
住民主体サービスによって、

私たちの暮らしはどのように変わるのか

特定非営利活動法人船引フォーラム設立記念講演会

田村市



全国的に人口減少や少子高齢化が進むなか、本市においても独居高齢者や高齢者のみの世帯

が増えています。

団塊の世代が75歳以上を迎える2025年には、社会保障の医療・介護サービスへの需要も

いっそう増加すると予想され、介護が必要になっても住み慣れた地域で暮らし続けることがで

きるよう、市が中心となって、介護だけでなく、医療や予防、生活支援、住まいを包括的に提

供するシステムが必要です。

１．市の現状と2025年、2040問題
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75歳以上の
高齢者数

2020年

2,609人(20.3%)
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2,632人(20.5%)
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2,628人(23.4%)

要介護・要支援
認定者数

◆今後の介護保険を取り巻く状況

2．8人に1人が65歳以
上です！

◆田村市の高齢化率



１．市の現状と2025年、2040年問題
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認定者数の増加等に伴い、介護費費用額は平成25年度から約

5億7千万円増加しています。また、第1号被保険者1人1月あた

り費用額は年々増加しており、県・全国平均と比べても1人に対

し高い介護費用を要する結果となっています。

今後、介護サービスに対する需要はさらに高まり、介護給付

費は増加するものと見込まれます。また、介護給付費が増加す

れば、連動して保険料が高くなることが予想されます。



２．地域包括ケアシステム

◇総合事業の目的・考え方

介護保険法に規定する介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）は、市町村が中心となって、地域

の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支えあい

の体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指す。

総合事業の実施にあたっては、ボランティア活動との

有機的な連携を図る等、地域の人材を活用していくこと

が重要。地域で社会参加できる機会を増やしていくこと

が、高齢者の介護予防にもつがっていく。できる限り多

くの高齢者が、地域で支援を必要とする高齢者の支え手

となっていくことで、より良い地域づくりにつながる。



支援が必要な高齢者の在宅生活の課題は多様

であり、公的サービスだけで全てに対応するこ

とはできません。

日常生活を送る上で支援が必要な高齢者が、

住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けていく

ためには、さまざまな社会資源を活用したサー

ビスの提供が必要です。特に、要支援者など介

護度が軽度の高齢者については、今後

これまでにも増して地域の力を活用し

た多様な生活支援等が求められています。

多様な生活課題には、専門職だけで

なく地域住民を含めた地域資源を活用

することが、地域での暮らしを支える

ことにつながります。

２．地域包括ケアシステム

地域包括システムイメージ図



「住み慣れた地域」で「自分らしい暮らし」ってどういうこと？

住み慣れた」地域には、知っている人がたくさんいます。「なじみの関係性」があります。

自分らしい暮らしとは、マイペースな暮らし。選択できるくらし。

２．地域包括ケアシステム

住み慣れた地域

自分らしい暮らし



住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを続けるためには？

２．地域包括ケアシステム

手芸が趣味のAさん。
数年前に夫を亡くし、現在は、単身で生活しています。
週に1回、自宅に手芸の行使をよび、近所のお友達と
手芸サークルをするのが楽しみでした。

Aさんは、サークルでつくったものを孫にあげたり、
大きな作品をつくって展示会に出すことも。
そうしたことが、生活のはりあいになっていました。
ところが、ある日、転んで骨折してしまします。

以来、外出がおっくうになってしまったAさん。
手芸講師とのやりとりや、お菓子の準備なども難しく
なってきたので、サークルをやめようと考えています。
心配した家族は、地域包括支援センターに相談しました。



住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを続けるためには？

【出展】三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング＜地域包括ケア研究会＞地域包括ケアシステムと地域マネジメント
（地域包括ケアシステム構築の制度及びサービスのあり方に関する研究事業） 平成27年度厚生労働省老人保健健康増進事業2016年

２．地域包括ケアシステム



２．地域包括ケアシステム

◇フォーマルサービス
⇒制度に基づいて提供されるサービス
行政サービス、公的サービス

（特徴）安定・継続性がある・専門的サービスの供給
（課題）利用者に対する柔軟性

◇インフォーマルサービス
⇒制度化されていないサービス・サポート
（地域の助け合い・支え合いの特徴）

家族によるサポート、親戚、友人、知人、近隣住民、
ボランティア、自治会など
（特徴）利害関係を含まない愛情や善意を中心に
成立。柔軟なサービス提供。ネットワークが容易。
（課題）継続性、安定性、専門的ノウハウ弱い

⇒地域の情報（地域資源）を集約・発信して
いる「生活支援コーディネーター」



少子高齢化の中で増える《ケア》の問題に備えるた

めに「葉」を大きく育てていく必要がある。

そのためには・・・

①生活の基盤となるすまいとすまい方が「鉢」のよ

うにしっかりとする。

②養分を含んだ「土」となる一人ひとりの「介護予

防」や市場サービスや助け合い活動を含んだ幅広い

「生活支援」が充実する。

全ての基礎（植木鉢の受皿）として、各個人は自ら

選択し、その家族を含めて心構えを持つ。

【出展】三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング＜地域包括ケア研究会＞地域包括ケアシステムと地域マネジメント
（地域包括ケアシステム構築の制度及びサービスのあり方に関する研究事業） 平成27年度厚生労働省老人保健健康増進事業2016年

２．地域包括ケアシステム



3．地域社会の暮らしに関するアンケート

〇介護が必要になったとき、どこで過ごしたいかについては、「自宅で生活したい」が
45.5％と最も多い。

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

介護が必要になったとき、どこで過ごしたいか

自宅で生活したい
介護保険施設(特別養護老人ホーム等)で生活したい
介護保険施設以外の高齢者住宅や有料老人ホームで生活したい
子などの親戚の家で生活したい
その他

単位：％

田村市高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画
介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果より



3．地域社会の暮らしに関するアンケート

〇居住地区における満足度については、「安心して赤ちゃんを産み、子育てができる環
境」「児童・生徒が健全に育つ環境」が多く、次いで「高齢者がいきいきと暮らせる環
境」となっている。

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

防災や防犯に対する支援や組織体制

病気やけがに対する医療体制

日常生活を支える買物や交通の利便性

暮らしを支える働き場所に恵まれた環境

公園や花など自然豊かな環境

住民が利用しやすい施設の整った環境

高齢者がいきいきと暮らせる環境

障害があっても安心して暮らせる環境

児童・生徒が健全に育つ環境

安心して赤ちゃんを産み、子育てができる環境

居住地における満足度

満足 まあ満足 どちらともいえない やや不満 不満 わからない 無回答

単位：％

第2次田村市地域福祉計画 地域福祉に関する意識アンケート調査結果より



３．地域社会の暮らしに関するアンケート

〇居住地区における重要度については、いずれの項目も『重要』が多い。
「高齢者がいきいきと暮らせる環境」については、 『重要』 『まあ重要』をあわせると

83.3％となっている。

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

防災や防犯に対する支援や組織体制

病気やけがに対する医療体制

日常生活を支える買物や交通の利便性

暮らしを支える働き場所に恵まれた環境

公園や花など自然豊かな環境

住民が利用しやすい施設の整った環境

高齢者がいきいきと暮らせる環境

障害があっても安心して暮らせる環境

児童・生徒が健全に育つ環境

安心して赤ちゃんを産み、子育てができる環境

居住地における重要度

重要である まあ重要である どちらともいえない あまり重要でない 重要でない わからない 無回答

単位：％

第2次田村市地域福祉計画 地域福祉に関する意識アンケート調査結果より



３．地域社会の暮らしに関するアンケート

〇地域で生活するうえで不足している福祉サービスについては、「高齢者に関するサー
ビスが42.6％と最も多い。

第2次田村市地域福祉計画 地域福祉に関する意識アンケート調査結果より

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

無回答

その他

国際交流に関する支援

被災者や被災地に対する支援

青少年に関するサービス

障害者に関するサービス

スポーツ活動に関する支援

文化芸術活動に関する支援

子育てに関するサービス

防災や防犯、交通安全等に関する支援

健康づくりに関するサービス

環境美化に関する支援

高齢者に関する支援

地域で暮らすうえで不足している福祉サービス 単位：％



３．地域社会の暮らしに関するアンケート

〇居住地域の問題・課題については、「世代間の交流が少ない」が最も多く、次いで
「一人暮らしの高齢者が多い」「買い物が不便である」となっている。

第2次田村市地域福祉計画 地域福祉に関する意識アンケート調査結果より

1位 2位 3位

田村市
世代間の交流が少ない

39.2
一人暮らし高齢者が多い

38.2
買物が不便である

31.5

居
住
地
域
別

滝根町
買物が不便である

40.4
医療機関が少ない

35.1
閑散として活気がない

33.3

大越町
一人暮らし高齢者が多い

44.4
閑散として活気がない

37.8
世代間の交流が少ない

35.6

都路町
一人暮らし高齢者が多い

69.4
買物が不便である

63.9
医療機関が少ない／
交通が不便である 55.6

常葉町
世代間の交流が少ない

52.4
安心して子どもが遊べる
場が少ない 36.5

閑散として活気がない
34.9

船引町
世代間の交流が少ない

39.6
一人暮らし高齢者が多い

38.0
安心して子どもが遊べる
場が少ない 36.5

単位：％



３．地域社会の暮らしに関するアンケート

〇田村市の地域福祉施策を充実していくためにも重要な取り組みについては、「地域の
支え合いの仕組みづくり」が最も多い回答率となっている。

第2次田村市地域福祉計画 地域福祉に関する意識アンケート調査結果より

0 10 20 30 40 50 60

健康づくり事業の充実

地域における身近な相談体制づくり

移動手段の充実

福祉サービスに関する情報提供の充実

地域でのさまざまな交流活動の促進

育児・子育ての支援体制の充実

子どもの頃からの福祉教育の充実

高齢者や障害のある人の生活支援

医療サービス体制の充実

地域の支え合いの仕組みづくり

田村市の地域福祉施策を充実していくために重要な取り組み

70代以上

60代

50代

40代

30代以下

全体

単位：％



【基本理念】
生きがいをもって、元気で暮らせる、

支えあいあふれるまちづくり

【基本目標】

１ 生きがいづくりと介護予防の推進

２ 安心して暮らすことができる基盤の整備

３ 介護保険サービスの充実

４．田村市高齢福祉計画
第8期田村市介護保険事業計画



４．田村市 介護予防・日常生活支援総合事業

介護や生活支援を必要とする高齢者や、単身生活者や高齢者のみの世帯が増える
中、生活の継続に必要な買い物や掃除の支援、高齢者が生きがいを持って参加で
きる活動が、これまで以上に必要になると見込まれます。

このため、従来の訪問介護や通所介護だけでなく、住民が実施する取り組みも
含めた、多様な担い手による高齢者の支援体制を、地域の中に作っていくことが
必要になっています。

自分らしく住み慣れた地域で暮らし続けるためには、一人ひとりができる限り
介護予防に努めるとともに、地域や家庭の中で役割を担いながら生活することが
大切です。また、役割を担うことは介護予防にもつながります。

対象者の状況を聴取・観察し、個別の状態像に合わせて、ケアプランによる
フォーマルサービス及びインフォーマルサービスを検討し、総合事業を利用され
た方が、申請前の状態（サービス卒業）に戻ることを目指します。

令和3年度田村市地域支援事業計画より抜粋



４．生活支援体制整備事業

生活支援

移動支援

地域の居場所

第１層協議体で集めた、
地域資源やあったらいいなの声

高齢化が進むなか、元気な高齢者はもちろん、支援や介護が必要になっても自分らしく暮らし続けられる地域

をつくっていくことが求められています。公的サービスや制度だけでなく、多様な特色をいかした住民同士の支

え合いの取り組みを充実させていき、誰もが暮らしやすい“地域づくり”を、住民・協議体・生活支援コーディ

ネーターが一体となって進めています。

「協議体」
＝「支え合いの地域づくりの話し合いの場」
既にある支え合い活動などの地域情報を共有した

り、将来に向けて「自分たちのまちをどのような地
域にしたいか」などアイディアを出しあったりして
います。その地域ならではの支え合いの仕組みづく
りをできる範囲で考えていきます。

いま、地域
で起きてい
る問題

社会参加の
ための地域

資源
・地域の活動の担い手が少ない
・趣味活動や経験を活かした活動
・地域の集まり など

・住民同士の交流が少ない
・移動手段がなく困っている
・ごみ出しが大変 など

集いの場
観光資源
・歴史文化

人材

イベント 良いところ

自然

お店
・施設

「生活支援
コーディネー
ター」

協議体のネッ
トワークを活か
して、支え合い
活動が活性化さ
れるよう、人と
人をつなげて地
域住民と一緒に
進めています。



地域住民の社会参加の場となる

多様な介護予防・生活支援サービス

（地域づくり）

社会参加

・社会参加、社会的役割
・生きがい、介護予防
・興味関心のある活動

多様な
生活支援

・様々な支援ニーズ
・ボランティア、NPO
など多様な主体参画

４．田村市 介護予防・日常生活支援総合事業



５．隣隣サポーター

市の「地域の支え合い活動応援講座」を修了した住民ボランティア。住民が主体となった支

援活動（住民主体型サービス）の担い手として、仲間（団体）と一緒に活動しています。

一人で全ての活動を行うのではなく、仲間と協力して、できること・得意なことを活かし活

躍しています。支援のプロではありませんが、関係機関と協力して地域の困っている人を手助

けし活動しており、サポーター自身も地域で活躍（役割を持つ）することで、いきがいや社会

参加となり、その方自身の介護予防にもつながっています。活動者は主に６０～７０歳代の

方。
☆講座の様子 ☆スキルアップ研修（感染予防）

プロから学ぶ

実技で学ぶ



【提供内容】高齢者の日常生活のちょっとした困りごとの解決を手助け

①掃除 ②洗濯 ③調理 ④ベッドメイク ⑤衣類の整理・補修
⑥日常品の買い物（付添支援も含む） ⑦薬の受け取り ⑧灯油入れ ⑨ゴミ出し
⑩電球交換 ⑪話し相手 ⑫雪掃き

【利用料金・時間回数】
◇１回あたりおおむね６０分以内 ◇月5回以内
◇30分まで250円（以降30分ごとに250円加算）→団体へ直接支払い

５．住民主体による生活援助
（訪問型サービスＢ）

№ 団体名 提供範囲

１ 船引フォーラム 船引町

２ ささえ愛・隣隣サポーター 市全域

３ 隣隣サポーター・たむら
（ＮＰＯサポートたむら）

滝根・大越町

４ 隣隣サポーター・元気 都路町

５ 石崎ハッスルズ 船引町北区

☆サービス提供団体（令和3年9月末現在）

令和３年度提供回数
約２５０回

※団体によっては、⑥で利用者と一緒に
買い物も可能



【提供内容】参加者同士が支え合う地域住民の交流の場づくり（孤立防止・生きがいづくり）

地域で定期的（概ね週１回以上、概ね２時間以上）に実施し、以下の内容を提供
①運動 ②創作活動 ③趣味活動 ④健康づくりに関する学習会 ⑤調理
⑥レクリエーション
※サービス利用以外の高齢者や高齢者以外の幅広い世代の住民にも開放し、地域の交流を促進しています！

【利用料金（参加費）】
◇団体による → 団体へ直接支払い

５．住民主体による通いの場
（通所型サービスＢ）

№ 団体名 実施日・時間 実施場所 参加費

１ 船引フォーラム

毎週月曜日・木曜日
(年末年始/お盆期間を除く)

9：30～12：30

船引町船引字南町通
53（シルバー人材セン
ター隣）

200円

２ 石崎ハッスルズ

毎週木曜日
(祝日/年末年始/お盆期間を除く)

9：30～11：30
石崎集会所
（船引町船引字石崎）

100円

３
ＮＰＯサポート・たむら
（憩いの場 たんぽぽ）

毎週日曜日
(祝日/年末年始/お盆期間を除く)

10：00～12：00

神俣駅前マルタカ内
（滝根町神俣字梵天川
38）

200円
(中学生以下無料)

☆サービス提供団体（令和3年9月末現在）

出入り自由！
気軽に見学ください☆

令和３年度実施回数
６０回

※団体によっては、サービス利用対象者
の送迎や、通り道での買い物等も可能



【提供内容】自立生活に必要な移動を支援（閉じこもり予防・社会参加）

以下の移動支援（送迎・送迎前後の付添支援）をボランティアのマイカーで提供
①通院や日常品の買物等をする場合の送迎前後の付添支援
②以下の通所型サービス等への送迎（行先の運営団体と別団体が実施）
１）一般介護予防事業（運動サロン）における住民主体の通いの場
２）通所型サービスＢ事業の実施場所
３）通所型サービスＣ事業の実施場所（たむら市民病院・さくらの里）

【利用料金・回数】 ◇１日あたり1往復 ◇月10回以内
◇運行にかかる費用の燃料実費相当分 → 団体へ直接支払い

５．住民主体による移動支援
（訪問型サービスＤ）Ｒ3.6月開始

☆サービス提供団体（令和3年9月末現在）

№ 団体名 提供範囲 利用時間 利用料金

１ 船引フォーラム
船引町内住民を対象に、
船引町内及び三春病院
まで

月曜から金曜の
9：00～
16：00

(年末年始/お盆期
間を除く)

１㎞あたり
25円

(現時点)

2 隣隣サポーター・たむら
（ＮＰＯサポートたむら）

滝根町・大越町
（提供内容①は、田村
市内及び小野町まで）

原則9：00～
16：00

１㎞あたり
25円

(現時点)

令和３年度提供回数 １３回



５．住民主体サービス団体

・訪問型サービスB
・訪問型サービスD
・通所型サービスB

・訪問型サービスB

・訪問型サービスB

・訪問型サービスB
・訪問型サービスD
・通所型サービスB

★石崎ハッスルズ
・訪問型サービスB



６．住み慣れた地域で暮らすために



保険だけじゃない 自助・互助・共助・互助

●自分のことを自分でする
●自らの健康管理
●市場サービスの利用

●事業団体による取り組み
●高齢者によるボランティア・生きがい就労

●有償ボランティア

●介護保険に代表される
社会保険制度及びサービス

●一般財源による高齢者福祉
事業等

●生活保護
●人権擁護・虐待対策

自助 互助

共助 公助

◆ボランティア活動
◆住民組織の活動

６．住み慣れた地域で安心して暮らすために

【出展】三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング



６．住み慣れた地域で安心して暮らすために

【出展】三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング



６．住み慣れた地域で安心して暮らすために

地域課題の
気づきを生むための

土壌づくり

住民の
活動したいを

全力で応援



生きがいをもって、元気で暮らせる、
支えあいあふれるまちづくり


