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小国地域の実態 

人口 ５，９８１人   世帯 ２，１３２ 
高齢化率 ３９%  （２５．４．１現在） 
介護保険認定率 １６．２%（２５．４．１現在） 
高齢者のみの世帯 ３０４ 独居世帯 ２１２            
                （２４．４．１現在） 
保健師は３人、業務担当と地区担当の併用で仕
事をしています。                    
高齢化率が高いですが、高齢者を支援する機関
は増えています。 



保健師って何する人？ 
• 病院で言う看護師、学校で言う保健室の先
生のように、地域で暮らす人々の健康を守る
仕事をしています。 

• 地域には赤ちゃんから高齢者まで暮らしてい
るので、保健師の仕事の幅はとても広いの
が特徴です。 

• 健康を守るとは？例えば、高齢者であれば
どんなことか？ 



高齢者の健康を守るとは？ 
☆認知症にならない高齢者をたくさんにする。 
→認知症予防の体操教室やドリルを用いた認
知症予防の教室を開催する。 

☆いつまでも自分でトイレに行ける筋力づくり
を目指す。 

→筋力づくりのための体操教室の開催。 
☆介護保険を上手く使いながら、在宅生活を
目指す。 



介護保険とは？ 
• 介護保険制度：年齢を重ねて介護を必要とする状態

になっても、自立した生活ができるよう、高齢者の介護

を国民全体で支えるしくみ 
• ケアマネジャーが使うサービスの調整をする。 （包括

支援センターやおごしの里などの事業所がケアマネジ

ャー業務をします） 
• 社会福祉協議会は、介護保険とは関係なく、地域住民

主体の福祉活動をしています。（配食サービスやサロ

ンなど）  
   ※ヒトコトリスト参照 



介護予防とは？ 
• 介護予防：年齢とともに機能低下しやすい足腰や

脳の働きなどを維持するための健康づくり。寝た

きりや認知症など、介護が必要となる状態や介護

度が悪化することを予防する⇒保健師の仕事。 
• なるべく介護保険にお世話にならないよう、元気

なうちから健康づくりに励み、いつまでも達者で長

生きできるようにするもの。介護予防のための事

業が小国地域でも実施されています。 



中山間地としての福祉課題 
• 高齢化率は高いが、介護保険事業所が少ない。（

２ヶ所あるが、うち１ヶ所は長期入所のみ） 
• 医療機関は２機関（うち１ヶ所は市立診療所） 
• 高齢者が多く、若手が少ない。（高齢者の独居世

帯と夫婦２暮らしが約５００世帯） 
• 地域内外の移動手段は、バスと自家用車。（バス

は本数が限られている） 
• 高齢者を支える各機関では、小国独自の事業が

ほぼない。（旧市内と同じ事業しかない） 



小国サテライトとの関係 
• サテライトと仕事をし始めたのが、平成２４年３月。
サテライト主催の研修会に参加した保健師が地域
づくりの発表を聞いて、一緒に仕事をしたいと思い、
高齢者の事業に仲間に加わってもらった。 

• 話し合いの場に入ってもらってとてもスムーズに進
んだというのが印象的。頼りになる！と思った。 

• 大学生などを呼んできてくれたり、私たちが知らな
い地域の人材を知っていたりする。紹介もしてくれる
。講師派遣などにも協力してくれる。         
→一緒に仕事をしよう！何でも相談できる関係にな
った。専門職以外との連携は初めてかも。 



関係者ワークショップについて 

ふるさと創生基金事業を利用し、高齢者元気支援事業
を実施。（６０万円程度の予算を計上。地域委員会で
提示し、了承を得た。） 

この事業は、実行委員会の形式をとり、その委員会で
企画・立案・事業実施。委員は、小国地域在住の住民。 

この事業は、３つの事業に分けた。 

  ①ワークショップの開催 

  ②けんこつ体操教室の再構築 

  ③地域デイ卒業者のつどい 



関係者ワークショップを立ち上げようと思ったワケ 

●平成２３年度に行われた「これからの医療と福祉
を考えるシンポジウム」では、介護保険制度の使
い方がよくわからない人が多いことが判明。（その
結果認定率が低い？）  

●包括支援センターができ、NPO法人や民間の会
社など、近年高齢者支援をする機関は、増えてい
る。     

●高齢化が進んでおり、関係機関や住民との連携
は必須であり、このWSを立ち上げることにした。
この取り組みを通してより多面的に実態把握をし、
地域で高齢者を支える体制を構築したいと思った。                 



【住民】 

何歳になっても、必要なサービスを受けながら、
自宅で過ごすことができる小国地域。 

いつまでも自立した生活ができるように健康づ
くりに励む。 

 

【関係者】 

保健福祉の関係機関と地域住民が、連携・協
同して、高齢者を支えることができる。 

WSの目的 



【住民】 

1)けんこつ体操や集落のいきいきサロンなどに積極的に参加し、他 

  者との交流ができ、さらに筋力づくりができる。 

2)小国地域に暮らす住民が、どのような保健福祉サービスがあるか理 

   解でき、相談があった場合や必要なときに利用できる。 

【関係者】 

1)保健福祉の関係機関が、各機関の取り組みを把握でき、課題を共 

   有し、お互いに協力できる。 

2)小国地域で高齢者を支える保健福祉の関係機関だけでなく、消防  

   署や交番などの公的機関や、集落総代や民生委員なども、保健福 

   祉サービスの内容が理解でき、必要な時に適切な機関につなげる 

  ことができる。 

WSの目標 



WSスケジュール 

第１回ＷＳ 関係者のみのワークショップ 

 目的：お互いの活動内容を知って、日々の活動に生かす。 

 

第２回ＷＳ 関係者 

（第１回のメンバー＋総代、民生委員、消防、交番） 

 目的：第１回の内容を高齢者を支える機関の人たちに知って     

           もらう。（情報提供） 

 

第３回ＷＳ 住民参加型 

（小国地域住民から参加してもらう） 

 目的：小国地域にある高齢者支援をする機関がどんな事業をして 

           いるか理解でき、また、住民の体験発表を聞き、どんな高齢 

           者を目指すか考えることができる。 

 



第１回WS（福祉関係者） 

関係者WSとして、各機関が日ごろ実施している業務の
内容をふせんに書いて発表。ライフステージごとに貼っ
ていった。発表しながら、具体的にどんなことをしている
のか説明してもらった。 

全て貼り終えたところで、どんなテーマごとにまとめられ
るのか、落ちている支援がないかなど確認しました。 



 



 



総代、民生委員、交番、消防署の方から参加してもら
い、第１回WSでまとめた「ヒトコトリスト（各機関の事
業説明書）」を説明。 

緊急連絡先一覧の配備のため、今までの経過と今後
の展開について説明。 

第２回WS（関係者+総代・民生委員・警察・消防） 



第２回WS（関係者+総代・民生委員・警察・消防） 

参加者からは、知らないこともあったので、勉強になっ
たと発言あり。 

地域ごとのグループワークでは、総代と民生委員が情
報交換・役割分担を確認をしていた。(今まで総代・民
生委員が同じ会議に出ることはなかったので、来年度
もしてほしいという要望あり） 



第３回WS（住民参加型WS） 

第２回同様、住民に対し、「ヒトコトリスト（各機関の事
業説明書）」を説明。介護保険制度について、包括か
ら詳しく説明してもらった。 

日ごろから健康づくりに励んでおられる９０代の方や
介護保険・配食サービス利用者、介護家族からどうし
てサービス利用に至ったか、いつまでも元気でいる秘
訣などの体験発表。 



その後４Gに分かれてグループワーク。 

参加しての感想や学んだことを聞いた。 
感想）・各機関の説明は今まで知らないことが多く、市がい   

     ろいろと動いているのがわかり安心した。 

        ・介護保険の説明は良かったが、実際利用するときに   

     なってみないとわからない。 

第３回WS（住民参加型WS） 



WSの評価 

★保健師として意識したこと 

①高齢者支援を担う人同士が連携できるよう、コーデ 

    ィネーターとしての役割 

②参加者のエンパワーメントを高める配慮（全員発言と 

   「参加して良かった」と思える会の進行、検討の中で 

   明らかになった課題を掘り下げ、解決に向けた取り 

   組みを組織する） 

③体験発表では、住民の目標となれるような人を選出。 

   発表内容を一緒に考えた。 

 



★この会の方向性。どこに向かっていくのか？
どこが中心となっていくのか？ 

★この会の意義を関係者が感じるにはどうし
たらいいか？ 

★現状や課題を共有しているが、対策をどう展
開していくか？ 

 

今後の課題 



★このWSを経て、各機関が必要な時に必要な機関と
連携が取れると良い。（進捗状況を報告し合えるよう
な仕組みを作っていきたい） 

★ヒトコトリスト作成によって、住民が少しでも自分で
できることは自分でと意識を変えて、住民と行政が
協同して、住み慣れた地域で生活していけるよう支
援していけたらと思っています。 

★このＷＳを経て、医療職以外の人たちとの関係が築
けました。その人たちは、ＷＳ以外でも連携を取れる
関係となりました。保健師活動を助けてくれる人たち
です。今後もこの人たちと仲良く、また、新しい仲間
も探していきたいと思っています。 

今後について 



★平成２５年度がスタートしていますが、このWSを今
年度も開催しています。今まで２回開催しました。 

★６月７日（金） 
 ・平成２４年度のまとめと２５年度の計画について（２
５年度どんなテーマでやっていくか検討し、ほぼ毎
月WSをすることになりました） 

★６月１８日（火） 
 ・MTNサポートが申請した復興基金の３次メニュー
や地域コミの補助金申請について事業内容を紹介
してもらい、お互いに協力できるところについて検討
しました。 

→次回以降テーマごとに開催し、進捗状況の報
告も兼ねてやっていく予定です。 

今後について② 



★昨年度実施して好評だった「総代・民生委員を
対象とした関係者WS」や「住民参加型WS」も今
年度開催していく予定です。 

★総代からは、小国地域の高齢者を支える事業
にどんなものがあるのか紹介してほしいという要
望が出ています。 

★住民参加型も昨年度は介護保険サービス利用
者の紹介だったが、今年度はいくつになっても健
康づくりに励んでいる高齢者に焦点をあてて、体
験発表なども開催したいと思っています。 

今後について③ 



今、保健師に求められていること 
• 昨年度看護師・保健師を目指す学生実習を担
当した時、学生にこのワークショップに参加して
もらいました。 

• それを見た学生からこんな感想がありました「
地域ケアコーディネーションを学んだが、講義
そのままが実際に見れて良かった」 

• 地域ケアコーディネーションとは：すべての人
が健康で、安心して暮らせる、住みやすい地域
にするために、地域住民や行政、関係機関の
連携と協同を推進し、関係する人々や部署、機
関の間を調整する機能 



ご清聴ありがとうございました。 
            

西澤さん、細金さんを初め支援員さんとの出会 
いは、私の保健師活動の幅が広くなったと思い 
ます。保健師が一緒に仕事をするのは保健師 
という専門職だけではないと支援員さんから教 
えてもらいました。 
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