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第３章 地域包括ケア関連施策 

第１節 地域包括支援ネットワークの構築 

地域包括ケアシステムの推進に必要な地域包括支援ネットワークの構築には，地域内

の市民・団体・企業・医療機関・介護サービス事業者などの連携が必要です。ただし，

これらの社会資源は日常生活圏域ごとで異なり，問題点も異なります。 

地域包括支援ネットワークを構築するための日常生活圏域ごとの問題点等については，

本計画と同時期に策定される地域福祉計画でも定義されており，日常生活圏域ごとに対

応します。 

 

１ 日常生活圏域ごとの問題点と対応策 

①守谷地区 

対応策（役割分担を含む） 
問題点 

地域 行政 

地域の交流場所が少ない 公的施設及び地区集会所を活

用する。 

公的施設の活用の相談を受け

る。 

高齢者の生きがいを見つける

ことが必要 

出前サロン，趣味，サークル等

を充実する。 

出前サロン等による運営支援

を行う。 

②高野地区 

対応策（役割分担を含む） 
問題点 

地域 行政 

高齢者同士のふれあいが少な

い 

地域での高齢者同士のふれあ

いの場をつくる。 

出前サロン等による運営支援

を行う。 

病気の際の介護に不安を持っ

ている 

医療介護の充実を図る。 介護サービス等の充実を図る。

③大野地区 

対応策（役割分担を含む） 
問題点 

地域 行政 

協調性がない高齢者がいる 声かけ，誘い掛けをして友達づ

くりを進める。 

声かけ運動を支援する。 

気軽に集まれるたまり場が少

ない 

地域にお茶のみ場をつくる。 出前サロン等による運営支援

を行う。 
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④大井沢地区 

対応策（役割分担を含む） 
問題点 

地域 行政 

人と社会のつながりが以前よ

り薄れてきている 

地域で集まれる場や機会をつ

くる。 

地域で集まる機会づくりの支

援を行う。 

より長く健康を維持すること

が必要 

出前サロンを活用する。 出前サロン等による運営支援

を行う。 

生きがいをもつことが必要 趣味を持つ。 趣味活動の情報を提供する。 

移動手段を確保することが必

要 

モコバスを活用する。 モコバスを運行する。 

独居老人の見守りが必要 民生委員・児童委員や町内会な

ど地域で見守る。 

見守り活動の支援をする。 

⑤北守谷地区 

対応策（役割分担を含む） 
問題点 

地域 行政 

生き生きと健康を維持するこ

とが必要 

健康維持に関するよい指導者

を得る。 

指導者を調整する。 

生き生きと仲間づくりができ

る環境が必要 

高齢者が気軽に集まれる交流

の場所を確保する。 

出前サロン等による運営支援

を行う。 

生き生き生活できる環境づく

りが必要 

高齢者同士のネットワークを

つくり，情報の共有化を図る。

ネットワークづくりや活動に

関する情報を提供する。 

⑥みずき野地区 

対応策（役割分担を含む） 
問題点 

地域 行政 

元気な高齢者をつくることが

必要 

コミュニケーションの場をつ

くり，また，サークル活動等へ

の参加を促す。 

出前サロン等による運営支援

を行う。 

必要な情報を提供する。 

サポートの必要な人をいかに

サポートするかの検討が必要 

サポートを必要としている人

の把握とサポートする人の育

成を行うこと。 

向こう三軒両隣的な交流を活

発にする。 

サポート人材育成講座を開催

する。 
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２ 地域密着型サービス事業所の基盤整備 

地域密着型サービスは，高齢者の身近な地域で提供されるサービスです。本計画にお

ける日常生活圏域では，下記の基盤整備状況を考慮し，未設置地区を優先して整備する

ことを推進します。 

表 113 地域密着型サービス基盤整備状況                （単位：か所） 

サービスの種類 守谷 高野 大野 大井沢 北守谷 みずき野

夜間対応型訪問介護 － － － － － － 

認知症対応型通所介護 － － － － － － 

小規模多機能居宅介護 － － － － － － 

認知症対応型共同生活介護 1 － １ １ 1 － 

地域密着型特定施設入居者生活介護 － － － － － － 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 － － － － － － 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 － － － － － － 

複合型サービス － － － － － － 

（平成24年 3月 31日見込み） 
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３ 地域ケアシステム推進事業 

【目的】 

高齢者や障がいのある方等の個々の状況に応じた，保健・医療・福祉に係る各種サ

ービスの総合的なチームケアを行う方策を地域ケアシステムサービス調整会議で検討

し，生活を支援することを目的とします。 

【現状と課題】 

この事業は茨城県独自で設定され，県内全ての市町村で実施しています。 

中心となる組織が「在宅ケアチーム」で，民生委員・老人クラブ会員・ボランティ

ア・保健・医療・福祉の関係者で構成され，地域で在宅福祉活動を実践しています。 

在宅ケアチームによる手助けや声掛け・見守り活動が中心になっており，住みなれ

た地域で誰もが安心して暮らせる福祉コミュニティづくりを推進しており，この事業

は社会福祉協議会に委託しています。 

地域で課題を持つ方々を対象に事業を展開しており，適切な支援を実施しています。

今後，地域包括支援ネットワークの一翼を担うことが考えられます。 

表 114 在宅ケアチーム数の状況  （単位：件） 

 平成 21年度 平成 22年度

在宅ケアチーム数 １１ ３４

【今後の方策】 

地域ケアシステム推進事業を効果的・効率的に実施します。 

 



105 

第２節 認知症高齢者の支援対策 

国民の高齢化とともに認知症高齢者数も増加することが見込まれています。国の推計

では，自立度Ⅱ以上の認知症患者数は，平成22年に208万人（高齢者人口の7.2%）

であったものが，平成32年には289万人（同8.4%），平成42年には353万人（同

10.2%）に増加すると推計されています。平成 14年 9月の調査では，149 万人の認

知症高齢者の生活の場は，居宅で48%，特別養護老人ホームで18％，老人保健施設で

13％，療養型病床群で8％，その他は13％となっています。 

認知症は，要介護状態に陥る３大原因疾患の一つとなっています。平成 23 年度日常

生活圏域ニーズ調査の結果においても，本市の高齢者が要介護状態になった原因の1番

目が「高齢による衰弱」，そして2番目が「認知症」となっています。 

認知症高齢者が尊厳を保ちながら穏やかな生活を送ることができ，家族も安心して社

会生活を営むことができるようにするため，市民が認知症について理解し，地域全体で

認知症高齢者を支えていくことが必要です。 

 

１ 認知症の有病率と原因疾患 

高齢者の認知症の有病率は年齢層によって異なります。特に年齢が 75 歳を超える後

期高齢者になると急激に有病率が高くなります。年間の発症率は 65 歳から 69 歳まで

は1.5％で，70歳から74歳では3.6％，75歳から79歳では7.1％，80歳から84

歳では14.6%，85歳以上で27.3％となっています。 

高齢期に認知機能の低下を引き起こす原因は，老化現象と機能を使わないことによる

廃用性の機能低下及び疾患によるものがあり，認知症の機能低下は，脳の器質的変化な

どにより発症するものと考えられています。 

最近の介護認定では，専門医療機関による脳血管疾患以外の認知症診断が多く報告さ

れています。 

 

２ 認知症を地域で支えるために 

市内在住の認知症高齢者の把握とニーズの対応，認知症サポーター等の普及，主治医

との連携，認知症に関する理解の促進等に積極的に取組みます。 

認知症の方が，住みなれた地域で生活を続けていくためには，地域全体の理解を深め

て行くことが必要です。周囲の方々の認知症に対する正しい理解を深めることで，早期

発見・早期治療・地域での支えにも繋がって行くことが可能になってきます。 

本市では，自治会中心の交流の場や出前サロン等があります。高齢者のみならず，異

世代の交流，歩ける範囲内で「行き交い」できることが「活き生き」につながります。

今後さらに，地域包括支援センターや在宅介護支援センターなどを窓口に，普段から地

域の中での交流を盛んにすることが，認知症の予防や支えあいにも繫がっていきます。 
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そのため地域住民と介護・医療関係者が地域内で連携をとれるように働きかけをしま

す。 

また，認知症に関する各種講座を段階別コースに設定するなど多様な事業を行ってい

きます。 

今後，市内でも認知症の患者数は増加することが見込まれますので，取手市医師会を

通じて市内の認知症診療体制確保を依頼します。また，市内の医療機関と専門外来につ

いて協議するとともに，市内の医療・介護サービスなどに関わる専門職を対象とした研

修会を開催します。 
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第３節 医療との連携 

高齢者が住みなれた地域で生活を続けるためには，医療や介護サービスとの関わりが

必要であり，このサービス提供体制をいかに確保するかが重要です。本市では，県と連

携しながら基盤整備に努めてきました。 

今後，地域包括ケアを推進するための地域包括支援ネットワーク形成には，市民，行

政の他，医療や介護サービス関係者の参画が重要であり，特に，今後増加することが予

想される地域での看取りに対応するため，在宅療養支援診療所を始めとした医療機関等

の関係団体とさらに連携を図る必要があります。 

 

第４節 高齢者の居住に係る施策との連携 

全国的には，高齢化により，ひとり暮らし及び高齢者のみ世帯数が増加したことから，

居住に係わる問題が生じています。 

本市の場合は，日常生活圏域ニーズ調査から一戸建て率91.7%，持家率90.8%と高

く，他地域で問題になっているような賃貸住宅に住むひとり暮らしの高齢者が退去を求

められたりするような問題は少ないと考えられます。 

ただし，現在住んでいる一戸建ての家に住み続けるには，家屋内の改造以外にも本市

の場合，道路から玄関までの段差が大きいことが課題となっており，介護認定を受けて

いない高齢者宅においては，介護保険サービス外での住宅改修に関する支援策を検討す

る必要が考えられます。 

また，利用者数は少数と思われますが，高齢化に伴い，民間の高齢者向け住宅整備が

想定されますので，関係部署と協議・連携して対応します。 

 

第５節 生活支援サービス 

高齢者の日常生活を支援するため，高齢福祉，介護保険，地域支援事業の各サービス

を提供するほか，社会福祉協議会やシルバー人材センターなどが提供するサービスも多

数あります。 

生活支援サービスは，高齢者の日常生活の一部を支援するものであり，活動的で自立

した生活を送れることが重要で，生活機能を考慮した生活支援が必要です。 

今後は，現在提供しているサービスの内容及び新たな課題に対応したサービス提供を

地域の社会資源を活用しながら整備することを検討します。 

 


