやり方ですとか、荒川

さまのおっしゃられたような、ある意味企業に転ばないやり方を学ぶ姿勢というか、型、

仕組みを学ぶような姿勢というのも重要じゃないかということで、ご意見を頂きました。 

こういったご意見を頂いていますけれども、例えば大学ですとか自治体という両面のご

経験もある鍵屋さまのほうでは、何か具体的にすぐ取り組めるというわけじゃありません

けれども。例えば自治体の方が変化していくために一歩踏み出せるやり方として、どうい

ったことがありそうかというのは、ちょっと頂けますでしょうか。 

 

【鍵屋氏】 

２点、ヒントになるかなと思うのがありまして。１つは地域包括ケアが各部署にかなり

またがるとすれば、地域包括ケアを企業や大学と組んでやりましょう。 

じゃあ、その各部署の仕事にしてしまうというのはあるんです。 

というのは、私が板橋区にいたときにやったやり方なんですが、危機管理本部というの

を作るんです。危機管理推進委員、危機管理作業部員というのを作って、各部の筆頭課の

課長さんと係長さんを割り当てるわけです。あなたの仕事で危機管理をどういうふうに進
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めるか、あなたが考えなさいよというふうに職務に割り当ててしまう。そうすると、一旦

これはやらざるを得ませんので、そしてちゃんとトップの前で年４回報告すると。どうい

う取り組みをどういう課題意識を持ってやったのか、その結果はどうだったのかというこ

とを、ちゃんと報告するということにして、全庁の危機管理の底上げをしたので、そうい

うやり方でやっていくというのは 1 つある。 

もう一つは、これは東京都港区の例なんですけれども、コミュニティー、町会、自治会

の力がすごく弱くなった。そこでコンサルタント企業さんにお願いをして、どういうとこ

ろに課題があるの、何が困るのという話を聞き取りをしながら伴走型で支援してもらった

んです。名簿を作るだとか、更新するであるとか、会計帳簿を Excel に移すとかそんなこ

となんだけれども、それが地域ではなかなかできなかった。それで名簿が整理されたので、

連絡しやすくなったとか、いろいろと気軽にものが聞けるようになって。 

やっぱり役所だと敷居が高いから、なかなかできないんだよね。そこで第三者を入れて、

そこが仲介機能を担ってくれるように。これはどうしてもお金がかかることではあるんで

すけれども、何となく今の自治体の職員が現場に入って、現場の人と感覚を共有してもの

を動かすというのは、ちょっと実態として難しいかなと思えば、そういう仲介機能を持っ

たコンサルタント企業さん。そういうところが伴走していく。そのお金をどこから出すか

ということになると、私は企業版ふるさと納税が今はすごく効果的ではないかなというふ

うに考えているところです。 

 

【司会：岡田】 

非常に具体的なお話をありがとうございました。先ほど田岡さまもおっしゃられたよう

な、自分たちの中でどうにかしようというふうに考えてしまうという中で、今、実態の事

例も上げていただいて、そういう第三者のそれこそ企業に頼ることも一案なのではないか

というような、具体的な方法を紹介いただいたところです。 

非常にいろんな意見も頂いた中なんですけれども、ちょっとお時間も迫ってまいりまし

て。そろそろこのパネルディスカッションのほうも、まとめに入らせていただければと思

うんですけれども。 

よろしければ今回の報告会の中で、いろいろな立場の方からお話を聞いた中で、率直な

ご感想ですとか、よろしければこれをご覧になられるであろう自治体の職員の皆さんです

とか、企業、大学の皆さまに対してメッセージといいますか、そういったものがあればぜ

ひ順番に４名さまから頂ければと思いますけれども。まずは田岡さまのほうから、そうい

った何かメッセージというか頂ければと思います。 

 

 

【田岡氏】 

本当に私もこの講演者の方々のお話を聞いてちょっと感想めいた話になってしまうんで

すけれども、具体的な話も含めて、やっぱり地域包括ケアという部分が今、健康福祉部局
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だけの問題じゃないというところは、われわれ商工労働関係の者もしっかり理解しないと

いけないと思いますし、お互い歩み寄りが必要かなとは思います。 

お話にもありましたけれども、山本さんみたいな方、イノベーターみたいな人もいるし、

他方で日々の面倒な仕事に追われて、とてもじゃないけど新たな取組みを考えられないと

いう方も当然いらっしゃると思います。また、山本さんもたぶんいろいろ、ここでは言え

ないご苦労とか修羅場をご経験されているんだろうなと。やっぱり違う畑のところに行く

のはなかなか皆さんも勇気がいることだと思うので、首長さんとか組織全体で取組むべき

問題なのかなと私も思います。 

なかなかそうは言っても、いろいろとプライオリティがあって、そこまで進めないという

自治体さんもいるとは思うので、われわれとしてもそこをケアできたらと思います。とく

し丸さんのような、かなり広いフィールドでご活躍されている事業者もいると思うので、

やはり何かしらそういう人たちが地方にもいるということが分かるような仕組み作りを今

後、意欲のある自治体さんとか、われわれとか厚生支局さんとまた連携しながら、今後四

国でも考えていくべきなんではないかなというふうに考えています。 

 最後に、とくし丸さんのお話があったような、リスクを受容するような補助金作りと

か支援制度について。今までモラルハザードの問題で、なかなかそういう補助制度ができ

なかったんですけれども。やっぱり今後はトライを促すような補助支援とか、われわれの

取り組みは大事になってくると思います。その具体的な仕組み作りというのは、難しくて

宿題になっているんですけれども、われわれもそういう問題意識は持っております。われ

われの部署でもしかりですけれども、周りに同じような目標を持っている仲間がいると思

うので、ぜひ積極的に門戸は開いてあげていただいたほうが地域のためになるのかなと思

いました。以上です。 

 

【司会：岡田】 

ありがとうございました。それでは山本さまお願いいたします。 

 

【山本氏】  

自分への反省も含めながらお話しさせていただきます。今日ここに登壇の皆さま方がお

話しされたことを、それぞれ私ももう一度本当によく考えて、また今日新たに知り合えた

ので、またつながっていきたいなと思っておりまして。何かうちの市でもできないかなと

か、また先生にはこれからもいろいろお話を聞きたいなとかということで、そういったと

ころで遠慮はしないでもいいのかなと思っております。 

ですので、ただ反省と言いましたのは、私は結構ずかずかいってしまうタイプですので、

どんどんどんどん怖がらずにいってしまいます。怖がらないというのは必要だとは思うん

ですけれども、ただ無茶してしまうということになってしまうと、それはただの無謀でし

かないのだなと思っております。 

私はこの部署に来たときは係長だったんです。今、１０年経って課長になっているんで
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すけれども、６年経ったんですが。係長のときとはやっぱり自分の動きが違うなと。僕が

それを、係長と同じことをどんどんやってしまうと、担当職員が疲れてしまって何もでき

ないですよね。ですから、そういったことをまた考えていきたいなと思っております。で

すので、反省も含めてとにかくいろんな方と話し合いながら詰めていけばいいなと思って

おりますので、ぜひ頑張ってください。 

 

【司会：岡田】 

山本さま、ありがとうございました。ではちょっと順番を変えまして、鍵屋先生よろし

くお願いします。 

 

【鍵屋氏】 

今年の大河ドラマ「渋沢栄一」です。渋沢栄一の書いた本が『論語と算盤』というのが

ありますけれども。まさにやらなければいけない「像」というのですか、あるべき姿を求

めるということと、算盤勘定をちゃんと合わせる、これが別部署にどうも分かれていたの

かなというふうに思いますので、論語と算盤を一緒に考えられる場をやはりもう一度ここ

で作っていただくというのが、一番いいかなというふうに考えております。ありがとうご

ざいました。 

 

【司会：岡田】 

鍵屋先生ありがとうございました。それでは最後に荒川さま、お願いいたします。 

 

【荒川氏】 

本当感想といいますか、自分でもやっていかないとなというようなところといいますか

ですけれども。東温市さんのほうのお話では、１００社に訪問されたんですよね。普通は

できないと繰り返しますけど思いますし。ただ、やっぱり答えは現場にあるなというのは、

とくし丸の仕事を通じてもすごく思います。やっぱりこの当事者の方たちのお話を真剣に

聞くというところが大事なんじゃないかなというふうにはすごく思っていまして。とくし

丸ではもちろん足を運んだりしますけれども、これは商売なんで当然やっていることなん

ですが。 

計画というのは、まず机上で作られると思いますが、その検証自体を現場の声を聞いた

りとか足を動かしていくことで施策というのを定めていけば、おそらく企業が間に入る、

自治体が間に入る、いずれの方法にしても良い形のそれこそトライアンドエラーにはつな

がっていくのかなというふうには思います。 

今日はお話を聞いて改めて思いました。皆さんはやっぱり実際に真剣に聞かれた内容が

今日のこの場の話には出てきたのかなというふうに思いまして。改めて机上では考えずに、

机上で考えたものを現場で検証していく。そういう姿勢はわれわれとしても、これから新

しいものを更にやっていくことがあると思いますけれども、そういったときにも必ず必要
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かなと改めて思った次第です。以上です。 

 

【司会：岡田】 

荒川さまありがとうございました。さまざまな立場から具体的にアクションにつながる

ような考え方、やり方で多数のご意見を頂きました。これが、動画を通じて四国管内の自

治体の皆様の活動のヒントになりましたら幸いです。以上をもちましてパネルディスカッ

ション及び本報告会をすべて終了といたします。パネラーの皆様、本日は長い時間ありが

とうございました。また、ご視聴いただいている皆様、ご清聴いただきありがとうござい

ました。 

 

以上 
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資料５－３：登壇者スライド 

 

【行政説明】 

テーマ：健幸支援産業の創出に向けた取組みについて 

四国経済産業局地域経済部 新事業推進課  

ヘルスケア産業振興 係長 田岡 一樹 氏 

【事例発表】 

テーマ：産学官コラボで健康・医療・観光文化等創造のまちづくり  

とうおん健康医療創生事業の取組 

愛媛県東温市 産業建設部 産業創出課  

課長 山本 一英 氏 

【事例発表】  

テーマ：買い物難民を救え！移動スーパーとくし丸 

株式会社とくし丸  

執行役員・ＳＶ部部長 荒川 伸太郎 氏 

【基調講演】  

テーマ：地域包括ケアシステムを支える多様な社会資源 

跡見学園女子大学 観光コミュニティ学部  

コミュニティデザイン学科 教授 鍵屋 一 氏 

【調査報告】   

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社 医療福祉マーケットグループ  

主任コンサルタント 岡田 拓巳 
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