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令和３年度（2021年度）事業報告について 

Ⅰ．調査研究活動 

○調査研究 

   １）基幹研究「少子高齢社会における人口の変化と市政への影響に関する調査研究Ⅳ」 

   ２）基礎研究「南部地域活性化推進に関する調査研究」 

   ３）基礎研究「豊中市のアンケート調査の活用に関する調査研究」 

  〇平成 27 年版豊中市産業連関表の作成 

  〇職員グループ研究会の運営 

   「ソーシャル・キャピタルを活用した南部地域活性化」をテーマに 5名の公募職員が政策提

言を検討（主催：人事課、主管課：とよなか都市創造研究所） 

〇自治体交流会等 

・ 関西・自治体シンクタンク情報交流会参加（Zoom 開催） 

・コロナ禍の外国人市民の生活実態調査のための専門部会 全 6回（豊中市主催） 

・ISFJ 日本政策学生会議論文審査に参加 

・日本計画行政学会関西支部 2021年度研究大会報告（Zoom開催） 

・第 12 回都市調査研究グランプリ（日本都市センター主催）にて最優秀賞を受賞 

   

Ⅱ．データバンク 

  ○資料の収集 

種類 冊数 

市政資料 26冊 

書籍 45冊 

雑誌 95冊 

シンクタンク刊行物 59冊 

計 225 冊 

 

Ⅲ．普及啓発事業 

  １）機関誌「TOYONAKAビジョン２２」Vol.24 

     特集テーマ：健康を支えるまち 

     発行部数：300 冊 

  ２）調査研究報告 

・調査研究報告書の発行 

「少子高齢社会における人口の変化と市政への影響に関する調査研究Ⅳ」：210冊 

「南部地域活性化推進に関する調査研究」：210冊 

「豊中市のアンケート調査の活用に関する調査研究」：210冊 

・調査研究報告会の実施 

【日 時】令和 3年（2021 年）9月 7日（火）13：30～16：30 

資料１ 
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【場 所】ZOOMによるオンライン配信 

【内 容】・令和 2年度調査研究（3テーマ）の報告 

・令和 2年度とよなか地域創生塾 活動概要の報告 

・甲南大学経済学部教授 石川路子さんによる講演と研究講評 

 講演テーマ：地域社会とＳＤＧｓ 

 

Ⅳ．人材育成 

○とよなか地域創生塾 

【受講生】15人 

【講座開催回数】14回 

【修了者】15人 

 

○大学インターンシップ生の受入れ 

【受入人数】 2名（大阪大学、同志社女子大学） 

【受入期間】 令和 3年 8月～9月 計 10日 

 

Ⅴ．とよなか都市創造研究所運営委員会 

  ○委員  6人 

  〇開催内容 

回 日 程 案 件 

第 1回 

令和 3年

（2021年） 

6月 24日 

(1) 委員長及び副委員長の選出について 
(2) 令和２年度（2020 年度）事業報告について 
(3) 令和３年度（2021 年度）調査研究について 
(4) 令和３年度（2021 年度）機関誌について 
(5) 令和３年度（2021 年度）とよなか地域創生塾について 

第 2回 

令和 3年

（2021年）

10月 22日 

(1) 令和３年度（2021年度）調査研究について（中間報告） 

(2) 令和３年度（2021年度）機関誌について（中間報告） 

(3) 令和３年度（2021 年度）とよなか地域創生塾について（中

間報告） 

(4) 令和４年度（2022年度）事業計画について 

第 3回 

令和 4年

（2022年） 

2月 18日 

(1) 令和３年度（2021年度）調査研究について（要約）（報告） 

(2) 令和３年度（2021年度）とよなか地域創生塾について（報

告） 

(3) 令和４年度（2022年度）事業計画（修正案）について 
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１．調査研究の背景・目的 
 人びとのあいだにある健康面での格差の背景には、社会経済的な要因があるとされる。そのようなな

かで注目されているのが、健康に何らかの課題を抱える人びとを医療だけでなくさまざまな地域資源に

つなげる、「社会的処方」と呼ばれる取組みである。コロナ禍が拍車をかけた人びとの対面的な接触の減

少が、健康悪化を招く懸念もある。社会的なつながりづくりは、市民の健康づくりの面でも重要な課題

であろう。 

 そこで本調査研究では、社会的処方の考え方や具体的な事例などに関する知見を蓄積するとともに、

その課題などを整理し、豊中市における社会的処方の分野横断的な推進に向けた議論の基礎資料とする。 

 

２．本調査研究の課題と研究方法 
（1）「社会的処方」概念の整理 

  ・文献調査などによる基礎的知見（社会的処方の定義、仕組み、効果など）の整理 

  ・地域包括ケアシステム、コミュニティソーシャルワークなど近接概念・制度との関係の整理 

（2）市民の健康と社会関係の関連の分析 

  ・JAGESデータを活用した高齢者の健康と社会関係の分析 

  ※JAGES（日本老年学的評価研究）：高齢者への質問紙調査を中心とした大規模調査プロジェクト。

健康の社会的決定要因の解明などが目的。2010 年度から 3 年ごとに調査が実施され、2019年度

調査には全国 64 市町村が参加。豊中市は 2019 年度から参加している（対象者 6,150人、回収数

3,364 票） 

  ※孤独・孤立研究、健康データ研究との課題の分有 

（3）他自治体の具体事例の整理 

  ・文献調査、学識経験者へのヒアリングによる具体事例の検討 

  ・現地視察（三重県名張市、兵庫県豊岡市、など） 

（4）豊中市内の事例の整理、社会的処方の推進に向けた課題の整理 

  ・庁内勉強会の開催 

    ：勉強会の構成は健康・地域共生・子ども・高齢者・障害者・コミュニティ・都市基盤など分

野横断的に募集。8 月以降、4 回程度実施予定 

    ：初回に学識経験者による講演会を実施、2～3 回目に各部署より「社会的処方」に関連する取

組みなどの報告、4 回目でまとめ 

 

    ：学識経験者にアドバイザーを依頼 

豊中市における社会的処方の推進に関する調査研究 

資料２ 
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※講演・アドバイザーを大阪医科薬科大学医学研究支援センター 医療統計室 西岡大輔講師

に依頼 

 

 

 

【参考】「社会的処方」の定義 

 医療機関が患者に地域資源につなぐ取組みを意味する医療視点のものから、健康を起点とした地域づ

くりを志向するものまで幅広い。 

・西岡大輔・近藤尚己、2020、「社会的処方の事例と効果に関する文献レビュー」『医療と社会』29（4） 

「医療機関等を起点として、健康問題を引き起こしたり治療の妨げとなる可能性のある社会的課題

を抱える患者に対して、その社会的課題を解決し得る非医療的な社会資源につなげ、ケアの機会を

患者とともにつくる活動」（p.535） 

・西智弘、2020、『社会的処方』学芸出版社 

「社会的処方とは、患者の非医療的ニーズに目を向け、地域における多様な活動や文化サークルな

どとマッチングさせることにより、患者が自律的に生きていけるように支援するとともに、ケアの

持続性を高める仕組み」（p.25） 

・経済財政運営と改革の基本方針 2021（令和 3年 6月 18 日閣議決定） 

「かかりつけ医等が患者の社会生活面の課題にも目を向け、地域資源と連携する取組」（p.22） 

 

3．見込まれる成果 
・社会的処方についての基礎的知見の蓄積 
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・本市における健康と社会的つながりに関する実態の把握 

・社会的処方の推進にあたっての課題の整理 

 

4．スケジュール 

4～5 月 6～8 月 9～11月 12～3月 

・研究計画の精査 

・庁内ヒアリング 

・概念整理 

・健康データの分析 

・研究会の準備・実施 

・事例視察 

・健康データの分析 

・研究会の実施・まとめ 

・事例視察 

・報告書執筆・発行 

 

5．連携部局 
健康医療部、福祉部、ほか 

 



4 
 

 
１．調査研究の背景・目的 
孤独・孤立の状態に陥ることは、健康上のリスクを高める要因になっている。また、社会経済的に厳し

い状態にある人ほど孤独・孤立の状態に陥りやすいとの報告もある。特に、コロナ禍は孤独・孤立に起因
する心身の不調などを一層表面化させた。豊中市民の孤独・孤立の状況について、質問紙調査をとおして
現状の把握や課題の抽出などを行い、関係部局の政策立案の基礎資料とする。 
 
２．本調査研究の課題 
・政策課題としての孤独・孤立問題の整理 
・豊中市民の孤独・孤立の現状把握 
・豊中市における孤独・孤立への対応策の検討 
 
３．研究方法 
（１）文献調査による孤独・孤立の定義、政策課題の整理 
①タウンゼント(1957)による孤独・孤立の定義―孤独・孤立の区別を導入 
孤独：仲間づきあいの欠如あるいは喪失による好ましからざる感情＝主観的 
社会的孤立：家族やコミュニティとの接触がほとんどない状態＝客観的 

②孤独・孤立に関する研究の状況 
【人間関係・コミュニケーション】 
石田（2011・2018）：社会構造と孤立→男性・高齢者・地方生活者が顕著、つながりと社会的資源 
稲葉・藤原編（2013）：社会関係資本（ソーシャル・キャピタル）を活用した社会的孤立への対応 

【福祉】 
河合ほか（2013）、河合（2015）：高齢者の社会的孤立状況の把握、行政のかかわりなど 
斉藤（2018）：高齢者の社会的孤立に関する計量分析 社会的孤立の基準・要因・軽減策 

【国・自治体等による調査】 
 内閣官房孤独・孤立対策担当室「人々のつながりに関する基礎調査」（R3.12～R4.1）回答数：11,867 
 厚生労働省令和 2 年度社会福祉推進事業「社会的孤立の実態・要因に関する調査分析等研究事業 
（R3.2）：「生活と支え合いに関する調査」（国立社会保障・人口問題研究所）の二次分析等 
千葉市「コロナ下における社会とのつながりに関する実態調査」（R4.1）：女性対象 回答数：1,417  

③孤独・孤立に関する政策課題 
 孤立・孤独の現状把握、社会的孤立と生活上の課題の関連、孤独・孤立の軽減策の検討 
 

（２）質問紙調査による豊中市の孤独・孤立の実態把握 
  国が行う全国調査（※）に準じた調査設計 

豊中市における孤独・孤立に関する調査研究 
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※内閣官房孤独・孤立対策担当室「人々のつながりに関する基礎調査」（R3.12～R4.1）（図表 1） 
  豊中市在住の市民 6,000人（豊中市民の年齢・性別・地域の構成比に基づき層化無作為抽出） 
  主な調査項目（30 問程度） 

＜孤独＞ 孤独感、継続期間、ライフイベント、社会や個人とのかかわり方の満足度、など 
＜孤立＞ 外出頻度、行動範囲、社会的交流、社会参加、各種支援の状況、など 
＜関連事項＞ 相談相手の有無、心身の健康状態、コロナ禍における変化、など 

   ＜属性＞ 年齢、性別、配偶者の有無、同居人、教育・就業状態、世帯の年間収入、など 
分析・集計 属性とのクロス集計を基本に、孤独感・社会的孤立・関連事項の関係を検討（図表２） 

 
図表 1 内閣官房「人々のつながりに関する基礎調査」（令和 3 年度）の結果概要 

 

孤独感
（直接質問）

孤独感がしばしばある・常にある：4.5%　時々ある：14.5%　たまにある：17.4%
【属性･関連事項ごとに見た「孤独感がしばしばある・常にある」の割合】
（年齢）30歳代で最多（7.9%）、30歳代男性は8.3％、30歳代女性は7.3％
（性別）男性4.9%、女性4.1％
（配偶者の有無）未婚者9.6%、既婚者2.4％　（未婚者男性10.8%、未婚者女性7.7%）
（同居人の有無）同居人がいる人が3.7％、同居人がいない人が8.7%
（現在の仕事の有無）仕事なし（失業中）が12.5%で最も高い
（現在の住まい）公営住宅居住：7.９%（最多）、持ち家（戸建て）：3.6%（最少）
（世帯年収）年収100万円未満（税・社会保険料込み）：7.3％（最多）
（相談相手の有無）いる：2.9％、いない：23.6％
（心身の健康）健康状態がよくない：36.9%、健康状態がよい：1.4%
（固定・携帯電話、PC等を使ったｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ）使っていない：12.4％、使っている：4.4%

孤独感
（間接質問）

「人づきあいがないと感じる」「取り残されていると感じる」「孤立していると感じる」の
合計スコア（3～12点、高いほど孤独感が高い） →10~12点：6.3%　7~9点：37.1%

継続期間 「しばしばある・常にある」と回答した人の54.4％が5年以上継続

現代の孤独感に
至る前に経験し

た出来事

「しばしばある・常にある」、「時々ある」、「たまにある」と回答した人：
「一人暮らし」、「転校・転職・離職・退職（失業を除く）」、「家族との死別」、「心身
の重大なトラブル（病気・怪我等）」、「人間関係による重大なトラブル（いじめ・ハラス
メント等を含む）」を選択した人の割合が高かった

社会的交流
同居していない家族や友人たちと直接会って話すこと
→全くない：11.2％、月１回未満：15.2％

社会参加 現在の社会活動（人と交流する活動のみ）→特に参加はしていない：53.2％（最多）

社会的
サポート

社会的サポート（行政機関やNPO等からの支援）→支援を受けていない：89.2％
　80歳以上で割合が高くなる：男性8.4％、女性12.2％
孤独を感じる頻度が高くなるほど、「支援が必要であるが、我慢できる程度であるため」、
「支援の受け方がわからないため」、「支援を受けるための手続が面倒であるた
め」などの理由を選択する人の割合が高い
孤独感が「しばしばある・常にある」と回答した人のうち、8.2％の人が現在、行政機関
やNPO等から支援（対価を直接支払うものを除く）を受けている
手助けをしている：全体で44.9％（16歳から19歳が最多）、男性：55.7％　女性：63.1％
　「手助けをしていない（できない）」人の9.5％「孤独感がしばしばある・常にある」

コロナ禍による
変化

人と直接会ってコミュニケーションを取ることが減った：67.6%
生活全体について→変わらない：53.5%、悪くなった：10.1％、やや悪くなった：29.8%

孤独

孤立
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集計・分析の方向性 

 

 

 

 

 

  

 

                    

 
４．見込まれる成果 
・本市における孤独・孤立の現状に関する基礎的な知見の蓄積 
・孤独・孤立への政策的対応に関する知見の蓄積 
 
５．スケジュール 

4～5 月 6～7 月 8～11月 12～3月 

・研究計画の精査 
・文献調査 

・庁内・関係団体ヒア
リングによる設問の
検討 

・質問紙調査実施 
・分析・集計 

・報告書執筆・発行 
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斉藤雅茂，2018，『高齢者の社会的孤立と地域福祉――計量的アプローチによる測定・評価・予防策』明石書店． 
Townsend，Peter，1957，“The Family Life of Old People”，London: Penguin Books Ltd．（＝1974，山室周平監訳
『居宅老人の生活と親族網――戦後東ロンドンにおける実証的研究』垣内出版．） 

属性 

社会的孤立 

孤独感 

【関連事項】 
相談相手の有無 

コロナ禍による変化 
健康状態等 

図表 2 分析・集計の方向性 
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１．調査研究の背景・目的 
 自治体には、すでにレセプトデータをはじめとした市民の健康に関する医療・介護等のデータが多く蓄
積されている。しかし、現状では、それが十分に政策に生かされているとは言い難い。EBPM（根拠に基
づく政策立案）が求められるなか、庁内の健康データを多面的に分析することは今後さらに重要になって
くるだろう。そこで、健康データの分析を通じて豊中市の健康に関する課題を整理するとともに、健康デ
ータの利活用のありかたについて検討し、関連部局の政策立案の基礎資料とする。 
 
２．本調査研究の課題 
・健康データの分析に裏づけられた豊中市民の健康課題の整理 
・健康データを用いた豊中市における健康政策の分析 
・健康データの利活用のありかたについての検討 
 
３．研究方法 
・文献調査などによる基礎自治体における健康データ分析の現状・課題の整理 
・関連部署へのヒアリングなどによる庁内の健康データに関する実態把握 
・健康データ（KDB、JAGES 調査、レセプトデータなど）による豊中市の課題、政策の分析 
  ※分析においては健康データの分析に詳しい学識経験者（医療、経済分野）と連携。 
・分析結果を関連部署にフィードバックし、健康データの利活用のありかたについて検討 
 
４．見込まれる成果 
・研究で把握された豊中市民の健康課題に基づく政策立案の推進 
・豊中市における健康政策の効果検証を通じた効果的・効率的な事業の推進 
・健康データの活用のありかたに関する知見の蓄積 
 
５．連携部局 
 健康医療部、福祉部 
 
６．スケジュール 

4～5 月 6～8 月 9～11月 12～3月 

・研究計画の精査 
・文献調査、学識経験
者へのヒアリング 

・庁内ヒアリング 
・庁内勉強会での議論 

・データ分析 
・庁内勉強会での議
論・まとめ 

・報告書執筆・発行 

 

豊中市における健康データの利活用に関する調査研究 
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【参考】 研究で対象とする主なデータ 
・関連部局へのヒアリングをふまえ、担当部局の分析ニーズ・重要性が高いデータに焦点をあてる。 
 
KDB（国保データベース）データ 
データヘルスの推進に向け、国民健康保険団体連合会では、「特定健診・特定保健指導」「医療（後期高

齢者医療含む）」「介護保険」等のデータを集計し、保険者向けに情報提供を行う KDB（国保データベー
ス）システムを構築している。KDB システムに蓄積された集計データは、基礎自治体で利用することが
でき、本データを活用し、効果的な保健事業・介護予防事業等を実施することが期待される。大阪府では、
平成 30 年度より地域差見える化事業を実施しＫＤＢデータ等を用いて、市町村に向け見える化支援ツー
ルを作成するなどデータヘルス支援の取組が進められる。本データの特徴として以下が挙げられる。 
・健診・医療・介護の情報を総合的に利活用できる。 

 ・全国統一システムのため、府内や中核市間等地域間での比較の際に有用。 
 ・疾病別医療費や介護給付費の推移を経年比較することで保険事業の効果を確認できる。 
研究では、KDB データを用い、市民の健康課題について、属性・地域別の状況をデータブック的に整

理し、庁内横断的な健康政策の推進に向けた基礎的資料の作成をめざす。 
 
被保護者健康管理支援データ（生活保護受給者のレセプトデータ） 
 平成 30 年 6月に成立した「生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改
正する法律案」に基づき、令和 3 年 1 月から全福祉事務所において「被保護者健康管理支援事業」が必
須化された。生活保護受給者（以下「被保護者」）の多くが健康上の課題を抱えているにも関わらず、健
康に向けた諸活動が低調であることを踏まえ、医療保健におけるデータヘルスを参考に、基礎自治体の福
祉事務所がデータに基づき生活習慣病の予防を推進することが要請されている。 
 研究においては、福祉事務所・学識経験者と連携し※、被保護者の基本属性・健診受診情報・医療費等
を含む個票データを利用し、被保護者の医療・介護扶助費に関する分析を行うことを予定している。 
※令和 4 年 5 月に京都先端科学大学経済経営学部跡田直澄教授、新潟大学経済学部 小川顕正准教授

及び市担当者にて第 1回勉強会を開催。 
 
JAGES（日本老年学的評価研究）データ 
健康長寿社会をめざした予防政策の科学的な基盤づくりを目的とした研究。2019 年調査には豊中市も

参画し、全国の 25 都道府県 64 市町村を対象に、要介護認定を受けていない高齢者を対象に調査を実
施。約 25 万人の高齢者が回答。全国の大学・国立研究所などの 60 超の機関に所属する研究者が多面
的な分析を進めており、文部科学省、厚生労働省、米国 National Institute of Health（国立衛生研究所）
を始めとする多数の研究助成を受けている。プロジェクト参加自治体は、校区ごとの情報を地図やグラフ
により見える化した支援システムを利用することができる。他の小テーマ「社会的処方」の研究と分担し
ながら、当該データを用い、本市の高齢者の健康課題について整理する。 



                      

機関誌「とよなか都市創造」について 

１．機関誌の目的 

 令和 4年度より、従来の都市政策に関する情報誌“TOYONAKA ビジョン 22”及び調査

研究報告書を 1冊に統合し「とよなか都市創造」としてリニューアルする。都市政策

に関するデータや情報とともに、研究員が執筆する調査研究報告を発信することによ

り、都市に関する問題や市の抱える様々な課題などについて、市民や職員の認識を深

め、市行政の運営や調査研究活動に対する理解と協力を啓発することを目的とする。 

 

２．令和４年度機関誌の企画 

(１) 編集アドバイザー（監修予定）：肥塚委員長 

 (２) 内容 全体 280ページ程度 

１）健康と都市政策（特別寄稿） 

２）特集「ソーシャル・キャピタルとまちづくり」（寄稿） 

３）調査研究報告（研究員執筆） 

４）活動報告 

 

（３）特集（２，３名による寄稿を予定） 

テーマ（案）：ソーシャル・キャピタルとまちづくり 

   （執筆テーマの候補） 

   ・ソーシャル・キャピタルとまちづくり（寄稿） 

   ・地域資源の活用（寄稿） 

・令和 3年度職員研究グループの取組報告 

※「ソーシャル・キャピタルを活用した南部地域活性化」をテーマに 5名の公募

職員がフィールドワークや勉強会での議論をふまえて政策提言を検討。3 月に提

言を庁内報告会で発表。（主催：人事課、主管課：とよなか都市創造研究所） 

 

３．編集スケジュール（令和 4年度） 

6～7 月 11月 11～12 月 2月 3月 

寄稿論文 

執筆依頼 

寄稿論文原稿

締切り 

※11 月中旬～

下旬 

寄稿論文 

校正 

調査研究報告

原稿締切り 

全体の校正 

発行 

 

資料３ 



 

とよなか地域創生塾の概要 

１．令和 3 年度（2021 年度）活動報告 

(1) 受講者 
    15名 

(2) 期間 
    令和 3年 7月 3 日（土）～令和 4年 2 月 12日（土） 

(3) カリキュラム 
オリエンテーション 1 回、個人企画編 4 回、グループ企画編 7 回、理論講座 2 回 
合計 14 回 

(4) 修了後の活動等について 
① カリキュラム最後に塾生対象に実施したアンケートより（回答 15 人） 

活動予定の有無 塾で学んだこと 

今後予定 

既に活動 
検討中 

活動予定 

なし 
大いに役立つ 多少役立つ 

役立ちそうに

ない 

13 1 0 10 2 0 

              （無記入 1）             （無記入 3） 
② ヒアリング等より（令和 4 年 5 月 31 日現在） 

（実績・活動） 
・企画グループを継続（3 団体／9 人） 
・個人企画の実施予定（3 人） 
・執行機関の付属機関の市民委員に応募・就任（1 人） 
・子ども食堂開設・食育イベントスタッフ（1 人） 
 

２．令和 4 年度（2022 年度）概要 

(1) 開校プレ講座 
   日時：5 月 21 日（土）午後 2 時から 場所：豊中市立地域共生センター 

講師：宝塚 NPO センター理事長 中山光子さん 参加者：12 人 
(2) 募集説明会の実施（22人参加） 

① 6月 1日（水）19時～20時 30分 参加者数：4人 

② 6月 4日（土）14時～15時 30分 参加者数：9人  
※個別説明：9 人 

(3) 募集期間：6月 1日（水）～6月 10日（金） 

(4) 申込者 19人（募集人数 20人） 

  
  

 

資料４ 



 

     （内訳）              （人）  
男性 女性 計 

20 歳代 3 1 4 

30 歳代  3 3 

40 歳代  3 3 

50 歳代 1 3 4 

60 歳代 2 3 5 

計 6 13 19 

市内在住者：15人、市外在住者:4人 

(5) 受講料：20,000 円（学生半額：2 人） 
(6) 会場：人権平和センター豊中 ほか 
(7) カリキュラム 

オリエンテーション（1 回）、個人企画（3 回）、グループ企画（8 回）、 
理論講座（2 回）… 計 14 回 

(8) 組織体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

とよなか地域創生塾 

＜運営会議＞ 
とよなか都市創造研究所・社会教育課：主催者 
協働研究所：事業受託者 
森本誠一さん(大阪大学大学院理学研究科招へい研究員)・とよなか ESD ネットワー

ク：講師・ファシリテーター 

運営 

＜講師・ファシリテーター＞ 
とよなかＥＳＤネットワーク 
学識経験者（森本さんを含む） 
地域活動・市民活動の実践者など 

塾 生 
学び 

交流 


