
５）恒常的に低栄養管理された高齢者は免疫能、代謝能等が低 
  下し、その回復は困難である。 
  よって入所時からの適切な栄養状態評価が不可欠である。 
  漫然と盲目的に提供栄養量１０００ｋｃａｌ以下で、入所 
  者全員を一律に栄養管理することは入所高齢者のＡＤＬ， 
  ＱＯＬを否定する方法である。 
 
６）先ごろ発表された認知症高齢者の栄養管理に関するガイド 
  ラインや、介護費用・医療費用負担増と、入所高齢者のＡ 
  ＤＬ、ＱＯＬ、そして家族の意向をどのように勘案するか 
  は、医療・行政・福祉関係者が協力して解決すべき課題で 
  ある。 

第５２回全国国保地域医療学会・熊本 
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考察３ 

ご清聴ありがとうございました。 
 
 
＊本発表ついて沢山のアドバイスや指導を頂いた当診療所所長山崎先生 
 その他ご支援、ご指導頂いた諸先生方に厚く御礼を申し上げます。 

第５２回全国国保地域医療学会・熊本 
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演  題

066

人と人との関わりから生み出され、見えてきたもの
～産山独自の在宅福祉のシステムづくりに取り組んで～

発　表　者 井　美代子 熊本県　産山村役場

共同研究者 小嶋　麻美、吉野　文夫、久佐賀　真理

平成21年から3年計画で取り組んできた、在宅福
祉の取り組みについて、報告させていただきます。
産山村は人口約1600人、高齢化率は35%、75歳以
上の後期高齢者が約2割を占める小さな村です。
しかし、村は合併しない道を選択しました。そこで
私たちは、住民や保健、医療、福祉関係機関などと
一丸となって、「寝たきりになっても安心して暮ら
せる村」を目標に、産山独自の在宅福祉システム
づくりに取り組み始めました。
3年間の経過は、事業担当者にとっては大変負担の大
きい取り組みでしたが、その過程で得た気づきと村
の変化は、この先に希望を持たせてくれるものでした。
3年間の経過を振り返りながら、そこでの成果と課
題を報告します。

2010年の人口構成です。
今後も総人口は減少していき、産山村の10年後は
どうなるのだろうか ? という危機感が募ります。

１．問題意識：超高齢化社会が見えてきた 

人口の大幅な減少：出生数を上回る死亡数 

 ２０２０年には生産人口が全人口の半分に 

 10年後、高齢化率は３８．４％、20年後には４０％ 
 を突破 （全国平均は、2010年で２３．１％） 

希薄な村民の危機感 
そんな先のことは考えてもしょうがない 
高齢化の何が問題なのか 
介護ってどんな状態なの 
福祉サービスってどういうことをしてくれるのか、
具体的な内容がよくわからない、など 

一方で 

１．問題意識：超高齢化社会が見えてきた 

２０１０年の人口構成 ： 総人口１,６３２人 
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生み出され 
見えてきたもの 

 
井 美代子、住民課一同 

～ 産山独自の在宅福祉システムづくりに取り組んで ～ 

つ な ぐ 
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これは取り組み開始時に行政側が持っていた問題意
識を表したものです。
しかし村民の間には危機感が薄く、「高齢化の何が
問題なのか」、「介護ってどんな状態になる事なのか」
などの意見が出て、行政と村民の間には大きな意識
のずれがあることに気づかされ、愕然としました。
その背景には、高い介護度の人は施設や病院にいて、
自宅で暮らしている人が少ないということがあった
と思います。

取り組み前の機関や組織です。各々が独自に動き、
混乱を招くこともありました。

平成20年の11月からは、月1回集まり意見交換す
る中で、お互いの役割を意識し、連携や連絡の拠点
を確認しあいました。

平成20年に第4期介護保険事業計画の策定を行な
い、6つの課題がこの取組のスタートとなりました。

平成21年度は村民学習会の開催や先進地視察研修、
20歳以上の村民を対象とした意識調査などを実施
しました。
調査で改めて確認したのは、村民の半数以上の人が

「介護が必要になっても自宅で暮らしたい」、「家族
の最後を自宅で看取りたい」と考えていたことです。
そして高齢者は村の生活をよくするために、①介護
　②医療　③経済・しごとが課題だと答えていまし
た。
これまで村を支えてこられた高齢者の思いを何とか
実現したいという気持ちになり、在宅福祉のシステ
ムづくりに拍車がかかりました。

４．具体的な活動②：点を線にする、村民参加型の活動を展開 

平成２１年 高齢保健福祉推進会議 

村民と共に考える場として村民学習会の実施（年4回） 

先進地の視察研修(長野県泰阜村、熊本県玉東町) 

村民意識調査の実施 （２０歳以上の村民対象） 

 ＜見えてきたこと＞ 

  高齢者も若い世代も、半数以上の人々が寝たきりや不治 
  の病になったときに過ごしたい場所に自宅を選択。 

産山村独自の在宅福祉システムづくり
に拍車がかかる 

３．具体的な活動①：連携のベースづくり 

平成２０年 

関係機関や村民の代表者約25名で 
「介護保険計画策定委員会」を組織し、 
第四期の課題を6つに絞り込む。 

①介護保険事業計画推進の基盤と村民の学習の場作り 

②地域の見守り体制づくり 

③在宅医療・終末期ケアシステムづくり 

④高齢者の生きがいづくりと社会参加 

⑤健康づくりと介護予防 

⑥意識調査による村民の意向の把握 

つなぐ 
「介護保険計画策定委員会」 

を設置し、各組織の連携を推進 

２．具体的な取り組み：つなぐ＝点を線に、線を面に。 

役場住民課 
／保健師 地域包括支援 

センター 

教育委員会 
→こどもヘルパー 
→公民館活動 

社会福祉協議会 

地域別 
住民組織 

健康づくり 
推進委員 

民生委員 

村内介護施設 
→ほっと館 
→なでしこの里 

村立診療所 

産山村の在宅福祉システムに関係する機関・組織（これから） 

２．具体的な取り組み：つなぐ＝点を線に、線を面に。 

役場住民課 
／保健師 

地域包括支援 
センター 

教育委員会 
→こどもヘルパー 
→公民館活動 
 

 

社会福祉協議会 

住民による 
生活改善組織 

地域別 
住民組織 

民生委員組織 

村内介護施設 
→ほっと館 
→なでしこの里 

村立診療所 

産山村の在宅福祉システムに関係する機関・組織（これまで） 

各組織が個別に活動 
（連携不足） 
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平成22年度は実行の年と位置づけ、3分科会に分か
れ、事業づくりを目指しました。しかしなかなかま
とまらず、「話し合いばかりで先が見えない」など
不満の声も出てきましたが、13の事業をまとめ上
げ、村民にむけ発表会を行うとともに、村執行部へ
の事業説明会も開催しました。

ご覧の13の事業です。

平成23年度にはいると、各事業が、本格的に動き
始めました。
これは高齢者の生きがいづくり事業として、生産か

ら販売までを夢見て始めたこんにゃく倶楽部です。
しかし・・・海あり山ありです。

委員の一人を中心に始まったがんサロンです。診療
所の医師も顧問として参加されていて将来は訪問看
護事業も視野に入れた活動にもなっています。

そのほか、ここにあげた事業が本格的に動き始めて
います。

「見守り関係者会議」の様子です。それぞれが独自
に行なっていた見守り活動を、一堂に集まり連携を
深めています。

５．具体的な活動③：連携を強化する具体的な活動プランの検討 

平成２２年 分科会運営推進会議 
        （３つの分科会のとりまとめと推進） 

第１分科会 「生きがい支援部会」  
第２分科会 「健康づくり支援部会｣ 
第３分科会 「安心在宅支援部会｣ 
の３分科会に分かれて具体的な活動内容を検討。 

そのなかから生まれてきた 
13の施策を事業化することを決定 

７．具体的な活動④：各事業が稼働しはじめる 

平成２３年 

施策７：「見守り関係者会議」と 

施策９：「地域支えあい安全安心地区座談会」の様子 

７．具体的な活動④：線から面へ、各事業が稼働しはじめる 

平成２３年から現在 

そのほかにも、以下の事業が動き出している。 

施策５：村独自の健康体操「うぶちゃん体操」の完成と普        
及（自主活動） 

施策６：介護者の家族会の開催 

施策７：見守り体制の強化とシステムづくり 

施策８：在宅ケアカンファレンスの開催 

施策９：要援護者の見守り及び災害ネットワークづくり 

「地域支えあい安全安心地区座談会」を 
 ４地区で開催。地区ごとの支援体制づくりを展開中 

７．具体的な活動④：各事業が稼働しはじめる 

平成２３年 自主活動 

施策４：「産山がんサロン」の発足 

がん患者と家族の会を２カ月に１回実施 

熊本がんサロンネットに参加して情報交換等を行う 

医療顧問による講演会も実施 

７．具体的な活動④：平成２３年度、各事業が稼働しはじめる 

平成２３年 自主活動 

施策３：特産物開拓を目指す「産山こんにゃく倶楽部」 

５．具体的な活動③：話し合いから生まれた１３の事業 

施策 １． 安心在宅支援マップの作成配布 
施策 ２． 介護と看取りの月間、介護者の会の発足 
施策 ３． 産山の「名人」「お宝」のデータベース化 
施策 ４． 出張出前講座 
施策 ５． 見守り体制の強化とシステム化 
施策 ６． 要援護者等見守り及び災害ネットワークづくり 
施策 ７． 在宅医療と介護の強化 
施策 ８． 特産品の開発と生産販売 
施策 ９． みんなで出来る健康体操づくり 
施策１０． がんサロンの発足、開催 
施策１１． 花の温泉館を活用した健康づくり 
施策１２． 文化的伝承物の保全と活用 
施策１３． 地域づくりポイントカード制度 
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また、地域支え合い座談会は、独居老人等が地域で
暮らし続けるにはどんな支援が必要か、何が出来る
か、区長さん、消防団、など地区民が集まり、普段
の生活の支援から災害時を含めた高齢者の支援体制
づくりに取り組みました。

地域支え合いについて話し合ったことを見える形に
したものがこの「地域支え合い安全安心マップ」
です。公民館や集会所、消防小屋などにつりさげて
一目でわかるようになっています。7月に大雨によ
る大災害が発生し、産山村全体も大きな被害を受け
ましたが、高齢者支援について話し合いを重ねてい
たため、消防などと協力し避難や安否確認に迅速に
動くことができました。今回の災害で地域での支え
合い体制づくりの重要性が再認識され、今後は具体
的な場面を想定した話し合いを続けていく予定です。

この取組を通じて、さまざまな変化が生まれてきま
した。
①一方通行の事業が、相互のやり取りが活発化する

中で、住民視線の取り組みに変わりつつあること
②住民同士の互助活動が活発化してきたこと

③在宅介護についての検討が始まったこと、などです。
その結果、地域に根ざした住民参加型の在宅福祉シ
ステムづくりが、徐々に動き始めています。

その一方で、課題も明らかになってきました。
①高齢化が進む地域の中で、地域力をどう高めてい

くのか
②在宅介護関係の人材の強化と連携強化
③看取りも含めた24時間医療・介護体制への新た

な取り組みなど。
いずれも大きな課題ばかりです。

災害が起き、この取り組みの重要性も高まってきま
した。
これからも関係機関や村民の皆様と共に、次のス
テップに向けて取り組んでいきます。
ご静聴ありがとうございました。

産山独自の在宅福祉のシステムづくりに向けて、 

活動は、まだまだつづく 

ご静聴、ありがとうございました。 

９．今後の課題：連携を強化しながら次のステップへ 

目標 

善循環のよりいっそうの強化 
グッドサイクル 

第５期に向けた課題として、 

①高齢者の安全安心地域支え合い体制づくり構築の強化 
 高齢化が地域で進む中での地域力の強化 

②在宅介護を目指して、地域包括支援センター、村立診療
所、社会福祉協議会、居宅介護支援事業所、特別養護
老人ホームなどの村内の既存資源の人材の強化と連携  

③看取りも含めた24時間医療介護体制への新たな取り組み 

８．第４期の成果 

ここまでの取り組みを通じた変化として、 

①事業のあり方 
今まで取り組んできた一方通行の事業が、相互のやり取り
の中で住民視線の取り組みに変わりつつある。 

②住民同士の互助活動の活発化 
村内でも地区内でも活発化してきた。 

③連携の強化 
村内の機関・施設が連携をとり、在宅介護についての検討
が始まった 

  地域の特性を生かしながら、地域に根ざした 
住民参加型の在宅福祉システムへ 

 

７．具体的な活動④：各事業が稼働しはじめる 

話し合いの中から生まれた 
「産山村地域支え合い安全安心マップ」 
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