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                                                    平成29年３月22日（水) 18：30～     

場所：文化センター４階  

 

資料構成 

 
   １ 総合事業（緩和基準）について 

   ２ 各部会について 

      ①認知症  ②短期集中予防サービス  ③医療と介護の連携 

   ３ 中地域ケア会議等、各地域の動きについて 

   ４ つどいの場について  

   ５ 高齢者を取り巻く現状と今後について 

   ６ 低所得・独居・住まい・保証の問題について 
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   予防  ２ 

   生活 
   支援  
３    住まい  ４ 

総合事業 

６ 

医療と 
介護の 
連携 ７ 

 
 
 
 
 
 

認知症 

８ 

地 域 包 括 ケ ア 
システム全体像  

誰もが、 
住み慣れた地域や 
自らが望む場で 
暮らし続けること
ができる 
地域づくり  
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   介 護  １ 

   医療  ５ 

   １.緩和基準  
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 本市を取り巻く、高齢者数・介護認定者数 
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５年前 今 ５年後 10年後 

元気高齢者 サービス利用者 高齢化率 出現率 

＋0.3 ＋0.4 

   １.緩和基準  
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 本市の介護保険給付費の推移 
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（年平均伸び率：約14％） 

200億円の増加 

   1.緩和基準  
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要支援１ 要支援２ 経過的要介護 

要介護１ 要介護２ 要介護３ 

要介護４ 要介護５ 

（時点）平成28年(2016年) 

（出典）厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（平成27,28年度のみ「介護保険事業状況報告」月報） 

 認定率（要介護度別）の比較 

いわき市 
高い！ 

   1.緩和基準  
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 本市を取り巻く“認定率”の推移 
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郡山市と 

３pt差！ 

   1.緩和基準  
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 本市を取り巻く高齢独居世帯の割合の状況 
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   1.緩和基準  
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   1.緩和基準  
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①予防で、防ぐ。 
 ・認定者を増やさない 
 ・重篤させない 
 

②要支援の生活 
 支援を専門職以外 
 でも支える。 
 

⇒専門職が、より 
 効果的・効率的に 
 高い専門性を発揮 
 できるように！ 
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   1.緩和基準  
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   1.緩和基準  

 要支援認定者が介護サービスに求めるニーズ 
 介護予防訪問介護の利用内訳（H28.4月現在） 
 
  訪問介護については、市全体で1,918名が利用 

  うち、家事援助1,857名（96.8%） 
     身体介護   61名（3.2%） 

 家事援助の利用目的： 清掃（53.7%）、買い物（20.5%）といった生活支援ニーズが高い 

10 
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   1.緩和基準  

総合事業の“多様な主体（緩和基準）”の目指すところ 
 
 
 

  
 要支援の方の訪問介護を専門職から緩和基準型へ進めることで、 
 
 ① 不足している人手・専門職を、より専門的なケア、より重篤な 
   方へ集中することができる。 

 
 ② 要支援の訪問介護の費用が抑えられる。（専門職の７～８割程度） 
    

  （試算） Ｈ27 要支援の訪問介護 14,549件・252,414千円 平均17,350円/件 
        全体の１割が、緩和基準型へ移行すると・・・ 
 

  初年度単年効果額 △5,200円/件（17,350×70％）×1,500件＝△7,800千円 
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   1.緩和基準  

 資格要件等の緩和、サービス内容の限定を行うことで、 
 〇 資格を持たない方もサービスを提供することができるようにするための仕組み 
 〇 導入により、介護人材のすそ野を広げることができる 

緩和基準訪問型サービスだけを検討していく。 

通所型については、サービスの位置づけ・必要性の検証が必要であるほか、今
後展開する一般介護予防事業との整理が必要と考えている。 

  

  

     

２ 緩和基準サービス検討会議を設置 

本年２月10日、市内のNPO法人、ボランティア団体、シルバー人材センター、介護
事業所、ハローワーク、介護支援専門員連絡協議会などを構成員として設置。 

１ 緩和基準サービスとは 

⑴ 検討の方針 

⑵ 検討内容 

① サービスの提供内容 

② 人員等の基準（配置人員、資格要件） 

③ サービス単価  

④ 研修プログラム など 

     

 緩和基準サービス導入に向けて 
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   1.緩和基準   サービスの提供内容 
〇 資格を持たない方がサービスを提供することが前提（専門性が高いものは除外） 

⑴ サービス内容 
  緩和基準訪問型サービスは、家事援助に限定。 
      
⑵ さらに検討を要するポイント 
  資格を持たない方では、提供困難と考えられる家事援助サービスがあるか。 

「老計第10
号」範囲内 

身体介護 
できない 

 サービス行為の区分は、「身体介護」と「家事援助」の項に分かれ、具体的な行為
が「老計第10号通知」に規定 
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   1.緩和基準  

〇 多様な主体の参入が図れるよう人員基準を緩和する。 
〇 一方で、介護事業者も参入しやすいよう、資格要件に専門職を残す。 

区 分 現行相当の基準 緩和した基準 

管理者 

〇常勤・専従１以上 
〇支障がない場合、他の職務、同一敷地 
 内の他事業所等の職務に従事可能 

〇専従１以上 

〇支障がない場合、他の職務、同一敷地 
 内の他事業所等の職務に従事可能 

訪問介護員等 

〇常勤換算2.5人以上 
〇資格要件  
 ・介護福祉士、 
 ・介護職員初任者研修等修了者 

〇必要数（※１） 

〇資格要件 ・介護福祉士、 
      ・介護職員初任者研修等修了者、 
      ・又は市が実施する研修修了者 

サービス 
提供責任者 

〇常勤の訪問介護員等のうち、 
      利用者40人に１人以上 
〇資格要件  
 ・介護福祉士、実務者研修修了者、 
 ・３年以上介護等の業務に従事した     
  介護職員初任者研修等修了者 
 
〇一部非常勤職員も可 

〇上記の訪問介護員等のうち必要数（※２） 

 
〇資格要件  
 ・介護福祉士、実務者研修修了者、 
  介護職員初任者研修等修了者 
 ・又は市が実施する研修修了者 

〇一部非常勤職員も可 

 留意点（※１．２） 
  配置人員は必要数とするが、利用者数に応じた配置人員の目安を設定する。 

 人員等の基準 
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   1.緩和基準  

〇 現行相当サービス 

  身体介護を含んで１回あたり266単位 

〇 緩和基準サービス 

  家事援助のみの単位設定が必要＝（A) 

１ サービス内容を家事援助に限定 

種別 単位 提供時間等 

訪問介護（身体中心） 388単位 30以上1時間未満 

訪問介護（家事中心） 225単位 45分以上の場合 

現行相当サービス 266単位 45分以上が目安 

 家事援助サービスの単位（A)を、 
 人件費（70％）、間接費（30％）に分離。 

 訪問介護員及びサービス提供責任者時給を、
介護職の時給に置換して人件費率を算出。 

【 介護事業所の各配置人員の平均時給 】 ⇒ 

出典：平成27年度介護労働実態調査結果より 

（A)×30％ 

（A)×70％ 

種別 全国平均 福島県平均 

訪問介護員 1,289円 1,169円 

サービス提供責任者 1,102円 909円 

介護職（無資格者） 935円 865円 

 人件費率 ＝  
 
        ＝ 1,870円／2,391円 ＝ 78.2% 

（935円【無資格者】×２人） 
（1,289円【訪問介護員】＋1,102円【サービス提供責任者】） 

２ 介護報酬の人件費・間接費割合 

３ 資格要件の基準を緩和したため、人件費の調整を行う 

 サービス単位の考え方 
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 ⑴ 個人情報の取り扱い、守秘義務  
 ⑵ リスクマネジメント、緊急時・事故発生時の対応 
 ⑶ 緊急対応時における最低限の介護技術 
 ⑷ 地域包括支援センターの役割  など 

項目 科目

介護職の職業倫理

介護における安全確保とリスクマネジメント

介護職の安全

高齢者と健康

老化に伴うこころとからだの変化と日常

介護におけるコミュニケーション技術 介護におけるコミュニケーション

こころとからだのしくみと生活支援 介護に関するこころの仕組みの基礎理解

職業の理解
（本サービスで行うことが出来ない行為について）

こころとからだのしくみと生活支援
生活支援技術の講義・演習
生活と家事

「訪問看護における
サービス行為ごとの区
分等について（老計第
10号）」「指定訪問介
護事業所の事業運営の
取扱等について（老支
援第76号）」

３時間

介護保険制度の概要の理解 介護・福祉サービスの理解と医療との連携 介護保険制度概要 １時間

認知症その他の疾病、障害等の理解 認知症の理解 認知症に伴うこころとからだの変化と日常 ２時間

リスクマネジメント、緊急時・事故発生時の対応

合計 １２時間

コミュニケーション技術、障害等の理解 ２時間

前述の主旨を勘案の上、事業所で独自に定めるものとする

介護従事者としての心得や倫理 介護の基本 ２時間

高齢者のこころとからだに関する理解 老化の理解 ２時間

研修すべき内容
介護職員初任者研修カリキュラム

その他参考 履修時間

〇 国が示すプログラムの例 

〇 強化・追加を図るべきと考える内容 

 研修プログラム    1.緩和基準  

16 
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１ 事業目的 

 緩和基準サービスの円滑な導入、情報発信などを目的として事業の実施・検証、必要な改善等を
行うもの。 

２ 事業実施期間 平成29年４月から８月（５か月間）を予定している。  

３ サービス提供内容等  

対象者 要支援１、２の認定者 基本チェックリストによる事業対象者 

内 容 買い物、掃除、洗濯などの家事援助（身体介護は行わない） 
※老計第10号通知に基づくが、実証事業では調理は実施しない 

頻 度 週１回の提供 １回あたり45分以上１時間まで  

４ 事業スキーム 

受託団体 
地域包括 

支援センター 

利用者 

①従事者確保 

③利用案内 

⑤マッチング作業 
⑥アセスメント提供 

②研修受講 

④同意 
⑦同行訪問 

（サービス担当者会議） 
⑧サービス提供 
⑨アンケート実施 

従事者 
研修 

利用者負担 

なし 

 生活援助サービス普及・実証事業の実施について 

17 
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   2.各部会について  

① 生活安全（認知症）部会 
第１回 6/27 18：30～ 
【会議内容】 
 ①認知症初期集中支援の仕組みづくり 
 ②認知症サポーターの活動づくり 
 ③オレンジカフェ以和貴について 
 
第２回 8/24 15時～ 
【会議内容】 
 ①認知症初期集中支援の仕組みづくり 
 ②オレンジカフェ以和貴について 
 ③認知症あんしんガイドVer.2原案 
 ④認知症サポーター活動支援の仕組み 
 ⑤認知症に関する事業一覧 
 
第３回 10/24 18：30～ 
【会議内容】 
 ①認知症初期集中支援の仕組みづくり 
 ②認知症あんしんガイドver2.について 
 ③オレンジカフェ以和貴について 
 
第４回 1/25 15時～ 
【会議内容】 
 ①認知症初期集中支援の仕組みづくり 
 ②オレンジカフェ以和貴について 
 ③認知症対策の推進（Ｈ28実績） 
 

 

【今年のまとめ・来年度に向けて】 
 次年度は、新オレンジプラン及び市高齢者保健福祉計画
の計画最終年となる。 
 ① 認知症初期集中支援事業（拡充） 
 ② オレンジカフェ以和貴等家族介護者支援（拡充） 
 ③ 関係者の顔の見える関係づくり・研修会など 
 ④ 新規事業の検討 
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   2.各部会について  

                            市内5ヶ所目：エブリアでの開催 
                                     2月16日開催 約20名 
                                     ※今後も第3木曜日に定期開催 

                                         6ヶ所目： 
                                          市総合保健福祉 
                                           センター内での開催 
 
                                                      2月27日開催 
                                                      約15名参加 
                                                      ※今後も第4火定期開催 
                                                    
                                                       １か所目：スカイストア 
                                                       ２～４ ：介護事業所 
 

小名浜・内郷、 
感想をお願いします。 
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   2.各部会について  

③ 健康と生きがいづくり部会 
第１回   6/22 14時～ 
【会議内容】 
 ①地域包括ケアシステムの全体像 
 ②短期集中予防サービス 
 ③住民主体の介護予防活動支援 
 
作業部会① 7/5 15時～ 
【会議内容】 
 ①短期集中ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに係るアセスメント 
 ②評価指標 
 
作業部会② 8/3 14時 
【会議内容】 
 ①短期集中予防ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑのモデル実施 

 

【短期集中ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ モデル実施】 
 ①初回ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ支援会議：10月26日開催 

    ↓ 
   プログラム開始 
    ↓ 
  ②中間ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ支援会議：12月19日開催 
    ↓ 
  ③最終ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ支援会議：１月31日開催 
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健康寿命 つどいの場 

短期集中 
予防サービス 

予防 
 

（ポイント指標） 

   これまでの本市の二次予防事業 現状２ 

参加者数    高齢者数  
 

  636名 ／ 93,566名 
 

0.68% 
 

(国目標値：5.0％） 

① 参加率が低い。（対象者数：9,492人） 

② 事業が終わると、その後の活動の 
  場がなく、元に戻ってしまう。 

給付費の抑制 

   短期集中  
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 ケアマネジメント支援会議（今年度モデル実施の状況） 

事業所 
包括 
ﾌﾟﾗﾝ 
作成者 

ＰＴ ＯＴ 医師 ＳＴ 

管理 
栄養士 

歯科 
衛生士 

第１回モデル実施 
 10月26日 18：00～21：30  場所：文化センター 
 ２０ケースについて、ケアプラン及びプログラム実施についての多角的な検討と助言を頂く。 
  

   短期集中  
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 ケアマネジメント支援会議 
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第２回モデル実施 
 12月19日(月) 16：00～20：00  場所：文化センター 
 プラグラム実施１ヵ月後の状態を中間モニタリング。 
  

   短期集中  
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ポイント１ 
 
 

様々な専門職の
チームで対応 

ポイント２ 
 

本人の「やりた
い」が実現でき
るプランか、 
みんなで 
チェック 

ポイント３ 
 

途中経過も 
モニタリングし、 
必要あれば 
プランの修正 

ポイント４ 
 

やりっ放しで 
終わらない。 
つどいの場へ 
つなぐ。 

２ H29年度から本格実施！（今までの予防とは違う、利用者のための短期集中ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ） 

  ＜おおよそのスケジュール＞ 
   Ｈ29.３  モデル事業検証 
   Ｈ29.４  実施概要・要綱制定 
   Ｈ29.６  事業所指定受付 
   Ｈ29.８頃 本格事業提供開始 

１ 今年度のモデルの総括・感想 
 ○個別支援・複合プログラムの有効性を確認 
  （活動意欲・生活機能が向上） 
 ○提供体制の確保と人材育成 
 ○終了後の支援に関する情報整理と新たな場の創出 

   短期集中  
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   2.各部会について  

③ 医療と介護連携部会 
第１回 7/27 15時～ 
 
【会議内容】 
 ① 地域の医療介護資源の把握 
 ② 情報共有様式 
 ③ 今年度の検討事項とｽｹｼﾞｭｰﾙ 
 ④ 「在宅医療推進のための多職種 
    研修会」 
 
第２回 12/21 16時30分～ 
 
【会議内容】 
 ① 地域の医療介護資源の把握 
 ② 情報共有様式 
 ③ 在宅医療・介護連携に関する相談支援    
   について 
 ④ 「いわき医療圏退院調整ルール」策定の 
   取組み状況について 
 ⑤ 「平成28年度在宅医療出前講座」の実施    
   状況について 
 
第３回 3/15 15時～ 
 
【会議内容】 
 ① 地域の医療介護資源の把握 
 ② 今年度の取組みと来年度の予定について 
 ③ 「いわき医療圏退院調整ルール」の策定 
      について 

 

【今年のまとめ・来年度に向けて】 
 
○平成28年度  
・関係者の在宅医療に関する情報の取得を支援するため、
在宅医療に取り組む医療機関、介護サービス事業所など
の情報のリスト化に向けた調査様式を協議し決定。 
・総合事業該当者における医療機関から介護事業所など
への診療情報提供シート様式を協議・作成。 
・医療と介護連携に関する様々な取組みについて検討。 
 
○平成29年度 
・リスト化に関する調査の取りまとめ、作成・公表。 
・在宅医療・介護連携に関する相談支援のための相談支
援センターについて、実態把握を行い、必要性やあるべ
き姿について検討。 
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   2.各部会について  

別添参考資料１ 
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3.中地域ケア会議・各地域の動き  

 
 
 
第１回：６月23日 
第２回：３月９日 開催 
 
＜主な検討・取組事項＞ 
 
○基幹地域ケア会議 
○つどいの場の検討 

平地区 
 
 
 
第１回：６月22日 
第２回：９月７日  
第３回：11月30日 
第４回：２月15日 開催 
 
＜主な検討・取組事項＞ 
○認知症在宅ケア講演会 
○認知症声かけ訓練 
○防犯協会との協定 
○つどいの場の検討 
○エブリアでの認知症カフェ 

 
 
 
第１回：８月18日 
第２回：11月25日 開催 
 
＜主な検討・取組事項＞ 
 
○医療・介護・健康フェア 
○足の問題の検討 
○情報共有方法の検討 
○つどいの場の検討 

 
 
 
第１回：９月１日 
第２回：２月９日 開催 
 
＜主な検討・取組事項＞ 
 
○塾の検討 
○介護技術講習会 
○医療介護連携の検討 

 
 
 
第１回：８月２日 
第２回：２月27日 開催 
 
＜主な検討・取組事項＞ 
 
○保健所での認知症カフェ 
○社会資源把握 
○塾の検討 

小名浜地区 勿来・田人地区 常磐・遠野地区 

内郷・好間・三和 
 
 
 
第１回：６月22日 
第２回：２月１日 開催 
 
＜主な検討・取組事項＞ 
 
○よつくら塾 
○認知症カフェの検討 
○認知症声かけ訓練 
○社会資源把握 

四倉・久ノ浜大久 
 
 
 
第１回：９月21日 開催 
 
 
＜主な検討・取組事項＞ 
 
○小川寺子屋 
○食の問題の検討 

小川・川前地区 

別添参考資料２ 
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3.中地域ケア会議・各地域の動き  

勿来・田人地区、 
感想をお願いします。 
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3.中地域ケア会議・各地域の動き  

第１回 ９/24 約60名参加 
【内容】 
 ①口から始める健康づくり 
  訪問歯科診療の実際 
 ②お薬とかかりつけ薬局 
 ③「飲み続けてはいけない 
  薬」について 

第２回 ２/25 約70名参加 
【内容】 
 ①在宅医療を実現するために 
  必要な知識 
 ②訪問看護をご存じですか～ 
  安心して在宅療養するため 
  に～ 
 ③在宅療養における訪問リハ 
  ビリテーションの意義と実際 
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3.中地域ケア会議・各地域の動き  

常磐地区 ２/16 
 約50名参加 
【内容】 
 ①寸劇による介護に 
  関するサービスの 
  説明 
 ②介護技術指導 
 ③歯科医師講話 
 ④配食サービス試食 
  
 遠野地区 ２/23  
約50名参加 
【内容】 
 ①寸劇による介護に 
  関するサービスの 
  説明 
 ②介護技術指導 
 ③薬剤師講和 
 ④配食サービス試食 
 

動画検討 

常磐・遠野地区、 
感想をお願いします。 
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小川寺子屋 
毎月１～２回・年間20回 開催予定 
 
＜年間スケジュール（案）＞ 
４月14日 入学式 
４月28日 体力測定 
５月12日 生きがいづくりについて 
５月26日 認知症とコミュニケーション 
６月９日 みんなのリハビリ体操 
  … 31 

3.中地域ケア会議・各地域の動き  

 
 
 
常磐・遠野いきいき健康塾 
毎月１～２回・年間16回 開催予定 
 
＜年間スケジュール（案）＞ 
３月23日 オリエンテーション 
４月20日 入塾式 
５月25日 健康増進のための運動 
６月下旬 認知症勉強会 
７月６日 課外授業 
  … 

常磐・遠野地区 
 
 
 
介護塾（仮称） 
開催頻度 未定 
 
＜年間スケジュール（案）＞ 
夏頃を目途に開催の準備を進める。 

内郷・好間・三和地区 

 
 
 
いわき医療介護学校よつくら塾 
毎月１回・年間12回 開催予定 
 
＜年間スケジュール（案）＞ 
４月26日 入学式 
５月17日 体力測定 
６月21日 生きがいづくりについて 
７月19日 在宅でのケアプランとお薬 
８月23日 幼児の安全について 
  … 
 

四倉・久ノ浜大久地区 小川・川前地区 別添参考資料３ 

①地域ごとのネットワーク 
②医療・介護と市民が 

  つながる“地域づくり 
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    健康寿命 現状１ 

いわき市 
 

男性：76.55歳 
女性：81.93歳 

全国トップ（長野県） 
 

男性：79.46歳 
女性：84.04歳 

32 

健康寿命 

給付費の抑制 

つどいの場 

短期集中 
予防サービス 

予防 
 

（ポイント指標） 

   4.つどいの場  
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   4.つどいの場  
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    健康の要素 視点１ 

社会参画＆ 
生きがい 

運 動 食と栄養 

フ
レ
イ
ル
の
悪
循
環 

外出などがおっくう 

活動性の低下 

食欲の低下・粗食 

低栄養 

体力・筋力の低下 

サルコペニア(筋力減少症) 
34 

   4.つどいの場  
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【本市の高齢者のニーズ】 
 

○ 外に出ない理由は… 
 ①楽しいことがないから 
 ②話し相手がいない 
 ③井戸端会議のようにみんなで 
  集まって話をする場所がない 
 ④隣近所とのお茶飲みなどの 
  機会がない 
 

※ある区長さんのコメント 
 「昔は十九夜とか、庚申講とか、 
  結とか、地域の人たちがつながれる 
  機会や場がたくさんあった。 
  今はなくなってきている。 
  もう一度、地域の人々がつながれる 
  場や機会をつくっていきたい」 

【つどいの場への参加効果】 
 

 “つどいの場”への「ニーズ」も「効果」もあります。 
35 

   4.つどいの場  
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仲間意識が生まれたことにより、 
 
①来なかった人の家にみんなで 
 訪問したら、たまたま、家の中で 
 倒れていたのを発見！ 
 
②買い物が難しい方の、買い物を 
 ボランティアで代行。 

地区内に集会所がないので、 
中学校が“つどいの場”です。 
 
学校のご理解とご協力のもと、 
給食も食べています！ 

   4.つどいの場  
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   4.つどいの場  
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いきいき 
デイクラブ 
（140ヶ所） 

  

 社会福祉協議会 

シルバー 
リハビリ体操 

（200ヶ所） 
 

 包括支援センター 

38 

   4.つどいの場  
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目指す“通い・つどいの場”に向けた事例紹介 平馬目体操クラブ  

39 

   4.つどいの場  
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第２回 
 
 ・時期：９月27日(火) 
 ・参加：13名参加 
 ・理学療法士 増田先生 
  「ウォーキング教室 
   ～正しく・かっこよく 
    歩くために～」 

目指す“通い・つどいの場”に向けた事例紹介 渡辺町下町 あしたば会（ｼﾙﾊﾞｰﾘﾊﾋﾞﾘ体操クラブ）  

40 

第３回 
 
 ・時期：10月25日(火) 
 ・参加：11名参加 
 ・加藤薬剤師 
  「お薬の話 
    ～新薬の状況・自分や 
     家族が服薬している 
     お薬の注意点～」 

   4.つどいの場  

シルリハ 
× 

専門職の 
コラボ 
続々 
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 専門職の皆さん 

 行政  地域の方々 

41 

 
 

 〇                               になる 

   ・“顔の見える関係”へ 

 
 
 

１.地域は、お薬の 
  話を聞きたい・知りたい！  
 

２.地域の方々の 
  意識が高まる・知識が拡がる。 

 
 

    

１.つどいの場への 
    参加者が増える！ 
 

２.健康寿命伸びる！ 

あそこの薬局、 
あそこの病院、 

この前、話聞いた、 
いい人だから、 
“かかりつけ”に 
なってもらおうか

な。 

   4.つどいの場  

①地域ごとのネットワーク 
②医療・介護と市民が 

  つながる“地域づくり 

つどいの場 
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ポイント１  65歳以上じゃなくても、参加OK 

ポイント２  多様なメニューから選ぶだけ 

ポイント３  市×社協×包括の３者で連携支援 

別添参考資料４ 
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短期集中予防 つどいの場 

この２つで介護利用を食い止める 

つどいの場×短期集中  
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4.つどいの場 

医療介護学校の受講生が、各地域の“つどいの場”などのリーダーに  

“医療介護学校”と“つどいの場”の関係性イメージ 

各地区の学校受講生 
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   5.現状と今後  

今 2025(H37)年 

国全体：1億2,700万人 

いわき ：34.6万人 

国：1億2,000万人 △700万人 

市：     29.5万人 △5.1万人 

国：3,395万人 (26.7%) 

市：  9.4万人 (27.2%) 

国：1,646万人 (13.0%) 

上記のうち、75歳以上 

市：  4.7万人 (13.6%) 

国：3,657万人 (30.5%) 

市： 10.3万人 (35.0%) 

国：2,179万人 (18.2%) 

市：  5.8万人 (19.7%) 
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   5.現状と今後  

今 2025(H37)年 

国：462万人 

市：1.1万人 

国：700万人  ＋238万人・51.5％増 

市：1.7万人      ＋0.6万人・51.5％増     

認知症 

国：600万人 

市：1.6万人 

国：700万人  ＋100万人・16.7％増 

市：1.9万人      ＋0.3万人・16.7％増     

独居 

国：127万人 

市：0.4万人 

国：153万人  ＋26万人・20.5％増 

市：0.5万人      ＋0.1万人・20.5％増     

死亡者数 
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   5.現状と今後  

今 2025(H37)年 

国：452万人 

市：1.6万人 

国：657万人  ＋207万人・45.3％増 

市：2.3万人   ＋0.7万人・45.3％増     

介護サービス利用者数 

国：10.4兆円 

市：300億円 

国：21兆円     ＋10.6兆円・102％増 

市：600億円      ＋306億円・102％増     

介護給付費 
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   6.保証問題  

＜基礎的データ＞

総数 単身者 割合

第１ 14,385 9,322 64.8%

第２ 6,985 3,724 53.3%

第３ 6,167 2,308 37.4%

27,537 15,354 55.8%

区分

保
険
料
階
層

計

※第１階層のうち、生保受給（2,050人　単身1,498人）を除く

住まい 
住まい方 

家族の 
代わり 

低所得 

別添参考資料５・６ 
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   6.保証問題  

別添参考資料７ 
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 私たちが目指す姿 

誰もが、住み慣れた地域や自らが望む場で暮らし続ける 
ことができる まちづくり・地域づくり 

「誰もが」とは・・・・ 
 

 高齢者だけでなく、 
 障がいのある方も、 
 子育て世代も、子どもたちも、 
 文字通り、「誰もが」です。 
 

「まちづくり・地域づくり」とは・・・ 
 

 保健医療福祉だけではなく、 
 教育や経済分野など、 
 様々な分野が関わるものです。 
 

地域で、在宅で暮らすを、あきらめない。 
地域で、在宅で暮らす 「限界点を高める」 

いわきの包括ケアとは、 
 「つながる・いわき」ということです。 

支える側と支えられる側の垣根を低くする。 

本人や家族の目線から見る 

 
「小さく生んで、大きく育てる」 
 （スモールスタート）という考え方、 
「小さな取組みを、広めていく」 
 という考え方で進めます。 
 
必要に応じて、適宜、 
 改良・見直していきます。 

そのために、 
「つながる」 

 
共有 
・ 

顔の見える 
関係 

 

つながる 
ために、 

 
情報発信 
・ 

見える化 

50 

   地域包括ケア  
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情報発信～共有・見える化① フェイスブックによる発信  

つながるいわき 

いわきの地域包括ケア “つながる・いわき” 

 ・主な記事  

1,700閲覧 
【つどいの場】 
 平下片寄地区 

 シルリハ×お薬の話×移動販売  

1,200閲覧 
【短期集中ｻｰﾋﾞｽ】 
 短期集中予防サービスモデル 

 第３回ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ支援会議  

1,200閲覧 
【つどいの場】 
好間北好間地区 食事  

51 

つながるために 
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それぞれが取組み、 
それぞれが発信 
でも、バラバラ 

より大きな力に 

方向性を合わせる 
力を合わせる 

それぞれが頑張ってる。 
52 

つながるために 
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 閉会 ありがとうございました。 


