～～～はじめに～～～
本増刊号は昨年 9 月開催のシン
ポジウムのパネルディスカッショ
ン模様を特集しました。
なお、誌面の都合により要約版と
して編集しています。
∽∽∽ 編集委員会 ∽∽∽

【大川共同主催者代表挨拶抜粋】
このシンポジウムは、その基本のところを、

ためにお集まり願いました。

高齢社会をよくする会会長の樋口先生から、

「地域包括ケア」の構築については、宮城

その制度的フォローを、厚労省老健局振興

全域の到達目標を２０１８年度に置くとともに、

課長の高橋さんから、さらに、その具体的実

訪問医療をはじめ、全ての団体のご協力を得

践の手だてを、はるばる鳥取県からおいでに

ながら、地域の特色を生かし、「できる地

なった、こうほうえん理事長の廣江さんに学

域」、「できる方法」で、一日も早く、まず「ス

び、関係者が気持ちを合わせて、明日からで

タートさせる」ことをモットーに、一歩一歩着

も直ちに、地域包括ケアの構築にとりかかる

実に進めることにしたいものです。

~1~

先ず最初に、各パネラーの

長村上さん、仙台市地域包括支援センター連絡

方々からおよそお一人様１０分

協議会会長折腹さん、宮城県認知症グループホ

位で、最初のご発言をいただ

ーム協議会会長蓬田さん、仙台市老人福祉施設

きたいと思います。

協議会会長髙橋さんの順番でお願いします。

宮城県長寿社会政策課課

◆宮城県の現状
宮城県の取り組みを紹介します。団塊の世

また、要介護認定者数は

代が７５歳以上となる２０２５年には高齢化がよ

震災後の２０１１年５月末の約８

り一層進みます。国の社会保障、人口問題研

万５０００人から、２年後には

究所の人口研究所によりますと、宮城県の７５

約１０万人と増加しており、こ

歳以上の人口は２０１０年の約２６万７０００人か

の間の宮城県の伸び率は１８．８％で全国ワー

ら２０２５年には３８万５０００人となり、全体の人

ストとなっている状況です。これは、仮設住宅

口に占める割合も１１．４％から１７．４％に上昇し

等での生活不活発病の増加や家族介護力の

ます。

低下など、震災の影響もあるものと考えていま

また、一人暮らし高齢者の世帯数も約３万

す。

6000 世帯から約４万世帯と１．７倍に増加する

更に課題としてあげられるのが、地域コミュ

と見込まれています。

ニティの希薄化です。被災地特有の問題とし

更には６５歳以上の高齢化率が３０％以上とな

て仮設住宅等の入居者の心身の健康悪化や、

る市町村数は、２０１０年の７市町村から２０２５年

生活不活発病の増加があげられます。これに

には２８市町村に増加すると見込まれています。

対しては石巻市で包括ケアセンターを開成地

次に認知症高齢者や要介護認定者数ですが、

区、仮設住宅の地区内に設置し心身のケアを

こちらも増加傾向となります。認知症高齢者数

地域の関係機関全体でモデル的に実施してい

の最近の研究報告書を基にする推計によりま

るというような例もみられます。

すと２０１０年の３月末現在の約７万５０００人か

◆介護保険の現状と課題

ら、２５年３月末には約８万２０００人に増えてい
ると推計されています。

宮城県の介護保険の状況ですが、まず本県
の要介護認定者数は２５年末の段階で約１０万
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３０００人となり、平成１２年の制度創設時に比べ

県は約１．３倍となりますが、仙台市は約１．５倍

て約２．４倍以上に増加しています。介護費用

と急増します。

についても平成１２年度の５４９億円から２４年度

また、石巻市や気仙沼市は約１．２倍に増える

の１４７６億円となり、１２年間で２．７倍となって

一方で、登米市や栗原市は１倍を下回る状況と

います。介護保険料については、第１期２６９７円

なります。更に２０４０年までの推移を見ますと

から第５期４８４６円と約１．８倍となっています。

仙台市は２０年後の２０３５年に約１．８倍に増え

本県の介護サービス事業者数ですが、平成

てから２０４０年に減少に転じます。石巻市や気

２６年 5 月現在 3636 事業所ということで、平成

仙沼市は２０２５年に約１．２倍に増加したまま、

１２年の制度創設時の約３倍となっています。

増減はあるものの 2040 年も約１．２倍で推移し

本県でもこの１年で約 200 の事業所が増え

ます。大崎市は 2040 年に向けて徐々に増加し

ていますが、その半数はデイサービスとなって

2040 年に約１．２倍に、登米市、栗原市は２０４

います。

０年までは増減はあるものの、約 0．9 倍から約

県内各地の高齢化の状況は、７５歳以上人

1 倍の間を推移しています。県内の各地域間に

口は宮城県でも２０３０年頃までは急速に上昇

大きな差があり、状況が極めて違うということ

しますが、その後は緩やかに推移します。

が分ります。

２０１５年から１０年間の伸びを見ますと、宮城

◆多様な協働と役割分担
こうした現状と課題を受けまして、県の本年

もう一つは市町村ごとに地域の状況が大き

度の主な取り組みを紹介します。

く異なっていますので、住民、関係団体と役割

取り組みに必要な考え方としまして、高齢者

分担についての議論が必要ではないかというこ

を支えるにあたり市町村、住民、医療機関、介

とです。こうした協働や議論を通じて、地域レ

護サービス事業所など、多様な主体の協働が

ベルで顔の見える関係作りを行っていくことが

必要ではないかということです。

必要ではないかと考えています。

◆推進体制の確立と普及啓発
クションプランを進めていこうというものです。

県はこうした考え方をもとに、今年度は推進
体制の確立と普及啓発の２つの取り組みを重

普及啓発についてですが、市町村向けには５

点的に行っています。推進体制の確立では、全

月に市町村長を対象に、また、９月に市町村の

県的な推進体制を構築するため去る６月、宮城

部課長を対象にそれぞれ研修会を開催しまし

県地域包括ケア推進協議会の設立に向けた準

た。地域包括ケア推進に向けた市町村の役割

備委員会を立ち上げたところです。これは、行

について講師と意見交換を行っています。ま

政、学術機関、介護福祉関係団体および医療

た、住民向けの研修会については、９月の栗原

保健関係団体など 38 団体で組織し、専門委員

圏域を皮切りに県内９カ所を会場に行います。

会での議論を通じて協議会の構成団体が平成

専門者向けの研修会についても、県内各地で

２７年度から主体的に取り組む行動プラン、 ア

行う予定です。
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◆取り組みの方向性
次は取り組みの方向性です。県では他職種

住まい、生活支援を一体的に提供する地域包

連携体制の確立、高齢者の健康維持推進、生

括ケア体制を構築することと位置づけていま

活支援サービスの充実、住まいの確保、介護

す。イメージでとしては高齢者家族の生活を、

基盤の確保、認知症対策の推進、介護福祉人

関係機関や地域が全体で支えるというもので

材の確保の５つの視点で方向を整理しており、

す。今回の取り組みではとりわけ医療と介護の

現在、各専門委員会では２回ほど委員会を開

連携と、地域での支え合い体制の構築を大き

催し、取り組みの方向性や事業について活発な

な柱であると考えています。今後とも宮城県地

議論を重ねています。

域包括ケア推進協議会準備委員会での取りま
とめ等を踏まえて、体制の構築に努めてまいり

そして、目指すべき姿として高齢者が住み慣

ますので、協力と理解をお願いします。

れた地域で暮らせるよう、医療、介護、予防、

私は地域包括支援センタ

に、という地域包括ケアの中核機関として誕生

ーの役割と、機能強化につ

した地域包括支援センター。

いてお話します。

これが今とても仕事が多く、相談も多く、大変

平成１８年に、高齢者が住み

な状況になっています。それらをぜひご理解い

慣れた地域で安心して暮ら

ただき役割の整理と 機能強化を是非果たしてい

し続けることができるよう

きたいと思っています。

◆地域包括支援センターの役割
地域包括支援センター、なかなか名前が難

が、ワンストップサービス、そこに相談したら、

しい、分からないというお話があります。分解し

たらい回しにしない１つの機関で何とか解決ま

てみますと、地域とは住み慣れた地域、できる

で受け止め、相談支援をしていく拠点として存

限りその地域で暮らす。自宅で暮らし続けるこ

在していることです。

とを支援する。そして、包括とは全てと言う意

平成１８年から９年になりますけれども、今、

味です。それは何でも、いつでも、どこでも、

仙台市で４９カ所の地域包括センターがありま

誰でも、３６５日２４時間体制で支えていく機関

すが、年間で約５万４０００件の相談を受けてい

です。支援とは高齢者の安心な暮ら し、そし

るという現状です。高齢者が自立した生活、そ

て、安全な暮らしを守り続ける。虐待なども大

して尊厳のあるその人らしい生活を送っていた

変多くなってきています。権利侵害がないよう

だくための支援をするのが、この地域包括支援

に守る。そういう支援をしていくセンターです。

センターとなります。

そのセンター、これは真ん中という 意味です

◆地域包括支援センターの業務
続いて地域包括支援センターの業務です。

ムアプローチ、どんな相談でもその ３職種で

地域包括支援センターには、社会福祉士、主

色々対応していくという体制です。その業務は

任ケアマネージャー、保健師がいまして、チー

総合相談支援業務、権利擁護業務、包括的継
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続的ケアマネージメント業務。これはケアマネ

を作ることです。

ージャーの支援を行う仕事です。それから、介

この地域包括支援センターがしっかり役割や

護予防支援、そして介護予防ケアマネージメ

機能を果たすことが、地域包括ケアの実現に

ント業務。その他に多面的制度、横断的な支援

つながってきます。安心して地域で暮らせる支

の展開、地域の方々と ネッ トワーク を作っ て

援ができるような姿、これが私たちの求める地

様々な機関が協力し合ってサポートできる体制

域包括支援センターです。

◆地域包括支援センターの機能強化
一人暮らしや夫婦高齢者世帯も多くなって

所にはなっていません。これから地域包括ケア

います。その住まいを基盤として医療や、介護

システムを充実させていくのであれば、日常生

や、生活支援、介護予防、それらがこの中学校

活圏域と言われる各地域ごと、中学校区ごと

区に日常生活圏域として設定されている。中学

に、地域包括支援センターを設置することがと

校区にこういった社会支援が整い、地域包括

ても大切なことだと思います。
その地域包括支援センターが機能強化を果

支援センターやケアマネージャーが、これらを

たすために必要なこととして、医療や介護の連

マネージメントしていくことです。
相談支援の機関がこの地域ごとにあること

携、それから認知症、地域ケア会議、生活支

が、安心な生活につながると思います。全国に

援、介護予防、これらの充実強化が必要だとさ

は約 1 万カ所の中学校区があると言われていま

れています。

すが、まだまだ地域包括支援センターが１万カ

◆地域包括ケア実現のための５つの柱
この地域包括ケア実現のためには、5 つの柱

課題を解決するために様々なサービスを作り

にきちんと取り組む体制が必要になってきま

出していく、資源開発なども必要になってきま

す。特に地域ケア会議については、これから地

す。

域包括支援センターがしっかりと取り組まなけ

こういったことを集約した形で市町村レベル

ればならないこととして示されています。今で

の地域ケア推進会議などが行われて、地域全

も高齢者が地域で暮らすために様々な支援を

体の政策形成にまで発展させていくということ

行っていますが、一人ひとりが満足した生活を

が言われています。

続けるためには、様々な生活課題、生活の中

個別の会議が地域の課題に集約され、それ

の困難さに対応するためにこれをしっかりと個

が市町村レベルの会議の中で政策的に解決さ

別に行っていく体制が必要となってきます。

れていくことが必要になってきます。仙台市で

地域包括支援センターが主催する様々な多

は、行政側と仙台市の地域包括支援センター

職種の連携による地域ケア会議、個別会議、

の職員たちでこの地域ケア会議のマニュアル

これを有効に実施し、一人ひとりの生活支援を

づくりのワーキングが、１０月からはじまることに

具体的に行っていく体制を作ることが必要とな

なっています。高齢者がしっかりと地域で暮ら

ってきます。それが地域の課題につながり、地

し続けることができるような体制を専門職だけ

域づくり、資源開発、地域に対して、その生活

ではなく、地域の皆様と一緒になって作り上げ
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ていくことです。そのためには地域包括支援セ

容の見直し、効果的な運営を継続できるように

ンターが、中核拠点としての役割が果たせるよ

していくことが必須です。

うな機能強化が必要です。人員体制や業務内

◆今後の課題解決の方向性
現在、仙台市は４９地域包括支援センターが

症への対応、包括的支援業務、介護予防ケア

ありますが、全てが委託による運営です。直営

マネージメント、地域ケアの推進、高齢者が元

のセン タ ーはありません。 今 後、 地 域にある

気で暮らすことができるようなマネージメント、

様々な課題を解決していくためには、基幹型セ

ネットワークに基づく会議を開催して一人ひと

ンター、機能強化型センターなどの設置の検

りの課題解決をしていき、さらには生活支援コ

討も必要なことだと思っています。

ーディネーターの機能も地域包括支援センタ

地域包括支援センターの機能強化が果たさ

ーが担うことで、地域の中のマネージメントが

れることによって、在宅医療介護の連携、認知

円滑に行われると思います。

それでは、私の方は ２ 点

包括ケアの取組の実際。

について、報告します。

２つ目がグループホームの現状と、今後の課

まず１点目は馴染みの地域

題についてお話します。

で暮らし続けるための地域

◆地域で暮らし続けるための地域包括
ケアの取組の実際
認知症の人は、家にいるかどうかといういわ

地域包括ケアを見込んで、福島でやってい
るものもあわせての取組を紹介します。

ゆる戸締りをされてるかどうかという５分の見守

認知症の人、４６２万ＭＣＩ（軽度認知障害）、

りも含めて、回数的にはかなり訪問して認知症

４００万というところでは、半分以上の方が在宅

の人も在宅で過ごしているということ。それか

です。グループホームの役割というのも大きい

ら看取りもやってらっしゃる。それから病院から

かなと考えています。近くにあります社会福祉

出た後しっかりとリハビリをしながら、かなり回

法人、医療の方の力も借りながら、連携してこ

数が少なくなるくらい自立しています。
小規模多機能の様子ですが、今、泊まれる

の地域包括ケアを実践しています。
介護サービスの充実強化は、現在私の方は

処を求める方が在宅で非常に多くなっていま

2 カ所の介護医療連携会議に委員として参加し

す。そういう意味では、小規模のニーズも非常

ていますが、1 カ所のところはテレビ電話を使っ

に高くなっています。

て、在宅においてそこの電話と電話でお話をし

生活支援としての配食サービス、単に配食

ながら必要な時に夜中であろうが行く、という

サービスだけではなくて、プラス見守りという

システムになっています。

ことで、きちっと手渡しをしながら不在だった
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時には誰に連絡をするのかとか、緊急の連絡

サービス付高齢者住宅ですが、高齢者が利

先等も一つのファイルを作って状況の確認をし

用できるというシステムで様々なサービス、付

ながら配食をやっています。保温のまま取り出

加をしている部分、あるいは他法人の２４時間

して食卓に並べられるというシステムにしてい

の訪問、定時、随時のところを利用して支えて

ます。

います。

◆グループホームの現状と課題
て帰るとか、地域の夏まつりに参加したり、こう

認知症の人を支える地域づくりについてお話

いうものがいわゆる地域で暮らすことになると

します。

思います。

今、安心安全ネットワークで、できるだけ認

地域のボランティアさんの力を借りて生きる

知症の人を地域で支えて行こうということでの

力と、心に活かすということで地域に馴染むた

取組をしています。
認知症サポーター養成講座を約１２回の後、

めの一つの交流の機会としています。模擬訓練

徘徊模擬訓練を１０月５日にやる予定です。ネッ

のチラシですが、社会福祉法人の地域包括支

トワーク委員会で地域に関係する人たち全て

援センターが中心になりながら、その地域にあ

の人が一緒に集まりながらどういうふうにした

る事業所や地域団体を全部巻き込んで行うと

らいいのか話合いを進めています。

いうことになっています。

認知症の人だけではなくて様々な人が来ら

そして、「オレンジカフェ」ですが、「なつぎ

れるようにということで、「オレンジカフェ」と名

埜」で第１回を行いました。ミニ講座を１５分程度

前を付けてやっています。多職種、これも立場

入れて、地域の交流の場としての意見交換等、

を越えて地域の人も入っての事例検討会につ

お茶っこ飲み会です。

いてですが地域交流室を仙台の「なつぎ埜」

それで、タ ダだと 遠慮し て召し 上がらないの

と、福島の方にも設けて、認知症の人にとって

で、１００円をいただいて食べ放題、飲み放題で

小規模で安心して有事の時にも避難できるよ

す。そのことで逆にリラックスできているので

うにということでの指定福祉避難所、まだ宮城

はないかなと思います。

県のほうでは民間ではありませんけれども、こ

第１回目の認知症サポーター養成講座はカラ

こも大きな役割かなと思っています。

オケや、踊りが出たりとか、地域の人たちも乗

次に、東部道路、あそこに階段ができまし

り気でした。認知症の人なので、すぐ忘れるか

た。こ れ もグ ルー プホ ーム の 運 営 推 進 会 議

なと思ったのですが、結構楽しいことはすごく

で、２か月に１回やるんですが、区長さんからの

覚えていました。だからこういう経験が大事だ

提案で、区長さん等も参加しながら実際に登る

と思っています。

という訓練を行っています。いわゆる地域住民

それから、地域に向けての情報発信として認

を巻き込んでの避難訓練を、グループホーム

知症についてのミニ情報や、グループホーム

で行うことで認知症の人の理解と支援がスム

等についても理解していただくための掲示をし

ーズにいくことになるかと思います。

ています。あと認知症なんでも相談室、これは

それから、お母さんが朝幼稚園の子をグル

地域包括が中心になって、なんでも相談室とい

ープホームにつれて来て、また夕方迎えに来

うことでこの活動ができるような体制を作って
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います。福祉連携事例検討というこ とで、介

それから、認知症ケアの拠点になれるかとい

護、医療、社会福祉、ケアマネ、地域等参加し

うところでも独自の工夫や、拠点としての取り

てみんなで一緒に事例検討を行いました。グル

組み２つ以上のところはまだ４割というところ

ープホーム、キャラバンメイト、１５６サポーター

で、これからの課題かと思っています。実際に

もこの人数がおります。ですからグループホー

は行方不明の活動の、捜索活動の拠点となっ

ムとしては、やはりこういう活動をしっかり役に

ているということ等もあります。私自身も「なつ

立つことをやっていきたいと思っていますが、

ぎ埜」の捜索に参加したこともありますが、こう

アンケート結果によるとまだまだ地域交流のと

いうことも必要かと思っています。

ころも日常的に取り組めているところまではで

課題と し まし てはやはりグループホームとし

きていません。実際にはこういう役割を持てる

て、地域での見守りのネットワークを作るため

場であったり、スーパーや美容室に行ったりと

の相談窓口や、認知症カフェ、オレンジカフェ

かもありますが、まだまだ不足しています。

の充実を図っていきたいと考えています。

◆地域包括ケアシステ
ムの市町村の取組状況
仙台市老人福祉施設協

だから、きちっとした理念と方法を持って、

議会、これは社会福祉法人

それぞれの市町村が取組んでいると思っていま

として例えば特別養護老人

す。

ホーム、ケアハウスのある

仙台市も宮城県の市町村もまだ取り組んで

デイサービスセンター、老人福祉介護をやって

いないということです。県レベルでは推進会議

いる施設事業所の集まりです。

の準備会を持ってこれから取り組んでいくこと

地域包括ケアシステム、これは１０年前から

になっています。仙台市の場合は、我々として

樋口先生、あるいは堀田力先生が言っていたと

も２年ぐらい前から仙台市の地域包括ケアシス

思います。時々マスコミに地域包括ケアシステ

テムの方向性、基本的な理念をきちんと確認

ムに取り組んでいる市町村は全国で今どれぐ

しようと取組んできました。結果としては、来年

らいあるかというようなことが発表されることが

度から介護保険事業計画第６期の３か年計画

あります。確か１０数％～20％位です。全国の

が始まりますが、審議会を設けてその計画を審

市町村の３００位だと思います。取り組んでいる

議しています。そこで、私は仙台市老施協の代

という中身は何か基準があるのかということを

表としてここに来たのですが、具体的には仙台

調べてみると、それは特別基準があるわけじゃ

市内で事業を運営、経営していますので、社会

なく、これは厚労省のある職員の方から聞いた

福祉法人仙台ビーナス会の理事長として、今

のですが、市町村が取り組んでいるところと、

まであるいは現在どんな取り組みをしているか

取り組んでいない答えを集計した数字です。

ということを報告します。

◆仙台ビーナス会の施設整備と事業展開

５万７０００人で大体名取市と同じぐらいです。

南から柳生、真ん中は中田、東側は袋原と

１９年前に、特別養護老人ホーム、デイサービ

いう３つの中学校区を持っています。人口は約

スセンター、在宅介護支援センターの３つの事
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業を始めました。その当時は、特別養護老人ホ

が非常に強くなってきているので、訪問介護と

ームが２つ位あって、東部のほうには全くあり

連携させて訪問看護ステーションの運営を始

ませんでした。これから色々な将来を考えた場

めました。

合に、とにかく高齢者が多い地域でニーズが

そして将来を考えた場合に、２４時間サービ

非常に色々あります。そのニーズに基づいて、

スが必要になってくるということで、１０月から

それに対応した施設、事業を展開していかなけ

24 時間の訪問介護、看護サービス事業を展開

ればならないと思いました。当時ゴールドプラ

することにしました。仙台市はこの２４時間のサ

ン、新ゴールドプランが出て、「在宅３本柱」と

ービスを 今年 度から ５ カ 所必 要だと いう こと

いう言葉も出ました。老人ホームを代表的な施

で、１０月からスタートするように準備をしてい

設にしていましたが、ショートステイ、デイサー

ます。

ビス、ホームヘルパー、在宅サービスもこれか

次に、医療と介護の連携が今後大変重要な

ら大事になってきます。住宅関係としては、ケ

課題になりますが、お医者さんを２～３年がかり

アハウスを作りました。

で探して、来年の４月から訪問介護・訪問診療

それから、委託でしたがシルバーハウジング

対応の診療所を設置することにしました。その

（世話付高齢者住宅）を２カ所、仙台市から受

他支援とか、相談事業は、ご承知のとおり在宅

託しました。今言われているサ高住、サービス

介護支援センター、これは居宅です。地域包括

付住宅の前身みたいなものです。建物を造る

支援センターは仙台市からの委託業務で、３カ

のが国交省、サービスやお世話するのは厚労

所受託してやっています。この他に、民間の有

省でした。

料老人ホームがこの地域に３～４カ所あります

施設サービスとして老人ホーム、従来型の

し、グループホームや社会福祉法人以外の施

特別養護老人ホーム。その次は個室ユニット

設があります。これからはこれらの法人 施設と

型実質的には老人ホームと同じような運営をし

の連携が課題になるかなと思っています。

ている施設の、３つを現在運営しています。
最近問題になっている小規模地域密着型サ
ービスが、地域包括ケアなどの考え方と合せ
日本の高齢者介護サービスの歴史を、紐解

て出てきました。そしてまたそういうニーズも
増えてきましたので、グループホームを２カ所

いていただくような思いで伺っておりました。

と、小規模多機能施設を作りました。居宅サー

それでは４ 人のパネリスト に廣江さんを交え

ビスは言うまでもなくその基本になっているの

て、お互い同士のディスカッションをしていただ

が、ショートステイ２カ所、デイサービスセンタ

きたいと思います。
まず、宮城県の村上課長さん、どなたかに質

ー２カ所、訪問介護サービス、そして３年ほど

問ありませんか。

前には医療との連携ということ、これもニーズ

の認知症ケアの拠点として大きな役割が期待

グループホーム協議会の、蓬田会長にご質
問です。

されていますので、協議会や会員事業所の取

認知症への対応については今後とも大きな課

り組みなどでアピール点を何点か教えていただ

題となります。この中でグループホームは地域

きたいと思います。
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認知症の方が非常に増えてどこに相談をす

す。認知症の人が入居している専門のグルー

ればいいのか、一番の窓口は地域包括支援セ

プホームだからこそできる役割としては、そう

ンターですが、ちょっとした相談や、ほんとに身

いう相談窓口が必要です。ただ、認知症につい

近なところでグループホームが少しでも役に立

ての理解がないと場合によっては間違ったこと

てばいいかなと考えています。どこのグループ

を教えたり、きちっとした答えが出来なかったり

ホームでも認知症の人に何かあったときには

すると思いますので、相談員の育成等もしてい

対応がわからないという相談等も入ったりしま

かなければならないと考えています。

携することが大事だと思いますが、専門職が行

こうほうえんの廣江理事長に質問です。
地域包括支援センターの強化、人、質、量とあ

政にはいないのだということで、連携の仕方の

りますが、地域の様々な課題に対応するために

難しさがあるかと思います。そのあたりについ

地域包括支援センターが人の配置、サービス

て、実践されている廣江さんに回答していただ

の質、そして業務の量を整理をしていくことが

くと助かります。

必要だと思います。そのためには行政とよく連

包括センターは本来の業務がなかなかでき
ない人員体制で非常に厳しい環境にあります。

指示がおりてこないからやらな
い。

しかし、これからはリハビリテーションにちゃん

やらない、やらない、やらな

と理解のある人がいないと、予防を重視する面

い、の三重奏で何もできな

からも大事じゃないかと思います。地域包括も

い。我々社会福祉法人の人た

人員配置とか中身を考えていくべき問題です

ちは地域を一番よく知っているといつも言って

けれども、予防のプランを作ったり、日々の相

いるのです。ですから、社会福祉法人は行政に

談業務に追われて非常に厳しい体制だと思い

やってもらうということではなくて、行政にもい

ます。少なくとも、人員を増やせば増やすほ

い専門職を養成してもらいたいといつも市や県

ど、たぶん予防だとか地域の色々な隅々にま

に言っています。

で目が届いて、ここに１０００万投下すれば、た

我々がその先鞭となって市町村の介護に関

ぶん２０００万～３０００万の地域のプラスの効

する取り組み方を変えていくエネルギーを持っ

果が表れると思います。

ていかなければいけない。色んな形で地域に期

それから、もう一つはやはり行政任せにする

待される社会福祉法人がなければいけない。そ

のではなく、地域住民と一緒になって地域包括

して、ここに社会福祉法人があれば私たちは幸

ケアを作っていかなければいけないのです。

せなんだと、言ってもらえるような社会福祉法

よく社会福祉法人の例をあげますと、県は、

人になって欲しいというのが私の気持ちです。

国から、市は県から、社会福祉法人は、市から
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こうほうえんさんの人材育成と職員の子育て
を両立支援のための保育所を作ったりしている
にもにもかかわらず、これから絶対に介護人材

の人手が不足します。
こういう時代を前にしてこうほうえんさんのこれ
からの人材確保の戦略を教えて下さい。

あんまり戦略ってないんですが、ファクトブッ
クというちょっと大判の目立つ私の顔が小さく
写って職員の顔が大きく写っている、こんな職
場ですよというようなＰＲの冊子を作って、介護
人材のフェアとかで使っています。
一つは、人材育成ということに対して、教育
研修を徹底的にやっています。社会福祉法人
の経営も企業の経営もやらなければならない
ことは一緒です。その上に株式会社は株主さ
んが最優先なのです。我々は地域の財産だと
思っていますから情報も何も、ガラスレスで情
報を地域に出しています。そして地域から信頼
されなければいけない。そういう法人になって
いくことで、うちに来る職員に「何でうちを目指
したか」と聞くと、「研修があってちゃんと勉強
できるから来た」と言っています。
それから、高齢者施設と保育所とがあって、
一緒になって行事ができ、仕事をやっていくと
いうのは非常にこれから大事であり、そういう

魅力もあると思います。
もう 1 つは、我々職員が発案し、近隣の高校
に出前授業に行っています。介護の仕事の楽し
さを職員たちが色々考えながらやっています。
全体的に非常に介護市場の人材は保育も含め
て厳しくなってきていますので、もう一歩前進
して簡単に高齢者でも使っていけるＩＴ開発をす
ることです。ある程度、部門、部門ではロボット
を使うとか、ノーリストポリシーをやるとかとい
うようなことも、少しずつ勉強しながらノーリス
トを見ながら実践しつつあります。そういう機器
の開発についても京都大学とプロジェクトをつ
くったり、鳥取大学の認知症の専門の先生とも
一緒に色んなことをやっています。自分のとこ
ろは何が一番大事かということを考えると、人
材育成のどこに特化していくか、人が働く魅力
を外にＰＲしていくことです。また、７０歳まで働
けるような職場環境を作っていくことも大事だ
と思います。

高橋会長さんにお願いします。地域の資源
の発掘を結構会長さんのところでやってらっし
ゃるので、そのへんの発掘の仕方や、今後そう

いうネットワーク、みんなの団体が集まれるよ
うな、なんか話ができるような今後の方向性と
かがもしございましたら。

一応地域包括ケアシステムと言えるかどう
かですが、私のところは中学校区単位に色々

ークづくりは弱いと思います。幸い、包括支援
センターを３カ所受託しているので、その１カ所

なニーズを集約してそれに応じたサービスをや
ってきました。地域の施設、地域と共に歩む法
人だということは設立当初からの理念でもあり
ました。従って、例えば理事は１０人ですけれど
も、2～３人の経験者、有識者を除いては全部
地域のそれぞれの代表です。町内会、老人ク

を先導的に頑張ってもらうことにして、ニーズ
の結集も各町内会の中心的な人たちにお願い
して、これから発掘していくつもりでいます。
地域包括支援センターですが、仙台市に４９
カ所ありますが、何なに地区地域包括支援セン
ターと看板掲げておいても、ほんとにあそこに

ラブ、民生委員、推進委員等、全て法人経営
と、地域の組織との日常的な接触を図っていま
す。
しかし、まだまだそれでも認知症の問題や、
医療の問題に係わってくるとそういうネットワ

行って相談しようかっていう気が起きないんで
す。地域で相談される窓口を作らなければなら
ない。これからも努力していく必要があると思
っています。
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地域包括支援センターを最初に提案した堀
田力さんが座長だったと思います。その時のメ
ンバーを私もある時期まで勤めて、この地域包
括ケアセンターの思想というのは絶対賛成な

のです。私見ですが地域包括支援センターの
この発想の中には、私はもう少ししたら子育て
も入れていくべきだと思っています。

村上課長、啓蒙活動ですが具体的な計画を
あげてどれぐらいの市町村をどれぐらいやって
いくのか、実際に実施する場合に金がかかるこ
とがでてきます。施設も、事業所も、人間もそ

の場合にどうしてくれるかと。これは厚労省と
の関係もありますが、今度消費税との関係で基
金制度も出ましたがこれをどんなふうに使うつ
もりですか。

具体的な中身につきましてはその分野分野
で、今どのような事業を来年度以降に行うかを
詰めているので、先ほど言ったその体制の整備

具体的なその中身ですと、例えば介護人材
などであれば、環境改善のために協議会を作り
ましたので、ここでＰＲをしたり、あるいは研究

とか普及啓発だけではなくて、来年度以降取り
組む中身の話は、今議論しているところです。
具体的な財源につきましては、今年度は医
療介護の新基金のうち医療分が２６年度からス

会をしたいということであれば、こういったとこ
ろに助成なども含めて考えていきたいというこ
とですし、連携等についても多職種の勉強会を
やるとか、あるいは訪問指導を行うとか、そう

タートするということで、２７年度以降は介護の
ほうについてもスタートすることになりますが、
これについては今、国からの情報を待っている
ところです。

いった団体に対する助成などといったアイデア
も今のところ出ているというところです。

宮城県の地域包括を含めて高齢者政策の目

だという、誇れる方向性がありましたら教えてく

玉は何にし ていきたいとお思いになられます

ださい。

か。あるいは今の状況で宮城県の目玉はこれ

最 終 的に は 各 包 括ケ アそ のも のに つい て

ていただく中で、やはり地域包括ケアの取り組

は、各市町村が地域の実情に応じて各地の資

みの中で、話はわかりましたが具体的にどうや

源を活用し、あるいは皆さんの参加を得て作り

っていいかがわからない。特に生活支援につい

上げていくと考えています。我々は今回協議会

てはなかなかこれまで手をつけてこれなかった

という形で、全県的レベルではありますが、40

と、そういったようなご相談を受けていますの

の団体に集まっていただいて真剣に議論してい

で、本当に県をあげて一生懸命皆さんと一緒

ます。こ う いっ た県 をあげ て 進んで いく 姿勢

に考えていきたい。我々も答えはまだありませ

が、各地域でのそういった取り組みにつながっ

んけれども、そういった意見交換をする場を、

ていくのではないかと思っています。

県をあげて作っていきたいと考えています。

市町村とも色々相談とか、意見交換をさせ
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意見を交わすところから始まるということだ
と思います。言い残したこと、また皆さんのディ
スカッションを聞きながら思いついたこと、今日

提案したいこと、色々含めて 3 分以内でまず廣
江理事長からお願いします。

地域包括ケアのテーマが結構あります。今

ます。どうかこの地域の皆さんそれぞれが、今

日お集まりの業界の仕事のプロの人も、地域
の人もあなた方が中心になって、とにかくゼロ
歳から死ぬまで地域包括ケアの一役を何か担
っていく覚悟をもっていただかないと地域包括
ケアはうまくいかない。誰かがやる。行政がや
る。あなた任せでは、絶対うまくいきません。あ
なた方が一つひとつ少しでも汗を流すと、その

日のセミナーを活用していただいて、よし俺は
こういうことをやってやろうとか、こんな看取り
の勉強会を立ち上げようだとか、またはゴミ出
しの組織を作ろう、何でもいいですよ。何かみ
んなで互助組織なり何なりを作って、それが地
域の役に立つように、それを包括とかがきちっ
とチェックして、みんなで色んなネットワークを

汗の流れた量だけ地域包括ケアは良くなると
思いますので、是非、全員でその自分の住ん
でいるところをみんなで良くしていこうと。だか
らそれは向こう３軒両隣の再構築だと思ってい

作って、助け合っていくことが大事だと思いま
す。
是非、そういう街を、みんなで作っていって
いただきたいなと思います。

ひとつは中学校区単位を生活圏域として充
実していく体制を作っていくということですが、
その圏域での関係団体のネットワークは弱いと
思います。そのネットワーク作りをする中心部
隊は、地域によっては違うと思います。色んな
事情もありますから。

い。そして、その実態を把握し、高齢者、地域
のニーズをきちんとつかんでいる司令部がなき
ゃだめです。また、それに沿ったサービスを展
開していく実践部隊が無ければだめです。だか
ら、サービスを展開していく団体のネットワー
クも当然必要になっていくと思います。

しかし、包括支援センター、それから社会福
祉法人、そういう団体は相当な使命を持ってネ
ットワーク作りに頑張っていかなければならな

そのためには、社会福祉法人が一旗汗をか
くべきだと思います。そういうことで、自省も含
めてこれから頑張っていきたいと思います。

私はオレンジカフェをやって、地域の人たち

ている状況のところで、できるところから始めて

は、本当は色々な自分の力を発揮したいんだと
思っているのをすごく感じました。そういう意味
では、小さな地域ごとに集まれる場を、たくさ
ん持っていくことが大事だと感じています。
行方不明者、認知症の人の行方不明１万、未
だに見つからない人約３５０人あり、身近なとこ

いくことが、次に繋がっていくのかなということ
を感じています。
最後に、グループホームにおいては認知症
の人が入りたいという希望がありながら、住居
費などによって結構入りたくても使えない制限
がかなりあります。そういう意味では、低所得

ろでも結構ありました。何千人規模の模擬訓練
だったのですが、１１回やっても色々な連携の仕
方や、課題が出てきます。これは先ずやってみ
なければ課題も見えてこないわけですから色々
考えて足踏みしているのではなく、先ず今考え

者であっても、そのグループホームを使えるよ
うな何か制度的なものを、是非、今後期待した
いと思っています。
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地域包括ケアを推し進めるためには、地域に
ある地域包括支援センターがしっかり働くとい
うことが大前提だと思います。その地域包括支
援センターで働く職員３職種プラスリハビリの
職も必要だと思いますが、どういう職種が必要
かも含めた人の配置、具体的な業務の内容を

整理することが包括の働きをもっと引き出すも
のだと思います。地域で困っている人と、こち
らにある資源を繋いでいく。そのことを地域包
括支援センターがネットワークを作りながらき
ちんとやれる体制にしていく努力していきたい
と思います。

若干、先ほどの医療と介護の連携について
補足をさせていただきますと、東日本大震災以
降仮設住宅では、行政、医療機関等、専門機
関が連携して被災者の見守り活動や、多職種
協同によるケア会議など健康支援の取り組み

石巻、気仙沼、仙台の約３３０の病院、診療所、
薬局、介護施設等が参加をして医療情報の共
有化を進めています。今年度中に仙台、仙南
や、大崎など、県内その他の圏域でのシステ
ム構築も進む予定となっています。

が行われていますので、こういったことをモデ
ルとして、地域包括ケア体制に繋げていくとい
う取り組みになっています。また、背景に被災
地を中心に、在宅医療拠点推進事業ということ
で、病院や診療所が、在宅医療の担い手とな
る人材育成や、医療拠点整備のための事業に

災害公営住宅への移行後も、地域で支える
体制を構築する必要がありますので、地域を支
える一員として仮設住宅で見守りを行っている
方々を、コミュニティソーシャルワーカーや介
護職員として育成するなど、地域包括ケアの参
画を促すための仕組みづくりに取り組んでいま

取り組んでいます。
宮城医療福祉情報ネットワークですが、被
災地は災害時に医療情報が無くて非常に困っ
たと いうこと で、災害時にも、平 時 にも役立
つ、医療福祉情報の連携基板の構築を目指し
て、２３年度から取り組みを進めています。現在

す。災害を契機に地域包括ケアに一足先に、
県としては各市町村の色々な取り組みを進めて
いきたいと考えています。包括ケアは皆さんお
一人おひとりの関わりなくして築き得ないもの
ですので、今後ともご理解とご協力をよろしく
お願いしたいと思っています。

災害に遭った県だからこその建設的なご意
見をいただき、ありがとうございました。
これからのこの大介護時代に、ファミレス時
代に、且つ地域包括型しかもうない。そこで、

域、地域と言う。包括支援センターの絵ができ
ると、政策は挙がり、できた、なんて錯覚する
人はいないと思うけど、実はこれからが大変な

一人ひとりが尊厳を持って一生を全うするため
には、地域包括型の仕組みを作るしかないと思
っています。ですから問われているのは、一人
ひとりの覚悟と、具体的行動だと思っています
ので、もうお任せ民主主義はだめ、自分がそこ
に行って、そのかわり行動もすれば文句も言
う、苦情も言う、そういうことからまとめていく

地域というのは、大変厄介なものです。私は

ことなのです。
実は私も非常に気楽に地域、地域と言って
おりまして、他の皆様もみんな気楽に地域、地
域。もしかしたら厚労省あたりは一番気楽に地
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のです。
色んなところでこう見えても苦労多く、あちこ
ちに気兼ねしながら生きております。一番どこ
で気兼ねをし、どこで自分を押さえて暮らして
いるかと言ったら、実は地域です。近所隣に迷
惑をかけないように、高齢者と勤め人の家だか
らといって負担をかけないように、ゴミ当番か
らは絶対に外れず、意地でもやってのけると。
私はできるだけ自分の家で長く住むということ
が、地域包括支援センターの推進者の一人と

しても、自分の生き方、死に方のモットーであ

ない地域包括支援センター、そして、封建的な

ります。にもかかわらず、私はゴミ当番ができ

掟に縛られず、絶対に誰も村八分にならない

なくなって、そしてそれに代わる役割や何かが

地域、これを作るのは難しいのですがこれがで

なくなったら、身分相応の介護付き有料老人

きたら２１世紀の日本の成功であり、世界中に

ホームに入ろうと覚悟いたしております。

先駆けて高齢化している日本が、世界に見本を

地域っていうのは、そのぐらい気を遣うので

示せる。そのアクターは誰でもない。これから

す。ボランティア、ボランティアってあんまり勝

の未来を作る２１世紀中庸の主役になるのは、

手に言ってもらいたくない。ほんとに。ボランテ

皆様方一人ひとりです。

ィアに頼むことによってどれだけ地域の一人ひ

私もほんとは逃げ切り勝ちしちゃいたい、と、

とりが負い目を負っているか。その間はいいん

ある時期まで思っていた。まだ我々は年金から

ですよ、という地域を作り変えるのが地域包括

いっても、人口論から言っても多少逃げ切り勝

支援センターなのです。

ちできる年齢なのです。ところが、あるシンクタ

ですから、私は廣江先生の言う事を感心して聞

ンクから「２０５０研究所」のメンバーになれと言

いて、うん、うんと思って色々知恵をもらいたい

われて、２０５０って２０５０年です。絶対に生き

と思っているんです。全部反対なんじゃないん

ているはずもない人を、研究員の一人に指名す

です。

るわけです。どういう料簡かって聞いたら、過

例えば、隣近所向こう３軒両隣、私はお向か

去をたくさん見ていますし、もうじき死ぬってこ

いの奥様となんかほんとに仲良く暮らしていま

とは未来に一番近い人ですから。

すけれど、しかし、これから作っていく地域は昔

よく、言ってくれるよと思いましたけれど、そこ

の通りでは困るのです。何が困るかって、そこ

に入って私は一生懸命勉強しています。

に必要なのは多様性の容認と、少なくとも平等

例えばご商売している人たちの商助、商売の

です。昔の地域は女なんてろくに声が出せなか

助けあい、自助、公助、共助、近所隣の近助。

った。今だって皆さんの自治会の中に女性の

ということで、色々出て来ているのです。

自治会長が何人いますか。宮城県だって女性

私の娘が５０いくつなのです。それで考えて

の自治会長は少ないと思います。老人クラブの

いるうちにだんだん、親って言うのはこういうふ

女性会長はだいぶ増えてきたけれど、４７都道

うに考えられるのか、特に女はこう考えられる

府県の中で女性会長はほんとに指折り数えるく

のかと思いました。娘がほんとの高齢になるの

らいです。

は２０４０～２０５０頃なのですよ。そしたら、やっ

そして、今度の災害でも、新潟の災害でも、

ぱり次の世代が幸せに老いられる状況を作りた

またどっかで起こっても、必ず言われることが

いなと、かなり真剣に今入れ込んでいます。消

避難所で女の人の声が通りにくい。まして、高

費者の世界だって製造物責任者法っていうの

齢者の声は通りにくいのだと思います。

があるのです。

私はこれからの地域は多様性を認め合い、高

ですから私たちは、次の世代もまた幸せにな

齢者も、障害を持った人も、その福祉避難所

れるようにと・・・。丁度時間になりました。なん

が、果たしてどの程度機能したのか、機能しな

てうまい司会だろう。どうもありがとうございま

かったのかを含めて、これからの地域は誰ひと

した。

り置き去りにしない地域、誰ひとり置き去りにし
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仙台市老人福祉施設協議会髙橋会長
長時間ほんとうにありがとうございました。
皆様方のご協力、それから檀上の皆さん方のご
協力で、無事成功裏に終えることができました。
地域包括ケア、これは樋口先生もおっしゃっ
ていましたが、既に 10 年以上前から言われてい
るわけです。その根底には、尊厳を支えるケア
ということだと思います。人間誰でも自分で健
康を守るために、命を守るために、そしてまた
生きがいを獲得するために頑張らない人はいな
いと思います。しかし、頑張っても、頑張って
も、どうにもならないこともあると思います。
そこに福祉があるのだと思います。地方分権と
いうことも言われています。一人ひとりの権利
を、地域の権利を、大変結構です。

しかし、国のことは県に任せる。県は市町村
に任せる。市町村は地域に任せるというような
ことで、いかにも地についた政策が実行できる
ように見えますが、例えばそれを裏付けする制
度、あるいは財源が狭められたのでは、努力し
ても、努力してもどうにもならない。保障する
福祉は実現しないと思います。そういう意味で、
そういうことも頭に入れながら、今日勉強した
こと、あるいは覚悟したことを、明日から地域
で、団体で、お互いに頑張って、地域から本当
の福祉を作っていきたいと思います。今日は本
当にありがとうございました。

シンポジウム共同主催者大川代表
◎シンポジウムの成功を重く受け止め
●「無縁社会」は、みんなで創る新たなご縁で乗
り越える
● 「地域包括支援センター」の機能強化が大前提
●「地域拠点づくり」と「医療との連携」こそが
出発点
●「行政任せ」でなく地域全体で取り組み人材育
成が最重点
という共通認識のもと、それぞれの地域で「地
域包括ケア」を創る活動を開始する
◎活動を開始するに当たっては、このような視点を
相互に尊重して、それぞれの地域の特色を出し合
って、明日から直ちに組織づくりを進めたい
◎このため、９・２５シンポジウム１１共催団体
は《「地域包括ケア」創る連帯・支援宮城の会》
として、活動を継続する

◎また、「内部留保問題」で社会の関心が高まる
中で、仙台で開かれた第７１回全国老人福祉
施設大会（１０／２８～３０）は地域のため
に“打つ手を尽くす”～地域に根ざし、地域
と共に歩む社会福祉法人～をキャッチフレー
ズのもとに開催され、この中で、『より高いレ
ベルで介護保険サービスを実践・提供し、創
意工夫に満ちた社会貢献・地域展開を行う「挑
戦型」社会福祉法人へと進化します』として、
取り組みの五大重点の第一に「新たな総合事
業を積極的に担い、地域包括ケアの中核的役
割を果たします」と宣言したことは、私たち
に対する力強い追い風と受け止めたい。
と同時に、大会を成功に導いた仙台老施協の
努力に心から敬意を表したい。
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