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プログラム参加当初の課題認識01
目指す姿

住⺠主体で、地域で、支えあいができる町
目指す姿に対する現状

予防プランに地域をまきこんだ支援が少ない
＝ 地域をまきこんだ支援が不⼗分

本当の課題
事実の共有ができていないこと
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 「プランに記載されるような生活支援が、給付を伴うサービス以外で提供されてい
ること＝支えあいができている状態」としている

 支えあいは、予防プランで測れる

 事実＝2040年問題を多くの人が切実に感じれば、支えあう状態ができていくと考え
ている



プログラム参加当初の課題認識0２
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「困りごとを抱えるAさんの暮らしを地域で支える方法」を考えるとき、生活での困
りごと、たとえばゴミ出しから考えると、「隣のBさんにゴミ出し、手伝ってもらお
う︕」と考えたりする。
そうすると、A自身や遠方に住むAの家族が、Ｂにお願いに⾏ったり、地域ケア個別
会議にＢを招いて、ＢがAの困りごとに気づくことで自然な（!︖）助け合いが生まれ
ることを期待したりする。
だけどその時、AとＢの間には、支え手ー支えられ手の構造が出来上がってない︖
Ｂが意図していなくても、お礼をしなきゃ…と考えるAがいるし。
それって本当に、AにもＢにも⼼地よい関係性なのかな︖
ここに住み続けたい︕って思えるのかな︖

 支えあいって何︖どんな状態︖
 支えあいは予防プランの数で測るんだ…
 2040年問題を知っても、何していいかわからないし、やりたくない私って変︖

地域ってつくるものなの︖“福祉の公用語“、よくわかんない…

ほんとにこれでいいのかな…それとも我慢・妥協をするところなのかな︖



問い・気づいたこと・わかったこと01
問い

地域で支えあうってどういうこと︖サービスと何が違うの︖
本当にみんながそれを求めてるの︖それの何が、どんなふうにいいの︖

気づいたこと
１ 介護保険だけでは満たされない、“さみしさ・孤独感“を抱えた人がいる
２ 介護度がつくと地域との“つながり”が切れてしまう人がいる
３ “さみしさ・孤独感”を他者との「つながり」で乗り越える人たちがいる

つながり…居場所がある感覚 / 誰かに受容されている・承認されている感覚
わかったこと
“地域の支えあい”に求められていること・“地域の支えあい”だからできること
とは、既存サービスとは異なる「つながり」の感覚が持てることでは︖
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問い・気づいたこと・わかったこと02
問い
 地域の支えあいは“つながり“が強みなのに、そのこと、伝わっているのかな︖
 “つながり“はすべての人が持っていて、すべての人のジブンゴトであるはずなのに、地

域の支えあいっていうときに関わるのは、どうしていつものあの人やこの人だけなんだ
ろう︖

気づいたこと
 包括職員や地域のCMは“つながりの価値”に気づいている
 地域包括ケアシステムの図で、地域に求められているのは生活支援。だから、「まずは

生活支援。“つながり”は、生活支援から生まれる付加価値的なもの」と捉えているかも。
（生活支援から始まる地域の支えあい）

 生活支援を求められると、その負担に及び腰になってしまい、実際に関われる人は限定
的になってしまうのでは。

わかったこと
 “つながり“の事例を集めていったら、”つながり“から生活支援が生まれることもありそ

うだとわかった（”つながり“から始まる地域の支えあい）
 2040年問題で自分のやることがわかる人・動ける人は生活支援もできちゃう（限られ

た）人たち。一方で、そうでない人がいる。 5



わがまちの目指す姿・課題・打ち手01
目指す姿

ひとりぼっちにならない/つくらない地域
1. 一人では解決できない困りごとを抱えている人がいる
2. ひとりぼっち＝“つながり“が切れている状態だから
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課題
今ある、“つながり“を切らさないことが、地域の支えあいの出発点で、そ
れは”自分のために自分ができること“であり、”周りの人のために自分が
できること“だと、全世代が知っている。
それにより、介護度がついても“つながり”続けられる地域の雰囲気がある。

1. “つながり”は生活支援と“さみしさ”の両方を解決できる可能性があるから
2. “つながり”を、自分の代わりにできる人はいないし、一人ではできないことだ

から



わがまちの目指す姿・課題・打ち手02
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65歳以上で、介護保険利用前の方々もいる集まりの場に、職員が出向き、
「このメンバーの、この集まりに、①自分が参加し続けること、②みんなが参加
し続けられるようにすること、つまり、今の楽しい状態を維持すること」が、歳
をとっても、介護が必要になっても、自分と仲間の望む暮らしに近づく手助けに
なることを伝える。

これにより、将来、介護保険を使うようになったときにも、“つながり“を持ち続
けられる、お互いの意識形成を促す。積み重なれば、いつまでも”つながり”を持
ち続けられる、地域の雰囲気につながっていく。

地域での支えあいを促す、語りかけのレパートリーを増やす
打ち手

“つながり“の維持は取り組みやすく、楽しいこと。
これなら、2040年問題から始める語り⼝に共感しにくい人たちにも届く、
語りかけの方法となりえるかもしれない。



わがまちの目指す姿・課題・打ち手03
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PGを通じて自身やまちに起きた変化

 よくわからない感・もやもやした違
和感に、「Why?」を投げかける習
慣が身に付きつつある。

 まちへの変化はこれからですが、目
に⾒えないことを個人の感覚で終わ
らせず、目に⾒えるもの（事例や数
字）を積み重ねる、一定の結論を出
すことに、今度はみんなで一緒に取
り組んでみたい。

 考えるのは楽しかったです
ありがとうございました︕ 9

 支えあい・自助・互助etc… 福祉用語の“よくわからない感“、なんとなく”上から
目線“と感じてしまう、この感覚、2040年問題を知っても、何していいかわからな
いし、できれば煩わしいことはやりたくない私。この感覚を⼤切にしたいと思えた。



10

これまでの検討を踏まえて
現時点での設定

なぜ︖
（裏付ける具体的事実とともに、⽂章で説明）

目
指
す
姿

ひとりぼっちにならない/つくらない地域

（なぜそれを目指したいのか）
1. 一人では解決できない困りごとを抱えてい

る人がいるから
2. ひとりぼっち＝“つながり“が切れている状

態だから

現
状

（目指す姿に対する現状）
1. 生活支援が充足していても、“さみしさ・孤独感”を抱え

ている人がいる
2. “さみしさ”は解消したほうがよい
3. 本来みんなが持っている“つながり”ではあるが、介護度

がつくと切れてしまう人がいる。一方で、“さみしさ”を
“つながり”で補っている人がいる。

4. 町が“地域での支えあい”というと、ゴミだし等の
“ちょっとしたお手伝い＝軽度の生活支援”を指し、それ
を促す取り組み・伝え方をしている

5. （地域での支えあい＝軽度の生活支援とすると、）生活
支援をやろう︕できる︕と思い、積極的に地域づくりに
参加するのは限られた一部の人のみ。（実際、総合事業
B型は⾏われておらず、有償ボランティアも協⼒会員数
に⼤きな変化はないことも、参加者が限定的なことの裏
付けとなる︖）

（なぜそうなっているのか）
1. 介護保険サービスは生活を補うことはできて

も、“さみしさ”は補いきれないから
2. “さみしさ”は生活を脅かすから（うつ・支援

拒否等）
3. 介護度（ADLや認知機能）が必ずしも“つなが

り”の有無を決めるのではない。“つながり”
を持ち続けようとする本人と周囲の人の２つ
の思いがあるかどうかが決め手。

4. “つながり”を疎かにしているわけではなく、
「生活支援から“つながり”が生まれる」と考
えているから。地域ケアシステムでは、（介
護サービスとは異なる地域での）生活支援が
求められているから。

5. 生活支援の役割を重く感じる人がいる。“地
域の支えあい”の方法として、生活支援ばか
りを強調しすぎている︖この伝え方は、“つ
ながり”の一端を担うすべての住⺠が、地域
づくりの仲間なんだというメッセージや事実
を届けられていないかもしれない。

参考資料

 “つながり”で“さみしさ”を解消できるかもしれない
 “つながり”には多様な形・グラデーションがある
 “つながり”は生活支援を生むこともある
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これまでの検討を踏まえて
現時点での設定

なぜ︖
（裏付ける具体的事実とともに、⽂章で説明）

課
題

（目指す姿と現状のギャップを埋めるために
取り組むべきこと）

今ある、“つながり“を切らさないことが、地
域の支えあいの出発点で、それは”自分のた
めに自分ができること“であり、”周りの人の
ために自分ができること“だと、全世代が
知っている。
それにより、介護度がついても“つながり”続
けられる地域の雰囲気がある。

（なぜそう考えたのか）
■“つながり”は生活支援と“さみしさ”の両方を解決できる可
能性があるから
■“つながり”を、自分の代わりにできる人はいないし、一人
ではできないことだから

1. 既存サービスでは満たせないけれど、生活を脅かす要素で
ある“さみしさ”を、“つながり”は解決する手段となるかも
しれない

2. 生活支援は、きっかけの作り方次第ではやってあげる人と
やってもらう人の構造になってしまったり、継続が徐々に
負担になったり、やりたくてもライフスタイルが違ったり、
いろいろ難しい（気軽にできる感じではない場合がある）

3. 一方で、“つながり”はいろんなところに既に“ある”＝みん
なが既に持っている

4. “つながり”はひとりではできない。つながりを持ち続けた
い思いを、本人だけでなく、周りの人も持っていることが
必要。

5. “つながり”を維持することは、生活支援よりも取り組みや
すい

6. “つながり”から、生活支援が生まれることもある
7. “つながり”から始める地域の支えあいは、生活支援から始

める地域の支えあいよりも気軽にできて取組みやすい。だ
から、多様な価値観の人々の共感を得やすい

参考資料
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これまでの検討を踏まえて
現時点での設定

なぜ︖
（裏付ける具体的事実とともに、⽂章で説明）

打
ち
手

■地域での支えあいを促す、語りかけのレパートリーを増
やす

65歳以上で、介護保険利用前の方々もいる集まりの場に、
職員が出向き、
「このメンバーの、この集まりに、①自分が参加し続ける
こと、②みんなが参加し続けられるようにすること、つま
り、今の楽しい状態を維持すること」が、歳をとっても、
介護が必要になっても、自分と仲間の望む暮らしに近づく
手助けになることを伝える。

これにより、将来、介護保険を使うようになったときにも、
“つながり“を持ち続けられるお互いの意識形成を促す。
（”つながり“への予防策）
また、その人が現在、介護をしている場合には、被介護者
の維持できている、「今ある関係性」を切らさない⼯夫や
接し方へ、意識が向くことにつながるかもしれない。
（“つながり“の維持）

（なぜそれが有効だと思うのか）

• つながりの維持は取り組みやすく、楽しいこ
と。これなら、2040年問題から始める語り⼝
に共感しにくい人たちにも届く語りかけの方
法となりえるかもしれないから。

• センター職員は、65歳以上のすべての方を視
野に入れた取り組みをしていきたいところだ
が、実際は介護保険等で関わる一部の人との
関わりしか持てていないから。

• 趣味の会や農業関連の集会に出向き「今、目
の前にいるこの人との、この集まり・関係性
を続けていってほしい」と伝えていくことは、
人や場所などリアリティをもってとらえやす
い。共感を得やすい。

• フレイルや認知症の話題とも絡めやすく、
ターゲットの興味のある話題として持ってい
きやすい。

• 他の啓発活動の場を活用することもでき、業
務量の調整がしやすい。

参考資料



参考資料
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よく会う知人・友人はどんな関係の人ですか（複数回答）

調査数 近所・同じ
地域の人 幼なじみ 学生時代の

友人
仕事での同
僚・元同僚

趣味や
関心が

同じ友人

ボランティ
ア等の活動
での友人

その他 いない 無回答

要介護認定者（人） 422 153 20 20 32 38 9 40 154 28

（％） 100.0 36.3 4.7 4.7 7.6 9.0 2.1 9.5 36.5 6.6

元気高齢者（人） 37 26 1 1 10 13 - - 4 -

（％） 100.0 70.3 2.7 2.7 27.0 35.1 - - 10.8 -

調査数 毎⽇ある 週に何度か
ある

⽉に何度か
ある

年に何度か
ある

ほとんど
ない 無回答

要介護認定者（人） 422 15 70 75 58 190 14

（％） 100.0 3.6 16.6 17.8 13.7 45.0 3.3

元気高齢者（人） 37 - 14 9 8 6 -

（％） 100.0 - 37.8 24.3 21.6 16.2 -

友人・知人と会う頻度（複数回答）

北アルプス広域連合実施「高齢者実態調査」より
池⽥町回答分のみ抜粋

介護認定高齢者・・・基準⽇に要介護・要支援認定を受けている者のうち、施設入居者を除いた者
元気高齢者・・・基準⽇に要介護・要支援認定を受けていない高齢者のうち無作為に抽出された者

本来みんなが持っている“つながり”ではあるが、介護度がつくと切れてしまう人がいる。
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90代独居⼥性
毎朝、玄関先に
旗を出す。ご近
所さん「今⽇も
生きてる。⼤丈
夫」
（⾒守られ活動）

ひとりで外出に不安
/こもりがちな⼥性
（３ケース）
友人が来てくれ、縁
側でお茶会

リハに通う男性
近所の知人と連
れだって、ラー
メンを食べに、
お散歩

80歳でカフェを始
めたIターン・お
しゃれ男性
ブックカフェで
コーヒーを提供

介護者・70代⼥
性
公⺠館に集まっ
ておしゃべり。
テーマは“介護”

DAY WEEK MONTH

参考資料 第２回事前課題より 町内の福祉先進地域の事例把握

「さみしさ」を“つながり“で乗り越える人たちがいる
“つながり“の持ち方は人それぞれ、いろいろある
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80歳でカフェを始
めたIターン・
おしゃれ男性
ブックカフェで
コーヒーを提供

MONTH

参考資料 町内の福祉先進地域の事例把握の補足

“つながり”は生活支援を生むこともある

パートナーとの毎⽉のやり取り

10⽇後、カフェだね。⾖なんにする︖
カップある︖買いに⾏こうか。

来週カフェだよ。ご飯食べてる︖
一緒に食べよ。何か買ってくねー。

明⽇、カフェだよ。覚えてる︖

これから迎えにいくね。
一緒にゴミもだしていこう。

自然に生まれる生活支援

声掛け
買い物

配食

⾒守り

ゴミだし

・独居・認知症・所得少・「僕に介護保険はいらないよ」
・ビジネスパートナーの存在
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地域住⺠には、世話好きさん
Yellowだけでなく、積極的に
社会参加しない人/できない
Blueもいる。

市町村Redは、従来の働きか
けに対し共感を得られ、期待
する⾏動をとるYellowにだけ
伝わる⾔葉で話してればいい
のかな︖

ここが今、つながりにくいのは、
RedがBlueに伝わる伝え方
をしていないからでは︖

参考資料 第3回事前課題より 事実の共有ができていない理由を考えた

つながりの担い手は「すべての人」
これまでの伝え方で、⾏動に起こせる人がいる一方で、心動かされない人がいるのでは︖
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連帯 疎外感

参考資料 第3回事前課題より 事実の共有ができていない理由を考えた



事業ありきの取り組みから地域ニーズに合わせた
取り組みに向けて 
  ～これまで，できていなかった中心市街地の課題把握～ 

２０２０年２月３日 

大崎市 

中鉢 慶太 

令和2年度 実践型地域づくり人材育成プログラム 
成果報告会 
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プログラム参加当初の課題認識 
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プログラムを通して，いきいき百歳体操や集いに行くことが良いという「あるべき論」で考え，
「横展開」することばかりを考えていたが，それぞれの楽しみがあり，選択できることが地域
にとって最も必要であることに気づけた。【供給者目線でなく，地域目線の取り組み】   

  では，どのよう思考プロセスで考えが変わったのか・・ 

 

 「生活支援サービス」「集いの場」を展開したい 

 

 

地域にある「いきいき百歳体操」や「集い」，「生活支援サービス」の展開に
偏りがあるから。 

 

 「フォーマルサービスだけでなく，自分らしい楽しみを選択でき，困った時
には住民同士で支え合えることができる地域」を目指したい 

   ～骨折が起きないよう，自分らしい楽しみを選択・継続できる地域～ 

【本プログラムに参加する際の課題認識】（Before） 

【本プログラムに参加した後の課題認識】(After) 

【なぜ・・？】 

2 



問い・気づいたこと・わかったこと 
 

本当に地域は集まりたいの？困っているの？本当は地域で支え合えている
のではないの？ 

 

地域は困っている。百歳体操や集いがない地域がある。（参考資料②） 

 

 

あれ・・？本当に困っているのか？ 

深く聞かれると，どのくらいの人がなにで困っているのか分からない。 

それでは，地域にどのような課題があるかを調べてみよう 

都市部・農村部に分けて仮説を立て暮らしぶりを把握 

 

 

この時点では，百歳体操や集いの場がすべてであ
り，集う場がないから困っているという思考。 

ここで自分の中で変化があった。集いや生活支援
サービスがなくてだれが困っているのか。そもそも
だれのための取り組みなのか。 

①いきいき百歳体操に行っていたが，行かなくなり介護申請をした人・・なぜ，介護申請に至ったのか？ 

②介護認定を受けていないが，少し暮らしが大変になってきている人・・今どのように暮らしているのか？ 

③地域のお茶っこ会に来ることができている人・・それ以外の日はなにをしているのか？ 

【最初に講師から問われた質問】 

【聞かれた「瞬間」の私】 

【深く問われると・・】 
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検証結果 

都市部 農村部 

対象①いきいき百歳体操に行っていたが，行かなくなって介護申請をした人はなぜ，介護申請に至ったのか？ 

骨折等の出来事によって介護申請に至っているのではないか。または，百
歳体操よりも魅力的なデイサービスがあるのではないだろうか。 

 

 

集まりの場に行っていたが失禁が気になり，いかなくなっている。その後，家
に閉じこもり，下肢筋力の低下によって転倒し骨折し，介助が必要なために
介護申請に至っている。また，疾病別入院・入院外医療費（参考資料③）で
都市部にて「骨折」が多くなっていることが分かった。 

これまでは家族や近所の人の手助けで行けていたが，隣近所も高齢化して
一緒にいけなくなり，デイサービス等にいくために介護申請に至っているの
ではないか。 

 

 

 

集まりの場に行っていたが失禁が気になり，いかなくなっている。その後，家
に閉じこもり，なんとか隣近所や家族の支援によって暮らすことができている
が，脳梗塞等の病気を機会に入院し，介護申請に至っている。 

対象②介護認定を受けていないが，ちょっと暮らしが大変になってきている人は今どのように暮らしているのか？ 

生活を送ることが困難になると隣近所との繋がりが希薄なため隣近所での助
け合いではなく，インフォーマルな資源に頼りがちなところはあるのではない
か。 

 

 

 

隣近所との繋がりが希薄なため，買い物や通院はタクシー等をつかってい
る。また，ゴミ出しについては，息子等が来た時に捨ててもらっている 

隣近所の手助けによって，買い物やゴミ出しなど工夫して生活することがで
きているのではないか。 

 

 

隣近所や民生委員，区長がなじみのある関係なため，ゴミ出しを代わりにし
てあげたり，声をかけて一緒に買い物にいったりしている。 

さらに，地域住民が地域への思い入れが強いため，息子娘が一度地域外
に行っても，両親が高齢になると戻ってくる地域であるため息子娘にゴミ出
しや買い物をお願いしている。 

        対象③地域のお茶っこ会に来ることができている人はそれ以外の日はなにをしているのか？ 

お茶っこ会やデイサービス以外の日には，地域との繋がりが希薄なため，家
にいて外出する機会はあまりないのではないか。 

 

 

昔からその地域に住んでいる人は，友達と出かけたりラーメンを食べにいっ
たりしている。しかし，他から移り住んできて，友人がいない人は家で横に
なっている。 

お茶っこ会やデイサービス以外の日には，いきがいである農作業を行うため
日常の外出頻度は多いのではないか。 

 

 

お茶っこ会やデイサービス以外の日には，農作業を行っている。 

しかし，冬季は地域の行事がある日には外出するが，農作業もないため基
本的には家に閉じこもっているが，冬季にも農作業をしている人はいる。 

「骨折」の原因が分かれば課題が分かるはず 

焦点を絞る！ 
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なぜ，下肢筋力低下による「骨折」が起きてしまうのかを具体的に
調査することで，解決すべき課題を深堀 

5 

【仮説】骨折に至る原因のひとつである転倒は筋力不足が原因ではないだろうか 

【検証結果】 
 いきいき百歳体操の体力測定結果（初回時）を農村部・都市部比較したところ 

 ４つの項目のうち３つの項目で都市部の測定結果が低い傾向にあった。 

【深堀】①なぜ，都市部では測定結果が低い傾向にあるのか 
都市部では，隣近所とのつながりが薄く，つながりのない人は家に閉じこもり気味になっており，
日常の活動が少ないことが測定結果に影響している可能性があることが地域の民生委員，地域
包括支援センターへのヒアリングから見えてきた。（参考資料④）  

【深堀②】特に都市部のどの地区で隣近所とのつながりが薄くなっているのか 
都市部には，東日本大震災時に建設された災害公営住宅があり，様々な地域から入所してき
ている。被災者支援を行っているＮＰＯへの聞き取りから，「災害公営住宅では隣近所の繋がり
が希薄となっており，だれが住人かも分からない人もいる。また，災害公営住宅以外の地域との
繋がりもほとんどなく，互いが交わることが少ない。」という情報を収集できた。（参考資料①） 

ここから，都市部の骨折へアプローチ 



6 

以上の状況から考えたこと 
このプログラムに参加する前ならば， 

「骨折」を防ぐためには，介護予防教室等をさらに展開して参加者を増
やしていくべき！（健康寿命を延ばす） と考えていた・・・ 
 

しかしプログラムに参加し地域の状況細かく把握することで 

いつかは日常生活に支障が生じ，身体機能の維持だけでは生活を維持
していくことが困難なことが分かってきた 
 

そのときに， 

介護予防に取り組みつつ，さらには地域と繋がりをもち，ちょっとした困り
ごとをお願いし合える関係性を持つことができていれば，骨折を防ぐだ
けではなく，日常生活に支障が生じても農村部のように互いに助け合う
こともできることが地域へのヒアリング等から見えてきた。 

 

 

 介護予防と地域づくりを両輪で推進 



わがまちの目指す姿・課題・打ち手 

 

「フォーマルサービスだけでなく，自分らしい楽しみを選択でき，困った時に
は住民同士で支え合えることができる地域」を目指したい 

   ～骨折が起きないよう，自分らしい楽しみを選択・継続できる地域～ 

 

 

 都市部における地域との繋がりと外出機会の低さ 

 

  

地域との繋がりが希薄となっている災害公営住宅において 

 ①生活のちょっとした困りごとや工夫（暮らしぶり）を参加者と共有する。 

 ②互いのちょっとした困りごとや工夫を共有することで繋がりをつくる。 

 ③○○に行けば△△ができる（買える）という情報をマップに落とし込み。 

 ④マップ化したものを地域に配布し，外出機会を増やしてもらう。 

【目指す姿】 

【打ち手】 

課題（解決すべきこと） 
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プログラムを通じて自身やまちに起きた変化 
 

 取り組む意味について深く考えるようになった。（Ｗｈｙ－Ｓｏ Ｗｈｙ） 

 （なぜ取り組む必要があるのか。取り組むことによって誰が何で助かるのか）  

 

①このＰＧで課題把握するために， 

 ・まちづくり推進課（地域自治組織担当） 

 ・高齢介護課（高齢福祉担当） ・古川地域包括支援センター 

 ・健康推進課（健康増進担当） ・中央公民館（生涯学習担当） 

 と庁内連携し地域の状況把握を行うことができ，連携の意識が高まった。 

 

②上司とプログラムに参加することで「組織」として，供給者目線の取り組み 

 ではなく，地域目線の取り組みを考えるようになった。 
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関係者や地域に起きた・起きそうな変化 

参加前と比べて自分自身の変化（意識・考え方・行動など） 
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参考資料① 
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これまでの検討を踏まえて 
現時点での設定 

なぜ？ 
（裏付ける具体的事実とともに、文章で説明） 

目
指
す
姿 

• ファーマルサービスだけでなく，自分らしい楽しみを
選択でき，困ったときには住民同士で支え合えること
ができる地域（大目標） 

～骨折が起きないよう,自分らしい楽しみを選択・継続
できる地域～（中目標） 

• なぜそれを目指したいのか 

都市部にて疾病別入院・入院外医療費で「骨折」が高くなっており，地域包括支援センターへの新規相談に
ついても「骨折」が多くなっている。,（参考資料③）また，認定調査員へのヒアリングにて介護保険につながる
きっかけで多いのは,「下肢筋力低下による転倒・骨折」と回答された。目指す姿の大目標である「自分らしい
楽しみを選択・継続」していくためには,まずは動けることが大事であると考えた。なぜならば，動けるときには

友達とお茶っこのみをしていたのに・・動けるときは買い物にいけてたのに・・という方がいることが分かったか
らである。（参考資料③） 

またデイサービスのようなフォーマルサービスでなくても，もっとその人らしい楽しみをもっている人はいるが
「友達に誘われたから」「スポーツジムより安いから」「送迎があるから」という理由で入浴や食事の提供がない
機能訓練に特化しているデイサービスに偏っている傾向があり，地域との繋がりも希薄となっている。 

現
状 

（目指す姿に対する現状） 
・都市部では骨折によって介護申請に至っている。 

・公民館や部落の集まりがある日は外出するがそれ以
外の日には家にいる。 

・都市部では隣近所とつながりのない人は相談相手も
いなく，あまり外出していない様子がある。  

・外出機会が少ないことによって下肢筋力が低下し転
倒し骨折している人がいる。 

• なぜそうなっているのか 

まず，都市部と農村部での筋力に差があることが分かった。その理由のひとつとして，地域のイベントない日
の活動に違いがあり，農村部では毎日何かしら農作業（ちょっとした草むしり等）を行っているが，都市部では
イベントのない日には，基本家にいて活動量も少なくなっている。（ページ５・参考資料④） 

・特に活動量が少ない人の傾向として，地域との繋がりが希薄な人であることが地域包括支援センターへのヒ
アリングや地域住民への訪問によって分かった。（参考資料④） 

（都市部でも，地域との繋がりがある人は友人とラーメンを食べに行ったり，買い物にいったりしている様子が
ある） 

課
題 

• 目指す姿と現状のギャップを埋めるために取り組む
べきこと 
 

都市部における地域との繋がりと外出機会の低さ 

• なぜそう考えたのか 

農村部では地域のイベントがない日でも，草取り等のちょっとした農作業を日頃から行っているため，筋力も
あり転倒リスクが少ないが，都市部では日頃の活動量が低くなっている。 

転倒だけを防ぐのであれば，介護予防教室を地域に展開していくことも選択肢ではあるが，介護予防だけで
は，限界があり，いつかはこぼれ落ちる人がいるため，地域とつながりをもっておくことでちょっとしたお手伝
い等を頼むことができ，地域との繋がりを持つことで外出頻度を高め，筋力を保ち，骨折を防いでいくことが
重要であると考えた。（その先に，友達同士のちょっとした助け合いが生まれることの期待も含めている。） 

打
ち
手 

• どこから手をつけるか、それによって誰の何が変わっ
ていくのか 

都市部の中でも地域との繋がりが希薄な災害公営住
宅にて，生活のちょっとした工夫（暮らしぶり）を参加者
皆と情報共有し，○○に行けば△△ができる（買える）
という情報をマップ（徒歩圏内）に落とし込み，地域内
に配布。それによって，これまで，情報がないために行
けていなかった場所を知り，生活するための工夫を共
有し，外出の機会を増やすことができる。 

• なぜそれが有効だと思うのか 

災害公営住宅は，東日本大震災によって様々な地域から移転してきているため，新しく形成されたコミュニ
ティである。そのため，いまだに地域との繋がりが希薄となっており，だれが住人かも分からない状況が起き
ている。そのような状況下で，これまで買い物をしていた商店等がつぶれており，どこで買い物をしたら良い
か分からないという声も聞こえてきているため，まずは災害公営住宅人が困っていることを出し合い，工夫を
して暮らしている情報を互いに共有することをきっかけに繋がりを持つことができるのではないかと考えた。ま
た，出された情報について「徒歩でいける範囲での生活の工夫」をマップ化し，配布することで情報がないた
めに行けていなかった人の外出する機会を増やし筋力も維持するきっかけにできるのではないかと考えた。 

9 
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地域自治組織 町内会 行政区 行政区人口 高齢化率 75歳以上 85歳以上 要介護認定率 自治組織人口 高血圧 糖尿病
メタボ

該当者

飲酒量

1～3合

要介護

認定率
百歳体操 集いの場 話し合い

江合本町 891 24.2% 100 31 15.3% ● ●
江合寿町 907 23.9% 115 40 20.7% ● ●
江合錦町 898 20.3% 91 26 23.1% ●

上古川 593 26.6% 73 27 17.7% ●
諏訪西 519 23.1% 63 27 20.8% ●

諏訪中区町内会 諏訪中 771 29.7% 105 33 18.8% ●
諏訪東区町内会 諏訪東 589 24.4% 78 32 22.8% ● ●
千手寺親交会 千手寺 286 41.6% 60 28 26.1% ●（合同１）

畑中北（北一・北二） 1,344 14.5% 86 23 13.3% ●
畑中南 1,074 17.7% 94 21 14.7%

小泉親交会 小泉 925 21.3% 78 26 14.2%
宮袋振興会 宮袋 1,410 16.5% 105 31 15.9% ● ●
若葉町町内会 若葉 665 28.3% 95 15 16.0% ● ●

東町東興会 東町 432 30.6% 69 19 23.5% ●（公営住宅） ●
浦町西町内会 浦町西 142 37.3% 36 16 28.3%
浦町東町内会 浦町東 120 32.5% 24 11 25.6%
北町南親和会 北町南 542 30.8% 92 28 21.0% ●（図書館） ●
北町中区町内会 北町中 982 26.4% 140 44 22.0%
北町北一町内会 北町北一 705 27.7% 106 57 21.0% ●
北町五丁目町内会 北町北二 536 22.8% 73 21 18.9% ● ●
前田町親交会 前田町 352 33.0% 63 24 24.1% ●

本鹿島 664 19.4% 42 15 11.6% ●
● ●

宮沢小林下区 小林下 139 40.3% 32 17 25.0%
小林上自主防災 小林上 186 38.7% 31 16 22.2%

宮沢南 199 39.2% 32 12 20.5%
宮沢中 175 41.1% 33 17 22.2%
宮沢北 202 42.1% 35 19 18.8%

桜ノ目下 桜ノ目下 351 34.5% 55 23 15.7%
桜ノ目上区 桜ノ目上 198 42.9% 42 11 12.9% ●
桜ノ目北区集会所運営委員会 桜ノ目北 148 41.2% 32 12 19.7%
川熊地区会 川熊南 117 37.6% 21 9 9.1% ●（公民館）

川熊地区会 川熊北 139 41.7% 37 9 19.0%

休塚西行政区 休塚西 559 23.8% 56 19 11.3% ●
休塚東区会 休塚東 464 28.4% 52 21 20.5% ●●（公民館）

狐塚行政区 狐塚 231 31.6% 30 16 20.5%
馬放部落会 馬放 165 40.0% 32 16 24.2% ●
長岡針部落会 長岡針 217 41.5% 35 13 14.4%
冨長西親交会 富長西 312 30.4% 48 22 11.6% ●
冨長東地区 富長東 175 40.0% 35 13 18.6% ●
【名称回答なし】 渕尻 197 41.1% 41 16 16.0%
上埣区会 上埣 155 46.1% 33 9 22.6%
馬櫛行政区 馬櫛 125 40.8% 27 8 9.8%
下谷地地区会 下谷地 74 25.7% 12 7 26.3%

宮沢地域振興協議会

40.8 10.3 28.4 54.5 20.1

1,854

宮沢地区会

古川富永地区振興協議会

古川富永地区振興協議会

2,674

●

●

●

4,475
古川中央コミュニティ運営協議会

江合親睦会

8,176
畑中町内会

古川西部コミュニティ推進協議会

江合親睦会

宮沢地域振興協議会

江合親睦会 2,696

古川西部コミュニティ推進協議会

古川中央コミュニティ運営協議会

諏訪西町内会

34.2 1847.87.6 23.3

●

参考資料②（古川地域人口・百歳体操等の地域展開データ分析） 
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農村部 

都市部 

百歳体操等の 
展開に差がある 



都市部 都市部 農村部 農村部 都市部 
  大崎市全体 古川中央 古川東部 古川西部 古川北部 古川南部 

後
期
高
齢
者 

被保険者数 19052 2522 2248 1566 1302 1334 

入院 

１位 脳梗塞 骨折 骨折 脳梗塞 脳梗塞 脳梗塞 

2位 骨折 脳梗塞 肺炎 関節疾患 肺炎 不整脈 

3位 慢性腎臓病（透析） 狭心症 脳梗塞 骨折 肝がん 統合失調症 

4位 不整脈 肺がん 高血圧症 心臓弁膜症 統合失調症 認知症 

外来  

1位 高血圧症 慢性腎臓病（透析） 糖尿病 高血圧症 高血圧症 糖尿病 

2位 糖尿病 高血圧症 高血圧症 糖尿病 糖尿病 高血圧症 

3位 不整脈 糖尿病 不整脈 慢性腎臓病（透析） 慢性腎臓病（透析） 不整脈 

4位 慢性腎臓病（透析） 不整脈 慢性腎臓病（透析） 不整脈 前立腺がん 気管支喘息 

国 

保 

被保険者数 29194 4485 4282 2149 2030 2815 

入院 

１位 統合失調症 関節疾患 心臓弁膜症 心臓弁膜症 潰瘍性腸炎 脳出血 

2位 大腸がん 大腸がん 骨折 肺がん 脳梗塞 狭心症 

3位 不整脈 狭心症 不整脈 関節疾患 心臓弁膜症 肝がん 

4位 関節疾患 うつ病 うつ病 大腸がん 狭心症 前立腺がん 

外来 

1位 糖尿病 慢性腎臓病（透析） 糖尿病 糖尿病 糖尿病 慢性腎臓病（透析） 

2位 慢性腎臓病（透析） 糖尿病 高血圧症 高血圧症 慢性腎臓病（透析） 糖尿病 

3位 高血圧症 高血圧症 慢性腎臓病（透析） 大腸がん 高血圧症 高血圧症 

4位 肺がん 肺がん 関節疾患 慢性腎臓病（透析） 乳がん 腎臓がん 
11 

都市部での骨折が目立つ 

参考資料③（古川地域 疾病別入院・入院外医療費まとめ） 

11 
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都市部 
農村部 性別 世帯構成 生活課題 望む暮らし 解決すべきこと 

フォーマ
ルサービ
ス 

インフォーマルサービス 

都市 女性 一人暮らし 

認知症の疑いあり。 

過去には，道が分からなくなり警察
に保護されたこともある。 

部屋の中が散らかっている。 

（ゴミというよりは衣服や日用品） 
大勢の人と話をするのは好きだが，
縛られるのは嫌。 

人と話をするのは好きだが，
縛られず，自由に過ごしたい。 

 

近くに集まる場はあるが，
時間や活動内容が縛ら
れた場であるため，自由
にふらっと立ち寄れて人
と話をすることができる場。 

利用なし 

友人宅へ徒歩で遊びにいっている。 

近所の商店で買い物をしている。 

隣近所と買ったものや余ったものを交換して暮
らしている。 

ゴミはこまめに捨てている。 

都市 女性 一人暮らし 

認知症の疑いあり。 

足の痺れがあり，病院に行っている。
今の生活で満足しているが，一人な
のは寂しいといっている。 

最後まで今の家で過ごした
い。 

息子に迷惑をかけたくない。 

部落の集まりもなくなってい
るため，公会堂で友達と話が
したい。 

今の友人や姉との繋がり
をきらさず，ちょっとした
お出かけや買い物を継
続できる体力づくり。 

緊急通報 

システム 

定期的に友人と買い物やごはんを食べに行っ
ている。 

灯油は業者に電話をすれば，タンクに入れに来
てくれている。 

ゴミは重くなる前にこまめに捨てている 

都市 女性 一人暮らし 
認知症の疑いあり。 

人との関わりは拒絶しており，外出機
会がほとんどなくなっている。 

先祖代々の家を守りたい。 

人とのかかわりは面倒くさい
からいやだ。 

外出機会を増やすため
の意欲を引き出す。 

配食 

サービス 

ツルハドラッグに電話すると色々と届けてくれる 

ゴミは仙台に住んでいる甥っ子がたまに来てく
れている。 

農村 女性 
夫と二人暮ら
し 

外出の機会は，不定期開催の公民
館でのお茶っこ会だけで外にでる機
会がない。冬は農作業もなくなり，基
本家にいる。 

昔あった集落のお茶っこ飲
みなどで楽しみたい。 

冬季間に外出するきっか
けとなる場面づくり。 

利用なし 

地区公民館で行われる事業。 

押し車があるから，歩いてくることができる。 

買い物は車があるから困っておらず，ゴミ出しも
自分で行っている。 

農村 女性 
夫と二人暮ら
し 

現在は特になし。 

しかし，車が運転できなくなったとき
にこれまでできていたゴミ出しや買い
物が困難になる。 

元気に楽しく暮らしたい。 

公民館や色々な行事に参加
したい。 

車が運転できなくなったと
きの買い物やゴミ出し。 

また，これまで積極的に
事業に参加していたが，
できなくなった時の代替
場面づくり。 

利用なし 
車を運転できるため，買い物やゴミ出し等は自
分で行っている。また，他の地区で開催されて
いるＪＡ等の事業にも積極的に参加している。 

農村 女性 夫，息子夫婦 

公民館で行われるお茶っこ会が唯一
の外出機会。 

寒い時期はなおさら外にでない。コ
ロナで色々な集まりがなくなっている。 

公民館で行われる事業に参
加し続けて，もっと人と話をし
たい。 

意欲的に外出しつづける
ことができる場面づくりと
身体機能の維持。 

利用なし 
息子がいるため，買い物やゴミ出しをすべてして
もらっている。 

農村 

古川
外 

女性 一人暮らし 
娘が遠くに住んでいるため，新規紹
介された遠い病院にいけていない。 
（近くの病院や慣れた道は運転可） 

今の暮らしで満足している。 

隣近所との付き合いは今後
も大切にしたい。 

通院をしていたところから
新しい病院を紹介された
が，遠いためいけない。 

利用なし 

移動販売の魚屋が家の前まできてくれている。 

隣近所との関係が良好で，雪かきや買い物等の
世話をしてくれている。 
毎日のように，相撲を見ながら隣近所とお茶っこ
飲みをしている。冬でも農作業をしている。 

参考資料④（都市部・農村部地域住民ヒアリングまとめ） 
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〜 東日本大震災から10年 〜
経験したことのない復興まちづくりと

だれも孤⽴させない⽀え合いの地域づくり

２０２１年２⽉３⽇
高齢障害⽀援課包括ケア推進係 小野寺 昭博

令和２年度実践型地域づくり⼈材育成プログラム 成果報告会

宮城県東松島市
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PG参加当初︓課題検討を始めた際の課題認識
この4月に現部署に配属。
投げかけられた「課題とは何か」「あるべき姿とは何か」

担当する「生活支援体制整備事業（第2層協議体）」*を
軌道に乗せたい想いから

「事業」「ＳＣ」「協議体」の課題(問題)探しを始めてしまう。
*市社協に委託 生活支援コーディネーター（ＳＣ）第1層1人、第2層2人

「協議体の目的がわからない。 」
「3年もやっているが成果が実感できない。 」
「⽉に1回の会議は多い」

（協議体メンバーから聞き取った不満の声）

「ＳＣの役割がわからない」
「連携のイメージがわかない」

（包括支援センターから聞き取った不満の声）
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「生活支援体制整備事業」
「事業」「ＳＣ」「協議体」の課題(問題)探しを始め

「もっとSCは地域包括と連携すべきだ︕それが課題だ︕」
しかし

「課題」＝「あるべき姿」と「現状」とのギャップであり
そして、その視点は

東日本大震災からまもなく10年
「住⺠の暮らしぶりとは」

主語は「住⺠」。「住⺠の暮らし」を守ること。

「事業ありき」「ＳＣが（包括が）こうあるべきだ︕ 」
ということではなく
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現 状
2011年3月11日 東日本大震災 の前と後
住⺠の暮らしとコミュニティの激変（2010年 → 2020年）

項目
2010年
（震災前） 2020年 増減等

人口激減 42,903人 39,543人 ▲3,360人

世帯数急増 14,013世帯 16,002世帯 ＋1,989世帯

1人暮らし高齢者世帯数
急増 1,013世帯 2,261世帯

＋1,248世帯
2倍以上

災害公営住宅（集合住宅）
への入居 －

1,101世帯
2,178人が入居

世帯全人口
の約5％

沿岸部からの集団移転・
コミュニティの再構築 14,013世帯

集団移転
約1,800世帯

当時全世帯
の約12.8％

!!
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2011年東日本大震災
被災した高齢者の新たなコミュニティでの暮らしぶり

「災害公営住宅⼊居者アンケート結果より」
▶コミュニティの希薄化

・地域の通いの場、催しもの「誘われたら参加する。」
▶多問題世帯、団地内でのトラブル
▶新たなコミュニティに多い⺠生委員の不在
▶⾃治会⻑の高齢化・⼀部役員への負担が増加
▶生活支援相談員による訪問⾒守り・相談業務は

復興財源により段階的縮小と時限的終了 ※〜R３まで??
生活⽀援相談員 (R2)９人 → (R3)4人 “孤⽴者”の増加“
仮設住宅や災害公営住宅⼊居者の孤⽴を防いできた拠り所

●高齢者の暮らしの中の悩み事 「ある」８割以上
（上位） ・健康や病気 ・⽼後 ・介護 ＝介護予防

●訪問⾒守り活動への高い期待・ニーズ 「必要と思う」75％
（話し相手、生活情報提供、地域サロン活動情報提供） ＝人との交流

現 状
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「あるべき姿」
東日本大震災で被災した高齢者が暮らしの再建を始めた
新たなコミュニティ（地域）において

●早期に⽀援に繋がり → 公的な⽀援・地域の⾒守りと
地域の⽀え合い → フォーマルサービスだけでなく

地域の資源を活用し
●生き生きと⾃⽴した暮らし → ⽀援される人も、

今⽀援する側の人も 生き生きと
●だれも取り残さない → 孤⽴者を減らす

「あるべき姿」を具現化するため
手段としての「事業」であり パートナーとしての「ＳＣ」「地域包括」

地域で困っている高齢者が早期に支援に繋がり
地域の支え合いの中で
生き生きと自立した暮らしを続けられる
だれも取り残さない地域づくり



7

課題・解決すべきこと

▶地域とのつながりと支え合いにより、高齢者の⾃分らしい暮ら
しが実現することに対し

（対象） （解決・変化）
①本人やその家族 ❶それぞれの不安を払しょくし
②ケアマネはじめとした支援者 ❷その価値を理解してもらい
③地域の住⺠ ❸必要性と安心感を感じてもらう

▶蓄積・整理された地域資源に、人がアクセスできる仕組み
地域課題（暮らしのニーズ）と地域資源（活動や人）の⾒える化と
マッチング事例の創出と発信

「この地域で暮らし続けたい」
（ある認知症の独居高齢者の声）
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打ち手
▶包括事業「認知症カフェ」 × SCが参加
▶地域サロン（百歳体操など）の気になる人情報（SC）

× 総合事業（訪問Ｃ）につなげ（⼊口支援）
サービス後の地域での暮らしに繋げる（出口支援）
＝SCと包括による継続的連携。

▶包括主催ネットワーク会議が⾃主的に⽴ち上げ
包括、SC、その他支援者による事例検討、ケース支援
→お互いの視点・価値の共有

包括支援センターとＳＣが連携し、地域資源に繋げられた事例を蓄積
し発信する。
▶第2層協議体に包括支援センターとＳＣで参加し、地域住

⺠への共有
▶ケアマネ研修会での発信

①包括支援センターとＳＣとのグッドプラクティスの創出

②グッドプラクティスの蓄積と共有・発信
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打ち手〜期待できる効果〜
①地域の人にとって
▶生活支援体制整備事業（第2層協議体）

メンバーのモチベーション・新たな目的と活動へ進化
「地域の困った人を（気に掛けよう） 」
「⾃分たちの地域資源で（探してみよう） 」
「通いの場は充足しているのか、アクセスできていない人

がいないか。 」
→生活⽀援相談員なき後、地域を良く知る住⺠たちで考える。

▶⾃身の将来の地域での孤⽴防⽌に対する安心感

②包括とＳＣにとって
事業や個別ケースに共同して関わる体験を通して、互いに地

域課題、地域資源、支え合いを意識化できる。
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打ち手〜期待できる効果〜
③本人・家族にとって

信頼をおく包括支援センターを通じ、地域資源（イン
フォーマルサービス）の必要性を理解し、安心感を感じても
らう。

④地域のキーパーソンや関係⽀援者にとって
地域で困った人が地域資源とつながったこと、「暮らしぶ
りが守られたこと」を事例を通してその価値を知ることで
「⾃分が担当するケースでも」 「同じように困っている人
へも」 → 活用のモチベーションと実践に繋がる。

⑤地域づくり
地域住⺠と支援者（専門職）が、地域の課題に対し、早期

発⾒、相談につなげ、地域資源をもって高齢者の暮らしぶり
の課題解決に結びつける、好循環が生まれ始める。



11

PGを通じて⾃身やまちに起きた変化
▶高齢者を取り巻く支援者（事業）に横ぐしを指す＝包摂性

お互いの支援ケースや事業を通じた共通体験やお互いの気づ
きを共有し合うこと

▶それぞれのありたい姿 〜ＳＣとの対話でわかったこと〜
・ＳＣが重視しているのは「住⺠の主体性」

地域の課題や解決手法を誘導せず「地域住⺠が気付くまで」
待ちの姿勢
→個別の事例を通じて、地域課題を探る必要性と
→仮説を⽴てて、情報収集をし、必要な地域資源に繋げるス

トーリーを⽴てておくことに⼀定の理解を得た。
▶包括主催ネットワーク会議が主体的に開始（再掲）

包括、SCなど支援者が合同の事例検討、ケース支援検討
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それぞれの日常の業務の中で、課題を意識すること
「事象」≠「課題」 その真因を確かめる情報の収集

＝ 「薪を拾う」ことの重要性
× なんでもかんでも手あたり次第集める。

→ 仮説や目的をもって
× 近いところから（いつもの人から）集める。

・情報の収集・現状分析・アセスメントの重要性
⼀方で根気と労⼒と時間が必要。

・課題を⾒出し解決しようとする
強い意志と覚悟とパートナーシップが必要。

チームで「ありたい（実現したい）姿」を、みんなで話し合う。
共有し合うことが⼤切。⾏政、住⺠、⽀援者、関係者で。

PGを通じて⾃身やまちに起きた変化



これまでの検討を踏まえて
現時点での設定

なぜ？
（裏付ける具体的事実とともに、文章で説明）

目
指
す
姿

〜東⽇本⼤震災による被災者が暮らしの再建を始めた
新たなコミュニティにおいて〜

地域で困っている高齢者が早期に支援に繋がり
地域の支え合いの中で孤立者を減らし、
生き生きと自立した暮らしを続けられる地域づくり

（なぜそれを目指したいのか）
2011年東⽇本⼤震災による激変（2010年→ 2020年）
●人口激減 42,903人 → 39,543人（3,360人減）
●世帯数急増 14,013世帯 → 16,002世帯（1,989増）
●1人暮らし高齢者世帯数急増 1,013世帯 → 2,261世帯（1,248増）
個人の暮らしとコミュニティの激変
●災害公営住宅（集合住宅）での暮らし 1,101世帯
●集団移転によるコミュニティの分散・再構築 約1,800世帯の移転

高齢者にとって、新たなコミュニティでの生活の再建の負担は計り知れず、
孤立・重度化してからの、地域での支え合いや繋がりづくりはなかなか難し
い。

現
状

（目指す姿に対する現状）
※困難を抱える個人と、それを支える人や地域全体の視点
2011年東⽇本⼤震災 被災した高齢者の新たなコミュニティ
での暮らしぶり
●多問題世帯、団地内でのトラブル
●新たなコミュニティに多い⺠生委員の不在
●生活支援相談員による定期訪問・相談業務は、仮設住宅や
災害公営住宅コミュニティにとっての、孤立を防ぐ拠り所
（しかし復興財源により時限的）

→これから“孤立者”が生まれる
●自治会⻑・⺠生委員など⼀部役員への負担が増加

（なぜそうなっているのか）
●地域との関わりの必要性を感じるも、コミュニティへの参画

「災害公営住宅入居者アンケート結果より」
高齢者の暮らしの中の悩み事（上位）
・健康や病気 ・老後 ・介護について
訪問活動への高いニーズ（話し相手、生活情報提供、地域サロン活動情報提
供）８割以上
・地域の通いの場、催しもの「誘われたら参加する。」

市町村名：宮城県東松島市



これまでの検討を踏まえて
現時点での設定

なぜ？
（裏付ける具体的事実とともに、文章で説明）

課
題

（目指す姿と現状のギャップを埋めるために取り組むべきこと）
●生活支援相談員（復興財源・時限的）の見守り活動によっ
て、繋がっている人が、その後の地域とのつながりづくりへ
どうシフトしていくか。

●地域のコミュニティ活動や人などとつながることで「地域
で暮らすこと」に対する本人とその家族への安心感の提供

●地域とのつながりと支え合いにより、高齢者の自分らしい
暮らしが実現することに対し
①本人やその家族
②ケアマネはじめとした支援者
③地域の住⺠
それぞれが、必要性と安心感を感じ、その価値を理解するこ
と。

●地域資源がより蓄積・整理され、活用につながる仕組みづ
くり。

（なぜそう考えたのか）
生活支援相談員による見守り活動は時限的なもので、国の復興期間を堺に段
階的に終了する。
●地域との関わりを望むも、実際に地域の活動や人と繋がっている割合は低
い。「誘われれば参加する」
●ＳＣにとって、「個人の課題から地域の課題を見出す」ことの実践はこれ
から。
また、ＳＣが蓄積している地域資源を、専門職に活用してもらうイメージが
確立していない。このことから、個別ケースに深く関わることに消極的であ
り、包括とは⼀定の距離感がある。 （ＳＣヒアリング）
●「困ったときはフォーマルサービス（デイサービス）を使えば安全安心。
送迎もあって利便性もより」（本人やその家族）
●包括にとって、⽇ごろの業務量も多く、地域課題や地域資源を意識する余
裕がない。
●「フォーマルサービスを希望する家族の意見を尊重」
「サービス担当者会議など事務の煩雑化」
「交通手段の問題や、その人にあった地域資源を知らない」（ケアマネ）
●地域の住⺠にとっても、自⾝の将来的な孤立をはじめとした地域での暮ら
しに対する不安の解消、安心感につながる。 （協議体での意見）

打
ち
手

（どこから手をつけるか、それによって誰の何が変わっていくのか）
●包括支援センターとＳＣとのグッドプラクティスの創出
・包括主催「認知症カフェ」へのSC参加
・ＳＣが地域のサロン（百歳体操など）で気になる人の情報
を基に包括と共有。
・総合事業（訪問Ｃ）につなげる入口支援と、サービス後の
地域での暮らしに繋げる出口支援までの継続的連携。
・包括主催ネットワーク会議が自主的に立ち上がった
包括、SC、包括化支援相談員による事例検討、ケース支援
→お互いの視点・価値の共有

●グッドプラクティスの蓄積と共有・発信
包括支援センターとＳＣが連携し地域資源に繋げられた事例
を蓄積
・第2層協議体に包括支援センターとＳＣで参加し、地域住⺠
へ共有する。
・ケアマネ勉強会で発信

（なぜそれが有効だと思うのか）
●包括とＳＣは、事業や個別ケースに共同して関わる体験を通して、互いに
地域課題、地域資源、支え合いを意識化できる。
●本人・家族にとって、⾝近な相談相手である包括支援センターを通じて、
地域資源の必要性を理解してもらう。
●地域のキーパーソンや関係支援者にとって、地域で困った人が地域資源と
つながったこと、「暮らしぶりが守られたこと」を事例を通して知ることで、
自分が担当するケースでも、自分の近隣の困った人へも
モチベーションに繋がる
自分たちの将来の孤立防止に対する安心感につながる。
地域の困った人にとって何が必要か、地域でできることは何かを考え、地域
資源のさらなる発掘や、課題解決に地域主体で考えるきっかけに繋がる。
●支援者と地域により、地域の課題に対し、早期発見、相談につなげ、地域
資源をもって高齢者の暮らしぶりの課題解決に結びつける、好循環が生まれ
始める。

市町村名：宮城県東松島市
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地域の通いの場の実態
介護予防教室（百歳体操）への訪問し参加者へ聞き取り

・「百歳体操 それ以外普段何していますか︖」
→「何もしないで家にいる日がある」⼀方

「意外と暇じゃない」「週１位が丁度いい」が大半。

・地域の通いの場（百歳体操）は充足しているか
▶ 地域住⺠は他のサロンなどに通っているのか。
▶アクセスできない人（⾏きたくてもいけない人）がいるの

ではないか。

参考資料
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参考資料
■東松島市いきいき百歳体操

<考察>
○ほぼ各地域の⾃治会毎にサークルは存在。
○サークル加⼊率は高齢者全体の13％。
○高齢化率が高く・人口が少ない地域は、

サークル加⼊率が高い傾向。

●他のサロンなどに通っているのか。
●通いの場は充足しているか。
●アクセスできない人（⾏きたくても
いけない人）がいるのではないか。



あの⽇を忘れず ともに未来へ 東松島⼀心

ご清聴ありがとうございました。



住民にとっての困り事とは？

令和2年度 実践型地域づくり人材育成プログラム
成果報告会

２０２１年２月３日
中津川市 高齢支援課
中津川市地域包括支援センター

和田 宣子
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市の概要
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調整済み認定率（要介護度別）
要支援1 要支援2 経過的要介護

（時点）令和元年(2019年)
（出典）厚⽣労働省「介護保険事業状況報告」年報（令和元年度のみ「介護保険事業状況
報告」⽉報）および総務省「住⺠基本台帳⼈⼝・世帯数」
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調整済み新規要⽀援・要介護認定者の要介護度別分布
要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２
要介護３ 要介護４ 要介護５

（時点）平成30年(2018年)
（出典）厚⽣労働省「介護保険総合データベース」（平成31年4⽉10日時点データにて集計）お
よび厚⽣労働省「介護保険事業状況報告」年報および総務省「住⺠基本台帳⼈⼝・世帯数」 ※
本指標は自治体向けのため取り扱いに注意してください。

平成１７年２月に１市３町４村が合併

岐阜県の東南端、東西２８㎞、南北４９㎞

面積６７６．４５㎢ （約８割が森林）

人口 ７７，８６５人

６５歳以上人口 ２５，２９０人

［高齢化率 ３２．５％］

７５歳以上人口 １３，７４８人

［７５歳以上割合 １７．７％］

高齢世帯数 ４，４２１人

高齢独居者数 ４，７９８人

要支援・要介護認定率 １７．４％



地域ケア会議 包括的・継続的マネジメント

地域課題解決型 43回
個別課題解決型 18回
地域ケア個別会議 35回
地域包括ケアネットワーク会議 13回

ケアマネジャー会議・研修 9回
主任介護支援専門員連絡会 7回
介護予防関係者会議・研修 5回
地域包括支援ｾﾝﾀｰ連絡会
地域包括・在宅介護支援ｾﾝﾀｰ部会

19回

第1層 1か所
第2層会議 （15地区） 2回ずつ開催

ふくし講演会 （5会場） 278⼈
サロン学習会 64⼈
ボランティア交流会 96⼈
地域づくり講演会 131⼈

地域づくりに関する取組み

近所付合いの希薄化 移動手段がない 認知症の理解が進まない
集いの場がない サービスの担い手不⾜ インフォーマルサービスが必要

（⾒守り・ゴミ捨て等）

課題はあるが
なんとかなっている

プログラム参加当初の課題認識

地域課題

生活支援コーディネーター 協議体の設置

必要な取組みは
行っている

3
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（時点）平成30年(2018年)
（出典）厚⽣労働省「介護保険総合データベース」および総務省「住⺠基本台帳に基づく⼈⼝
、⼈⼝動態及び世帯数調査」
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調整済み第1号被保険者1人あたり

給付月額（訪問介護）

（時点）平成30年(2018年)
（出典）「介護保険総合データベース」および総務省「住⺠基本台帳⼈⼝・世帯数」

プログラムに参加しての気づき

人口密度が低い［人口密度 112人/k㎡（国345人/k㎡ 県186人/k㎡）］

訪問介護の提供事業所数・給付月額が少ない

⇒もしかしたら生活しづらいまちなのではないか？ 4



高齢者はどの様な生活をしているのだろうか

支援者のインタビュー

要支援のプランナー

ヘルパーは断られる
使い勝手が悪い

＊一緒に散歩は出来ない
＊居室しか掃除してもらえない

地域包括支援センター

移動手段の問題
＊買い物は移動販売や乗り合わせ
＊受診は家族が連れていく
＊ごみ捨ては近所の人が手伝う

有償ボランティア

ゴミ出しや草取り、部屋の掃除の
依頼が多い

依頼内容によっては、生活支援なの
か悩む

サロン主催者

自治会や老人クラブへの参加率が下
がっている

弱ってきた人がいると見に行く

地域に困っている人はいない

5



うち家事援助希望者の状況

令和元年度新規申請者のうち要支援の方のサービス希望状況（N地区）（実人数 35名）

生活に支障が出るときの状況

本人の入院中に
申請 1名
家族の入院入所
で申請 3名
家族を介護して
いる 3名

9%

55%

18%

18%

年齢内訳（%）

70歳~74歳 80~84歳 85~89歳 90~94歳

27%

46%

27%

世帯情報（%）

高齢独居 高齢世帯 同居

11

6 6 6
4

1 1 1
3 2

0
2
4
6
8
10
12

（人） サービス希望人数（複数回答）
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家族

友人

近所 有償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

介護保険サービス

民生委員

支
え
て
い
る
も
の

困
り
事

（生
活
へ
の
影
響
）

資源がないので、お互いに支え合って生活している

大

小大

小

生活に支障が出る

生活に大きな支障が出る前
にも困り事はあるはず！

行政に相談が
くるのはここ

ここが弱い人もいる

7



支援者が困り事を自分たちが対応できる
レベルでしか見ていないから？

プログラムの取組みの中でみつけたこと

地域の方に届いた
困り事

大学生がバイト中に聞いた

畑仕事を手伝ってほしいな

民生委員に電話で

家の電気が半分つかないけど･･

高齢者を支えたい 地域の
関係者（住民グループ）

まちづくり協議会

有償ボランティアの見学希望

支え合いマップの研修の希望

地域づくりに活かしたい

助けてほしい気持ち 支えたい思い

困り事を聞いても出てこないのはなぜだろう？

8



課題認識の変化

今まで探してこなかった住民の潜在ニーズを引き出
し、ちょっとした困り事でも解決されるように、支援
者側のサービスの在り方を変えていきたい

必要な取組みは行っている
課題はあるがなんとかなっている

困り事をみつけていない

9



ちょっとした困り事が解決される生活
～ だれかの助けで生活がしやすくなる ～

住民 困り事（ニーズ）を聞いても出てこない

住民グループ 地域で高齢者を支えていこうと考えるグループ
が出てきたが、支援に至っていない

支援者
（包括・ＳＣ・
ケアマネなど）

生活支援に十分取り組めていない
住民グループの支援ができていない
ニーズの把握が出来ていない

わがまちの目指す姿

 住民にちょっとした困り事でも支援してもらえると気付いてもらう

 支援者が生活支援の体制づくりを自分たちの仕事であると認識し、
住民グループの協力を得ることで住民の生活支援を行う

 支援ケースを好事例として他の地域にも広げる

現状

課題

10



 支援者（地域包括支援センター・生活支援コーディネーター・ケアマネ

ジャーなど）で生活支援を業務として位置付けるための研修会を行う

ニーズの聞き取り方を学び、「今までしていたが、出来なくなった

事」などを盛り込んだヒアリングシート作成する

 住民との面談の中で生活支援について説明し、ちょっとした困り事でも

支援してもらえると気付いてもらうとともに、作成したヒアリングシー

トを用いて生活支援のニーズを聞き取る

 住民グループとニーズを共有し、ケースの生活支援を実際に行う

 事例を蓄積し、個々の事例については主任ケアマネ連絡会や地域包括支

援センター連絡会で、住民グループによる支援の事例については地域包

括ケア推進ネットワーク会議や生活支援体制整備事業第二層協議体会議

などで紹介し、他の地域での活動につなげる

打ち手

11



PGを通じて自身やまちに起きた変化

事業に対する姿勢
事業をなぜ・誰のために行うのか
それを実行したら本当に解決するのか 検討を始めた

連携に対する姿勢
お互いの立場を理解する
（協力してもらえないと思い込んでいた）
心に響く伝え方を考える

行動することでみつけられた資源
話をしてみる 会議に出席させてもらう
→ 協力しようという声があった 連携の芽が育っている

12
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参考資料
これまでの検討を踏まえて

現時点での設定
なぜ？

（裏付ける具体的事実とともに、文章で説明）

目
指
す
姿

ちょっとした困り事が解決される生活
だれかの助けで生活がしやすくなる

（なぜそれを目指したいのか）
訪問介護事業所が少ない
家族・知⼈・地域住⺠に⽀えられ生活を送っている

（プランナー・包括より聞き取り）

HHを頼んでも断られる
訪問介護事業所数

中津川市11.4
全国27.6 ⼈口10万対

要⽀援のサービス希望で生
活⽀援の希望は10件/36件
多くは住宅改修と転倒後の
リハビリ（N地区）

現
状

（目指す姿に対する現状）
＜住⺠＞
◎困りごとを聞いても出てこない
電球を変える、散歩を一緒にする、こたつ
を出す等、ヘルパーができない事＝やって
欲しい事ではないか

◎不便な中で生活している
＜住⺠グループ＞
◎⾼齢者を⽀えようとする住⺠グループが
てきたが、⽀援に至っていない

◎住⺠グループは一部の地域にしかない

＜⽀援者（包括・在⽀・SC・ケアマネ）＞
◎生活⽀援に十分に取り組めていない
◎住⺠グループの⽀援ができていない
◎ニーズが把握できていない
フォーマルサービスで生活⽀援が足りない
生活⽀援ニーズがあるはずだが
困りごと・ニーズがわからない

（なぜそうなっているのか）
＜住⺠＞
◎介護保険サービスや行政で対応する内容を考えている
◎ちょっとしたことで⽀援された経験がない
＜住⺠グループ＞
◎どのように⽀援すればよいかわからない
・ニーズがわからない 調べ方がわからない
・⽀援の手段がわからない
・協力者がいない
◎⽀援するグループいない地域では困っている⼈がいる
ことに気付いていない

・自分で⽀援ができると思っていない
＜⽀援者＞
◎住⺠グループの⽀援ができていない
・業務を狭く捉えている
・生活⽀援を介護保険サービスを補足するものと考えて
いる

・行政でできない生活⽀援を自分達が考える事と思って
いなかった

◎ニーズがあることに気付いていなかった
・ニーズを聞いても出てこない、聞き取り方が悪い

住⺠・⽀援者に困りごとを
聞いても「ない」と答える
（プランナー・包括より聞
き取り）

市内の互助システム（A地
区）でのニーズ
ゴミ出し、草取り、掃除
ベッドの運搬など

地域ケア会議や主任ケアマ
ネ連絡会での地域課題
移動⽀援、ゴミ出し、
ケアマネ不足など

＊ちょっとした生活⽀援が
出てこない

市内15地区のうち、住⺠参
加型・互助型ボランティア
のある地区4地区



これまでの検討を踏まえて
現時点での設定

なぜ？
（裏付ける具体的事実とともに、文章で説明）

課
題

（目指す姿と現状のギャップを埋めるために
取り組むべきこと）
◎住⺠にちょっとした事も⽀援してもらえる
と気付いてもらう

◎⽀援者が生活⽀援の体制づくりを業務と認
識し、住⺠グループの協力を得ることで住
⺠の生活⽀援を行う

◎⽀援ケースを好事例として他の地域に広げ
る

（なぜそう考えたのか）

◎住⺠の意識を変えることで、潜在的な⽀援ニーズへの
気づきを与える。また、そのニーズを引き出すことで⽀
援者側のサービスのあり方を変える
◎⽀援者側が生活⽀援を広く捉えることで業務への取り
組みが広がる

◎住⺠グループを⽀援することで体制づくりを行うこと
が出来、多くの地域に広げることが出来る

打
ち
手

（どこから手をつけるか、それによって誰の
何が変わっていくのか）
◎包括・在⽀・ＳＣ・ケアマネで生活⽀援を
業務として位置付けるための研修会を行う
ニーズの聞き取り方を学び、聞き取るため
にヒアリングシート作成する

◎住⺠との⾯談の中で生活⽀援について説明
するとともに、作成したヒアリングシート
を用いて生活⽀援のニーズを聞き取る

◎住⺠グループとニーズを共有し、ケースの
生活⽀援を実際に行う

◎事例を蓄積し、個々の事例については主任
ケアマネ連絡会や包括⽀援センター連絡会
で、住⺠グループの事例については地域包
括ケア推進ネットワーク会議や生活⽀援体
制整備事業第二層協議体会議などで紹介し、
他の地域での活動につなげる

（なぜそれが有効だと思うのか）

◎⽀援者間で業務内容を確認することで、生活⽀援に携
わる意識付けを行う
ニーズを聞き取る技術を習得するとともに、誰でも
ニーズの聞き取りが行えるように、「今までしていた
が、今できていない事」などを盛り込んだヒアリング
シートを作成する

◎必要な⽀援体制を作るためにニーズの把握を行う
◎実際の事例を⽀援する事を通して⽀援方法を学ぶとと
もに、⽀援者間で生活⽀援の必要性を共有する

◎好事例を蓄積し、紹介することで⽀援者に自分でも取
り組めると気付きを与え、他の地域でのシステムの構
築につなげる

参考資料
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参考資料

要支援認
定者数

要支援認
定率

要介護１・
２認定者数

要介護１・
２認定率

要介護３～
5認定者数

要介護３～
5認定率

東 8,372 2,446 1,368 29.2% 552 22.6% 494 20.2% 140 5.7% 224 9.2% 130 5.3%

西 11,061 3,232 1,802 29.2% 593 18.3% 632 19.6% 191 5.9% 270 8.4% 171 5.3%

南 7,406 2,362 1,359 31.9% 529 22.4% 497 21.0% 140 5.9% 210 8.9% 147 6.2%

26,839 8,040 4,529 30.0% 1,674 20.8% 1623 20.2% 471 5.9% 704 8.8% 448 5.6% 69.62 385.5

6,073 1,868 1,004 30.8% 366 19.6% 384 20.6% 66 3.5% 138 7.4% 180 9.6% 31.29 194.1

13,218 3,641 1,831 27.5% 556 15.3% 603 16.6% 155 4.3% 262 7.2% 186 5.1% 33.11 399.2

3,998 1,443 784 36.1% 302 20.9% 288 20.0% 69 4.8% 105 7.3% 114 7.9% 24.15 165.5

2,140 881 516 41.2% 167 19.0% 188 21.3% 34 3.9% 74 8.4% 80 9.1% 78.21 27.4

1,295 548 296 42.3% 92 16.8% 107 19.5% 33 6.0% 50 9.1% 24 4.4% 47.65 27.2

985 368 172 37.4% 67 18.2% 68 18.5% 18 4.9% 27 7.3% 23 6.3% 16.66 59.1

4,373 1,682 942 38.5% 302 18.0% 321 19.1% 84 5.0% 142 8.4% 95 5.6% 29.77 146.9

746 264 147 35.4% 50 18.9% 57 21.6% 17 6.4% 27 10.2% 13 4.9% 29.33 25.4

2,691 1,122 644 41.7% 150 13.4% 204 18.2% 40 3.6% 80 7.1% 84 7.5% 114.17 23.6

5,440 2,151 1,096 39.5% 313 14.6% 382 17.8% 78 3.6% 160 7.4% 144 6.7% 73.37 74.1

6,411 2,245 1,141 35.0% 362 16.1% 379 16.9% 57 2.5% 168 7.5% 154 6.9% 84.29 76.1

3,228 1,206 633 37.4% 152 12.6% 223 18.5% 26 2.2% 101 8.4% 96 8.0% 44.82 72.0

77,437 25,459 13,735 32.9% 4,553 17.9% 4827 19.0% 1,148 4.5% 2,038 8.0% 1,641 6.4% 676.44 114.5

再掲

　　令和２年度　高齢者等の状況
　　令和2年10月30日現在

面積（ｋ㎡）
人口密度
（人/ｋ㎡）

独居率
独居

高齢者数
認定者数

落　合

地　区 認定率人　口
65歳以上
人　口

75歳以上
人　口

高齢化率
(65歳以上)

蛭　川

苗　木

坂　本

山　口

福　岡

川　上

付　知

阿　木

神　坂

中
　
　
津

合　計

坂　下

加子母

中津計

市内地区別の状況 ①



利用者数 割合 利用者数 割合 教室数 千人当数 参加者数 参加率 サロン数 千人当数 参加者数 参加率

東 140 5.7% 1 0.1 13 0.5% 9 3.7 144 5.9%

西 191 5.9% 2 0.2 22 0.7% 37 11.4 567 17.5%

南 140 5.9% 2 0.3 26 1.1% 11 4.7 191 8.1%

471 5.9% 181 2.3% 96 1.2% 5 0.2 61 0.8% 57 7.1 902 11.2%

66 3.5% 19 1.0% 15 0.8% 2 0.3 20 1.1% 11 5.9 188 10.1%

155 4.3% 67 1.8% 28 0.8% 1 0.1 13 0.4% 11 3.0 210 5.8%

69 4.8% 24 1.7% 12 0.8% 2 0.5 34 2.4% 6 4.2 73 5.1%

34 3.9% 13 1.5% 3 0.3% 2 0.9 28 3.2% 9 10.2 184 20.9%

33 6.0% 12 2.2% 7 1.3% 1 0.8 12 2.2% 2 3.6 14 2.6%

18 4.9% 6 1.6% 3 0.8% 1 1.0 8 2.2% 4 10.9 53 14.4%

84 5.0% 31 1.8% 14 0.8% 2 0.5 18 1.1% 12 7.1 182 10.8%

17 6.4% 8 3.0% 7 2.7% 1 1.3 11 4.2% 1 3.8 8 3.0%

40 3.6% 11 1.0% 4 0.4% 3 1.1 46 4.1% 13 11.6 302 26.9%

78 3.6% 33 1.5% 6 0.3% 5 0.9 60 2.8% 18 8.4 207 9.6%

57 2.5% 22 1.0% 8 0.4% 3 0.5 41 1.8% 14 6.2 134 6.0%

26 2.2% 10 0.8% 6 0.5% 3 0.9 30 2.5% 9 7.5 125 10.4%

1148 4.5% 437 1.7% 209 0.8% 31 0.4 382 1.5% 224 8.8 2582 10.1%

再掲

予防給付 総合事業

あんきなくらぶ
（集中型一般介護予防事業）

サロン

　　令和元年度　通いの場の状況

福　岡

蛭　川

合　計

地　区
要支援認
定者数

要支援
認定率

神　坂

山　口

坂　下

川　上

加子母

付　知

中
津

中津計

苗　木

坂　本

落　合

阿　木
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令和元年度新規申請で要支援となった方の希望サービス一覧（N地区）
年齢 性別 介護度 世帯情報 疾患コード 現病歴・既往歴 その他

1 65 男 要支援１ 同居 父95歳 腎疾患 透析・ヘルペス脳炎 取り敢えず申請、未利用
2 69 男 要支援１ 独居 脳血管疾患 脳梗塞後、見守りが必要
3 73 男 要支援２ 独居 がん 肺がん 家事困難となり申請
4 74 男 要支援１ 同居 息子・孫 脳血管疾患 入院中に申請、福祉用具、住宅改修希望
5 75 男 要支援２ 独居 脳血管疾患 転倒、Rh希望
6 80 女 要支援２ 同居 夫・息子 骨折 膝骨折・圧迫骨折 家事援助・住宅改修希望
7 81 女 要支援１ 独居 筋骨格系 脊柱管狭窄症 しびれあり、Rh希望
8 82 女 要支援１ 高齢 筋骨格系 娘が心配して申請、階段の手すり希望
9 82 女 要支援１ 高齢 夫支援１ 骨折 足関節骨折 入院中申請、福祉用具レンタル希望
10 82 女 要支援１ 独居 心疾患 心筋梗塞 入院中に申請、HH家事援助希望
11 82 女 要支援２ 高齢 認知症 夫入院時申請、HH家事援助希望
12 83 女 要支援１ 同居 息子無職 認知症 認知症で家事出来ず、夫の入院で申請
13 83 女 要支援２ 独居 筋骨格系 風呂入れなくなり住宅改修・Rh・DS希望
14 83 女 要支援２ 独居 筋骨格系 腰痛 心配で申請したが未利用
15 83 女 要支援２ 同居 息子家族 骨折 大腿骨頚部骨折 転倒。入院中に申請、施設希望
16 84 女 要支援１ 独居 筋骨格系 がん 福祉用具レンタル希望
17 84 女 要支援１ 同居 娘 肺・呼吸器系 肺梗塞 風呂で転倒しDS希望
18 84 女 要支援２ 独居 筋骨格系 転倒骨折 転居後転倒。認知症症状あり生活困難
19 84 女 要支援２ 高齢 神経系 パーキンソン 家事が大変になってきたのでHH希望
20 84 女 要支援２ 高齢 夫介護２ 廃用性症候群 鬱・腰痛 買い物と通院が不安。訪看、HH希望
21 85 女 要支援２ 高齢 廃用性症候群 自宅での入浴困難となり住宅改修希望
22 86 女 要支援２ 独居 骨折 転倒骨折 骨折で入院中に申請、Rh希望
23 88 女 要支援２ 高齢 夫介護2 骨折 圧迫骨折 筋力低下、もの忘れあり、Rh希望
24 88 女 要支援２ 独居 消化器疾患 手根管症候群 指が痛いため家事援助希望
25 88 女 要支援２ 独居 筋骨格系 転倒、Rh希望
26 89 男 要支援２ 高齢 妻介護5 精神 妻入所に伴い、住宅改修・家事援助希望
27 90 女 要支援１ 同居 娘夫婦 骨折 踵骨骨折 歩行器。手すりのレンタル希望
28 90 女 要支援２ 同居 息子夫婦 骨折 転倒
29 90 女 要支援２ 高齢 夫介護２ 廃用性症候群 夫の介護している。家事援助のHH希望
30 92 男 要支援１ 同居 息子夫婦 脳血管疾患 心臓弁膜症 脳梗塞後、手すり希望
31 93 女 要支援１ 独居 脳血管疾患 無尽がなくなり友達4人で介護申請、DS希望
32 93 女 要支援１ 同居 娘介護5 廃用性症候群 娘寝たきり、腰痛あり家事援助のHH希望
33 94 男 要支援１ 高齢 廃用性症候群 膝痛 自宅での入浴困難となり住宅改修希望
34 94 男 要支援２ 同居 息子 廃用性症候群 心疾患 未利用
35 95 女 要支援２ 独居 その他 不安感から申請、圧迫骨折に伴いDS希望

参考資料


