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第１章 計画の基本理念 

 

１ 計画の趣旨・位置づけ 

 

（１）計画の趣旨 

佐久市の「生涯活躍のまち構想」は、良好な自然環境、充実した医療・介護環境、

東京圏からのアクセスの良さを背景に、東京圏をはじめとする大都市に住む高齢者が、

健康な段階から地方に移り住み、そこで、地域住民や多世代住民と交流しながら、健

康でアクティブな生活を送るものである。また、継続的なケア体制が確保された地域

づくりを目指しており、「世界最高健康都市構想」を推進するものである。 

本構想においては、佐久市南部に位置する臼田地区において、市営住宅をサービス

付き高齢者向け住宅として有効活用するとともに、うすだ健康館及びそれらの地域拠

点において活発に行われている市民活動との交流、高齢者の活躍の場や生活全般のサ

ービスが確保できる居住環境の整備を目指す。また、臼田地区内における地域包括ケ

アシステムの構築、生活支援サービスの充実、空き家活用による住環境や宿泊環境の

整備を推し進め、地域が有するハードやソフト、佐久市の強みとなる具体的な地域資

源を活かし、構想の実現に向けて、「佐久市生涯活躍のまち形成事業計画」を策定す

る。 

 

（２）計画の位置づけ 

本計画の推進によって、佐久市の人口減少の課題及び地域の衰退の解決を図り、住

民が主体となる社会参画を目指すものである。 

 

２ 区域の設定 

佐久市臼田地区 

 

３ 関連計画等と本計画との関係 

佐久市総合計画と連動した取組となるよう留意して本計画を策定する。 

 

４ 地域再生協議会 

 

（１）地域再生協議会の設置 

佐久市地域再生計画及び佐久市臼田地区生涯活躍のまち形成事業計画並びに、その

実施に必要な事項、その他地域再生の総合的かつ効果的な推進に必要な事項について

協議するため、佐久市臼田地区生涯活躍のまち地域再生協議会を設置した。  
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（２）協議会の名称 

佐久市臼田地区生涯活躍のまち地域再生協議会 

 

（３）協議会の構成員 

法令根拠（地域再生法） 構成員 

法第１２条第２項第１号 佐久市 

法第１２条第２項第３号 

佐久市臼田地区活性化共同企業体 

株式会社みんなのまちづくり  

佐久市臼田地区活性化共同企業体 

株式会社堀内組  

合同会社ＴＥＡＭ３９３９ 

法第１２条第３項第１号 

うすだ未来２１ 

特定非営利法人うすだ美図 

ＪＡ長野厚生連佐久総合病院  

ＪＡ佐久浅間  

医療法人雨宮病院  

佐久市区長会（臼田地区区長会） 

法第１２条第３項第２号 

（株）八十二銀行臼田支店  

臼田町商工会  

社会福祉法人佐久市社会福祉協議会  

法第１７条の２４第２項 長野県知事 

 

（４）協議会の開催実績 

開催回 開催日 会議内容 

第１回 ２０１９年７月１９日 ・委員長・副委員長の選出 

・佐久市臼田地区生涯活躍のまち事業につ

いて 

・ホシノマチ団地事業計画について 

・形成事業計画について 

第２回 ２０１９年８月３０日 ・ホシノマチ団地（下越団地）見学 
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・形成事業計画について 

第３回 ２０１９年９月２４日 ・形成事業計画について 

 

（５）協議会において出された主な意見 

開催回 開催日 意見 

第１回 ２０１９年７月１９日 ・ボランティアに関心があるアクティブシ

ニアを社会福祉協議会へ紹介してほしい。 

・農業を希望する移住者がいた場合、農業を

行える環境を紹介できた方が良い。 

・入居時点では健康でアクティブなシニア

も加齢に伴い身体が衰えることを想定し

てバリアフリー化を行った方が良い。 

・入居募集のための広報、マーケティングに

ついて検討を行うべきである。 

第２回 ２０１９年８月３０日 ・ホシノマチ団地運営にかかる収支計画に

ついて知りたい。 

・形成事業計画案で示されている数値目標

を達成するのは、現状を考えると厳しい。

数値を見直した方がよいのではないか。 

・家賃、サービス費に見合うコンテンツを検

討する必要がある。 

・臼田に移住しホシノマチ団地に住むこと

で得られるメリットをアピールする必要

がある。 

第３回 ２０１９年９月２４日 ・どのような層に入居してもらいたいのか

ターゲットを明確にした方が良い。 

・「農ある暮らし」として、ちょっとした農

業ができる点を PRするのはどうか。 

・将来的に佐久大学等の学生がホシノマチ

団地に住みながら、まちづくりを体験でき

ると良い。 

・都会の方に佐久市に来てもらうためには、

地域の良さを地元の人も理解して発信し

ていかないといけない。また、移住者を寂

しくさせない工夫も必要である。 

・地域とつながることができるような入居
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者向けのプログラムを考える必要がある。 

 

５ 法令根拠 

本計画は、地域再生法第１７条の２４第１項に基づき作成する。 

 

第２章 計画対象地域における現状・課題 

 

１ 現状 

 

（１）地勢 

佐久市は、本州のほぼ中央、長野県の東部にあって、県下４つの平らに数えられる

佐久平の中央に位置し、四方を雄大な山並みに抱かれた平均標高約７００メートルの

美しい高原都市である。かつては、中山道、佐久甲州街道、善光寺道が通る交通の要

衝として栄え、現在、首都圏と日本海圏を結ぶ北陸新幹線、上信越自動車道により、

太平洋圏と日本海圏が連結、関東大環状連携軸を構成する中部横断自動車道の整備も

進んでいる。これらは首都圏、日本海圏、太平洋圏を結ぶ交通の要衝となっている。

市の変遷は、昭和、平成の大合併を経て、平成１７年４月１日４市町村（佐久市、臼

田町、浅科村、望月町）が合併し「新佐久市」が誕生した。臼田地区は佐久市の南端

に位置し、かつては南佐久郡の郡都として、佐久総合病院を中心に行政機関や文教施

設、医療施設、介護・福祉施設、金融機関等が集積し、市街地として栄えてきた。近

年になって、高速交通網の整備、モータリゼーションの進展に伴う郊外型商業施設の

立地等により拡散型の都市構造への変化が進んでいる。 

 

（２）人口 

本市においては、昭和４５年以降、バブル経済期、バブル経済崩壊後の低成長期を

通して人口は増加傾向にあった。しかしながら、平成２２年をピークに減少傾向へと

変化している。要因として、社会動態は平成２２年以降も社会増傾向にあるが、自然

動態が平成１４年以降、自然減に転じ、その減少幅は年々大きくなっているため、全

体として平成２２年以降人口減少となっている。自然動態の自然減の傾向は、高齢者

人口の増加、合計特殊出生率の停滞、１５～４９歳女性人口の減少、生涯未婚率の上

昇などに要因があると考えられる。社会動態については、動態を移動先でみると、近

隣市町村、長野市、上田市、関東圏との移動が多くなっている。また、年齢階級別の

移動でみると、高校卒業後の進学等の時期に転出数が多くなり、大学等卒業後の就職

の時期に転入数が多くなっている。しかしながら、高校卒業時の転出数が、就職時期

の転入数より多く、若い世代の人口流出となっている。 

本市の将来人口は、国立社会保障・人口問題研究所による平成２２年国勢調査の結
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果を基にした推計によると、平成２２年時点で１００，５５２人であったものが、平

成５２年（令和２２年）には８５，７８１人、平成７２年（令和４２年）には７０，

６６６人になると推計されている。これは、３０年で約１５％、５０年で約３０％の

人口が減少するということになる。 

 

図表１ 佐久市の人口推計（平成２７年佐久市人口ビジョンより） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臼田地区においては、平成１３年をピークに減少に転じており、特に年少人口、生

産年齢人口の減少が顕著である。 

 

図表２ 臼田地区の人口推計（平成２７年佐久市人口ビジョンを基に作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）産業 

事業所・企業統計調査による事業所の観点からの産業構造でみると、事業所数では

卸売・小売・飲食業の割合が最も高く、これにサービス業が続く構造である。事業所

H2 H7 H12 H17 H22 H27 H32 H37 H42 H47 H52 H57 H62 H67 H72
年少人口(0～14歳) 17,947 16,597 16,000 15,164 14,407 13,268 12,144 11,185 10,351 9,894 9,551 9,116 8,516 7,846 7,248
生産年齢人口(15～64歳) 60,485 61,041 61,443 60,881 60,019 57,784 55,289 53,273 51,208 48,578 45,176 42,263 40,200 38,559 36,580
老年人口(65歳以上) 17,188 20,175 22,573 24,416 25,985 28,191 29,678 30,169 30,357 30,503 31,053 30,861 29,786 28,219 26,839
総人口 95,625 97,813 100,016 100,462 100,552 99,244 97,111 94,627 91,915 88,978 85,781 82,240 78,502 74,624 70,666
老年人口比率 18.0 20.6 22.6 24.3 25.9 28.4 30.6 31.9 33.0 34.3 36.2 37.5 37.9 37.8 38.0

18.0 

20.6 

22.6 

24.3 
25.9 

28.4 

30.6 

31.9 

33.0 
34.3 

36.2 
37.5 37.9 37.8 38.0 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

H2 H7 H12 H17 H22 H27 H32 H37 H42 H47 H52 H57 H62 H67 H72

年少人口(0～14歳) 生産年齢人口(15～64歳) 老年人口(65歳以上) 老年人口比率（人） （％）

95,625 
97,813 100,016 100,462 100,552 99,244 97,111 94,627 

91,915 88,978 
85,781 

見通し（社人研推定値ベース）

82,240 
78,502 

74,624 
70,666 

（単位:人)
H7 H12 H17 H22 H27 H32 H37 H42 H47 H52 H57 H62 H67 H72

全体 16,178 15,962 15,315 14,558 14,200 13,729 13,219 12,700 12,150 11,585 10,993 10,413 9,866 9,357
0～14歳 2,541 2,326 2,020 1,754 1,626 1,548 1,539 1,436 1,388 1,334 1,238 1,121 1,025 964
15～64歳 10,105 9,682 9,052 8,321 7,826 7,293 6,854 6,590 6,248 5,893 5,664 5,449 5,113 4,808
65歳以上 3,532 3,954 4,243 4,483 4,749 4,889 4,827 4,673 4,515 4,358 4,091 3,843 3,728 3,584
高齢化率 21.8 24.8 27.7 30.8 33.4 35.6 36.5 36.8 37.2 37.6 37.2 36.9 37.8 38.3

出典：平成22年まで国勢調査　以降佐久市独自推計
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の従業者数では、卸売・小売・飲食業、サービス業、製造業が３大産業という位置付

けになる。ただし、卸売・小売・飲食業や製造業は、事業所数を近年大きく減らして

おり、また従業者数でもこの両産業のほか建設業でも減少が目立つ状況にある。この

結果、相対的にサービス業の比重が高まる動向にある。国勢調査による就業者数と同

様に、事業所従業者数の産業別の特化係数をとってみると、全国平均に対しては「医

療・福祉」の係数が突出して高い。 

 

図表３ 産業分類別就業者数（平成２７年佐久市人口ビジョンより） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）医療・福祉 

臼田地区は佐久総合病院と共に歩み、まちを創りあげてきたといっても過言ではな

い。佐久総合病院が産業組合（現在の農協）の病院として発足した昭和１９年１月当

時、南佐久郡２３カ町村のうち１３カ村は無医村であり、「農民とともに」の精神で

地域住民の要望に沿った保健・医療・福祉活動を通じ、住民のいのちと環境を守ると

いう意志のもと、生きがいある暮らしが実現できる地域づくりに貢献してきた。臼田

地区には佐久総合病院のほかに２次救急を担う雨宮病院をはじめ、一般診療所、歯科

診療所もあり医療供給体制が充実している。また、介護老人福祉施設が３施設、介護

老人保健施設が１施設あるなど介護保険関係施設が整っており、医療・保健・福祉サ

ービスを包括的に提供する地域医療、在宅医療が特に充実している。 

 

（５）その他 

佐久総合病院の３次救急医療、高度・専門医療を担う施設と一般診療、２次救急機

能を担う施設に分離・分割し、再構築することを機に、地域住民、佐久総合病院並び

に佐久市の三者協働による集約型まちづくりを進めている。地域住民による自発的な
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まちづくり団体等が組織され、まちの再興に向けた気運の高揚と取組みが活発化して

いる。 

 

２ 課題 

佐久市臼田地区においては人口減少、少子高齢化、生産年齢人口の減少といった現代

的・社会的な問題に直面し「人口減少等が地域経済の縮小を呼び、地域経済の縮小が人

口減少を加速させる」という負のスパイラルを断ち切り持続可能なまちの形成が求めら

れている。内閣官房の「東京在住者の今後の移住に関する意向調査（２０１４年８月）」

によれば、東京都在住者のうち、５０代男性の半数以上、また、５０代女性及び６０代

の３割程度が地方への移住の意向を示しており、佐久市に「しごと」をつくり、「しご

と」が「ひと」を呼び、「ひと」が「しごと」を呼び込む好循環を確立することが必要で

ある。本市への新たな人の流れを生み出すこと、その好循環を支える「まち」に活力を

取り戻し、本市に住む全ての人々が安心して生活を営み、子どもを産み育てられる社会

をつくり出すことが急務である。 

本市は、これまでも移住交流推進施策に積極的に取り組んでおり、また、保健・医療・

介護・福祉に強みを持っているという生涯活躍のまちを推進するのに適した素地を有し

ている。佐久総合病院を中心とした臼田地区において首都圏等の中高年齢者が希望に応

じて移り住み、地域の住民と多世代交流しながら、健康でアクティブな生活を送り、必

要に応じて医療・介護を受けることができる地域づくりを、地域住民をはじめ、産学官

医が一体となって積極的に取り組む必要がある。住民側は移住者の獲得を目指し、主体

性と自立性を持ち、当事者として自ら行動する活力あるコミュニティの形成、「まちの

再興」を図る必要がある。 

 

第３章 計画対象地域における事業・取り組み 

 

１ 全体概要 

臼田地区の地域医療が充実している強みと、佐久市が早くから移住交流へ取り組んで

きたノウハウを生かすとともに、臼田地区の市営下越団地の一部をサービス付き高齢者

向け住宅として改修し、移住者の住まいとする。サービス付き高齢者向け住宅を軸に、

中高年齢者が就労やボランティア活動、交流等を通じて幸せを感じられるステージを整

え、首都圏等の中高年齢者に移住を促し人口減少に歯止めをかけ、地域コミュニティの

活性化とそれぞれの主体の自立による持続可能なまちづくりを実現する。 

また、臼田地区で官民連携による生涯活躍のまち事業を構築し、人口の社会増による

地域経済の好循環につなげる。 
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２ 事業実施地域の全体イメージ 

本事業は、下図の通り、長野県佐久市臼田地区を対象として実施する。 

（１）佐久市における臼田地区の位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）佐久市臼田地区の中心地 
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３ 個別の事業の取り組み内容 

（１）中高年齢者の就業、生涯にわたる学習活動への参加その他の社会的活動への参加

の推進を図るために行う事業に関する事項（法第１７条の２４第３項第１号） 

 

 ア 中高年齢者の就業の促進 

（ア）実施概要 

中高年齢者の就業においては、賃金条件のみではなく、多様な就業ニーズが存

在する。自己実現に繋がる仕事、社会の役に立つ仕事、週２日程度の無理なく働

ける仕事、過去の経験を十分活かせる仕事、過去に経験のない全く新しい分野に

チャレンジできる仕事など様々である。ホシノマチ団地では、地域交流施設にて

入居者へ地域の仕事やボランティア活動を紹介すると共に、ホシノマチ団地内で

の就業の機会を提供する。起業を目指す入居者には、起業に必要なＩＴなどのス

キルを学べる講座を開催し、起業を支援する。 

 

（イ）具体的内容 

・地域交流施設における佐久市シルバー人材センター求人情報等の提供 

・地域交流施設における安否確認、地域交流施設予約管理などの仕事を提供 

・地域交流施設におけるホシノマチアカデミーの開講（ＩＴ、介護等の講座開

講） 

 

  （ウ）実施主体 

佐久市臼田地区活性化共同企業体 

 

（エ）実施時期 

令和元年度～ 

 

  イ 生涯にわたる学習活動や社会的活動への参加促進 

  （ア）実施概要 

ホシノマチ団地においては、サービス付き高齢者向け住宅の入居者に対し、稼

ぐ力をつけることを目的とした学びの機会を提供する「ホシノマチアカデミー」

を開講する。入居者以外の地域住民もホシノマチアカデミーを受講できる体制を

整え、地域における学習の機会を広げる。カリキュラムを通して、入居者同士や

地域住民との関係を構築し、充実した移住生活を実現する支援を行う。 

また、地域で実施されている生涯学習講座、趣味活動、社会参加活動などにつ

いて、視覚的にわかりやすく興味をひきやすいＰＲを実施し、入居者への認知と

参加を促す。 
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  （イ）具体的内容 

    ・ホシノマチアカデミーを地域交流施設にて開講する。 

カリキュラムには、必修科目としてＩＴや介護等の科目を設定すると共に、

選択科目として、あいとぴあ臼田やうすだ健康館で開講される講座も受講で

きるようにする。受講者には月１回３０分のスタッフとの面接を行い、目標

設定、カリキュラムの進捗状況などを共有する。 

    ・「うすだ暮らしのしおり」を実施主体と市が連携して作成し、あいとぴあ臼

田、うすだ健康館における開講講座等を紹介する。 

 

（ウ）実施主体 

佐久市臼田地区活性化共同企業体 

   

（エ）実施時期 

令和元年度～ 

 

（２）高年齢者向け住宅等の整備を図るために行う事業に関する事項（法第１７条の２

４第３項第２号） 

  

  ア 実施概要 

佐久市の資産である市営住宅を有効活用し、サービス付き高齢者向け住宅への転

換を図り、移住者を対象とする中高年齢者向け住宅を整備する。サービス付き高齢

者向け住宅においては、安否確認や緊急通報システムのみならず、地域交流施設を

拠点とした各種生活支援サービスや地域住民及び多世代との交流など、充実した暮

らしをプロデュースする。 

 

イ 具体的内容 

 ・市営下越団地Ｂ棟の一部を改修し、サービス付き高齢者向け住宅へ整備する。 

 ・令和元年度は１階部分の４戸、令和２年度は２階部分の４戸、令和３年度は３、

４階部分の８戸を整備し、エレベーターを設置する。 

 ・開所後は２０年間実施主体（佐久市臼田地区活性化共同企業体）が運営・管理

を行う。 

 ・市営団地併設の集会室を改修し、地域交流施設として整備・運営する。 

 

ウ 実施主体 

佐久市臼田地区活性化共同企業体 
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エ 実施時期 

令和元年度～ 

 

（３）保健医療サービス・福祉サービスの提供体制の確保を図るために行う事業に関す

る事項（法第１７条の２４第項３第３号）  

 

ア 実施概要 

   ホシノマチ団地では、スタッフ１名が常駐し安否確認等に対応する。介護、医療

サービスは、地域医療機関や介護事業所、地域包括支援センターと連携を行う。 

 

イ 具体的内容 

 ・ホシノマチ団地には、日中はスタッフ１名が常駐する。夜間は警備会社と連携し

２４時間３６５日体制による駆け付けを実施する。警備会社と連携する緊急通報

については、サービス契約者の個人ケアファイルの情報共有を行い、顔の見える

関係での対応を行う。 

 

・佐久総合病院、雨宮病院、地域包括支援センターと提携し、医療、介護サービス

を入居者のニーズに合わせて提供する。 

 

ウ 実施主体 

佐久市臼田地区活性化共同企業体 

 

エ 実施時期 

令和元年度～ 

 

（４）移住を希望する中高年齢者の来訪及び滞在の促進を図るために行う事業に関する

事項（法第１７条の２４第３項第４号） 

 

ア 実施概要 

臼田地区に整備された「佐久市生涯活躍のまち移住体験住宅（下越・勝間）」を活

用し、移住後の生活をイメージできる機会を提供する。また、臼田地区内の空き

家物件等を紹介し、移住者の多様なニーズに応えられる体制を整え、さらなる移

住促進を図る。 

   

  イ 具体的内容 

   ・佐久市生涯活躍のまち移住体験住宅（下越・勝間）の管理・運営 
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・佐久市ホームページや首都圏移住セミナー等における広報活動 

 

ウ 実施主体 

 ・佐久市 

・佐久市臼田地区活性化共同企業体 

 

エ 実施時期 

令和元年度～ 

 

（５）その他の地域住民が生涯にわたり活躍できる魅力ある地域社会の形成を図るため

に行う事業に関する事項（法第１７条の２４第３項第５号） 

 

ア 地域再生協議会との連携 

（ア）実施概要 

農業やボランティアを行いたい、といった移住者のニーズに応じて課題解決や

イベント実施に取り組めるよう、地域再生協議会構成員等と連携を図る形で、必

要に応じて分科会などを組織する。 

   

  （イ）具体的内容 

    ・移住者のニーズに応じて地域再生協議会と連携し課題解決を図る。 

 

（ウ）実施主体 

佐久市臼田地区活性化共同企業体 

   

（エ）実施時期 

令和元年度～ 

   

イ 地域交流施設の整備 

  （ア）実施概要 

ホシノマチ団地に併設する既存の集会室を改修し、地域交流施設として整備す

る。地域交流施設は、サービス付き高齢者向け住宅の安否確認や緊急通報等のサ

ービスを提供する活動拠点となると共に、ホシノマチ団地入居者と地域の多世代

住民が集い、働く、学ぶ機会を得られる場としても活用する。また、既存の市営

団地住民も、地域交流施設を従来通り行事等で使用するため、ホシノマチ団地入

居者にも当該行事に積極的に参加を促すことで、相互の交流を図るようにする。 
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（イ）具体的内容 

 ・地域交流施設「ｓｈｏｋｕ_ｂａ」の運営 

  シェアオフィスや自習室として地域へと開放する。 

  サ高住入居者が体調を崩したときも食事ができるように近隣の飲食店と連

携し、配食環境を整える。 

 ・既存団地住民が自治会活動等で地域交流施設を利用 

 

（ウ）実施主体 

佐久市臼田地区活性化共同企業体 

 

（エ）実施時期 

令和元年度～ 

 

  ウ デマンドタクシー停留所の設置 

（ア）実施概要 

  ホシノマチ団地の入居対象者は主に首都圏の中高年齢者であり、その多くが

車を所有、運転しない生活をされていることから、ホシノマチ団地入居後も、

車の所有、運転が困難であることが考える。ホシノマチ団地入居者の市内移動

手段を確保するため、下越団地駐車場内にデマンドタクシー停留所を設置する。 

 

（イ）具体的内容 

 ・下越団地駐車場内にデマンドタクシー停留所を設置 

 

（ウ）実施主体 

 佐久市 

 

（エ）実施時期 

 令和元年９月 

 

第４章 計画に基づく特例 

 

１ 旅館業の許可の特例（法第１７条の３４） 

 

（１）特例を活用する事業の概要 

臼田地区への移住やホシノマチ団地への入居を具体的にイメージし、移住後のコ

ミュニティへの円滑な加入を支援するため、佐久市が下越団地内で管理・運営して
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いる「佐久市生涯活躍のまち移住体験住宅（下越）」を、佐久市臼田地区活性化共同

企業体が有料の移住体験住宅として、管理・運営することを計画している。 

佐久市生涯活躍のまち形成地域において、移住体験住宅などを移住希望者に有料

で貸し出す行為は、旅館業に該当する一時滞在事業となるため、事業の実施には旅

館業の許可を得ることが求められる。 

 

（２）支援措置の概要 

生涯活躍のまち形成事業計画に記載された生涯活躍のまち一時滞在事業（生涯活

躍のまち形成地域において宿泊の用に供する施設を設け移住希望者を一時的に宿

泊させる事業であって、旅館業に該当するもの）の事業者については、旅館の許可

があったとみなすこととする。 

 

（３）法第１７条の３４の規定に係る実施主体に関する事項 

法第１７条の３４の旅館業法の特例を利用するために、実施主体についての必要

事項を以下に記載する。 

 

実施主体 佐久市臼田地区活性化共同企業体 

宿泊の用に供する

施設の名称 

佐久市生涯活躍のまち移住体験住宅 下越 

所在地 長野県佐久市下越２１６－１ 市営下越団地 B棟１０２号室 

営業種別 簡易宿所営業 

 

（４）法第１７条の３４の旅館業法の特例を利用するための実施事項 

法第１７条の３４の旅館業法の特例を利用するために、本計画に厚労省令第２０

条各号の事項を記載した書類を添付して、長野県知事に協議し、長野県知事の同意

を得たことを公表するものとする。 

 

２ サービス付き高齢者向け住宅の入居要件の設定の特例（国土交通省・厚生労働省関

係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第３条） 

 

（１）特例を活用する事業の概要 

移住の際には、地域コミュニティとの関わりが重要であり、移住先の生活環境への

慣れや、周辺住民との良好なコミュニケーションが必要となることから、地域にとけ

込む順応性が高いうち、健康で体力のあるうちに移住したいとのニーズが高い。移住

者が地域の担い手としても重要な存在となりうることから、入居要件の緩和が必要で

あると考える。 
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（２）支援措置の概要 

生涯活躍のまち形成事業計画において、国土交通大臣・厚生労働大臣が定める基準

に従い、生涯活躍のまち形成地域の区域内のサービス付き高齢者向け住宅の入居者要

件を定めた場合、当該要件に該当する者も入居対象者とする。 

 

（３）生涯活躍のまち形成地域の区域内のサービス付き高齢者向け住宅の入居者につい

ての要件 

「国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則」第

３条で定める年齢その他の要件（現行規定による入居対象者：６０歳以上の者や要介

護認定・要支援認定を受けている者、同居する配偶者等）に加え、佐久市外からの移

住者で５０歳以上の者を入居対象者として設定する。 

 

第５章 計画の成果目標の設定 

 

１ 目標の設定 

 

（１）目標 

臼田地区において長野県厚生連佐久総合病院を中心とした地域医療、医療から介護

までの地域包括ケアが充実しているという強みを生かしながら、生きがい豊かに最期

まで安心して暮らせる仕組みをつくることで首都圏等の中高年齢者の移住を促進し、

新たな人の流れをつくることで経済、雇用、コミュニティの再興に繋げ持続可能なま

ちを目指す。 

 

【数値目標】  

目標１ ホシノマチ団地における居住世帯数 

令和元年度末４世帯 

令和２年度末４世帯（累計８世帯） 

令和３年度末８世帯（累計１６世帯） 

 

目標２ ホシノマチ団地の管理・運営やホシノマチ団地に関係する業務における新た 

な雇用者数 

令和元年度末２人 

令和２年度末２人（累計４人） 

令和３年度末４人（累計８人） 

 

目標３ 公共施設の活用件数 
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令和元年度末１件 

 

（２）目標の達成状況の点検・評価方法 

本計画の目標達成状況については、市が毎年度、各指標を集計の上結果を評価し、

改善すべき事項の検討を行う。 

 

２ スケジュール 

 

令和元年度
（2019年度）

令和２年度
（2020年度）

令和３年度
（2021年度）

中高年齢者の
就業の促進

生涯にわたる
学習活動や社
会的活動への
参加促進

高年齢者向け住
宅等の整備を図る
ために行う事業に
関する事項（法第
１７条の１４第３項
第２号）

―

移住を希望する中
高年齢者の来訪
及び滞在の促進
を図るために行う
事業に関する事
項（法第１７条の１
４第３項第４号）

―

地域再生協議
会との連携

地域交流施設
の整備

項目

中高年齢者の就
業、生涯にわたる
学習活動への参
加その他の社会
的活動への参加
の推進を図るため
に行う事業に関す
る事項（法第１７条
の１４第３項第１
号）

その他の地域住
民が生涯にわたり
活躍できる魅力あ
る地域社会の形
成を図るために行
う事業に関する事
項（法第１７条の１
４第３項第５号）

・佐久市シルバー人材センター求人情報の提供

・安否確認、地域交流施設予約管理などの仕事を提供

・ホシノマチアカデミーの開講（ＩＴ、介護等の講座開講）

・ホシノマチアカデミーを開講

・うすだ暮らしのしおりにて、あいとぴあ臼田、うすだ健康館における開講講座

等を紹介

・佐久市生涯活躍のまち移住体験住宅（下越・勝間）の管理運営

・佐久市ホームページや首都圏移住セミナー等における広報活動

・地域再生協議会との連携

・地域交流施設「ｓｈｏｋｕ＿ｂａ」の運営

・既存団地住民が集会室として地域交流施設を利用
・デマンドタクシー停留所の設置

下越団地サ高住整備

１階部分（４戸）

下越団地サ高住整備

２階部分（４戸）
下越団地サ高住整備

３・４階部分（８戸）


