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５５．．先先進進事事例例   
各自治体における地域の実情に応じた取組の参考事例を掲載しています。 

なお、各自治体の所属名については、令和３年１月１日現在の名称です。  
施策の柱 自治体名 取組事例 

Ⅰ 健康づくり・介護予防の推進 野迫川村 住民の主体的な活動による介護予防の取り組み 
川上村 すべての住民が村内で暮らし続けられる仕組み

づくり 
Ⅱ 生活支援サービスの充実 旭川市 複数自治体の協力による広域での成年後見制度

の利用促進 
Ⅲ 認知症施策の推進 安堵町 チームオレンジの設立 

天理市 ＳＩＢ（成果連動型支払事業）を採用した認知症

予防教室「活脳教室」の開催 
Ⅳ 在宅介護の提供体制の整備 生駒市 介護予防ケアマネジメントや通所型サービスＣ

（短期集中予防サービス）を中心とした総合事

業の展開 
Ⅴ 在宅医療の提供体制の整備 宇陀市 在宅医療と介護の連携による支援体制の整備 
Ⅵ 医療・介護連携の推進 大和郡山市 在宅医療・介護連携推進事業の実施 

橿原市 医療・介護等多職種連携の推進に向けた地域ケ

ア会議等の充実 
Ⅷ 魅力ある介護職場づくり 高知県 職員が安心して長く働ける職場環境の整備及び

利用者の二次障害の防止 
Ⅹ 介護保険制度の適正な運営 河合町 自立支援型地域ケア会議の実施   

◆住民の主体的な活動による介護予防の取り組み◆ 
野迫川村（住民課） 

社会資源が乏しい山間過疎地域において住民主体の通いの場を展開し、「いきいき百歳体操」による

介護予防の取組を推進  
■課題・背景 
高齢化率 51%の山間へき地であり、村内の居宅介護サービス事業所は社会福祉協議会のみ。 

住民主体の通いの場による介護予防、重度化防止の推進のため、「地域づくりによる介護予防」に取り組

んだ。 

■取組内容 
行政は、住民に「体操をしてください」とお願いするのではなく、住民自らが「面白くて健康にもよさ

そうなのでやってみたい」と感じてもらえるように、説明資料やポイント制度などを工夫。 

■結果・効果 
●集まることで楽しみながら継続する意欲を高める。 

●介護予防教室参加者以外も興味を持って参加。 

●高齢者が「自分のために運動する」という意識を持って積極的に参加。 

●通いの場が住民どうしの繋がりを形成。 

■ポイント 
●住民のやりたいという気持ちを喚起し、継続へのモチベーションを維持する 

工夫が重要。 

●地域の特性を考慮した工夫で取組の推進が可能。 

●通いの場は、住民どうしの互助や地域の支え合いを育み、見守り等の様々な 

生活支援サービスへと発展する可能性を有している。   
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◆すべての住民が村内で暮らし続けられる仕組みづくり◆ 

川上村 

買い物支援や福祉サービス等を村内の団体や村外の民間企業と連携して販売する（一社）かわかみ

らいふを設立し、「小さな拠点づくり」を推進  
■課題・背景 

高齢化率 57.4％であり、都市部に住む子どもからの呼び寄せによる高齢の親の転出が増加傾向にあった。 

■取組内容 
●買い物支援として地元スーパーと連携し、「移動スーパー」を運行。 

●民間企業と連携し、商品を配達。 

●「移動スーパー」に看護師、歯科衛生士が同行し、健康（健口）づくりや健康相談など生活をサポート。 

●廃業するガソリンスタンドを承継し、消防団活動や災害時の備蓄、油庫としての役割も担当。 

●村民がサービスと商品の提供を担うことで、持続可能なビジネスモデル（地域内経済循環）を確立。 

■結果・効果  
  平平成成2288年年  令令和和元元年年  増増加加率率  

雇用者数 11名 21名 90％ 

移動スーパーの売上金額 約3,257万円 約3,558万円 9％ 

ガソリンスタンドの売上金額 約8,425万円 約11,657万円 38％ 

15歳以下のこどもの数 68名 77名 13％  
■ポイント 
●買い物支援に看護師や歯科衛生士が一緒に出かけ、健康管理や介護予防・予防医療の機能も担う。 

●多様な主体と連携することで複合的なサービスの提供を可能としており、住民自身がサービス提供の担

い手として参画できるよう工夫している。   
◆複数自治体の協力による広域での成年後見制度の利用促進◆ 

旭川市（福祉保険課） 

中核機関の設置による成年後見制度活用促進事業の推進 

  
■課題・背景 
「旭川福祉後見支援研究会」を立ち上げ、福祉ニーズに着目した調査を行った結果、必要があるにも関

わらず成年後見制度利用に至っていない方が 2,000名以上いることが明らかになった。 

初期相談から利用支援まで一体として取り組み、関係する諸機関・団体がネットワークを形成し、活動

展開が可能となるような「公的な専門機関設置」が必要であった。 

■取組内容 
●「旭川成年後見支援センター」の設置 

旭川市社会福祉協議会に委託する形で設置。 

近隣町とも協議し、１市８町の定住自立圏で成年後見推進事業の実施に関する協定を締結。 

■結果・効果 
●成年後見支援センターの有効的な活用 

８町は１次的な相談窓口対応を行い、２次的にセンターが相談を受ける体制をとっている。 

■ポイント 
●１人暮らし高齢者及び認知症高齢者の増加に伴い、高齢者への権利擁護支援はますます 

その重要性を増している。 

●県内市町村においても、複数の市町村で権利擁護センターの設置に向けた検討や議論を 

深められたい。   
【出典：（一社）かわかみらいふ HP】 
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◆チームオレンジの設立◆ 

安堵町（健康福祉課） 

認知症ステップアップ講座を開催し、チームオレンジを立ち上げ、認知症カフェの運営等により、

認知症への理解や本人・家族への支援を推進  
■課題・背景 
認知症の方や家族の居場所、地域の交流の場が必要であることや、養成したサポーターの具体的な活動

の場がなかった。 

■取組内容 
●認知症ステップアップ講座の開催 

認知症サポーターを対象に、認知症の理解を深めるため、認知症になった際にどういった生活をした

いかを話し合い、見守り・声かけ模擬訓練の実施や代表者同行での認知症カフェ見学を実施。 

●カフェの開催とチームオレンジの立ち上げ 

講座後に認知症カフェ立ち上げ会議を行うことで、カフェの開催 

とチームオレンジ安堵の立ち上げに繋がった。 

■結果・効果 
●認知症サポーター数が増加。 

●認知症カフェの立ち上げ。 

●認知症当事者のカフェへの参加。 

●チームオレンジが当事者や家族、高齢のメンバーの活躍の場や生きがいに繋がる。 

■ポイント 
●認知症の本人が思いや意見を発信する機会を設け、声を聴きながら取組を推進。 

●多様な主体が参加することで、認知症にやさしい地域づくりへとより一層発展していく可能性を示唆。   
◆ＳＩＢ（成果連動型支払事業）を採用した認知症予防教室「活脳教室」の開催◆ 

天理市（福祉政策課） 

認知機能の改善、高齢者の居場所づくり、介護給付費の適正化を目指した、認知症予防プログラム

の推進  
■課題・背景 
認知症高齢者と家族等介護者への支援及び介護給付の適正化等が課題であり、認知症予防に力を入れる

必要があった。 

■取組内容 
●ＳＩＢ事業における認知症予防プログラムの参加 

認知機能の維持改善、社会参加意欲の向上等の成果を確認できたことで、令和元年度からは６教室

120名定員でプロジェクトを市内全域に展開している。 

■結果・効果 
●令和元年度は116名の高齢者が受講者として参加、43名の地域ボランティアがサポーターとして支援。 

●受講者のうち当初MMSE※の値が26点以下だった人の95％が維持または改善。当初MMSEの値が27

点以上の健常域だった人の95％が最終的に健常域を維持。 

※認知症スクリーニング検査の一つ。 

●アンケートでは、人とよく話すようになったなど、社会参加に前向きになる参加者も 

多くみられた。 

■ポイント 
●認知症の人とその家族等介護者を支えるサービスは、介護や医療といった公的な制度 

の利用だけで考えるのではなく、認知症になっても可能な限りこれまでと同じような 

生活を続けることができるよう、社会全体で受け入れ支える地域づくりの取組も必要。   
チーム 

オレンジ 

見守り 

【出典：安堵町社会福祉協議会 HP】 
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◆介護予防ケアマネジメントや通所型サービスＣ（短期集中予防サービス）を中心とした総合事業の展開◆ 

生駒市（地域包括ケア推進課） 
地域共生社会の実現に向け、通所型サービスＣと一般介護予防事業の連動や地域ケア会議を通した

自立支援や庁内連携等の取組を推進  
■課題・背景 
坂道が多く、課題を抱えた高齢者が引きこもりがちになってしまう傾向があった。市町村介護予防強化

推進事業（モデル事業）へ参加することにより、軽度認定者や虚弱高齢者等の自立支援を考える上で必要

なメニューや、居場所づくりを検証できる機会に恵まれ、早期に総合事業へ移行することが可能となった。 
■取組内容 
●身体機能向上や転倒予防等の通所型サービスＣの展開。 
●通所型サービスＣと一般介護予防事業の連動。 
●地域ケア会議の充実。 
■結果・効果 
●通所型サービスＣの利用者の多くが、地域の通いの場やセルフケアでの維持へ。 

■ポイント 
●介護予防等における的確なアセスメントの重要性を関係者で共有し、効果的なアセスメ 
ントを行うためのシートの開発等にも取り組んだ。 
●通所型サービスと訪問型サービスを組み合わせ、理学療法士等が自宅や自宅周辺の環境 
もアセスメントすることは、課題解決に向けた支援を行う上で効果的。      

◆在宅医療と介護の連携による支援体制の整備◆ 
宇陀市（医療介護あんしんセンター） 

新たな拠点の開設、ガイドブックの作成、ＩＣＴの活用等による医療介護連携の推進   
■課題・背景 
今後超高齢化が進む中で、在宅医療と介護の連携が重要であり、在宅医療や介護についての相談や連携

を推進する拠点として「宇陀市医療介護あんしんセンター」を開設した。 
■取組内容 
●医療介護あんしんセンターでは、地域包括支援センター業務と在宅医療・介護連携支援、認知症総合支

援事業を実施。 
●「宇陀地区医師会」や「宇陀在宅医療を推進する会」の協力を得て、医療や介護の情報をまとめた「医

療と介護のガイドブック」を作成。 
●宇陀けあネットの利用により、インターネット上で医療と介護の関係者が、必要な時に必要な情報を即

座に閲覧することなどが可能。 
■結果・効果 
●医療と介護の顔の見える関係を構築。 
●医療の相談件数が増加し、地域の医療ニーズに対応。 
●宇陀けあネット利用頻度が増加し、医療と介護の連携が強化。 

■ポイント 
●既存のネットワークの活用。 
●ＩＣＴを活用した取組により、即座に関係者間の連携が可能。   
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◆在宅医療・介護連携推進事業の実施◆ 

大和郡山市（地域包括ケア推進課） 
情報ツールの作成等による在宅医療・介護連携ネットワークの構築の推進   

■課題・背景 
医療と介護の両方を必要とすることの多い高齢者が、住み慣れた家で最期を迎えたいという希望を可能

なかぎり叶えられるよう支援するために、在宅医療と介護サービスの一体的な提供を図る必要があった。 
■取組内容 
●在宅医療・介護連携推進会議の開催。 
●「情報連携ツール」、「在宅医療・介護関係者と病院関係者の連携」など具体的な取組における作業部会

を設置し展開。 
●在宅医療介護支援センターによる相談対応等。 

■結果・効果 
●「顔の見える関係づくり」による多職種の交流増加。 
●新型コロナウイルス感染症等の新たな課題への対応。 
●地域の医療、介護ニーズへの対応。 

■ポイント 
●在宅医療と介護サービスの一体的な提供体制の構築が必要。 
●新型コロナ等の新たな課題が発生した際にも、連携した対応が可能。      

◆医療・介護等多職種連携の推進に向けた地域ケア会議等の充実◆ 
橿原市（地域包括支援課） 

地域ケア会議を通じた医療と介護専門職のネットワークの構築の推進   
■課題・背景 
市内を７区域に分け、中学校区域の介護相談室を中心に区域ごとに医療介護連携地域ケア会議を開催。

地域課題を共有し解決策を検討するとともに、医療と介護の専門職のネットワークづくりの取組を推進。 
また、上記会議における課題や作成した情報共有ツール等を、各種会議を通し市全体で共有し普及した。 

■取組内容 
●「褥瘡予防チェックシート」や「連携ノート」等の情報共有ツールの作成。 
●会議における課題や情報共有ツール等の共有、普及。 
●「薬剤師ケアマネ合同会議」の開催。 

■結果・効果 
●医療と介護の連携関係の構築 
顔の見える関係から日常業務において協力しあえる関係となり、コロナ禍においてもスムーズに連携

が可能。 
■ポイント 
●地域の課題を自治体全体として共有することにより、同様の課題を抱える地域の課題 
解決に繋げることができる。 
●高齢者のサービスのニーズが多様化する中で、医療と介護等の専門職との連携が重要 
となっており、地域課題の解決案である情報共有ツールの作成をきっかけとして、各 
専門職との関係づくりや多職種ネットワークを形成している。   
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◆職員が安心して長く働ける職場環境の整備及び利用者の二次障害の防止◆ 

高知県（地域福祉政策課） 

福祉機器や用具を活用したノーリフティングケアの推進 

  
■課題・背景 
介護の職業病とも言われる「腰痛」問題の解消に着目。 

職場環境の改善に向け、福祉用具を有効に活用し、「抱え上げ」ないノーリフティングケアを推進した。 

■取組内容 
●福祉機器導入を支援するための補助金の創設。 

●関係団体と連携した研修の開催、モデル施設づくり等の事業。 

●「ノーリフティングケア宣言」の発信。 

■結果・効果 
●県内の１／３以上※の施設・事業所がノーリフティングケアを実践。 

※高知県「人材確保に係る介護事業所実態調査（令和元年７月時点）」 

●実践施設の離職率は 11.3％と、未実践施設の 13.8％より低減。 

■ポイント 
●介護人材の安定的な確保のための体制づくりが必要。 

●対象者の二次障害も予防。 

●介護の職場を魅力あるものとするよう、介護業界の意識と働き方を 

変える取組が必要。  
 

   
◆自立支援型地域ケア会議の実施◆ 

河合町（地域包括支援センター） 

ＱＯＬ（生活の質）向上に向けた取組の推進、介護予防及び給付の適正化 

  
■課題・背景 
住民の意向や、個別ケア会議の目的、専門職の役割を達成するため、介護予防のための地域ケア個別会

議を立ち上げた。 

■取組内容 
●住民や事業所へ説明会等により働きかけを実施。 

●地域ケア会議後、主催者側と助言者だけで振り返り会議を実施。 

●口腔ケアの視点、歯科医、歯科衛生士の参加、ケアマネジャーのアセスメント力の必要性の認識。 

■結果・効果 
●助言者の助言により、アセスメントの視点が養われ、アセスメント力が向上。 

●ケアプランや事業所が作成するサービス計画書の目標や支援内容が明確化。 

●ケアマネジャー・助言者を対象にアンケート調査を実施し、「支援者が自立支援をより意識するようにな

った」、「社会参加に向けた支援を検討するきっかけとなった」等の回答が回答者の 60%以上を占める。 

■ポイント 
●地域ケア個別会議を通し、対象者の自立支援のみならず、事例提供者の 

知識や専門職としてスキル向上等の効果も期待。 

●ＱＯＬの向上、支援の目的、方向性を明確にするため「自立・自立支援」 

の定義を３町で合同研修会において定めた。 

●アンケート調査等によりアウトカムを把握し、ＰＤＣＡを適切に回すことが重要。  
【出典：高知県 HP「ノーリフティングケア宣言」パンフレット】 


