
＜シンポジウム＞
今ある地域の資源を活かす

～市町村の次の一歩のために～

【発言要旨】

島根県中山間地域研究センター企画情報部 地域研究科
研究企画監 有田昭一郎



自治体Aにおける「保健所、教育事務所、地域振興課と地域の関係図」

保健所 教育委員会地域振興課

■保健所 「地域支え合い会議」
■地域振興課 「自治会長会」「地域公共交通会議」
■教育委員会 「公民館運営」、「高校魅力化」

各分野毎に地域に委員会が設立されているケースも
➡ 今後、地域との連携を増やすには、まず地域に関わる部署間連携が必要！！

１．連携を求められている“地域”の状況＜極端な例＞



防犯
防災

購買・生活支援
移動支援

介護予防
高齢者支援

子育て
次世代育成

移住定住
交流

3/3
3分野連携

2/3
2分野連携

1/3
単独

福祉分野 地域振興分野教育分野

子ども見守り
配食サービス
サロン起ち上げ、
運営支援
高齢者見守り

公共交通
高齢者移送

福祉教育
学習支援
放課後の居場所

空き家活用
体験交流活動

自主防災組織支援

防災研修会企画

ふるさと学習
キャリア教育
地域課題探求

健康増進講師派遣

出身者交流 情報発信

子育てサークル作業代行
買い物代行

異なる事業領域で
リソースを共有
例：出身者が高校生に
レクチャー（吉賀町）

4市町に実態有

4市町いずれか該当

関係する分野が増えるに連れ、連携
を図る動き。一方で形骸化し易い。
体制化は機能のための最低条件。

分野間に共通点
が多く、連携が進
んでいる項目。
職員間の協力関
係により成立傾向。

中間支援組織を交え
次世代育成と公民館
単位の地域づくりを
支援（益田市）

サロン等活動費助成

外部組織を含めた
協議体を設置し、
制度的に事業展開
（津和野町）

連携実態がほぼ
見られない領域

原因
・この分野の専門領域の
特殊性、個人を対象
・地域の活動づくりの
伴走支援経験の
未成熟さ

２．自治体（市町村）の分野間連携状況調査から（島根県４市町）



３．連携を進めるために① 地域の活動表をつくる（出来れば複数部局で）

地
域
活
動
の
種
類

35
種
類

自主組織
＝地域運営組織

〇地域の課題解決のた
めに小学校、公民館区
単位で組織されており、
中国地方107市町村の
約７割に存在

〇市町村により、まちづく
り協議会等とも呼ばれる

〇地域運営組織がある
地域では、福祉分野含
めて、多くの種類の活動
に地域運営組織が関与
する傾向（特に、中山
間地域ではその傾向が
強い）

➡地域運営組織がある
地域では、まず地域運
営組織にまずアプローチ
することが大切



地域包括ケアシステム
地域支援事業の守備範囲

自立支援
家財の管理等

防犯・防災

訪問・通所
サービス

ボランティア
人材育成

子育て

通いの場
居場所 →高齢者サロン・健康教室等世代間交流←

学習拠点

見守り →安全・安否確認子どもを含む
防犯活動

文化継承

都市農村
交流

地域づくり（小さな拠点づくり）の守備範囲

情報発信

地域行事
運営

学習支援

指定管理
請負

事務代行 移動支援 →福祉バス等路線確保
自治会輸送

移住・定住 買い物・食事 →配食サービス、配達店舗の維持
ICT活用←

学習環境
整備

双方が共用する取組
実態把握

←

社会性維持

農産加工品
販売

←

介護予防

農地保全

支え合い（共助）＝コミュニティの根幹
所
掌
範
囲

地域振興部局 健康福祉部局
社会福祉協議会

介護予防経済活動

４．連携を進めるために② 働きかける活動・団体を絞り、相手のニーズのある提案を考える



（例）地域運営組織の発展過程のイメージ

機運醸成・素地づくり 担い手組織づくり 各種活動の始動と改善

推
進
に
必
要
な
マ
ン
パ
ワ
ー

①地域の人材・活動団
体の把握

②課題と解決に必要な
体制イメージの明確化

③自治会・人材・団体と
連携体制づくり

④詳細な現状分析
（人口推計・GW等）

①担い手勧誘、育成
②事務局体制・サポート体制づくり
③アンケート、話し合い、視察
④活動計画づくりと活動検討グルー
プづくり

①活動の具体的な実施方法検
討、必要な調査実施

②活動試行
③収支、活動財源等の整理
④活動本格化
⑤活動内容の見直し、改善

多くの場合、連携を働きか
けているのはこのフェーズ

５．働きかける活動・団体の立上までのプロセス、今後の課題や展望を確認する（ニーズ）

本当はこのタイミングで関わ
りをもてると連携しやすい

⑤のタイミングで関わりを
つくりやすい



地域共生社会と介護予防の関係性
～市町村の次への一歩～

＠厚生労働省 老人保健健康増進等事業報告会
（2021/3/18）

中山間地域等における多世代型，地域共生型の地域づくりと介護予防との関
係性に係る調査研究事業

竹原市地域共生社会推進アドバイザー

中国四国厚生局地域包括ケア推進本部参与

社会福祉法人 広島県社会福祉協議会
〔地域共生社会推進担当〕高 原 伸 幸
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何故，いま，地域共生社会か
人口減少・高齢化 生活困窮
生産年齢人口の減少、
経済規模の縮小 ⇒ 収の減少 ⇒
公共サービスの低下
集落の自治機能の脆弱化（集落、自
治会運営の担い手の減少）、地域生
活課題の顕在化
2025年問題 介護人材の不足
2040年 高齢者数が最高数に

生活保護世帯（高齢者、コロナ感染に
よる収入減少）の増加
非正規雇用の増加
単身世帯の増加（H27国勢調調査
32.5％）、ひとり親世帯の増加
子どもの貧困（7人に１人）
うつ、ひきこもり、ニートなど若年層
の貧困リスクの増加
血縁、地縁、社縁の脆弱化

地方創生まち・ひ
と・しごと総合戦略

地域包括ケアシステ
ム

生活困窮者自立支援
事業

我が事・丸ごと地域共生社会実現本部

2014 20152015

社会福祉法人改革 2016

2018 改正社会福祉法 包括的支援体制整備、地域福祉計画の位置づけ、共生型サービス
2021 改正社会福祉法 重層的支援体制整備事業、社会福祉連携推進法人制度

社会的孤立
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佐賀県伊万里市（NPO）栄町地域づくり会
～佐川急便と業務委託契約を締結・2017年9月～

• 宅配便運転手の過重労働軽減
• 高齢者の雇用・生きがいづくり（介護予防）
• 相互支援の街づくり、地域の見守り活動

3
出典：SAGAWAニュースレター（2018/8/1 Vol.8）

https://www.sagawa-exp.co.jp/company/pdf/letter1808.pdf



気
に
か
け
合
い

↑

↑

↑

気
づ
き

田野浦小学校区 「ワンチーム田野浦校区」★舵取りをする場
メンバー：
ワンチーム田野浦校区委員

＋
専門職チーム（高齢・障害・児童・困窮等の専門職）

目 的： 校区全体の地域づくりを考える
○エリア課題の蓄積による地域課題化
○課題の対策協議と必要な活動づくり
○地域づくりの活動計画 など

身近なエリア 「エリアミーティング」★積み重ねていく場

メンバー：
地域の活動者 ＋ 専門職

目 的： 「気づき」と向きあう
○いろんな「気づき」を整理する
○エリア内の関係づくり
○住民と専門職がお互いにできることを考える

サロン活動 「サロンミーティング」★活動後にふりかえる場
メンバー： 各サロン活動者 ＋ 社協 ・ 包括

目 的： 「気づき」が集まる
○安定したサロン運営（活動や運営のふり返り）
○気づきやつぶやきを拾う
○安心してつぶやく場所になる【明神エリア】

・いきいきサロン明神
・ハッピーサロン

【和田エリア】
・和田元気くらぶ
・貝野若がえりサロン

【宗郷エリア】
・サロン江南
・なごみ会

【田野浦エリア】
・田野浦清風サロン
・青葉台寿クラブ
・第三さくら会
・ゆうゆう会ふれあいサロン

・
田
の
浦
ワ
イ
ワ
イ
キ
ッ
ズ

地域共生社会の取組と介護予防
～広島県三原市田野浦小学校区の取り組み～
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○地域住民が抱える課題が複雑化・複合化（※）する中、従来の支援体制では課題がある。
▼属性別の支援体制では、複合課題や狭間のニーズへの対応が困難。
▼属性を超えた相談窓口の設置等の動きがあるが、各制度の国庫補助金等の目的外流用を避けるための経費按分に係る事務負担が大きい。

○このため、属性を問わない包括的な支援体制の構築を、市町村が、創意工夫をもって円滑に実施できる仕組みとすることが必要。

地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市町村の重層的な支援体制の構築の支援

※Ⅰ～Ⅲの３つの支援を一体的に取り組むことで、相互作用が生じ支援の効果が高まる。
（ア）狭間のニーズにも対応し、相談者が適切な支援につながりやすくなることで、相談支援が効果的に機能する
（イ）地域づくりが進み、地域で人と人とのつながりができることで、課題を抱える住民に対する気づきが生まれ、相談支援へ早期につながる
（ウ）災害時の円滑な対応にもつながる

○市町村において、既存の相談支援等の取組を活かしつつ、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築す
るため、Ⅰ相談支援、Ⅱ参加支援、Ⅲ地域づくりに向けた支援を一体的に実施する事業を創設する。

○新たな事業は実施を希望する市町村の手あげに基づく任意事業。ただし、事業実施の際には、Ⅰ～Ⅲの支援は必須
○新たな事業を実施する市町村に対して、相談・地域づくり関連事業に係る補助等について一体的に執行できるよう、交付金を交付する。

社会福祉法に基づく新たな事業（「重層的支援体制整備事業」）の創設

（※）一つの世帯に複数の課題が存在している状態（8050世帯や、介護と
育児のダブルケアなど）、世帯全体が孤立している状態（ごみ屋敷など）

○ 各支援機関・拠点が、属性を超えた支援
を円滑に行うことを可能とするため、国の
財政支援に関し、高齢、障害、子ども、生
活困窮の各制度の関連事業について、一体
的な執行を行う。
現行の仕組み
高齢分野の

相談・地域づく
り

障害分野の
相談・地域づく

り

子ども分野の
相談・地域づく

り

生活困窮分野の
相談・地域づく

り

重層的支援体制

属性・世代を
問わない

相談・地域づ
くりの実施体

制

相談支援・地域づくり事業の一体的実
施

新たな事業の全体像
（参考）モデル事業実施自治体数 H28年度:26  H29年度:85   H30年度:151  R元年度:208

⇒新たな参加の場が生まれ、
地域の活動が活性化

住民同士の顔の見える関係性の育成支援

Ⅲ 地域づくりに向けた支援

・世代や属性を超えて交流できる場や居場所の確保
・多分野のプラットフォーム形成など、交流・参加・学びの機会のコーディネート

Ⅰ～Ⅲを通じ、
・継続的な伴走支
援
・多機関協働による
支援を実施

包括的な
相談支援の体制

Ⅰ 相談支援

・属性や世代を問わない相談の受け止め
・多機関の協働をコーディネート
・アウトリーチも実施

就労支援

Ⅱ 参加支援

・既存の取組で対応できる場合は、既存の取組を活用
・既存の取組では対応できない狭間のニーズにも対応
（既存の地域資源の活用方法の拡充）

生活困窮者の就労体験に、経済的な困窮状態にな
いひきこもり状態の者を受け入れる 等

見守り等居住支援（狭間のニーズへ
の対応の具体例）
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•『必要な支援を包括的に提供する』という地域包括ケ
アの考え方を普遍化した地域共生社会の概念。

•多様な主体の協働の時代（多機関・多職種協働時代）。
•住民主体の地域づくりには、社協と協働しない選択肢
はない。

•市町村が地域での多様な諸活動を介護予防に資すると
判断するための、地域独自の一定の指標を専門職と協
働して試行的に作成する。

•共生の地域づくりに向けて，重層的支援体制整備事業、
移行準備事業にチャレンジする自治体が漸増する中で、
生活支援Coは制約の中での役割から解放され、地域住
民が必要とする生活課題にアプローチできる。

•目線合わせのプロセスが地域マネジメントにつながる。
6



鳥取県湯梨浜町の取り組み紹介
「10歳若返るゆりりんサロン」

～短期集中サロンの取り組み～

○実施状況（主なもの）
１．参加者
・ 6地区、72名が参加。
・長瀬中部地区では、月2回のペースで8ヶ月続け、
延べ163人が参加しました。

２．プログラム
・ゲームによるアイスブレイク ／ 準備体操
・脳トレ ／ ロコトレ ／ コグニサイズ
・タオル体操 ／ ゆりりん体操

３．取り組んでの評価
・介護予防意識に成果が出た。
・結果として、体力測定平均値は向上し、体力年
齢も男性で6.8歳、女性で2.6歳の若返りが実現し、
最高では、9歳若返った人もいました。

・体力年齢を算出したことで、参加意欲を高め、
「やれば成果が上がる」ことが示せた。

・これからは、全地区（75地区）へ拡大し、実施
地区のフォローアップと考えている。

○湯梨浜町の概況
人口 17,089人
高齢化率 30.8%（平成30年3月現在）
鳥取県中部に位置し、倉吉市に隣接。
グランドゴルフ発祥の地。

○短期集中サロンの実施方法
・毎週1回（60分）、約３ヶ月間実施。
・スタッフは、地域包括支援センター職員とゆり
りんメイト。

・地域介護予防活動支援補助金を活用。
・6地区で実施（鳥取大学加藤敏明教授の指導）し、
体力測定により測定結果を公表。

○背景
身近他ところで定期的な通いの場を確保し、介護

予防、健康寿命の延伸を目指して、いきいき元気な
町づくりを目指してきました。
介護予防のため、平成26年度にゆりりん体操を開

発し、翌年度から介護予防・健康づくりリーダー
（ゆりりんメイト）を約60名養成してきました。

出典：中国四国厚生局地域包括ケア推進本部資料 7

（参考）



保健師が専門職との連携を整備して立ち上げた通いの場
（広島県竹原市の取り組み）

出典：通いの場で生かすオーラルフレイル対応マニュアル2020，日本歯科医師会
8
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発言要旨
広島大学大学院医系科学研究科 地域医療システム学

松本正俊



なぜ地域レベルの介護予防活動に医療者
が向いているのか？
• 医療は地域に根差した職種である
• 地域において高齢者が最もよく集まる場所が医療機関であり、
情報の中心地でもある

• 医療者は住民にも行政にも近い立ち位置にいる
• 医療者は患者の身体情報のみならず人格やプライバシーまで含
めて職務上よく知っている必要がある

• さらに本人だけでなくその家族や交友関係まで把握している
• よって介護予防が必要なポピュレーションを適切に同定し、適
切に介入しやすいポジションにいる

• また住民側も医療者を信頼する傾向がある



なぜ中山間地だとやりやすいのか
• 住民同士がお互いをよく知っており、助け合う文化がある
• 一つの地域に一つの医療機関、一つの介護施設、一つの役場、
といった分かりやすい構造になっている

• 医療者、行政、住民のそれぞれの精神的距離が近い
• 広場や田畑など身体活動できる空間が多い
• 娯楽施設などが少なく、活動のニーズが高い



医療者にとってのメリット
• 普段医療機関に来ない住民と触れ合う機会になる
• 地域内で人的ネットワークを広げる機会になる
• 地域特性をより深く理解する機会になる
• 自身を住民により深く知ってもらう機会になる
• 活動を介して行政や他業種との接点が増す
• 社会起業家social entrepreneuerとしての経験が得られる
• これら経験を通して、自己成長や満足を得ることができ、また
普段の医療活動にも好影響がある



行政にとってのメリット
• 行政主導の活動はニーズとずれたものになりやすい
• 医療者であれば介護予防活動を安心して任せられる
• 特定の団体や企業への利益誘導と見なされにくい
• 介護予防活動を通して住民の社会参画度が上がり、社会関連資
本social capitalが増大する



越えるべきハードル
• 医療者はイベントのプロではない
• 医療者には本業があり、介護予防活動のみに時間を使うことは
できない

• 手弁当では続かない
• どこまで行政が手を出すかの見極め
• 活動内容とアウトカム（介護予防）との関連の明確化
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現代の地域社会が抱える課題
一つの領域、一つの機関
一つの解決策では決して解決できない
複雑で、様々な要因がからみあっている

例) 被災地
高齢独居の女性(地域包括支援センターが支援)
近居の娘夫婦の食事の世話をしているのに、自分の面
倒をみてくれない。実は認知に問題。

娘夫婦(市町村保健センターが支援)
知的な障がいがありつつも、精一杯、子育て

被災前は、同居していたが、災害で、別居となり、支え合いのバ
ランスが崩れてしまった家族。

3

地域にあった総
合的な視点や、

連携が必要



4

一般論として、専門領域の中
で物事を発想しやすい

例) 
困っている人⇒どう助けるかという視
点になりがち
・ 高齢の脳血管疾患後遺症の方
室内移動や外出困難、死にたい
⇒ 支援する場を探す
でも、社会資源がない・・・

行政や専門的な視点
からの「支援」の発想

行政担当者
保健医療介護福祉の専門職

・異なる視点からの気づき
・障がいを、障がいでなくする
例)
・建築関係者との交流によって、
玄関がだめなら縁側から出入り、撤去可
能な壁なら撤去
・できることが、どんどん増えて元気に

⇒建築・土木関係者と保健医療福祉専
門職のコラボで、ユニバーサルデザインを
考えたまちづくりへ

1人の生活者としての視点
新たな創意工夫

異なる領域
との出会い



地域共生社会の中
保健医療福祉の専門職

5

自身の
専門領域

地縁
組織

NPO
行政・
議会

地域の企
業・農林水
産業等
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住民さん相互のつながり
良い意味での競争心
何気ない声から生まれるアイデア
良くしたいという願い

7



こうした声にも耳を傾ける

何でも地域に押し付けられても、限界がある
1人でいくつもの役を担っている、なり手がいない

8

「お願い」では限界
共に考え創意工夫のある取組が必要

Key word；生きいき、楽しい、やりがい



新しい時代の専門職
新しい時代の公務員

地域で生きる一人の人間としての社会参加

豊かな人間性とコミュニケーション能力

住民に身近な存在

新たな課題に取り組む進取の気性

創造力、状況に適切に対応できる柔軟性

9

・専門職なのに「・・・」と褒められる専門職
・公務員なのにと、良い意味で驚かれる公務員



保健師のみなさまへ
◆柔軟な発想で、地域の人々や多様な分野の方々と、とともに
展開できる力を伸ばそう
◆地域の人々や多様な分野の方々と共に考え、課題を分析し、
解決に向けた取組を大切に!
◆正解の見えない新たな課題に、挑戦し続けよう!
◆「踏襲」「画一的」から、地域に見合った個性的な取組へ!
◆続けている自分や仲間を肯定しよう!

 みんなが健康で、役割を持ち、支え、支えら
れながら、笑顔になれる地域を目指そう

10
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