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定住自立圏を活用し医師会など医療
・保健・福祉等関係者の協力を得て

「ちちぶ版地域包括ケアシステム」を
構築するまでの取り組み

∗ 埼玉県秩父市
福祉部
地域包括支援センター

∗ 主席主幹(保健師）

∗ 原嶋 美智子

みなさん、こんにちは。
私は埼玉県秩父市役所、福祉部、地域包括支援セ

ンター、原嶋と申します。どうぞよろしくお願いい
たします。

この写真は「秩父夜祭」のものです。「秩父夜祭」
は京都の祇園祭、飛騨高山祭と共に日本３大曳山祭
りとして有名です。
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埼玉県 秩父地域

秩父市・横瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野町

最初に、秩父市を中心とする秩父地域は、埼玉県
の北西部に位置し、山林が多く、面積は県内の約１
/ ４を有しております。

∗ 全国的に人口減少や少子化・高齢化が見込まれ
ている中、秩父圏域では１市４町が連携して行政
サービスの向上に取り組むことにより、安心して暮ら
せる地域を目指していく政策が「定住自立圏構想」
です。

ちちぶ定住自立圏
（平成２１年９月２５日 形成）

それでは「ちちぶ版地域包括ケアシステム」の構
築の中心となっている「ちちぶ定住自立圏」と「ち
ちぶ医療協議会」ついて説明いたします。

定住自立圏とは、合併はしないけれども中心市と
周辺自治体が協力して行政サービスに取り組むこと
により、安心して暮らせる地域をめざしていく政策
です。横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町の１市４
町で協定し「ちちぶ定住自立圏」を形成しました。

ちちぶ定住自立圏構想

市町村合併

広域連合

一部事務組合

定住自立圏構想

中心市と近隣自治
体が協定を締結し
て取組体制を形成

・構成市町村全員の合意

・複雑な手続きと組織

・中心市と1対1で協定を締
結

・簡素な手続きと組織

そして新たな広域的市町村連携の手法です。

演 題
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定住自立圏を活用し医師会など医療・保健・福祉等関係者の協力を
得て「ちちぶ版地域包括ケアシステム」を構築するまでの取り組み
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∗ ちちぶ定住自立圏を形成するため
の協定項目の中から、医療分野を推
進するため、秩父圏域内の医師会・
歯科医師会・薬剤師会などの協力を
得て、ちちぶ定住自立圏推進委員
会の下部組織として設置されていま
す。

ちちぶ医療協議会の設置

平成23年9月26日

「ちちぶ定住自立圏」の医療分野を推進するため
「ちちぶ医療協議会」が秩父圏域内の医師会・歯科
医師会・薬剤師会などの協力で設立されました。

・『私の療養手帳』導入事業

・口腔機能向上事業

・地域包括ケア体制の構築

予防医療分科会の
現在の主な取組み

「ちちぶ医療協議会」の４つの分科会の中の「予
防医療分化会」で取り組む事業の一つに「「地域包
括ケア体制の構築」があります。ちちぶ版地域包括
ケアシステムはこの取組みから始まりました。

『私の療養手帳』
発行開始･･･平成25年10月15日
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（表）
（裏）

（中）

予防医療分化会で取り組む『私の療養手帳』

「私の療養手帳」につきましても予防医療分化会
で取り組みされております。

ちちぶ版地域包括ケアシステム

平成27年1月28日現在

　☆　ちちぶ版地域包括ケアシステム体制のイメージ図

★自助

親族

茶トレ

近所つきあい

寄合 趣味・スポーツ

私の療養手帳

住まい

家族 本人

かかりつけ歯科医

★共助・公助

病院等
(仮）

在宅医療・介護

連携支援センター

特別養護老人ホーム

有料老人ホーム

介護老人保健施設

グループホーム

施設サービス
介護

認定

相談・申請

高齢者介護課

包括支援センター

高齢者

相談支援センター
（２４時間相談受付）

介護予防

事業

住み慣れた家に住み続けるためのサービス

小規模多機能型

居宅介護
消防

保健センター

健康相談・指導

健康教室

茶トレ

私の療養手帳

～普及推進～

警察

★互助

町会

民生委員

在宅福祉員

老人クラブ

サロン

ボランティア

地域住民

地域

かかりつけ医かかりつけ

薬局

介護支援専門員

（ケアマネジャー）

訪問介護 通所介護

訪問看護

通所リハビリテーション

ショートステイ等 病院

病院

社会福祉協議会

ちちぶ版地域包括ケアシステムについて説明いた
します。

『ちちぶ版地域包括ケアシステム』
の推進にあたり①

• 地理的・文化的な生活圏域となって
いる秩父圏域（秩父市・横瀬町・皆野
町・長瀞町・小鹿野町）は、平成27年
1月現在の全人口105,697人に対して、
高齢者人口が31,989人であり、高齢化
率30.3％となっています。この割合は
全国平均26.2％、埼玉県平均23.7％と
比較して非常に高くなっております。

秩父圏域は地理的・文化的な生活圏域であり、医
療、介護においても一体的なサービス提供体制に
なっており、圏域の高齢化率は30.3％、県平均はも
ちろん、全国平均から見ても非常に高い地域です。

『ちちぶ版地域包括ケアシステム』
の推進にあたり②

このような状況の中で、高齢者の尊厳
の保持と自立生活の支援の目的のもと、
可能な限り住み慣れた地域で、自分らし
い暮らしを人生の最期まで続けることが
できるよう、秩父圏域における横断的な
課題解決のための手法「ちちぶ圏域ケア
推進会議」が必要になります。

この様な実情から住み慣れた地域で自分らしい暮
らしを人生最後まで送られるよう、秩父圏域におけ
る横断的な課題解決のために「ちちぶ圏域ケア推進
会議」が必要になります。
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『ちちぶ版地域包括ケアシステム』
の推進にあたり③

具体的には「個別ケア会議」において、

医療、介護等の多職種が協働して高齢者の
個別課題の解決を図り「地域ケア会議」「
ちちぶ圏域ケア連携会議」において、

個別ケースの課題分析等を積み重ねること
により、地域・圏域に共通した課題を明確
化します。『地域ケア推進会議(５市町)』
『ちちぶ圏域ケア推進会議』では、これら
の課題をもとにした政策提言を迅速に解決
し、地域包括ケアシステムの充実へつなげ
ていきます。

具体的に５市町レベルの３つの会議とその会議と
連携して圏域の横断的課題の抽出・解決をする２つ
の会議になります。

ちちぶ版地域包括ケアシステム組織をイメージ図
にしました。

「ちちぶ圏域ケア推進会議」―「ちちぶ圏域ケア
連携会議」―５市町の地域ケア推進会議―　中学校
区域の地域ケア会議―　個別ケア会議です

『ちちぶ圏域ケア推進会議』①
（事務局は中心市の秩父市 高齢者介護課）

• ５市町の地域ケア推進会議と調整を
図って、定住自立圏として政策提言・
資源開発・行政計画を進めていく。

• 委員は５市町の首長、地域ケア推進
会議、4師会、医療・介護の専門団体
警察・消防署の各代表者により構成。

• 必要に応じて５市町の担当課長会議
を開催する。

「ちちぶ圏域ケア推進会議」についての説明です。
５市町の地域ケア推進会議と調整を図り定住自立圏

として政策提言・資源開発・行政計画を進めていく
ものになります。

『ちちぶ圏域ケア連携会議』①

 秩父郡市病院医療福祉相談員連絡協議
会における研修、事例検討をとおした、
地域課題の検討の中から、秩父圏域共通
の課題解決の必要性を認識。

 予防医療分科会での「地域包括ケア体
制」構築への取り組みから。

 ちちぶ版地域包括ケアシステムの特徴

「ちちぶ圏域ケア連携会議」です。これは、秩父
郡市病院医療福祉相談員連絡協議会における研修、
事例検討を行う中で秩父圏域共通の基盤での課題解
決の必要性を認識したこと、また、予防医療分化会
の「地域包括ケア体制」構築への取り組みから、「ち
ちぶ圏域ケア連携会議」の構想が出来上がりました。

『ちちぶ圏域ケア連携会議』②

（事務局は秩父市立病院）

• ちちぶ圏域内における地域課題の検討から解決事例
のノウハウを蓄積し、圏域内の課題を抽出し、課題解
決に向けた検討、調整をする。

• 連携会議において抽出された課題解決に向け、必要
に応じて政策・施策・資源開発等を地域ケア推進会議
や圏域ケア推進会議に提言する。

• 圏域内における医療・保健・福祉・介護・住民等が
連携して、圏域内が住みやすい環境になるための連携
を図る。（多職種連携の推進）

• 圏域内における地域ケア会議同士の連携を図る。

• 圏域ケア連携会議の内容検討のため運営部会を置く

「ちちぶ圏域ケア連携会議」は市立病院に事務局
を置きます。

ここで抽出された課題を必要に応じて「ちちぶ圏
域ケア推進会議」に提言するものです。
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定住自立圏を活用し医師会など
医療・保健・福祉等関係者の協力

を得て「ちちぶ版地域包括ケア
システム」を構築するまでの

取り組み

埼玉県秩父市
福祉部

地域包括支援センタ
ー主席主幹(保健師）

原嶋 美智子

第1回秩父圏域ケア推進会議・第1回秩父圏域ケア連携会議

地域ケア連携会議の写真です。

秩父ケア連携会議開始前に定住自立圏の中で広める健康体操
「ちちぶお茶のみ体操（茶トレ）」を行いました

ケア連携会議開始前にこの定住自立圏の中で住民
に広める「ちちぶお茶のみ体操『茶トレ』を行ない
ました。

（事務局は各市町の担当課）

• 圏域ケア推進会議と調整を図りながら
、各市町の政策提言・資源開発・行政計
画を進めていく。

• 各市町が圏域内の連携を図る部分と地
域特性に応じた部分とを振り分けて推進
していく。

• 委員は、各市町で選出。

『地域ケア推進会議（５市町）』

５市町の地域ケア推進会議については圏域ケア推
進会議と調整を図りながら各市町の政策提言・資源
開発・行政計画を進めていくことなどの機能を持ち
ます
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第1回秩父地域ケア推進会議・第1回秩父市地域ケア会議

第１回秩父市地域ケア推進会議・第１回秩父市地域
ケア会議の様子です

『地域ケア会議』

（事務局は各市町の担当課）

• 「地域ケア会議（13地域）」は、ちちぶ版地
域包括ケアシステムをちちぶ圏域全体で実現す
るため、日常生活圏域（基本中学校区域）で、
その地域の特徴（強み、弱み等）を把握し、そ
の地域の特性に合った地域包括ケアシステムを
協議・構築していく。

• 委員は、各市町で選出。

地域ケア会議についての説明です。

21

第1回秩父第1中学校区地域ケア会議

第１回秩父第１中学校区地域ケア会議の様子で
す。
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『 個別ケア会議』

（担当は個人に係わる専門職）

• 個人の課題解決に向けて、関係する
職種等が協議して、支援やサービスを
検討する。

個別ケア会議は病院で、対象者の方のご自宅で、関
係職種が脈々と行ってきました。その動きをシステ
ム化したものが「ちちぶ版地域包括ケアシステム」
です。

構築の取り組みから

・ ちちぶ医療協議会の取り組みから、

包括ケアシステムの構成要素のひとつ

である「医療」を中心とした組織つく

りができた。

・ 介護・福祉の専門職の組織化ができ

た。

・ 未着手であった地域の「地域ケア会

議」の開催につながった。

・ 官民一体で継続した取り組みが行な

われている。

取り組みの結果です。
この取組から新たに医療を中心とした地域包括ケ

アシステムつくりができ介護・福祉の専門職の組織
ができました。官民一体で継続した取り組みが行な
われています。

平成27年1月28日現在

　☆　ちちぶ版地域包括ケアシステム体制のイメージ図

★自助

親族

茶トレ

近所つきあい

寄合 趣味・スポーツ

私の療養手帳

住まい

家族 本人

かかりつけ歯科医

★共助・公助

病院等
(仮）

在宅医療・介護

連携支援センター

特別養護老人ホーム

有料老人ホーム

介護老人保健施設

グループホーム

施設サービス
介護

認定

相談・申請

高齢者介護課

包括支援センター

高齢者

相談支援センター
（２４時間相談受付）

介護予防

事業

住み慣れた家に住み続けるためのサービス

小規模多機能型

居宅介護
消防

保健センター

健康相談・指導

健康教室

茶トレ

私の療養手帳

～普及推進～

警察

★互助

町会

民生委員

在宅福祉員

老人クラブ

サロン

ボランティア

地域住民

地域

かかりつけ医かかりつけ

薬局

介護支援専門員

（ケアマネジャー）

訪問介護 通所介護

訪問看護

通所リハビリテーション

ショートステイ等 病院

病院

社会福祉協議会

最後になりますが「ちちぶ版地域包括ケアシステ

ム体制のイメージ図」です。これは、住民本人が自
ずと健康増進・介護予防に努められ地域で過ごす張
り合いを見いだし、いきいきとした生活を送るよう
各種資源のつながりをイメージ化したものです。定
住自立圏で取り組む茶トレを行政の保健師を中心に
住民同士で、また私の療養手帳の利用推進を医療・
介護の専門職が連携し推進します。

高齢者をはじめとした住民が安心して暮らせる地
域を維持・充実するために医療・介護の専門職・住
民そして行政のオール秩父が連携して推進していく
ものです。

このシステムの構築により、多職種がより、一層
の連携を図り対象者の支援の幅や質がアップするこ
とを願っています。

ご清聴ありがとうございました。




