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厚生労働省 

平成２６年度老人保健健康増進等事業 
 

 
地域包括ケア実現に向けサービス提供の現場が抱える課題と 

その対応策のあり方に関する調査研究事業報告書 

（概要版） 

    一般財団法人 健康・生きがい開発財団 （報告書Ａ４版 １１４頁） 

 

 

               地域包括ケアシステムは「あんしん」と「いきいき」の両輪で              

１．事業目的と基本的考え方 

【事業目的】 

地域包括ケアの実現に向けてはさまざまな議論が展開されているが、現場の実態に目をやると、

個別・多様な課題に日々悩ませており､これらの課題解決の十分な議論なくして､ケア体制の確立

には程遠いといった声が聞かれている。特に、「地域包括ケア」の実現においては、多様な機関

・組織との連携を前提としているため、共助・公助以外のサービスも想定したケア体制の確立を

求められており、事前の細かい実態把握などの分析はその実現に向けたステップとして必要不可

欠である。  

本調査研究事業では、地域包括ケア実現に向け、サービスの主要な提供主体である自治体や地

域包括支援センターの現場が抱える、個別・多様な課題を集積し分析する。これにより地域包括

ケア実現に向けた阻害要因を明確化し、具体的な対応策の検証を行うことを目的とする。 

本調査は大都市近郊の滋賀県湖南医療圏を対象として実施した。その理由として、今後の高齢者

増加率が湖南医療圏と首都圏・愛知県・大阪府のそれと同じであることかつ規模的に課題抽出が

しやすいことによる。 

 

【基本的考え方】 

我々が目指す地域包括ケアの基本的な考え方は、顕在化している高齢者の生活課題に対応する

ための対処療法的な「地域包括ケア(狭義)」だけでなく、急増する高齢者ケア需要に対応すべく、

できるだけ自助の割合を高めることを第一に意識した予防的視点の包括ケアである。 

そのため、健康管理や社会参加を促す仕組みづくりも地域包括ケアの役割と認識し、これらを 

広義の地域包括ケアと位置づける（図表１ ２つの視点からなる地域包括ケアシステム） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

総合型
連携基盤

あんしん基盤
（医療・介護）

いきいき基盤
（社会参加：生きがい・就労）

公助・共助中心 自助・互助中心

主体：行政、医療・介護機関
目的：在宅医療、医療・介護の

連携基盤構築

主体：地域（民間・地域団体等）
目的：＋30年の自立型ライフ応援

に向けた基盤

２つの視点からなる地域包括ケアシステム（イメージ）

狭義の地域包括ケアシステム

行政内
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1. 自助・互助の仕組みを踏まえた地域包括ケアシステムのモデル提示

2. 様々なコーディネーターのあり方・役割検討

4. 包括ケアシステムのための入口つくり

5. いきいき基盤の入口となるインターフェースのモデル構築

本人・家族の選択と心構えを促す「100歳大学構想※仮称」のプレ実証

本調査研究事業で目指す事業成果

広義の地域包括ケアシステム
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基本的考え方

・前年度成果、問題意識
・目的‐滋賀県をフィールドに
地域包括ケア構築の現場課題
に応える実践的調査研究

調
査
研
究
方
針

 「拠点づくり・場づくり」を軸に、地域 包括ＣＳ構築に求
められる諸要件を 整理、アクションの方向性を示す。

 滋賀県の取り組み、全国展開の方向性、次年度の検
討課題を整理

供
給
者
視
点
調
査

需
要
者
視
点
調
査

事業の全体像・取組状況報告

②自治体向けアンケート調査（5市）

• 参加自治体の担当者を対象

• 地域包括ケアシステムへの取組み
概要、問題意識、課題感等を把握

③自治体向けヒアリング調査（5市）

• 担当者を主体とするワークショップ
形式による行政サイドの意識、課
題、今後の取組の方向性を検討

①先進事例調査（全国）

• 「あんしん」「いきいき」の２つの視
点を軸に、システム構築に必要な
機能要件を先進事例を基に整理

④ｰ2

シニア対象アンケート調査（守山市）

• 参加・地域包括ケアシステム構築
の前提となる シニアサイドの意識
調査と分析（78名調査）

④ｰ1

医療福祉に関する県民意識調査

• 既存の調査結果データの中から、
「あんしん」「いきいき」に関わる県
民の意識等の把握と分析

地域包括ケア構築へのアプローチ（暫定案）

①「場（拠点）づくり」のアプローチ ③「システムづくり」の アプローチ②「人づくり」のアプローチ

・地域における身近な「場」づくりを契機
・住民の学びや相談、社会参加の場に
・専門人材の育成・交流の拠点化 など

・地域住民の自覚・自立を支える学習機会
（→サービスの「受け手」から「支え手」へ）
・異分野人材の交流、連携、リスト化 など

・「医療専門家と住民」「あんしん」と「いきいき」
等の“つながり”を強化するシステム
（紙ベース・ICT など）

機
能
・要
件
案

実
証
事
業

実証事業の方向性

 「地域包括ケアシステム」構築に関わる基礎的な土台
（場）づくりのあり方として、実証事業を行い、今後の方向
性に関する検討・検証を行う

 実証事業のメインテーマは、「シニアの教育・意識改革を
起点とする身近な場（拠点）づくり」を想定

現
状
把
握
と
課
題
整
理

あ
り
方
検
討

啓
発
・モ
デ
ル
実
証

まとめの方向性

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

２．事業概要 
調査項目・内容 

本事業は以下に示すとおり、「Ⅰ現状把握・課題整理」「Ⅱあり方検討」「Ⅲ普及啓発」

の３つのステップで調査研究を行った。 

 

Ⅰ現状把握と課題整理       

サービス供給者の視点として、自治体の取組み状況および課題の把握を行うとともに、全国

先進事例調査を実施する。また、サービス需要者の視点として、県民意識調査やシニアを対象

としたアンケート調査の結果等を分析し、合的視点から課題の抽出、整理を行う。 

 

Ⅱあり方検討  

先述の調査結果をふまえ、地域包括ケアシステム構築に向け具体的な機能・要件を整理し、 

地域包括ケアシステムのあり方および、具体的なアプローチ方策の検討を行う。 

 

Ⅲ普及啓発・モデル実証および検証 

あり方検討で行った内容の妥当性を検討・検証するため、モデル事業を実施し、地域包

括ケアシステム実現に向けた実現方策の最終案の検討およびモデル提示を行う。 

 

図表 1 事業の全体像 
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３．調査研究の過程 

（１）実施スケジュール 

本調査事業の全体スケジュールは次の通りであり、7 月から 3 月末までの間で実施した。 

 

図表 2 実施スケジュール 

 
 

（２）調査内容詳細 

■「Ⅰ現状把握・課題整理（供給者視点）」 

①先進事例調査（先行研究調査） 

本調査研究における先進事例調査は、以下の２つの視点を柱として設定した。 

視点１ ２つの「基盤」－「あんしん」と「いきいき」 

前年度の調査研究においては、「地域包括ケアシステム」に求められる基本的機能要件

を、「あんしん」と「いきいき」という２つの大きな視点に整理した。 

「あんしん」は、従来の医療・介護の制度的側面の延長上に位置すると考えられる分野、

「いきいき」は、「予防」「社会参加」などの分野である。地域包括ケアシステム構築の

議論や取組みは、その重要性および公的機関が手掛ける領域という観点から、「あんしん」

の分野を先行・偏重する可能性が高い。しかし、前年度の調査研究においては、地域包括

ケアシステムが長期的に持続可能なものとなるためには、システムへの「いきいき」の要

素の組み込みが重要であり、むしろ「あんしん」偏重の傾向に警鐘を鳴らす意味も含めて、

「あんしん」「いきいき」を地域包括ケアシステムの実現すべき「２大基盤」として提示

した。 

図表 3 地域包括ケアシステムの実現すべき 2 大基盤 

 

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

■実施計画書

■作業部会

■Ⅰ現状把握
課題整理
（供給者視点）

■Ⅰ現状把握
課題整理
（需要者視点）

■Ⅱあり方検討

■Ⅲ普及啓発
モデル事業

■報告

計画書
作成

事業全体の進捗管理等

ｱﾝｹｰﾄ設計・準備

成果報告書
作成

第1回検討
委員会

第2回検討
委員会

第3回検討
委員会

あり方・要件検討

ｱﾝｹｰﾄ

モデル
準備

モデル
実証・検証

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ① ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ②

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ設計・準備

先進事例調査調査設計

既存調査に基づく分析「医療福祉に関する意識」調査設計

既存調査に基づく分析「引退・退職後のﾗｲﾌｽﾀｲﾙ」調査設計

医療・介護
連携基盤
「あんしん」

自立・社会参加
基盤

「いきいき」

「支える」
（積極的支援・育成・連携）

限りある医療・福祉資源が
適切に使われる仕組み
（持続可能基盤）

行
政
が
支
援

地
域
・
民
間
が
支
援
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視点２ ３つの具体的機能要件 ―「場づくり」「人づくり」「仕組み（システム）づくり」 

視点１で触れた「あんしん」「いきいき」は、地域包括ケアシステム構築に際してもそ

の力点や着手ポイントを示す視点である。しかし、きわめて包括的なくくりでもあり、地

域が具体的に着手ポイントを発見していく上ではまだ抽象的過ぎる点がある。このため、

各地域が具体的な着手ポイントを発見する上で参考になるアプローチとして、「場づくり」

「人づくり」「仕組み（システム）づくり」の３つのアプローチに注目した。 

図表 4 ３つの「具体的機能要件」 

場づくり 

地域住民が日常的に気軽に訪問・滞在することができる拠点的な場・

たまり場。住民は、ここで「あんしん」「いきいき」に関する情報や

サービスに接触し、また健康にかかわる活動に参加できる。 

人づくり 

①「あんしん」の面では、医療・介護・福祉の専門職の人材育成が意

識されることが多い。②「いきいき」の側面からは、住民自身の学び、

支え手から受け手への成長も重要となる。③また、ファシリテーター

などの「システムを支えるさまざまな能力」をもつ人材育成・確保も

求められる。 

仕組み（システム） 

づくり 

「２つの基盤」の間を連携し、「３つの具体的機能要件」をスムース

に実現する上で、ICT（情報通信システム）の構築や「カードシステ

ム」の導入など、具体的なツールやシステムの導入が効果的である場

合がある。このような地域包括システムの「システム構築」にかかわ

る取組みを「仕組み（システム）づくり」として特に注目した。 

以上の「２つの基盤」「３つの具体的機能要件」をもとに、本報告書で対象とした事例を

位置付けたものを以下に示す。 

 

図表 5 本報告書で対象とした全国事例の位置づけ 

 

本調査研究で採用する「あんしん」「いきいき」の枠組みの双方にバランスよく取組む

代表的事例として「幸手モデル」（埼玉県幸手市）を取り上げた。「幸手モデル」は、「住

民主導型の地域包括ケアシステム構築」を標榜する取組みとして、現時点で包括的なシス

テムとしての基盤構築が進んでおり、また今後の取組みの方向性・推進力が明確なことか

ら、今後地域包括ケアシステム構築に取組む多くの地域の参考になる事例と考えられる。

具体的には、医師による医療情報ネットワークシステムの立ち上げという「仕組み（シス

テム）づくり」をきっかけとし、住民主導のスタンスを重視した医療と地域コミュニティ

⑤牛久市モデル
⑧新宿区モデル
⑳佛子園モデル

人づくり

場づくり

あんしん基盤

主な取組み団体

仕組みづくり

３
つ
の
具
体
的
機
能
要
件

いきいき基盤

②南砺市モデル
③大牟田市モデル
④湯沢市モデル
⑥立川市モデル

①幸手市モデル
⑳佛子園モデル
⑰多摩モデル
⑱鶴岡モデル
⑱岩手県立大学モデル
⑲守山市モデル

①幸手市モデル
⑳佛子園モデル

⑩芝の上モデル
⑪オトパモデル
⑫暮らしの保健室モデル
⑬街中サロンなじみ庵モデル
⑭つむぎ倶楽部モデル
⑮クラブパレットモデル
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との連携を通じて「場づくり」「人づくり」などの地域包括ケアシステムの具体的機能要

件の実現を進めている。「あんしん」から「いきいき」へという地域包括ケアシステムの

２大基盤を自然に展開し、その中で「人づくり」「場づくり」「仕組み(システム)づくり」

という３つの具体的機能要件を実現してきたという点で、地域包括システムの多くの要求

内容を統合的にカバーするモデル的な事例であるといえる。 

 

②自治体対象アンケート調査 

調査名称：「地域包括ケアシステム構築に向けた現状把握のための意識調査」 

調査方法：郵送留め置き法／自記式アンケート調査 

調査対象：栗東市・湖南市・草津市・守山市・野洲市の５市の地域包括ケアシス 

     テム担当部署 

調査期間：平成 26 年 10 月 

調査結果：概要は以下に示すとおり。 

地域包括ケアシステム構築に向けた現状認識と取組み状況について  

【検討はようやく着手した状況】 

各種サービス体制の構築について  

【あんしん・いきいきともに必要性認識／課題間のプライオリティは不明確】 

地域包括ケアシステムの構築において、必要なサービス体制については、「医療・介護

・予防サービスの提供体制」「日常生活支援」「見守り」といった“あんしん基盤”の確

立だけではなく、「社会参加・生きがいづくり」「交流拠点・居場所づくり」「支え合い

の担い手」といった“いきいき基盤”の構築の必要性についても担当者は重視している。

各課題間のプライオリティや着手ポイントが明確に認識されている様子はまだ窺えない。 

【自助・互助の地域資源に不足感】 

地域包括ケアシステムにおいて重要視される「自助」「互助」の仕組み構築において、

地域資源の充足状況を見ると、「地域人材」「拠点」「ネットワーク」のいずれについて

も「不足している」という認識が強い。 

部署間や外部との連携について  

【部署間連携の必要性は認識／実現は不透明】 

従来の保健福祉関連分野に限らず、地域包括ケアシステムの構築事業に関しては“まち

づくり”的視点も意識され、より多くの部署や外部との連携の必要性を強く感じている。

しかし、現状では自分たちで連携を進めていくことに強い困難を感じており、打開策とし

て県などの外部からの支援を求める声も聞かれた。 

【外部連携は未把握】 

“あんしん基盤”“いきいき基盤”いずれも、連携する先の情報の把握などの対応は、 

現時点ではまだ十分にできていない状況にある。 

ワークショップは２段階で実施(２回開催)した。全体の流れとそれぞれの回でのねらいは

以下の通りである。 

<第１回ワークショップ> 

【ねらい】 

調査の目的の共有と自由で広がりのある議論 

<第２回ワークショップ> 

【ねらい】 

テーマをしぼり具体的で深みのある議論 
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【実施内容】 

・第１回ワークショップの検討を受け多面的な「地域包括ケアシステム構築」の課題か

ら中心的なテーマをしぼり、議論を具体化・深掘りをする。 

・テーマとしては、「いきいき・社会参加」のあり方「地域における拠点（場）づくり

のあり方」などを想定。特に、具体的な「場」のイメージとして実証実験で扱う「百

歳大学構想」について、行政担当者の意見を把握する。 

 

＜第1回ワークショップ成果＞ 

「私が考える地域包括ケアシステムとは」をテーマに、地域包括ケアシステムに関する

各々のイメージの「見える化」を行った。 

図表 6 地域包括ケアシステムの概念イメージの見える化 

 

次に、本調査研究で定義する地域包括ケアシステムの２つの機能領域である「あんしん」

と「いきいき」の２つに分野を分け、それぞれに対して「求められる要件・機能にはどのよ

うなものがあるか」「それぞれの領域が抱える課題としてはどのようなものが考えられるか」

の２点について検討した。 

図表 7 地域包括ケアシステムの機能要件・課題の抽出整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カテゴリー 機能要件 課題

・危機感（医療・介護の現状認識） ・住民自身が医療と介護のかかり方を考える

・key　person　探し ・多分自分は大丈夫という意識（他人ごと）

・資産を上手に使う ・医療・介護職員が定着しない、待遇面も問題

・専門人材マンパワーと質の確保 ・訪問診療の担い手の医師確保

・多職種の連携 ・医師の意識改革

・向う3軒両隣範囲の交流 ・近隣のサポートは嫌、サービスが利用しにくい

・移動コンビニ（食・生活・参加） ・相互理解のためのコミュニケーションの必要性

・最期まで過ごす「住まい」がある ・個人情報の取り扱いルール

・あんしん個人情報の総合化 ・連携体制

・地域のあんしんを支える人材 ・保険給付の限界、財源的制約

・システム、仕組みがわかりにくい

・医療・介護の資源（施設）にかたよりがある

・ボランティア活動をコーディネートする人材・機関 ・居場所をつくるだけでは意味がない

・コミュニティ活動に積極的に参加して交流を持つ ・地域マイスター（人の持つ技術の共有）

・居場所づくりを支援する人材、マネジメント人材 ・人件費の補助（自走できるまで）

・交通手段の確保 ・マネジメント力不足

・高齢者が主体的に行動できるような情報側面の支援 ・ボランティア登録のための窓口が不明

・コミュニティビジネス等で活躍できる役割・仕事（生業）づくり ・身近なところに集える場が少ない

・世代間交流によるまちおこし ・自主性（主体性）の醸成：依存体質

・高齢者を育てる人材の不足 ・システム、仕組み、情報がわかりにくい

・多様な主体によるサービス提供 ・現在実施されている民間事例が未把握（地域資源の発掘）

・クラブ活動・ボランティア活動についての情報発信源

・地域力

あんしん

いきいき
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＜第２回ワークショップ成果＞ 

第１回ワークショップの実施結果をふまえ、当面の地域包括ケアシステム構築に関わる取
組みの分野を「場づくり」「人づくり」「仕組みづくり」の３つとし、①地域包括ケアシス
テム構築に向け、具体的機能要件の抽出整理、②求められる機能要件の取組み状況、今後の
展開、実施する上での課題を整理、③求められる機能要件の優先づけを行った。 

●「場づくり」に関する取組みについて 

  「場づくり」に関する諸施策では、上位３位は「地域の身近なたまり場・サロンづくり」

「住民向け『あんしん』に関わる相談・情報発信の場づくり」「世代交流の場づくり」

「社会参加の場づくり（ボランティアなど能動的な）」などの施策であり、特に「身近

なたまり場・サロンづくり」は多くの自治体で取組みが進められている様子である。 

 

●「人づくり」に関する取組み例について 

「人づくり」に関する取組み例では、「住民自身の意識改革（教育など）」「日常生活

圏での顔の見える関係づくり」「在宅（訪問）医療の担い手と質の確保」などの施策が

すでに取組まれている施策として挙げられていた。 

一方、今後取組もうと思う施策として、「日常生活圏での顔の見える関係づくり」「住

民サイドのマネジメント人材の育成・確保」「住民自身の意識改革（教育など）」「行

政内部のマネジメント人材の育成・確保」などの施策が挙がっている。 

 

●「仕組みづくり」に関する取組みついて 

「仕組みづくり」に関する取組みでは、「在宅居医療・介護を支える多職種連携」への

取組みが最も進んでいる。ついで「住民の実態把握」「医療・介護機関による患者情報

の共有システム」「地域情報の集約（収集・編集・最適化）」などの施策への取組みが

見られる。 

一方、今後取組もうと思う施策としては、「地域資産の発掘と活用のための仕組みづ

くり」が非常に多く、「地域情報の集約（収集・編集・最適化）」「医療・介護機関に

よる患者情報の共有システム」などへの関心がこれについだ。 

 

③需要者視点意識調査（③－１県民意識調査分析 ③－２シニア意識調査） 

調査名称 ：地域包括ケアシステムに関わる需要者側の意識調査 

調査目的 ：地域包括ケア実現に向け需要者の意識および課題の詳細把握 

調査対象 ：「滋賀の医療福祉に関する県民意識調査結果」、「退職・引退後のライフ 

スタイルに関する意識調査結果」の２つの調査結果の分析  

調査時期 ：平成 26 年 10 月～平成 27 年 2 月 

 

本年度調査研究では「あんしん」「いきいき」の視点を地域包括ケアシステム構築におけ

る基本枠組みと設定するとともに、これらの概念の深掘りや相互関係のロジックなどについ

て実践的視点からの現実的検討を行うこととした。 

  

●「医療・介護サービス」について 

   意識調査の結果からは、滋賀県民は現在の「医療・介護サービス」に対して、全般に

まだ切実な危機意識を抱いているわけではないようである。この傾向は都市部で強く、

逆に人口の少ない地域ではすでに危機意識は高まっている。また年代別で見ると、現在

の高齢者よりもむしろ将来の高齢者である中年層のほうが高い危機意識を抱いている

点は、今後の地域包括ケアシステムの構築が全住民を巻き込む必要があることを考える

と留意すべき結果であるといえる。 
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●シニアの「将来不安」 

  シニアの多くは「将来不安」を抱いているが、その内容としてはやはり、自分自身や

家族の「健康・介護」が強い不安材料となっている。とりわけ介護保険などの制度につ

いては一般に「わかりにくい」「難しい」という印象をもたれる部分でもあり、身近な

ワンストップの情報提供機会や相談窓口の設置のほか、健康や介護、社会参加などの地

域生活で必要となる事項について住民がまとまった知識を得ることのできる「学びの場

・機会」を設けることも、シニア層の将来への不安感払しょくにおいて効果的であると

考えられる。 

 

 ●「生きがい就労」への関心 

「社会参加」に関する内容として、短時間勤務で比較的負担の少ない「生きがい就労」

への関心が注目される。調査結果でも、４時間以上８時間未満、パートタイムや有償ボ

ランティアといった形態の「働き方」について、県民ニーズの存在が認められた。「収

入」そのものではなく「生きがいや健康」を目的とするこうした就労の機会や場所の整

備が求められる。 

就労以外の社会参加としては、「趣味や旅行・学習」などの楽しい活動への意欲が高

い一方で、地域行事や伝統文化を守る活動などの「地域密着型」の活動への参加希望が

多くみられた。滋賀県は伝統の歴史文化を色濃く残す地域であり、祭礼行事などが地域

コミュニティとの重要な接点になっているケースも少なくない。社会参加の「場づくり」

において意識したい結果である。 

 

■「Ⅱあり方検討」 

<あり方検討の実施> 

Ⅰの結果をふまえ、抽出された課題に対する対応策案の検討および、自助モデルを中核

に据えた上での、互助、共助、公助のあり方・役割分担・連携案の検討を実施した。 

以下では持続可能なあるべき地域包括ケアシステム構築の方向性を検討した。 

  

（１）目指すべき方向性 －「あんしん－いきいき」の有機的連携 

本モデルの特徴は、予防・社会参加を担う「いきいき基盤」および「あんしんといきい

きの有機的連携基盤」が「地域包括ケアシステム」の全体像の中に明確に組み込まれてい

る点にある。「あんしん基盤単独型」では、早晩医療・介護需給ギャップをもたらし、 

結果的に持続性を確保することができない。同様に、しっかりした「あんしん基盤」を持

たず、「あんしん基盤」から切り離された「いきいき基盤」だけが単独で存在しても、や

はり「地域包括ケアシステム」は持続可能なものとはならないと考えられる。 

本モデルは、「いきいき基盤」が確実に機能することによって医療・介護需要の急増が

抑制され、はじめて「あんしん基盤」も持続可能となること、および結果として「地域包

括ケアシステム」の全体そのものが持続可能となりうることを示している。このような意

味で、地域包括ケアシステムは「あんしん－いきいきの両基盤の有機的な連携」をその不

可欠の本質とするものといえる。 

 

■「Ⅲ普及啓発・モデル実証」の実施 

〈学びの場のモデル実施〉 

現状の課題などもふまえ地域包括のあり方に関し、高齢者自身やそこに関わる各ステー

クホルダーを担うべき役割等を学び、考える場づくりの方策検討を実施した。 
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〈連携の場のモデル実施〉 

学びの場を活用しながら、互助、共助、公助でどのように支えていくのか、情報共有、

連携の場づくりのモデル事業を実施した。 

 

「１００歳大学構想」の基本コンセプト  

＜「１００歳大学」の目的＞ 

超高齢社会を迎えるわが国の課題の解決策として、地域包括ケアシステムの構築と併せて

「人生 100 歳時代にふさわしいライフスタイルと社会の仕組み」が必要となる。その具体策

の一つとして想定されているのが、“第二の義務教育”として、シニアに地域における健康

生きがいライフの基礎教育を行う学びの場＝「１００歳大学構想」である。 

 

＜「１００歳大学」の仕組み＞ 
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４．事業結果  

調査結果および実証実験結果から導かれる、今後の地域包括ケアシステム構築の「目指す

べき姿」のあり方検討を行った。 

 

（１）対象地域における地域包括ケアシステム構築の現状分析 

 調査結果にもとづき、「あんしん－いきいき」の枠組みに沿って、対象とした滋賀県湖南

地域における地域包括ケアシステム構築の現状と課題を整理した。 

 

 

 

（２）地域包括ケアシステム構築の方向性 

現状・問題点分析を受け、また全国先進事例調査結果などもふまえて、持続可能なあるべ

き地域包括ケアシステム構築の方向性を検討した。 

  

目指すべき方向性 －「あんしん－いきいき」の有機的連携  

まず、「あんしん－いきいき」の有機的連携によって、どのような形で「持続的な地域ケ

ア」が実現しうるかを示し、地域包括ケアシステムの目指すべき姿を明らかにした。同時に、

対象地域におけるアクションプランの要と最初の入り口となる「１００歳大学構想」の位置

づけを示した。 

 

本モデルの特徴は、予防・社会参加を担う「いきいき基盤」および「あんしんといきいき

の有機的連携基盤」が「地域包括ケアシステム」の全体像の中に明確に組み込まれている点

にある。「あんしん基盤単独型」では、早晩医療・介護需給ギャップをもたらし、結果的に

持続性を確保することができない。同様に、しっかりした「あんしん基盤」を持たず、「あ

んしん基盤」から切り離された「いきいき基盤」だけが単独で存在しても、やはり「地域包

括ケアシステム」は持続可能なものとはならないと考えられる。 

本モデルは、「いきいき基盤」が確実に機能することによって医療・介護需要の急増が抑

制され、はじめて「あんしん基盤」も持続可能となること、および結果として「地域包括ケ

・地域包括ケアシステム構築への取組みは、進捗に多少の差はあるものの、どの地域も「始まったばかり」の状況（湖南5市）
・行政担当者は地域包括ケアシステム構築における「あんしん」「いきいき」の取組みの重要性を認識しているが、その進め方
については、戸惑いの反応もみられる
・着手可能な取組みについては順次進められているが、「いきいき」領域の施策についての明確なロードマップは不在である
・行政担当者が「あんしん」領域の対応に追われている現状を打破し、「いきいき」領域への対応を推進する必要がある
・地域包括ケアシステム構築には庁内の横断的な取組みが不可欠であるが、実現へのハードルは高い

行政着手は始まったばかり

住民危機意識はまだ高くない

・現在および将来の医療、介護サービス供給に対する高齢者県民の満足度は比較的安定している（都市部と非都市部で多少
の差は存在する）
・県民の中年層における危機意識は高齢者に比べてむしろ高いといえる

現状と課題の整理

・「あんしん」基盤の構築、維持に重点が置かれている現状の地域ケアのモデルは「医療完結型モデル」「病院型モデル」の延長
線上にあり、地域ケアを担うのは事実上医療、介護の専門家や機関などである

地域ケアのモデル

医療受給ギャップの拡大

・どの地域（湖南5市）でも住民自身による「予防」「社会参加」の取組みが十分に行われているとはいいがたく、現状のままでは
医療、介護需要の急増は不可避である
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アシステム」の全体そのものが持続可能となりうることを示している。このような意味で、

地域包括ケアシステムは「あんしん－いきいきの両基盤の有機的な連携」をその不可欠の本

質とするものといえる。 

 

図表 8 地域包括ケアシステムモデル像 

 

 

①いきいき基盤の重要性 

これまでのケアモデルの介入ポイントは病気や要介護になった後の「対処的介入」であっ

たが、今後想定される更なる需給ギャップを避け、持続可能なケアシステムを構築する上で

は、疾病の重症化や要介護状態になる前の「予防的介入」が重要であり、介護保険適応外に

あたる約８割の「元気な高齢者」が主対象となる。 

従来の介護予防の議論は予防の主体や役割範囲、目的などに曖昧な部分があり、各機関が

合意形成のもと、ケアシステムが構築されているわけではなかった。これに対し、本モデル

では「いきいき基盤」を地域包括ケアシステムにおける土台となる基礎基盤として明確に位

置付けている。病気や介護になった後の「対処的介入」に比べると、「予防的介入」は、ケ

アや回復までのコストの軽減や、限られたリソースの適切利用につながる、超高齢社会の最

大の懸念事項である需給ギャップを解消し、「あんしん基盤」への過度負担とそれによる基

盤崩壊のリスクを軽減することができる。 

また、この段階では、高齢者は単にサービスの需要者として存在するわけではなく、本人

の能力や意欲を十分に発揮できるフィールドを提供していくことで、サービス提供者側とし

ての関わりも十分想定されるものである。 

  

②いきいき基盤（場所・機会） 

「いきいき基盤（場所・機会）」は、地域の「生活圏」の中にあり、住民が日常的に足を

運ぶ「場」や、社会参加などの活動の「機会」の創出・提供にあたる基盤である。基盤の担

い手は、地域住民自身はもちろんのこと、地域団体や企業、コミュニティ・ビジネスなど多

様な主体の参画が期待される。「いきいき基盤」は、機能や目的によって性格の異なる複数

の「場」が有機的に連携して実現される基盤であると想定される。 

 

地域における
医療・介護

サービスの仕組み

あんしんといきいき
を有機的に
つなぐ仕組み

いきがい・社会参加
の仕組み

いきいき基盤（場所・機会）

学び・入口
（100歳大学）

あいんしんといきいきの有機的連携基盤
（コーディネート人材）

目指す姿

あんしん基盤

限りある医療・介護関連のリソースを有効に活用して
いくためのサービス提供のあり方を考えるとともに、
それを可能にしていく上で、いきいき基盤のあり方を
ともに考え検討していくことは必要であり、そのこと
があんしん基盤の崩壊を防ぐ一助となる。

想定される需給ギャップを避け持続可能なケアシステムを構
築する上では、疾病の重症化や要介護状態になる前の「予防
的介入」が重要
この段階では、高齢者は単にサービスの需要者として存在す
るわけではなく、本人の能力や意欲を十分に活用できる
フィールドを提供し支え手側にまわれる環境を構築する。

「あんしん」と「いきいき」を“両にらみ”するいわ
ばエージェント的な役割を果たすことのできる人材を
確保することにより、それぞれの専門性や役割を発揮
できる体制構築ができ、限られたリソースの効果的・
効率的運用につながる。

「いきいき基盤」が確実に機能することによって医
療・介護需要の急増が回避され、「あんしん基盤」の
リソースの適正配分を可能とする。そのため地域包括
ケアシステムは「あんしん－いきいきの両基盤の有機
的な連携」は不可欠であるといえる。

生きがい
就労機会

あんしん基盤側
主導コーディネート

（コミュニティナース）

医療体制 介護体制

ケアカフェ
等

イベント
等

いきいき基盤側
主導コーディネート

（コミュニティデザイナー）

持続可能な
地域包括ケアシステム

２つの基盤が
果たす役割
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③あんしんといきいきの有機的連携基盤（コーディネート人材） 

あんしんといきいきの有機的連携を果たすコーディネート人材は、それぞれの基盤のキー

パーソンとの緊密な連携のもとに、「あんしん」と「いきいき」の「つなぎ役」となること

が期待される。 

 

「目指すべき姿」の実現に向けた取組みのあり方 

以上のような地域ケアの「目指すべき姿」の実現に向け、一般的な方向性として想定され

る取組みのあり方や留意点をまとめた。あわせて、地域ケアを構成する主体別に、想定され

る困難や問題点と役割分担の在り方などを整理する。 

 

①「ビジョン」と「マネジメント」の必要性 

「目指すべき姿」として挙げられた地域ケアのモデルは、求められる構造と機能を抽象的

に描いたものである。実際に構築を推進するに際しては、それぞれの地域において実現に向

けた固有の「ビジョン」を策定・共有することが求められる。 

策定のレベルとしては、もちろん市レベルでの策定も重要であるが、最も基本になるのは

各市内における地域包括ケアシステムの圏域想定範囲としての「地域」のレベルでのビジョ

ンづくりになるものと想定される。まさに「住み慣れた地域」の範囲で、どのようなケアの

構成主体が存在し、たまり場や拠点となりうる施設があるのか、地域における医療介護需給

の現状と見通しはどのようなものかなどをきめ細かく把握し、地域の特性や強みを活かした

「あんしん」「いきいき」のあり方を描くことが望ましいと思われる。このような基礎的な

共有ビジョンがあってこそ、予防や社会参加などのともすれば抽象的になりがちなテーマに

ついて、行政や住民・各主体が「なにを・なんのために・どこまでやればよいか」を具体的

にイメージし行動することが可能になる。 

  

②医療・介護専門家－既存の「あんしん基盤」 

すでに医療・介護の専門家は目の前の需要拡大に対して供給過小の状況にあり、あまり過

大な参画を求めるようなケアシステムの構築は現実的とはいえない。目指すべき地域ケアに

おいては、「あんしん基盤」を構成する医療・介護の専門家や機関が、その本来の機能や役

割を十二分に果たせるような形での参画が基本と考えられる。 

「あんしんといきいきの有機的連携基盤（人材）」においては、医師と「コミュニティ・

ナース」の緊密な連携と情報共有が求められる。逆に、医師自身は自ら地域・コミュニティ

に直接介入するような負担は想定せず、基本的には「コミュニティ・ナース」などの基盤人

材の方だけを向いて、連携・協力のあり方を限定することができる。 

  

③行政－求められる柔軟な対応 

「目指すべき地域ケア」のあり方においては、行政は自ら「ケアの主役」に立って問題を

抱え込むのではなく、サポーターないしバックアップの立場として地域ケアの主体が動きや

すい環境を整える役割が期待される。厳しい医療・介護財政の中で新たに大きな投資を強い

たり、すでに「いっぱいいっぱい」である行政担当者に新たに過大な負担を強いることは、

現実的な構築の進め方とはいえない。 

行政に期待されるのは、従来の「狭い福祉行政観からの脱却」そして「柔軟な対応」であ

る。部署間のタテワリの感覚や、ケアの場面にビジネスの発想をもち込むことへの拒否感覚

などの慣性的思考を脱却することは容易ではないが、限られた地域資源、多忙な職務の中で

行政が役割を果たしていくには、サポーター的スタンスへの態度変更、柔軟な解釈、「使え

るものはすべて使う」という総合的な判断などが求められる。 
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④地域住民 

目指すべき地域ケアにおいては、住民は地域ケアの主役の一端を担う存在と想定される。

しかしながら、個々の住民への働きかけ方、巻き込み方などのアプローチのあり方は、やは

り最も困難な問題の一つといえる。 

従来の発想を打ち破るものと期待されるアプローチの一つのが、「１００歳大学構想」に

見られる“第二の義務教育”というアプローチである。地域で長い人生を送り、地域ケアの

支えを受ける以上、「すべての地域住民には地域での健康生活のあり方について学ぶ義務が

ある」というのは斬新なロジックであり、いままでアプローチできなかった住民層にアプロ

ーチする突破口となる可能性がある。一方で、すべての場合にこうした「義務」の論理が適

切であるとは限らない。“第二の義務教育”の修了後には、第二の選択的学習の機会があり、

住民が自ら選ぶ学びになるのが自然である。このような場合、予防や社会参加が「押しつけ」

と捉えられてしまうと、住民の参加意欲を阻害することになる。幸手市の事例に見られるよ

うに「押し付けない介護予防」というアプローチも、一方で有効性をもっている。どれか一

つのアプローチに固執せず、複数のアプローチを随時選択することで、住民との接点を効果

的に広げていくことが望ましいと思われる。 

 

⑤地域団体など 

地域住民の社会参加の場としては、地域にすでに存在している NPO 団体や、趣味・スポ

ーツなどのサークル活動などの地域団体の存在が注目される。 

従来の地域ケアの議論では、供給の不足が予想される「生活支援サービス」などを提供す

る福祉系のボランティア団体などが主たる議論の対象となることが多かった。しかし、「目

指すべき地域ケア」においては、予防・社会参加に関わる地域での活動はすべて「いきいき

基盤」を構成するものであり、むしろ住民の社会参加の場・機会としてあるべき存在である。 

 

対象地域における今後の具体的な進め方  

調査検討結果を受けて、地域包括ケアシステム構築の基本的な考え方を整理し、今後の「目

指すべき方向性」のモデルを提示した。ここでは、これをふまえて、対象地域の湖南地域５

市においてどのような対応や取組みを進めていくか、アクションプランや着手ポイントなど

について触れる。 

  

「いきいき基盤」「１００歳大学構想」 

①地域における実証実験の推進 

「②いきいき基盤場所・機会」においては、地域における健康長寿の「学びの場」づくり

が一つの要素として想定された。実際にそうした機能を果たす場のあり方や場づくりの手法

にはさまざまなものが想定されるが、実証実験で取り上げたように、滋賀県においては、 

「１００歳大学構想」が提唱されており、対象地域における「学びの場」のもっとも具体

的なモデルとしてその実現化が模索されている。同構想については、すでに対象５市のうち

複数の市で、平成 27 年度中に具体的な構築に向けた実証実験の実施が予定されているとこ

ろである。 

 

②プレ１００歳大学 

また、「１００歳大学構想」は主として定年シニア以上をターゲットに想定するものであ

るが、目指すべき地域ケアの姿が地域の総力を挙げたものである以上、ターゲット層は現在

の高齢者に限定されるべきものではなく、多様な世代の学びの機会が確保されることが望ま

しい。この意味で､定年シニアより一つ前の世代を対象とする「プレ１００歳大学」の構想
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の検討も進められている。これは、県内の企業などを対象に、地域住民である従業員への教

育研修の一環として、地域における生活や健康、予防・社会参加といった内容について早い

段階から学んでもらう機会を設けることを呼びかけるものである。これにより、企業を通じ

て県内に勤める幅広い勤労者層へのアプローチのルートを確保することができる。また従業

員サイドも、定年を待たずに心構えや情報収集を行うことができる利点があり、一定の関心

が集まるものと考えられる。 

 

<「三方よし」の民間活力導入> 

「いきいき基盤」においては、地域包括ケアシステムの構築でいわれるところの「多様な

主体の参加」が求められる。 

たとえば、以下のようなさまざまなケースによる民間企業の参画や民間のビジネス活力の

導入が想定される。 

 

③「あんしんといきいきの有機的連携基盤（人材）」 

医療介護の専門家や機関と地域活動との密接な連携を必要とするこの基盤の構築は、目指

すべき地域ケアの実現のもう一つの条件である。 

 

【コミュニティ・ナース】 

コミュニティ・ナースの場合、看護師や保健師などの資格を有するとともに、医療と地域

の両方の事情に通じた「両にらみ」のできる人材であることが求められる。関係者への紹介

などを通じ、行動力のある人材を確保することが近道と考えられる。 

 

【コミュニティ・デザイナー（健康生きがいづくりアドバイザーなど）】 

コミュニティ・デザイナーは、一般的な基礎学習なども行いながら、地域で活躍し、地元

に顔の売れた行動力のある存在であることと、地域貢献や地域ケアに対して関心や協力の意

志をもつ存在であることが求められる。 

 

【人材確保の方法】 

こうした人材は、口コミや紹介などで地道に探すことがもっとも容易なアプローチである

が、「いきいき」に関わる地域イベントなどを開催した際には、参加者の中にこうした地域

貢献型の人材が参加していることが多く、地域イベントなどの機会を通じて見出していくの

も一つの手である。また、健康や生きがいづくりに関わる資格取得者などに、こうしたファ

シリテーター的役割を果たす人材として参画を求めていくことも想定できる。 

 

５．課題と展望 

最後に、以上の提案の中では触れられなかったが必要と考えられる残された諸課題、およ

び他地域での展開可能性などの展望について触れる。 

 

（１）課題 

①地域包括ケアシステムを補完する情報システムなどの構築 

「目指すべき地域ケア」の必須構成基盤ではないが、地域ケアを円滑に構築・運営するた

めの情報基盤などのシステムの存在が想定できる。 

具体的には、幸手モデルの事例で紹介した利根医療圏で普及が進む医療情報ネットワーク

システム「とねっと」を参考事例として挙げることができる。「とねっと」では、加盟する

地域住民の検診・受診歴情報が医師と本人（場合により家族）に共有され、ID カードを通

じてシステムの利用ができることから、予防や「なる前介入」の支援の上でも効果的な役割
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を果たす IT 基盤となっている。 

同様に、各種ポイント制度・地域商品券・地域通貨なども、「いきいき基盤」の活動への

参加を促すインセンティブなどとして利用することができる。「高齢者ボランティアポイン

ト制度」など、すでに全国的に普及が進んだ成功例もあり、併用することによって地域包括

ケアシステムの基盤構築の推進に役立つものと思われる。 

 

②地域包括ケアシステム構築のマネジメント体制 

目指すべき地域ケアを考慮した地域包括ケアシステムの実現に向けては、ビジョン策定や

推進の中心となる「マネジメント体制」の構築が求められる。当面の検討スタートを行政が

始めることも考えられるが、既存のいずれかの主体によらない「第三の立場」で、地域連携

に関わる医師などをリーダーにした比較的少人数の「プロジェクト・チーム」を形成するこ

となども一つの選択肢と考えられる。 

検討の内容としては、場所・機会の基盤である「いきいき基盤」、人材の基盤である「あ

んしんといきいきの有機的連携基盤」の構築に関わる調査から始め、ビジョン策定、具体的

な計画作成、推進といった順番で進めていくことが想定される。 

 

（２）調査の実施 

 地域包括ケアシステムの構築が、全住民を対象とする地域を挙げての取組みである必要が

指摘される中、地域における活用可能な資源の賦存状況を幅広い視野で調査することは、基

礎的な取組みとして必要になる。とりわけ医療・介護などの「あんしん基盤」について、そ

れぞれの地域においてどのような機関や人材が存在し、連携が可能かといった情報を収集す

ることは、基盤構築を具体的に推進する上で求められる取組みである。 

 

（３）展望 

①「いきいき基盤」構築をベースとした「滋賀モデル」の展開 

 地域包括ケアシステムの構築は全国各地域とも手探りの状況である中、他地域の取組みの

中から自地域で応用可能な情報を探している状況にある。 

 本調査研究で扱った中から、他地域での展開の参考になる内容としては、「あんしん」「い

きいき」基盤の考え方についての整理、および調査結果などを参考に整理した「いきいき基

盤」の構築をベースとした「滋賀モデル」を挙げることができる。 

 今後の対象地域における取組み状況も見据え、地域包括ケアシステムの構築に関する効果

的なパッケージを構築して他地域への展開を図っていくことも想定される。 

                                       

②「地域創生」事業との連携 

26 年度中より「地方創生」に関する取組みが全国の自治体で始まっている。持続的な地

域のあり方を目指す点で、こうした地方創生に関する取組みと「地域包括ケアシステム」の

構築の方向性は重なり合う部分を持っている。 

限られた地域資源の活用が求められる中、場合によっては２つの計画を大胆に重ね合わせ

た進め方も、自治体の選択肢の一つとして考えられる。たとえば、「地域ケアの実現を軸に

した地方創生」といった特徴のある計画づくりを想定することも可能である。同じような条

件や志向をもつ自治体などが連携し、共通の研究会の開催などを通じてこうした取組みを進

めていくことも考えられよう。 
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