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13:30 開会

13:35 ＜概況説明等＞

・島津　　淳／桜美林大学　教授 ・・・1

13:45 ＜事例紹介＞

・亀山　芳香／米原市健康福祉部くらし支援課 ・・・10

 　西秋　清志／大野木長寿村まちづくり会社 社長　　 ・・・19

・畠山　和弘／黒滝村保健福祉課 課長補佐 ・・・37

　山口　好仁／黒滝村社会福祉協議会 事務局長 ・・・44

15:05 －休憩10分－

15:15 ＜訪問型サービスＤに係る市町村意向調査報告＞

・石川　陽一／福祉デザイン研究所　所員　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 15分・・・52

15:30 ＜全体討論：移動・外出支援のサービス創出の課題と対策＞

コーディネーター　　　　　　　　　　　　

・ 島津　　淳／桜美林大学　教授

アドバイザー

・中沢　　豊／松戸市介護制度改革課　課長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・62

・遠藤　準司／NPO法人　全国移動サービスネットワーク　理事 ・・・77

16:30 閉会（挨拶：関西STS連絡会　柿久保浩次）　
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米原市介護予防・生活支援
サービス事業について

―訪問型サービスＤは使えるか―
移動・外出を多様な生活支援サービスで推進するセミナーin大阪

2017.1.20

滋賀県米原市 健康福祉部 くらし支援課

1

2

米原市の位置

米原市の紹介
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面積 250.39㎢
（琵琶湖の面積含む）

3

4

米原市最北部 奥伊吹
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京阪神、中京、北陸圏を結ぶ要衝

5

事業対象者 33 0 33
事業対象者 33 33

米原市の人口・世帯数など
人口 高齢者 後期高齢者 世帯数 自治会数

米原市 39,752人 10,985人
(27.63％)

5,887人
(14.81％) 14,230世帯 107自治会

地域(旧町) 人口 高齢者

山 東 12,405人 3,517人
(28.35%)

伊 吹 5,385人 1,646人
(30.57%)

米 原 11,495人 3,392人
(29.51%)

近 江 10,467人 2,430人
(23.22%)

H28.11.1現在

6

第１号 第２号 計
要支援１ 88 1 89 
要支援２ 232 7 239 
要介護１ 371 6 377 
要介護２ 452 5 457 
要介護３ 411 7 418 
要介護４ 254 6 260 
要介護５ 193 3 196 
合 計 2,001 35 2,036 
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米原市介護予防・生活支援
サービス事業では

高齢者等が可能な限りその居宅において、自立し
た日常生活を営むことができるよう支援するため、
①地域訪問型サービス事業
②地域寄り添いサービス事業
③地域通所型サービス事業
を行う団体（地域お茶の間創造事業実施団体
等）に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

7

補助の対象になる団体
• 活動拠点が市内にあること。
• 代表者が市内に１年以上居住し、住民

基本台帳法に基づく住民基本台帳に登
録されている者であること。

• 宗教的または政治的な目的を有する団
体でないこと。

8
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地域お茶の間創造事業

•みんなでおしゃべり

•外出のお手伝い

•運動・体操

ボランティア拠点 居場所づくり

•買い物支援

•配食サービス

•子どもの見守り

9

地域の見守り体制の強化
自治会長、民生委員等以外の支援者の確保、居場所

（カフェ等）で見守り
居場所で顔を合わせたｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 住民同士の交流
高齢者の必要なニーズを把握 情報の収集、共有
高齢者の生きがいづくり ボランティアの元気づくり
地域で支え合う機運（互助）の高まり 意識の変化
地域の人材発掘 新たなスタッフの確保
地域、住民からの信頼獲得

何かあった時に依頼できるという安心感
地域で足りない支援サービスの実施 10

地域お茶の間創造事業の成果
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●介護予防・生活支援サービス事業の実施（平成28年10月～）
居場所＝自主的な通いでの体操、運動、交流の場
居場所＝住民主体の自主活動として行う生活援助の拠点
・地域住民等による掃除、洗濯、調理などの日常生活を支えるサービスの展開

11

●一般介護予防事業（地域介護予防活動支援事業）の実施（平成27年4月～）

居場所＝地域における住民主体の介護予防活動の場
◆住民の通いの場づくり
◆市の指定する介護予防メニューの実施

住民主体の多様な支援（サービス）を提供

地域お茶の間創造事業
（居場所づくり）
ご近所元気隊事業

・訪問型サービスＢ
・訪問型サービスＤ
（移動支援）

通所型
サービスＢ

さらに、住民主体の多様な支援（サービス）を充実

事業構成 事業名 事業内容
第
一
号
事
業

第
一
号
訪
問
事
業

訪 問 介 護 に 相
当するサービス

総 合 事 業 訪 問
介護

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備
等に関する法律（平成26年法律第83号）第５条による改正前の介護保険
法（以下「旧法」という。）第８条の２第２項に規定する介護予防訪問介護
に相当するサービスを実施すること。

住民主体による
支援

地域訪問型サー
ビス事業

居宅要支援被保険者等の居宅において、住民主体の自主活動として掃除、
洗濯、調理、買物等の日常生活支援を行うこと。

短期集中予防
サービス

短 期 集 中 運 動
指導事業

保健または医療の専門職が、心身の機能低下がある者に対し、訪問による指導
または助言を行うこと。

移動支援サービ
ス

地 域 寄 り 添 い
サービス事業

地域訪問型サービス事業と一体的に行われる移動支援や移送前後の生活支
援を行うこと。

第
一
号
通
所
事
業

通 所 介 護 に 相
当するサービス

総 合 事 業 通 所
介護

旧法第８条の２第７項に規定する介護予防通所介護に相当するサービスを実
施すること。

緩和した基準に
よるサービス

総 合 事 業 通 所
型サービス

主に雇用されている労働者により提供される通所型サービスであって、旧法第８
条の２第７項に規定する介護予防通所介護に係る基準よりも緩和した基準に
よるサービスを実施すること。

住民主体による
支援

地域通所型サー
ビス事業

住民主体による居宅要支援被保険者等を中心とする自主的な通いの場として、
体操、運動、見守り等のサービスの提供を行うこと。

短期集中予防
サービス

短 期 集 中 運 動
指導事業

保健または医療の専門職が、生活機能向上のための運動機能および身体機能
の向上トレーニング等を行うこと。

第一号生活支援事
業

配食サービス 栄養のバランスの取れた食事を定期的に居宅に配達し、併せて安否の確認を
行うこと。

見守りサービス 住民ボランティア等が行う訪問による見守りを行うこと。
第一号介護予防支
援事業

介護予防ケアマ
ネジメントＡ

介護予防および日常生活支援を目的として、その心身の状況、その置かれている
環境その他の状況に応じて、適切なサービスが包括的かつ効率的に提供されるよ
う必要な援助を行うこと。

介護予防ケアマ
ネジメントＣ

緩和した基準による介護予防ケアマネジメントであって、サービスの利用または地
域の予防活動その他の活動への参加開始時にのみ行うこと。 12

米原市の総合事業（第一号事業）
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②地域寄り添いサービス事業
概要・目的
地域訪問型サービス事業と一体的に行われる
移動支援や移送前後の生活支援。
高齢者のみの支援の必要な世帯に対し、必要
な移動支援を行う。

対象者の状態像
住民主体による家事等の支援があれば、地域
での生活が継続できる人

補助の対象になる事業

13

事業対象者
基本チェックでの該当者：週1回（１往復）まで
要支援1:週1回（１往復）まで
要支援2:週２回（２往復）まで

補助額
利用者１人につき乗車前・乗車介助または降車・

降車後介助１回当たり250円
利用料
運営主体が定めるサービス単価

基準
• 個人情報の保護
• ヘルパー資格者の配置（推奨）
• 福祉サービス総合補償（保険）加入 14

-16-



区 分 対象事業 事業概要 対象経費 補助金額
第
一
号
事
業

第
一
号
訪
問
事
業

住民主
体 に よ
る支援

地域訪問
型サービス
事業

掃除、洗濯、調理、買物
等の日常生活上の支援

利用者の支援に
要する経費（職
員等給与、福利
厚生費、旅費、
器具什器費、消
耗品費、印刷製
本費、光熱水費、
燃料費、修繕費、
通信運搬費、会
議費、損害保険
料、賃借料等）

利用者１人につき１時間当た
り500円

サービス担当者会議等へ
の出席

利用者１人につき１回当たり
250円

利用者の居宅への食事配
達および安否確認

利用者１人につき１食当たり
160円（食事代を除く。）

移動支
援 サ ー
ビス

地域寄り
添 い サ ー
ビス事業

通院等のための乗降介助
ならびに病院内受付での
手続介助等

利用者１人につき乗車前・乗
車介助または降車・降車後介
助１回当たり250円

第
一
号
通
所
事
業

住民主
体 に よ
る支援

地域通所
型サービス
事業

自主的な通いの場の提供
および日常生活上の支援

利用者１人当たり４時間未満
の利用につき900円。ただし、４
時間を超えるときは、利用者１
人当たり2,000円とする。

自主的な通いの場におけ
る見守りおよび介助

利用者１人につき１回当たり
250円

サービス担当者会議等へ
の出席

利用者１人につき１回当たり
250円

介護職員初任者研修修
了者等の配置

１団体につき１月当たり3,500
円

活動区域外からの要支援
者等の受入

利用者１人につき１回当たり
250円 15

補助の対象経費と補助金の額

事業の流れ（イメージ）

①相談

【市民】

②基本チェックリストの実施
要介護認定

【地域包括支援センター】

③ケアプラン策定

ケアマネジャーが、米
原市介護予防・生活
支援サービス事業を
取り入れたプランを策
定します

対象者のサービス利用を
調整する会議（利用日、
利用時間、利用サービス
等の調整）にお茶の間団
体から出席

⑤利用決定⑥利用開始

お茶の間団体による
サービス開始

⑦実績報告

１月に1回対象者の利用
実績を報告
実績報告により、市から補
助金を交付

お茶の間

【お茶の間】

④サービス担当者会議

【お茶の間】
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茶

米原市の支え合い
多様な主体が参加する広域的な支え合いの仕組みづくり

コミュニティ
センター

地域支え合いセンター

製造品購入、
他地域への配送

人財派遣

Ｄ自治会

グループ

市民の支え合い活動の拠点
・地域課題に取り組む人材や組織の育成
・解決に必要な取組の開発
・コミュニティビジネスの創出・支援

支える・つなげる・つくる
→多様な主体が参加する広域的な

支え合いの仕組みづくり

自治会

（介護予防活動）
●まいばら体操
●歩楽るん教室
●出前講座 等

集会所

Ｂ自治会

サロン ボランティア

自治会

(有償）
●生活支援サービス
除雪、買物、送迎、ゴミ出し、
草刈り 移送支援 等

茶

公民館

Ｃ自治会

●●生産組合

■■実行組合自治会

(コミュニティビジネス）
●生産・製造

野菜販売、農産物加工
惣菜販売

●配食サービス

自治会館

Ａ自治会

サロン

茶

団体

自治会

●居場所づくり
●見守り活動

サークル

研修・講座の開催

情報発信
NPO法人設立支援

ネットワークづくり

自治会館
住民

自治会

Ｅ自治会

●自治会活動
●行政受託事務 等

サロン

17
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大野木長寿村
まちづくり会社(非法人)

(滋賀県米原市大野木)

1

移動支援(訪問型サービス D )
の取り組みについて

社 長 西 秋 清 志

滋賀県の位置

滋賀県

伊吹山 (琵琶湖国定公園)
標高 1377m
日本百名山
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3

日本の百名山 伊吹山（1377ｍ）

東隣は岐阜県関ヶ原町で滋賀県の最東端
辺りが山に囲まれ 猪・鹿・猿と三拍子揃い踏みです。

米原市大野木

伊吹山扇状地の最南端

・・・・ だけど いいところでしょう！

国のまちづくりに関する施策(方向性)

H25・8社会保障制度改革国民会議⇒ H27.9.17 厚労省の検討結果(報告書)

(1) これからの社会保障制度

１９７０年代モデル ⇒２１世紀(2025年)日本モデルへ転換 ⇒ 全ての世代を支援の

対象とした、全世代型の社会保障を目指すことにより地域を包括的に支援していく

とありますが。

私たちの理念は・・・地域の高齢者等の困りごとは家族を包括し何でも支援

(2) 地域特性に応じて、新しいコミュニティを構築し、誰もが安心 で安全な「成熟社会の

構築」に向けて、チャレンジすべきであるとありますが。

私たちは・・・地域のことは地域で解決、新しい公共にチャレンジ

(3) 地域づくりの施策 医療・介護・住まい・移動・食事・見守り等 生活全般の支援をし

ていくとありますが。

私たちは・・・高齢者支援訪問事業で医療以外は既に実施

（4） 人口減社会における新しいまちづくりの課題として、インフォーマルなサービス提供

体制の整備が必要。「待ちの姿勢」ではなく「積極的なアウトリーチ型」の姿勢で地

域をフィールドとした「新しいまちづくり」を目指すとありますが。

私たちは・・・インフォーマルな組織で喜ばれるオセッカイを大野木人が大野木

人のために知恵と力を結集して新しいまちづくりに挑戦している4

私たちの活動との関連性

-20-



。

今回、国が示した「まちづくりの将来像」は

「大野木長寿村まちづくり会社」が、
①H２３年９月発足以来、 一貫して活動してきた

主旨・目的・内容が一致しているところが多い
ことから、

②私たちは自信と誇りを持って、更なる向上と
継続的な活動により、

③「笑顔と安全・安心で質の高い」 地域コミュニ
ティの発展を目指し、

④少子高齢化・人口減社会における地域を支え
切ってゆきたいと考えています。

5

6

参考データ : 米原市住民台帳（２7年９月１日現在）
１４７世帯のうち、５７．８％が高齢者世帯

大野木区 米原市 滋賀県

人口 415人 40,577人 1,415,302人

世帯数 147世帯 13,811世帯 555,578世帯

高齢化率 32.8％ 25.7％ 23.2％

介護認定率 12.8％ 18.3％ 17.1％

年少率 9.3％ 13.7％ 14.9％

大野木区の現状

-21-



会社設立の経緯
1． H21年 市に水源の里条例（いわゆる限界集落）制定の動き

当時の区長の思い・・・大野木も現状維持では

過疎・高齢化が急速に進み廃村に追い込まれる

強い危機感 を持った。

２． H２２年検討委員会を設置 (会期２年間)

名称・・・頑張る水源の里 大野木豊年太鼓踊長寿村建設検討委員会

テーマ 30年後の大野木のために「今何をすべきか」

３． 検討された、大野木の将来構想の実行が難しくなった。

当時の区長等によって自発的に対応の協議が開始された。

４． H23.9 大野木長寿村まちづくり会社を設立

発起人 民生委員経験者 ４人

当時の区長 ２人 ７人（区長経験者）

有識者 １人

7

8

会社設立の理念

１．コンセプト (共有できる基本的理念)

地域の課題は地域で解決「小さな新しい公共」

２．ビジョン (実現したい社会目的)

大野木人が大野木人のために知恵と力を結集

高齢者支援訪問事業 ⇒ 新グループホーム

３．ミッション (使命)

柔軟かつ持続する仕組み ⇒ 区民の勇気ある第一歩

４．トーン (感性イメージ)

いつも笑顔で「明るく、楽しく、元気」

大野木長寿村の結び糸

しっかり時間をかけて
確かな理念を！

(H23/9～24/3検討 24/4制定)

8
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１．会社設立後 ５年経過 （非法人）

２．組織 役員１０名 社員６０名（役員含む）

３．社員構成 男性４７%    女性５３%
４．社員の平均年齢 ６９歳

５．利用率 全世帯換算 70%
６．会社に対する反応 （行政・社協）

(1)先駆的な事業としてモデル的存在との評価

(2)特徴 多彩な事業で注目 ①インクル出前

②要支援対応 ③ふるさと郵便、④子ども食堂

⑤借り貸し農園 ⑥送迎 ⑦高齢者支援訪問等

会 社 の 現 状 （２８／４現在）

9

会社運営の四つの大きな柱
① 高齢者支援訪問事業(訪問型サービス)

地域の高齢者は地域で守る
② 高齢者ビジネス 有 償

社員の働き甲斐・楽しみ・持続性
③ 新グループホーム構想

介護保険から外される要支援1.2などを地域で守る
④ 常に進化する (進化なくして継続なし)

立ち止まっていては破綻する。

経営の基盤はサマーレビュー（夏の検証）から
少子高齢化がとめどなく進む社会でネタは無尽蔵にある。

運営の両輪

10

以降は、この大きな四つの柱に添って説明します。

会社運営の四つの大きな柱
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高齢者が抱えている「こまりごと」の解消システム

（安心、安全に暮らせる「支え合い地域づくり」）事業

①無償では気兼ねがあって長続きしない。

②お金を支払うことで、「双方が対等の立場」

双方向・循環・継続 ・・・この関係がつくれる。

（有償）

有償の考え方

５年経過した今日有償で正解だったと思っている。

11

“地域お茶の間創造事業”のイメージ

・家事手伝い
・生活支援・見守り
・子育て支援

•健康づくり
•趣味活動

ボランティア拠点 居場所づくり

•送迎(移送)
(買い物、通院)

•配食サービス

•子どもとの交流
•ふれあい

12

•お茶・おしゃべり
•食事、学習

大野木長寿村まちづくり会社

高齢者支援
訪問事業

(事業の進化)
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活動の進化

進化なくして継続なし(H２５年～H２８年)
進化① 付添送迎サービス ・・・⇒

進化② 借り貸し農園

進化③ インクルシブ支援・・・・・⇒ 新しい

進化④ 要支援者の支援 ・・・・・⇒ 総合事業

進化⑤ ふるさと郵便

進化⑥ 認知症予防教室・・・・・⇒

進化⑦ 子ども食堂

進化⑧ 送迎サービス規約改定(事故防止)
13

14

支援する主なメニュー (移動支援のほか)
◎ 屋内作業

室内清掃、ゴミ出し、食事の世話、洗濯手伝い、生活見守り

話相手、部屋の配置換え手伝い、囲碁・将棋等

草むしり、移送(移送)サービス(病院・買物等の付き添い含む)

体験ミニパーティーの企画立案・実施、小旅行の付き添い

その他屋内作業 30分間 300円(30分未満切捨）

◎ 屋外作業
小修理、運搬、庭・垣根手入れ、草刈り、除雪、竹やぶ管理

畑の管理、その他屋外作業 30分間 500円(30分未満切捨）

◎ その他・・・要望に応じ、柔軟にサービスを提供
但し、金銭、財産、争いごと、人権、専門的事項等は支援対象としない

(専門機関への仲介はする)

◎ 出役料・・・７割が本人に、３割が会社に配分される。
役員以下常駐の職員（給与対象者）はいない。

仕事があれば会社に3割が入ってくるだけで薄利だが無駄な

支出が無ければ資金繰りで会社はつぶれる事が無い。 14
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事業実績
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２７年度

山野

２４年度 ５２件 (前年比)
２５年度 ８３件 (160%)

２６年度 １４８件 (178%)
２７年度 ２６４件 (178%)

２６年度 送迎(移送)

屋敷内

生活支援

27年度内訳

草刈り

付添い

15

生活支援ニーズ調査(米原市26/4)
(高齢化率⇒30%以上の7地域の高齢者183 人)

Q. 日常生活に困っていること・不安に感じること

A.   ①自分の健康に関すること・・・・・・・・ 81%
②除雪・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55%(72%)
③物忘れ、認知症に関する不安・・・・ 38%
④災害時の避難に関すること・・・・・・ 38%
⑤家事(食事、掃除、洗濯、買い物等) 22%
⑥外出手段(通院、買い物)・・・・・・・・・19%(68%)

以後本日の報告テーマ(外出支援)を主に 16

有償
支援

要望
比率
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新しい総合事業 要支援者の受け皿

25/8 社会保障制度改革国民会議 ⇒ 安倍総理に答申

(要支援を介護保険から分離し、市町村が対応)

(大野木長寿村まちづくり会社の活動)

１．介護の新しい総合事業⇒要支援B型対応

通所型サービスB 訪問型サービスB

訪問型サービス(寄り添いサービス 移動支援 D)

⇒ ２８年１０月から本格実施

(社員が対応・・看護師 2名、ホームヘルパー 4名他)

2. 多様なサービス(認知症予防教室) 27/10から実施

17

高齢者運転と生活のあり方(警察庁資料)

18

高齢者の運転事故 (２７年度)
高齢者事故件数(警察庁まとめ) 20.8%
免許証返納率 全国２７万人 2.8%

免許返納による影響
社会的・・外出制限(必要な時・場所に行けない)
理心的・・生き甲斐・楽しみ(QOLの低下〉

(スローモビリティ時代)    
私的な交通手段の確保⇒家族の協力

①デマンドタクシー(乗り合いタクシー)の充実
②コミユニティバス(通常の路線バス)の充実
③まちづくりなど地域の独自活動

(福祉有償運送)

公
的
手
段
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大野木の地域環境
1.地域の交通手段

コミュニティバス 通学用 １日／３便

2.公的機関 (行政の窓口、JR駅、銀行、

郵便局、学校病院、診療所、農協等)は
全て地域から２Km以上離れている。

3.高齢化率 33%、 高齢者世帯60%
今後の高齢化率(推定) １０年後 ４０%

15年後 ４９%

移動手段は益々困難になってくる。 19

20

付き添い送迎サービス
道路運送法で有償運送の規制 ⇒ 届出を要しない方法

新たな「しくみ」により H25年度から本格実施

社協の住民参加型送迎サービスモデル地域指定を受け 1年間検討・試行

(1) 利用対象者 :  独居高齢者、高齢者夫婦、身体障害者等１８名

(2) 運用 : 原則的に社協の車を使用 (連続使用はMAX３日)
但し、これによれない場合は、登録した地域の車、運転手による

(登録状況 : 車7台 運転手9名)

(3) 利用範囲 : 片道 30Km程度
(4)  利用料金 : 直接費のみ(ガソリン代、駐車料、高速料金)

(注) 別メニューで「付き添い費」を加算する場合がある

(5) 無理のない利用 :  安全第一 概ね明るい時間帯等に受付

(6) 制限 タクシー代わりに使用しないこと (福祉運送組合へ通知)
20
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21

福祉車両取り扱い

法令取り扱い講習会

支援 : 米原市社会福祉協議会

特殊車両(スロープ車、リフト車)車椅子

21

送迎サービスの実績

1.H２４年度は「しくみ等」検討 H25年度から本格的に実施

2.年度別実績( 25年36件 26年60件 ２７年１２9件)

22

0

100

200

300

全件数 送迎24            25            26 27            28(注)
(注) ２８年度は１２月末実績

送迎(28年)
１４１件

全件数
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23

10Km
3Km

14km 3Km %

15%  85%

JR

(1) + (2) ( )
(1)

( )
( )

(2) ( )
( )

( )70%  30%
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事故防止対策

背景 : 近年、高齢者運転手の事故が多発

(社会的課題)           (移送運用規約 28/10改訂)
①原則、７５歳以上の者は、運転登録から除外する

但し、今後２年間は近距離(10km)のみ可とする。

②運転手の稼働は、週4日以内とする。

③若手支援者の募集、育成を図り、区内の循環

システムの構築を完結する。

④以上の内容について、米原市役所、米原市社協

、まちづくり会社三者の会議で協議し「付き添い移

送サービスに関する運用規約」を改訂した。
25

事故予防対策
① 心身ともに安全運転ができる社員で、年齢・距離制限

② 無理をしない運行

a予約性(時間に余裕をもって対応する)

b 昼間の運行、

c気象条件の良い時(豪雨、雷、台風、凍結、吹雪時は断る)

d心身ともに健康であること

③ 送迎距離は、概ね３０Km以内とする。

④上記条件に合わない場合は、断る⇒タクシー、救急車を利用

⑤道路交通法、運転技能など定期的な講習・研修 (社協に要請)

⑥保険加入状況、運転免許証などの定期的な確認(毎年5月)

⑦利用・支援者との連携・見守りを大切にする(広報等で区内にPR)
26

安全運転対策
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運転者の心得

27

1.利用者個人の尊重(プライバシーの保護)
安全優先、知り得た個人情報の遵守

2.体調変化の対応
利用者の体調急変時の的確な対応

3.利用者にやさしい運転
(1)急ブレーキ、急加速、急ハンドル等、 「急」が

つく運転を避けること
(2)利用者に不安を感じさせない運転
(3)送迎中における利用者の状態観察

4.事故防止の取り組み
定期的な安全運転講習、運行前の車両点検等

送迎用車両と運転手

1.車の種類

軽トラック４台・・気軽、助手席での見守り

比較的に近距離、保険料が安い (踏み台備付)
乗用車３台、社協の特殊車両(随時予約)

２.運転手 (７５歳以上は今後３年を目途に運転除外 28/8決定)

社員(６５歳以上)男子６名、女子３名

３.管理項目 (毎年５月社長が内容チェック)

①免許証の有効期間 ②車検証、保険(車両保

険、団体保険、その他) ③ 健康状態
28
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たまり場売店は認知症予防の
素晴らしい実践教室だ

食
事
を
し
な
が
ら
認
知
症
予
防
教
室

29

子ども食堂

1 新年の書初め
2 のろし駅伝 見学
3 お絵描き大会
４ その他

宿題・相談など

30
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31

サマーレビュー(基本事項の検証) （27.8）

(理念の確認・修正、活動上の課題・次年度の活動計画等)

基本的事項 ソーシャルビジネス

基 本 内 容 基 本 内 容

コンセプト
小さな新しい公
共にチャレンジ

超高齢社会の課題
を自ら解決してい
く小さな新しい公
共を確立

社会性

課題の取り
くみ

①独り暮らし、昼間独居者の見守

り訪問 (高齢者支援訪問事業)

②新GH用 ヘルパー養成(4名確保

看護師(３名確保)

ビジョン
実現したい社会

知恵と力を結集し
て高齢者支援訪問、
ビジネス、新グル
ープホームの展開

事業性

継続的な活
動

①着実に、高齢者ビジネスの仕込

②新グループホーム基金造成開始

③高齢者ビジネスの場を拡大

ミッション
使命

柔軟かつ持続する
仕組みとして勇気
ある区民が一歩を

革新性

新しい仕組
みの開発

①インクル出前、ふるさと郵便

認知症予防、子ども食堂

借り貸し農園、要支援者の受入

②学習する会社

（1）第3の公共としての学習

（2）地域通貨の検討開始

ポリシー
活動方針

支援メニューと

対象者の明確化
31

平成２８年度サマーレビュー
(28/7～28/10 視点と方向性)

1.人口減社会へのスペンドシフト(新しい物差し)

2.高齢化社会の機能強化(緊急体制*昼間の番人)

3.里山再開発(野外体験の場*里山ビジネス)

4.インクルーシブデザイン(支援システム*ニッチ補完

5.たまり場ビジネス(高齢者の居場所、送迎規約改訂)

6.子育て支援(ふるさと構想)

7.大野木館(組合せシフトの開発*巡回方式)

8.コンプライアンス(社員研修、インフォーマル)
32
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活動の成果 (５年経過後の検証)

１．住民同志の交流 (たまり場で顔が見える関係づくり)

①高齢者同士、子どもとのふれあい・絆づくり

②支え合う機運・向こう三軒両隣の復活

③高齢者の行動意識の向上(買い物・集食・集楽)

２．地域での高齢者の見守り体制の強化

高齢者支援訪問事業(ニーズ・情報収集、心配事相談等)

３．インクル出前により「ニッチな部分」の改善

４．支援する高齢者の生きがいづくり・元気づくり

５．高齢者等の「安心・安全な生活」を増進

緊急時における信頼と安心感(捜索、送迎、心配事相談等)

６．地域の人材発掘 (新たなスタッフの確保・・・成果×課題)

２.地域資源の活用と高齢者の働く場の拡大

空き家、空き地、竹林等放置状態の改善 ⇒ 安全と資源の活用

3.地域の投資と評価 ルッチ大学（米原市まちづくり大学）へ推薦

１０年後を見据え人財(後継者等)育成など

4.健康長寿のための運動インセンティブ

（医療費の低い所には何らかの活動が存在する）

地域通貨⇒ （長寿村建設）

次なるアウトリーチに向けて

１.事業のさらなる進化・拡大・充実
がんばる人への支援、インクル出前、ふるさと郵便局、
スネップ (孤立無業) 等 の対応 、子ども食堂、認知症予防
集落常在の高齢者は、いざと云う時に人々を守らねばならない。

34
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35たまり場 午後のひと時 人が集うと何かがはじまる

ご静聴ありがとうございました

35
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黒滝村について
面積４７．７㎢ 人口７５８人（平成２８年４月１日現在）

黒滝村の概要

奈良県のほぼ中央に位置し、世界遺産「紀伊山地の霊
場と参詣道」のうち、大峯奥駈道が村域東端の尾根筋
を通り、吉野山（金峯山）を抱きかかえるような位置
にあります。ために、「吉野隠しの村」ともいわれて
います。おそらくは、金峯山信仰とともに起こり、吉
野郡内でもっとも早く林業にたずさわった村であろう
と推測され、樽丸の発祥地とされています。今も、林
業を基幹産業としています。

2
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○黒滝村の概要

「吉野林業地帯」の一部を形成し村の９７％
を山林で占める本村の林業は樹木の生育にとっ
て恵まれた自然条件を有し、江戸時代から長い
歴史の幾多の変遷を経ながら、常に地域の経済
を支える基幹産業として今日まで栄えてきまし
た。

しかし、近年における本村の林業を取り巻
く環境は木材需要の低迷、林業労働従事者の高
齢化など厳しい状況で、遅れがちな生産基盤や
定住条件の整備を早急に行わなければならない
問題に直面しています。

3

◆保険料ショック

過疎で少子化で高齢化は介護保険料にもダイレクトに影響し
てきました。

高齢者比率は48.02％（住所地特例者込みだと50.1％）保険
料基本月額は第６期事業計画期間で７，８００円全国第３位
の高水準となりました。が、きめ細かいサービスのおかげか、
苦情らしい苦情はありませんでした。

4
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◆保険料ショック
計画を立てた当時の担当が替わって
いたことと、施設利用の一番の動機
であった「不安」を和らげるため、
認定調査やケアプランの説明の際、
細かく聞き取りをさせていただき、
重篤化しない早い段階からの在宅系
サービスの利用を促したことで、苦
情がなかったのではないかと思われ
ます。しかも、施設系サービスの利
用が、計画策定時の予想３５名に対
し、現在は２４名程度で、計画から
年額４千万円程度の給付減を達成し
ています。計画では総給付額２億円
程度なので約２割の給付減です。

5

◆年度別人口・認定者数

※ 認定者数は各年度末３月３１日における実人数。 ※ 認定者数には、施設入所者（住所地特例者）を含む。

４０～６４ ６５～７４ ７５～ 合計 要支援 要支援1 要支援2 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合計

平成２１年度 931 400 43.0% 0 3 87 90 7 11 18 18 13 12 11 90
平成２２年度 899 385 42.8% 0 1 85 86 3 5 29 19 10 11 9 86
平成２３年度 869 380 43.7% 2 3 82 87 6 9 22 14 14 13 9 87
平成２４年度 856 384 44.9% 1 3 87 91 3 10 23 16 14 15 10 91
平成２５年度 843 388 46.0% 0 3 92 95 0 11 24 18 14 17 11 95

平成２６年度 794 388 48.9% 1 3 81 85 6 4 20 22 12 14 6 84

平成２７年度 758 380 50.1% 1 7 73 81 8 12 16 13 13 14 5 81

人口
65歳以上
高齢者数

高齢者比率
年齢別認定者数 区分別認定者数

6
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◆年度別介護給付費執行状況
平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

居宅ｻｰﾋﾞｽ等諸費 57,625,483 58,897,158 49,397,249 54,379,885 61,537,562 61,830,359 56,986,984

施設ｻｰﾋﾞｽ等諸費 81,120,993 96,958,932 90,944,805 96,072,783 104,568,665 101,776,269 83,745,019

高額介護ｻｰﾋﾞｽ費 3,174,718 3,917,961 3,526,870 3,763,740 5,009,738 4,842,325 4,155,632

審査支払手数料 172,805 182,400 159,695 154,615 145,080 104,063 121,644

合 計 142,093,999 159,956,451 144,028,619 154,371,023 171,261,045 168,553,016 145,009,279

計画値標準負担額 173,289,265 183,352,082 191,463,579 175,464,549 176,748,805 181,808,025 182,638,000

計画額に対する割合 82.00% 87.24% 75.23% 87.98% 96.90% 92.71% 79.40%

7

◆自宅で住み続けるために

このように高齢者が半数を占める村
ですので、色々な施策を考えるとき
も、高齢者中心となっていきます。
特に介護保険担当だと高齢者の生活
ばかり気になります。

以前障害者福祉の担当をしていた
ときも障害者で高齢者という人が大
半であったので、生活面でどんなこ
とに困っているのかということを把
握することは比較的容易でした。

8
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◆移動手段の実態
まず、移動手段の確保が難しいということが、

どんな事業をするときもネックとなっていまし
た。奈良交通バスが20年ほど前から路線の縮小
や廃止を徐々に行ってきたため、「ふれあいバ
ス」を運行するようになりました。運行には国
庫などの補助がないため、交付税参入はされて
いるとのことですが、予算が厳しい中では、満
足してもらえるほどの運行はできていません。
介護予防教室をする際も、会場まで自力で集ま
れない方が多く、役場職員で送迎を約10年間続
けてきました。好評で教室に参加し続けたい人
が多く、認定調査を受けないというような、リ
ピーター続出で送迎をやめることができません
でした。

はつらつ教室
（介護予防教室）

9

◆移動手段の実態

また村内で行われるイベントでは「ふれあい
バス」の臨時運行や役場職員の送迎は必須事項で、
とても人手がかかります。そのため、運転手1人
でも送迎できる、乗降しやすいステップ付の庁用
車が増えてきました。

しかし、日常生活では移動手段が「ふれあい
バス」のみという方も多く、通院に困る方も多い
です。軽度でも介護が必要な方は、自宅で暮らす
事がどんどん難しくなっています。

10
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◆移動手段の確保対策

今年度から、本村も出資している南奈良総合医療センターなどへの通院に、タクシー
利用助成事業も始めました。高齢者や障害者などのいわゆる交通弱者が対象です。

また10年前、障害者福祉が、障害者自立支援法による給付型に変わったときに、社
会福祉協議会と提供するサービスを検討し、移動支援を始めました。現在利用者は7名、
移動支援を使うために障害者手帳の取得をした人も多いです。

そして今回、総合事業を始めるにあたり、社協と協議している中で、訪問型サービス
Dをやらせてほしいという打診がありました。

11

◆訪問型サービスD

事業を検討するうえで、「メニューはあるけれど方法はない」事にとても戸惑いを感
じました。給付なのか、委託事業なのか、それとも補助事業なのか？決まっていなかっ
たので、どうしたらいいの？？？と自問自答の毎日です。

しかも近隣でやっているところがない！全く1からというのは市町村の公務員の社会
ではありえないことです。なぜかというと、企画して中身を詰めていっても、上司から
「省令は？」「前例は？」と問われることが多く、1から企画したものを納得してもら
うことは至難の技で、これらが見つからないのは事業として前に進められないことと同
義なのです。

そこで、移動支援を前例として使うことにしました。そういった意味で、黒滝村では
給付のスタイルを選択することになりました。

12
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◆黒滝村での訪問型サービスDの仕組み
①

○サービスの内容

要支援状態の方の外出に必要な支援（介助や身辺援助、送迎等 村内に限る）

○利用者負担額・単価（1日当たり）

要支援１ 80（又は160）円（30分以内）

要支援２ 150（又は300）円（１時間以内）

○使用する車両の種類や台数

社協で使用している送迎車両（リフト付４台 他３台）

13

◆黒滝村での訪問型サービスDの仕組み
②

○従事する人の属性

介護福祉士等（福祉有償運送等運転者講習会受講者）

○利用の流れ

ケアマネージャーに利用の意思を伝え、ケアプランに掲載。

○指定基準等

訪問介護事業所であって、福祉有償運送等運転者講習会受講者を有するもの。

（安心感を持ってもらうため）

14
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社会福祉協議会の取り組み

社会福祉法人黒滝村社会福祉協議会
山口 好仁

1

○職員体制

◇ 正職員 ６名 非常勤職員 １３名

資格 ・・・・・ 社会福祉士 １名

介護福祉士 ３名

介護支援専門員 ３名

社会福祉主事 ２名

初任者研修終了（ヘルパー２級） 全員

普通自動車２種免許 １名

福祉有償運送運転者講習終了 １名

市町村運営有償運送等運転者講習終了 ５名

車両 ・・・・・ 福祉車両１０人乗り（内車いす２人）１台

福祉車両６人乗り（内車いす１人） １台

軽福祉車両４人乗り（内車いす1人）２台
軽自動車 ３台

2
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○地域の相談 → 要因（病気 けが その他）

・日常生活が不安 （入浴 排泄 服薬など）

（調理 掃除 洗濯など）

・家族からは毎日の介護が大変、様子が心配。

・外出が不安 （買い物、病院、歯医者、理容、銀行、役場等）

・草刈り、剪定、片づけなど行ってほしい

・住宅の改修を行ってほしい。

・福祉用具を貸してほしい。

3

○介護サービス

・平成１２年 居宅介護支援
訪問介護

・平成１４年 通所介護（週２日）
・平成１８年 通所介護（週４日）

障害福祉サービス（居宅介護）
・平成２３年 短期入所生活介護（基準該当サービス）

月の内、第２週目木曜日～第３週目火曜日まで実施
緊急時対応⇒ 冠婚葬祭、家族等の病気など

・平成２５年 移動支援事業
・平成２９年 地域包括支援センター

総合事業

★特別養護老人ホーム ⇒ 大淀町にあり、優先的に利用可能
介護老人保健施設 ⇒ 大淀町、下市町、橿原市等

4
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○受託事業

・生きがいディサービス

・移動支援

・在宅介護者支援事業

・高齢者相互支援事業（シルバー人材センター）

・地域サロン活動

・男性料理クラブ

・各種団体支援（ボランティア、老人会、身体障害者福祉協会など）

○地域福祉事業

・福祉用具貸出（車いす ポータブルトイレ 入浴椅子等）

○その他

5

○村内交通状況

◇村内にタクシー事業者がない

◇訪問介護（個人）事業所閉鎖

◇公共交通（奈良交通バス）は１路線のみ（１日数本）

◇巡回バスは１台で運行 →

・居住地によっては乗降できない方もいる。

・運行時間帯が希望に合わせてもらえない。

◇平成２８年４月より、村がタクシー助成事業開始。

6
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○村内で有償運送事業の立ち上げ検討

◇空白地有償運送 → 多くの方に利用してもらえる

↓
陸運局へ相談 ⇒ 原則、公共交通機関が空白のところ

が該当する。黒滝村村内で、一部の

路線で奈良交通が運行しているため、

バスの停留所までなら運行可能となる。

村外への運行は認められない。

・村が奈良交通に対して、運行助成していることもあり、

バスの乗客を増やすことが優先される。
7

○村内で有償運送事業の立ち上げ検討

◇事業所内で検討

↓
・空白地有償運送では、村外の医療機関への通院支援や買い物支援

ができない。

↓
・空白地有償運送と福祉有償運送を立ち上げるのはどうか。

・外部からの観光客に対しても対応をしてはどうか。（村より）

◆社協内で新たな問題発生！！

・介護サービス等の利用者が増加

・職員の休職など

～有償運送事業の立ち上げを保留～ 8
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○移動支援事業の増加

◇平成２７年６月までは、ほとんど利用なし。

↓
◇平成２７年７月頃から、増えてくる。

（保障型 ２名 介護型 ５名)登録
現在毎月４～５名の利用(平均月間述べ回数２０回、２４時間）
利用目的 → 買い物 運動施設利用など

9

○住民主体の
取り組み

◇介護予防に資する住民運営の通いの場の展開状況
（平成２７年度実績）

◇村の介護保険料が高い問題
・施設入所者を減らす。

→要支援段階での予防。
・要介護者を増やさない取り組み。

→村内の資源活用。

団体名 主な活動 体操の実施 開催頻度 実人数
65歳以上75歳未満 75歳以上
男性 女性 男性 女性

1 黒滝グランドゴルフ同好会 体操（運動） 毎回実施 月2回以上 56 12 8 24 12

2 男性料理倶楽部 趣味活動 未実施 年４回 18 10 0 8 0

3 大正琴 虹の会 趣味活動 未実施 月2回以上 9 0 8 0 1
4 赤滝おしゃべり会 茶話会 毎回実施 月1回以上 18 0 7 0 11

5 脇川サロン 茶話会 毎回実施 月1回以上 11 2 1 3 5

6 サロン鳥住 茶話会 毎回実施 月１回以上 10 0 3 0 7

7 長瀬サロン 茶話会 毎回実施 月1回以上 4 0 4 0 0

8 ひまわり会 茶話会 未実施 月1回以上 14 0 3 1 10

9 中戸なかよし会 茶話会 毎回実施 月１回以上 15 0 3 0 12

10 サロンやすらぎ カラオケ 毎回実施 年2回 37 2 13 10 12

10
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◇介護予防普及啓発事業（平成２７年度実績）

実施事業 実施時期 実施回数 参加人数 実施内容

運動 ヨガ教室
5月～1月
（8月除く）

18回 13人 ヨガ指導者による呼吸法、ヨガ、演歌ビクス

運動 健康体操 5月12日 1回 12人 脇川サロン

運動 大人の体力測定＆運動 5月14日 2回 40人 体力測定、運動指導士による運動の紹介

運動 健康体操 6月9日 1回 14人
脇川サロン

歌に合わせて体操

栄養・運動 巡回健康教育
6月29日、30日、7月1日、2日、3日、
6日、7日、8日

15回 88人

座談会「私の健康づくりについて」

栄養士「減塩について」

運動指導者による運動指導

運動 健康体操 7月14日 1回 11人
脇川サロン

ストレッチ、ソフトジムボール運動、レクリェーション

講演 五條病院「健康出前講座」 9月16日 1回 12人
サロン鳥住

「自分の体は自分で守る」感染症を防ぐ生活習慣

栄養 いきいき料理教室 9月30日 1回 5人 まとめづくりで、手間を省いて、栄養の偏りも防ぐ！

栄養・口腔 健康教育 10月13日 1回 10人
脇川サロン「バランスのよい食事をとろう！」

お口の体操

講演 五條病院「健康出前講座」 10月13日 1回 16人
赤滝おしゃべり会

「大腸のおはなし」腸から元気になろう

運動 村内ｳｫｰｷﾝｸﾞ 10月25日 1回 16人
運動指導者によるｳｫｰｷﾝｸﾞ指導

ウォーキングの楽しさを感じる

口腔 歯っぴー健口教室 11月20日 2回 34人 いつまでもおいしく、楽しく、安全な食生活の営みを目指す

11

◇今、村全体で取り組むべきこと

・要介護者を増やさない。

・施設入所者を増やさない。

→要支援段階での予防（介護予防）が最も重要。
地域の情報を収集する。

様々な相談や問題に対応できる体制づくり。

↓
「日常生活の維持」 「外出」 「交流」 「非日常的な部分」

「不意な出来事」

＜安心の確保＞

12

-49-



○訪問型サービスＤを行うことで

・要支援１．２の方の移動手段を確保することで、社会参加する機会が

増え、買い物や通院がしやすくなり、介護予防へと繋がる。

＜利用が考えられるケース＞

・1人暮らしで近所の支援が受けられない。
・1人暮らしで子供が、週末又は月に数回しか帰って来ない。
・ふれあいバスが行けない所の地域在住の方への外出支援。

・家族が病気等になり、外出できなくなった。

・急なけがや病気などで、車の運転ができなくなった。

・近所の方には頼みにくいが、公共的なサービスなら頼める。

13

○訪問型サービスDの課題

・村内のみの利用となる。

・要介護者１～５の方は使えない。

・対象者が限定されるため、今後のために状況をみていく必要がある。

・このサービスを使うための申請が増える？

⇒ 村内の移動支援については、いずれは空白地有償運送事業等の

立ち上げは必要！！

14
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○これからの社協の取り組み

◇訪問型サービスDは課題もありますが、様々な支援を行う上での隙間を
埋めるサービスとして考えています。

↓
これからもニーズを捉えながら様々なサービスを構築していく。

↓
不安を解消し、安心して生活ができる体制づくり。

↓
～住み慣れた家でいつまでも住み続けられることができる地域づくり～

15
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