
であるから地域で培った住民とのつながり、診療所スタッ
フとの絆、周辺病院との連携・・・すべてが財産なんです。
私がこの土地を離れる時は私一人がいなくなるだけでなく
同時にこれらの財産も失われる。そして次にやってきた医
者がまたはじめから財産を築き上げなければならないのだ。
しかし、自治体はそのあたりが良く分かっていない。新し
くやって来る人にはやたら餌をまき散らし、現在その土地
で地域医療を担っている人間には定着しやすい環境を整え
るでもなく釣った魚に餌はいらないとばかりに置きざらし
にする。しかし、財産も20年もすると苔も生え、カビも
生え、ともするとお山の大将になりかねない。そのあたり
で診療所に新風を吹き込ませる必要があるかもしれない。
その時は次をしっかり引き継いでくれる人間を探し、
自分が築いた財産を公開し、空白を作ることなく少

しでもスムーズに引き継がれることが理想と考えて
いる。しかし、実際にこのようなことが行われてい
る地域の診療所は皆無に近い。
そして中山間地の医療・福祉においては今後さらに
新たな発想の転換が迫られるかもしれない。
そこに診療所がなくても良い。医療機関と家庭をつな
ぐ患者のニーズに合った交通ダイヤを整備するのであ
る。たとえば近隣の2つの地域の診療所を一つにし、
その分医師を二人体制にする、看護師、事務職も1箇
所にまとめスタッフの充実を図るのである。市町村合
併と被災地に行って学んだ私の一つのアイデアである。

私は釣った魚にえさをやりすぎてしまいました。（おや、失
礼！）　しかし、この人の理解と協力がなければここまで
やって来られなかったのは事実です。心から感謝しています。

【はじめに】人口1,000人弱、高齢化率は50% を超
えた大滝地区で生活に支障を抱える高齢者の支援の
あり方を検討し、地域包括ケアシステムの再確認を
行ったので発表します。

【大滝地区の現状】大滝地区は高齢化率は52.3%、
独り暮らしの高齢者は約150人。この写真のように
人が住む場所は、急峻ながら少しの平らな土地に家
が建ち、通りからは階段で玄関につながるつくりで、
人1人が通れる程度。このような住環境の場所に住
む高齢者は多くいます。高齢者は皆勤勉です。この
気質がいろいろな場面で影響しています。地区の方

が介護保険で利用しているサービスを表1に示しま
した。1箇所のデイサービスセンターは地区内にあ
りますが、他は20～30キロ離れた旧秩父市内の
サービスを利用しています。地区内には50床の特
別養護老人ホームが1か所あり、そのうちの40%
が大滝地区に住んでいた方です。

【地域包括ケアシステムの経過及び取り組み】平成
14年頃、大滝村役場では保健担当者の提案から、
福祉・保健・医療の関係者が定期的に支援を必要と
している方の情報を共有し、連携を取りながら、そ
の処遇検討を行っていました。この担当者会議は現
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在に引き継ぎ、福祉・介護・保健・医療の関係者が
月1回、支援している人の情報を共有し、処遇を検
討する機会としています。また、地区全体の福祉・
保健の方向性を示すワーキンググループの役割も
担っています。
24年3月、地域包括ケアシステムの現状を表すと図
3のようになりました。そこに挙がってきた関係機
関の代表者に集まってもらい意見交換会を行いまし
た。それぞれが地域包括ケアシステムの中で果たす
役割を確認し、意見交換をしながら、図3右下に示
すような大滝地区の課題を抽出し、参加者で共有し
ました。
24年度はそれをもとに、高齢者の見守り、閉じこ
もり予防のための対策に取り組んでいます。
まず、最初に、介護保険担当の職員は地区独特の認
定やサービス受給の状況があると感じていたのでそ
れをまとめてみました。図4・5は介護保険の認定
状況とサービス受給状況です。秩父市全体と比較し
て、認定率に有意差はなかったもののサービス受給
状況では認定の軽い人の受給率が低く、要支援2・
要介護2・4・5の認定を受けた人の自宅外でのサー
ビスの受給率が高い状況でした。介護認定は受ける
が、なかなかサービスの利用にはならず、よほどに
なってからやっとサービスを利用し始めるが、自宅
にいるのは難しく、施設利用をする方が多くみられ
ます。このことから、介護予防の視点での取り組み
が必要になり、一般高齢者は勿論、二次予防事業対
象者や支援認定者が、介護予防の視点でのサービス
をきちんと受けていただく必要があることが確認で
きました。
2番目は、まとめたデータをもとに介護予防の必要
性について介護保険担当と話し合いました。介護保
険の初回認定調査を行ったり、高齢者の相談は、高
齢者福祉担当に持ち込まれ、しかるべき機関につな
いでいるからです。要支援・要介護認定を受けた高
齢者には必ず介護予防の視点が必要であることの確
認を行い、その対応が必要なことを共有しました。
次に、地元デイサービスセンターでの介護予防の取
り組みです。大滝地区には埼玉県の指定を受けてい
るデイサービスセンターが1か所あります。介護保

険が創設される前は高齢者の生きがい対策事業とし
てサービスを提供していました。介護保険がスター
トしてからも内容的には変わっていなかったようで
す。デイサービスセンターが介護予防に果たす役割
の重要性の確認をし、介護予防の内容を充実させる
よう、スタッフと話し合い、合意ができました。他
のデイサービスセンターや市の介護予防事業の取り
組みを視察していただいたり、支援認定者や二次予
防事業対象者の受け入れメニューの検討を行ってい
ただいています。
そして、老人クラブの役員会に出向き、介護予防の
重要性について理解を得るための啓もう活動を大滝
地区全体に展開が可能かと相談してみました。しか
し、地区でずっと暮らしてきた人の価値観を変える
のは難しいという話をされ、従来から市が開催して
いる介護予防デイサービスの参加者から啓発してい
くこととしました。

【結果及び今後の方向性】担当者会議を重ねても、
毎月同じ人が挙がってきたり、同じような心身の状
況の人が挙がってきている現状では、個別に支援す
るだけではなく、何か手の打ちようを探ろうと、現
状を多くの関係者に理解してほしい、地域で暮らし
ている、支援者や当事者と一緒に考えてゆく必要性
があると考え、24年9月には2回目の意見交換会を
行いました。現状を伝え、特に介護予防についての
必要性を訴えました。それぞれの立場で現状から考
えられることについて話し合いました。地区の高齢
者が介護予防の考え方を理解しても積極的にサービ
スを受けるようになるにはかなりの手間と時間が必
要となることが確認できました。地区にある社会資
源は限られていますが、支援を必要としている人の
周りには必ず、誰かの見守りがあります。周りの人
が高齢者の心身の状態を理解し、具体的な対応方法
を学習する機会を作っていく必要性が出てきました。
支援をできる人々への普及啓発の活動を日常的に推
進していく計画を作っています。

【まとめ】特に長くこの地区で暮らしてきた高齢者
が培ってきた価値観や・生活スタイルを容易に変え
ることは難しいけれど、高齢者がただ生きるのでは
なく、自分らしく生き続けていただくために、安心
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して暮らせる環境の整備とともに、周りで見守れる
体制を強化していきたいと考えます。
継続的な医療の管理や、看取り、訪問看護の利用な
ど他の課題にはまだまだ取り組めていません。これ
からです。関係者と一緒に地区の課題を認識し、議
論しながら、地区の人たちと一緒に地域包括ケアシ
ステムをよりレベルアップさせ、充実させ、「ずっ
と大滝に暮らしたい」という住民の思いを大切に
していきたいと思います。
最後に、今回の発表に当たり多くの関係者にご協力
いただきました。この場をお借りして感謝申し上げ
ます。ありがとうございます。
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図２ 人口の推移と年齢構成  

図３大滝地区地域包括ケアシステム 

埼玉県秩父市大滝保健センター 新井ふみ子 
【はじめに】 

埼玉県大滝村は平成17年4月に市町村

合併により、秩父市となった。 
埼玉県は日本のほぼ、真ん中で、東京都

に隣接している。秩父市大滝地区はその北

西部に位置し、埼玉県の面積の約1割、330
㎞２占め、その 97%は山林で水田はなく、

耕地は 0.2％、急峻な斜面に今でも耕地と

呼ぶ集落が点在している。大滝総合支所の

海抜は415メートル。大滝地区で生活に支

障を抱える高齢者の支援のあり方を検討

し、地域包括ケアシステムの再確認を行った。 

【大滝地区の現状】 
人口の推移及び年齢構成は次

の図１に示す通りで、高齢化率は

52.3％である。65歳以上の独り

暮らしの高齢者は約150人。人

が住む場所は、急峻ながら少しの

平らな土地に家が建ち、通りから

は階段で玄関につながるつくり

で、人一人が通れる程度。要介護

状態になると外出するにはかな

りの条件を整えないと難しい状況がある。こ

んな住環境の家が多い。 
大滝地区に住む高齢者は勤勉で、皆、口々

に「できるうちは畑の仕事をしなければ、で

きるうちは自分で家のこともやる」と言って

いる。この気質がいろいろな場面で影響を及

ぼしている。地区の方が介護保険で利用して

いるサービスは表１に示す通りである。1つ

のデイサービスは地区内にあるが、他は20
～30キロ離れた旧市内からの支援を受けている。地区内には50床の特

別養護老人ホームが1か所あり、そのうちの40％が大滝地区に住んで

いた方である。 
【地域包括ケアシステムの経過及び取り組み】 

平成14年頃、大滝村役場では保健担当者の提案から、福祉・保健・

医療の関係者が、定期的に支援の必要な方の情報を共有し、連携を取

りつつその処遇検討を行っていた。この担当者会議は現在に引き継ぎ、

福祉・介護・保健・保険の関係者（秩父市行政組織は1室・8部・2 
支所・病院・教育委員会・議会 
・５委員会となっており、この 

担当者会議に集まるメンバーは 3 つの部から集まっている）が月 1 回、

担当者が支援している人の情報を共有し、処遇を検討する機会としてい

る。また、大滝地区全体の福祉・保健の方向性を示すワーキンググルー

プの役割も担っている。 
2４年3月、地域包括ケアシステムの現状を図に表すと図3のように

なった。そこに挙がってきた関係機関の代表者に集まってもらい意見交

換会を行った。それぞれの立場で地域包括ケアシステムの中で果たす役

割を確認し、意見交換をしながら、図３右下に示すような大滝地区の課

題を抽出し、参加者で共有した。 
24 年度はそれをもとに、高齢者の見守り、閉じこもり予防のための

対策に取り組んだ。 
① なんとなく感じてい 
ることの見える化：介護

保険担当の職員は地区独

特の認定や受給の状況が

あると感じていた。その

感じたものをデータとし

てまとめてみた。図４・

図５は介護保険の認定状

況とサービス受給（以下

「受給」という）状況で

ある。秩父市全体と比較

して、認定率に有意差は

なかったが、「受給」状況

では認定の軽い人の受給率が低く、要支援２・要介護2・４・５の認定

を受けた人の自宅外での「受給」率が高い。このことから、高齢者自身

がいつまでも自分らしく暮らしていくには、介護予防の視点での取り組

みが必要になり、二次予防事業対象者・支援認定者が、介護予防のサー

ビスをきちんと受けていただく必要があることが確認できた。 
② 高齢者福祉を担当している職員との話し合い：データをもとに介護 
予防の必要性についての話し合いを行った。高齢者の相談は、高齢者福

祉担当に持ち込まれ、しかるべき機関につないでいる。介護保険の初回

認定調査は担当が行っている。要支援・介護認定を受けた高齢者には必

ず介護予防の視点が必要であることの確認を行う。 
③ 地元デイサービスセンターでの介護予防の取り組み：大滝地区には 
埼玉県の指定を受けているデイサービスセンターが１か所ある。介護保

険が創設される前に高齢者の生きがい対策としてサービスを提供して

いた。介護保険がスタートしてからも内容的には変わっていなかった様

子。デイサービスセンターの介護予防に果たす役割の確認をし、介護予

防の内容を盛り込んでいただくよう、お願いし、スタッフと話し合った

り、他のデイサービスセンターや市の介護予防事業の取り組みを視察し

ていただき、支援認定者や二次予防事業対象者の受け入れメニューの検

討を行っていただく。 
④ 高齢者自身への介護予防についての啓もう活動：老人クラブの役員 
会に出向き、介護予防の重要性について理解を得るための啓もう活動が

大滝地区全体に展開することは可能かと相談するが、高齢者の意識改革

は難しいので、高齢者から従来から市が開催している介護予防デイサー

ビスの参加者から啓発してほしいという希望が出された。 
【結果及び今後の方向性】 
担当者会議を重ねても、毎月同じ人が挙がってきたり、同じような

心身の状況の人が挙がってくる。個別に支援しながら、いっしょにやっ

てゆく方法あるのではないかとか、現状を担当者会議のメンバーだけで

なく多くの関係者に理解してほしい、地区で暮らしている当事者や、支

援者になっている人と一緒に考えてゆく必要性がある。と考え、それら

を進めるために、24 年 9 月には 2 回目の意見交換会を行った。現状を

伝え、特に介護予防についての必要性を訴えた。それぞれの立場で現状

から考えられることについて話し合った。大滝地区の高齢者が介護予防

の考え方を理解して積極的にサービスを受けるようになるにはかなり

の手間と時間が必要となることが確認できた。大滝地区にある社会資源

は限られているが、支援を必要としている人の周りには必ず、誰かの見

守りがある。周りの人が高齢者の心身の状態を理解し、具体的な対応方

法を学習する機会を作っていく必要性が出てきた。支援をできる人々へ

の普及啓発の活動を日常的に推進していく計画を作っている。 
【まとめ】 
特に長くこの地区で生活してきた高齢者が培ってきた価値観や考え

方・生活環境を容易に変えることは難しい。しかし、高齢者がただ生き

るのではなく、自分らしく生き続けていただくために、安心して暮らせ

る環境の整備とともに、周りで見守れる体制を強化してゆきたい。 
継続的な医療の管理や、看取り、（医療や介護保険による）訪問看護

の利用など他の課題にはまだ取り組めていない。 
関係者と一緒に地区の課題を認識し、議論しながら、地区の人たち

と一緒に地域包括ケアシステムをよりレベルアップ、充実させ、「ずっ

と大滝に暮らしたい」という住民の思いを大切にしたい。 

図１ 大滝地区の位置  

表１地区の方が介護保険 

で利用している施設の数 

居宅支援事業所 6 

デイサービス 4 

ホームヘルプサービス 1 

ショートステイ 3 

訪問看護 1 

福祉用具貸与・購入 2 
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