
予防モデル事業における要支援者等の自立支援の考え方

・ 要支援者等に対し、一定期間の予防サービスの介入（通所と訪問を組み合わせて実施）によ
り、元の生活に戻す（又は可能な限り元の生活に近づける）ことを行い、その後は、徒歩圏内に、
運動や食事を楽しむことのできる通いの場を用意して、状態を維持する。

・ 活動的な高齢者にサービスの担い手となってもらうなど、地域社会での活躍の機会を増やす
ことが、長期的な介護予防につながる。

・通所に消極的な閉じこもりがちの対象者は、当初は訪問で対応しながら、徐々に活動範囲を拡大。
（用事を作り外出機会を増やす、興味・関心を高め外出の動機付けを行うなど）

身近な通いの場で
活動的な状態を維持

自分で行うことが増えるにつれて、生活支援サービスの量が必要最小限に変化

予防サービス
（通所＋訪問）

活動的な高齢者

生活支援ｻｰﾋﾞｽ
（家事援助 ・ 配食 ・ ごみ捨て ・ 買物支援など）



介護予防・生活支援サービス
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家事ができない

預貯金の出し入れをしていない

食事の用意をしていない

排尿ができない

外出を控えている

バスや電車で一人で外出していない

半年前に比べ固い物が食べにくい

椅子に座った状態から何も使わずに立ち上がれない

昨年と比べ外出の回数が減った

階段を手すりや壁を伝わらずに昇れない

転倒に対する不安

80歳代以上

70歳代

65歳～69歳

（％）

一般高齢者の生活機能

「平成２５年高齢者実態調査・日常生活圏域ニーズ調査」

一般高齢者(N=24,008)



外出を控える理由（複数回答）

外出を控えている一般高齢者（N=4,105）

「平成２５年高齢者実態調査・日常生活圏域ニーズ調査」
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0 20 40 60

わからない

特に不安はない

介護に関する情報の入手方法

住まい（手すり取付，段差解消等）

緊急に入院等が必要になること

経済的負担

介護者（家族等）の心身の負担

認知症になること

病気

身体機能の低下

（%）

全体（N=17,279），複数回答

図表３－７ 介護・介助が必要になった理由（複数回答） （ 在宅要介護（要支援）者 N＝１７，２７９人）

図表３－８ 日常生活で困っていること（複数回答） （在宅要介護（要支援）者 N＝１７，２７９人）

平成２５年度高齢者実態調査・日常生活圏域ニーズ調査



これまでの介護予防の課題

高齢者人口
【100％】

約3,095万人

介護予防事業費約440億円の約
３割（150億）を投入し対象者を

把握しても参加者は高齢者人口
の0.7％にとどまった

基本チェックリスト配布者
【48.6％】約1,505万人

基本チェックリスト回答者
【31.7％】約980万人

二次予防事業対象者
【8.3％】約257万人

二次予防事業参加者【0.7％】約23万人

○

①費用対効果が低い
リスク層の予防を目的とした二次予防事業は，
対象者の把握に介護予防事業費の約３割を投入
するも，参加率は高齢者人口の０.７％にとどま
るなど費用対効果の低い事業となった。

○基本チェックリストの未回収・未回答者の状況
把握にまで手が回らなかった。

②虚弱高齢者の把握が不十分

○サービスが筋力トレーニングなどに偏り，取組
に関心の持てない高齢者の参加を促せなかっ
た。

③事業参加率の低迷

○年齢や心身の状況等によらず，地域の住民が一
緒に参加することのできる通いの場を創出する
取組が不十分であった。

④高齢者の主体性を尊重する通
いの場の創出が不十分

資料：「平成24年度介護予防事業及び介護予防・日常生活支援
総合事業（地域支援事業）の実施状況に関する調査」に基づき
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（株）が作成



介護予防の推進

① 介護予防は、高齢者が要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しく
は悪化の防止を目的として行うものである。

② 生活機能（※）の低下した高齢者に対しては、リハビリテーションの理念を踏まえて、「心
身機能」「活動」「参加」のそれぞれの要素にバランスよく働きかけることが重要であり、単
に高齢者の運動機能や栄養状態といった心身機能の改善だけを目指すものではなく、日
常生活の活動を高め、家庭や社会への参加を促し、それによって一人ひとりの生きがい
や自己実現のための取組を支援して、QOLの向上を目指すものである。

① 介護予防の手法が、心身機能を改善することを目的とした機能回復訓練に偏りがちで
あった。

② 介護予防終了後の活動的な状態を維持するための多様な通いの場を創出することが
必ずしも十分でなかった。

③ 介護予防の利用者の多くは、機能回復を中心とした訓練の継続こそが有効だと理解し、
また、介護予防の提供者も、「活動」や「参加」に焦点をあててこなかったのではないか。

介護予防の理念

これまでの介護予防の問題点

※「生活機能」・・・ICFでは、人が生きていくための機能全体を「生活機能」としてとらえ、①体の働きや精神の働きである「心身機能」、②ADL・家事・
職業能力や屋外歩行といった生活行為全般である「活動」、③家庭や社会生活で役割を果たすことである「参加」の３つの要素から構成される。



① 定年後の社会参加を支援する等を通じて、シニア世代に担い手になってもらうことにより、社会的役割
や自己実現を果たすことが、介護予防にもつながる。

これからの介護予防の具体的アプローチについて

① リハ職等が、ケアカンファレンス等に参加することにより、疾病の特徴を踏まえた生活行為の改善の見
通しを立てることが可能となり、要支援者等の有する能力を最大限に引き出すための方法を検討しやすく
なる。

② リハ職等が、通所と訪問の双方に一貫して集中的に関わることで、居宅や地域での生活環境を踏まえ
た適切なアセスメントに基づくADL訓練やIADL訓練を提供することにより、「活動」を高めることができる。

③ リハ職等が、住民運営の通いの場において、参加者の状態に応じて、安全な動き方等、適切な助言を
行うことにより、生活機能の低下の程度にかかわらず、様々な状態の高齢者の参加が可能となる。

① 市町村が住民に対し強い動機付けを行い、住民主体の活動的な通いの場を創出する。

② 住民主体の体操教室などの通いの場は、高齢者自身が一定の知識を取得した上で指導役を担うこと
により役割や生きがいを認識するとともに、幅広い年齢や状態の高齢者が参加することにより、高齢者同
士の助け合いや学びの場として魅力的な場になる。また、参加している高齢者も指導者として通いの場の
運営に参加するという動機づけにもつながっていく。

③ 市町村の積極的な広報により、生活機能の改善効果が住民に理解され、更に、実際に生活機能の改
善した参加者の声が口コミ等により拡がることで、住民主体の通いの場が新たに展開されるようになる。
④ このような好循環が生まれると、住民主体の活動的な通いの場が持続的に拡大していく。

３ 高齢者の社会参加を通じた介護予防の推進

２ 住民運営の通いの場の充実

１ リハ職等を活かした介護予防の機能強化



時 間 軸

脳卒中・骨折など
（脳卒中モデル）

虚弱高齢者（廃用症候群モデル）

閉じこもり対
象
者
例

高齢者リハビリテーションのイメージ

食事・排泄・着替え・入浴等ができるように、
意欲への働きかけと環境調整をする

急性期・回復期リハ 生活期リハ

＜ADL向上への働きかけ＞
活動へのアプローチ

＜IADL向上への働きかけ＞
掃除・洗濯・料理・外出等ができるように、
意欲への働きかけと環境調整をする

座る・立つ・歩く等ができるように、訓練をする

＜機能回復訓練＞

＜役割の創出、社会参加の実現＞
地域の中に生きがい・役割をもって生活できるような
居場所と出番づくりを支援する
家庭内の役割づくりを支援する 参加へのアプローチ

生
活
機
能

心身機能へのアプローチ



・介護予防把握事業
地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じ
こもり等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防
活動へつなげる。

・介護予防普及啓発事業
介護予防活動の普及・啓発を行う。

・地域介護予防活動支援事業
地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を
行う。

・一般介護予防事業評価事業
介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検
証を行い、一般介護予防事業の事業評価を行う。

・
（新）地域リハビリテーション活動支援事業
地域における介護予防の取組を機能強化するために、
通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民
運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関
与を促進する。

新しい介護予防事業

現行の介護予防事業

一次予防事業

・介護予防普及啓発事業

・地域介護予防活動支援事業

・一次予防事業評価事業

二次予防事業

・二次予防事業対象者の

把握事業

・通所型介護予防事業

・訪問型介護予防事業

・二次予防事業評価事業

一般介護予防事業

一次予防事業と
二次予防事業を
区別せずに、地域
の実情に応じた
効果的・効率的な
介護予防の取組を
推進する観点から
見直す

介護予防を機能
強化する観点か
ら新事業を追加

○機能回復訓練などの高齢者本人へのアプローチだけではなく、地域づくりなどの高齢者本人を取り巻く環境へのアプローチも含めたバ
ランスのとれたアプローチができるように介護予防事業を見直す。

○年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく、住民運営の通いの場を充実させ、人と人とのつながりを通じて、参加者や通いの場
が継続的に拡大していくような地域づくりを推進する。

○リハ職等を活かした自立支援に資する取組を推進し、介護予防を機能強化する。

介護予防・生活支援サービス事業

介
護
予
防
・日
常
生
活
支
援
総
合
事
業

※従来、二次予防事業で実施していた運動器の機能向上プログラム、口腔機能の向上プログラムなどに相当する
介護予防については、介護予防・生活支援サービス事業として介護予防ケアマネジメントに基づき実施



地域リハビリテーション活動支援事業の概要

通所訪問 定期的に関与することによ
り、介護職員等への助言など
を実施することで、通所や訪
問における自立支援に資する
取組を促す。

住民運営の通いの場

定期的に関与する
ことにより、自立
支援のプロセスを
参加者全員で共有
し、個々人の介護
予防ケアマネジメ
ント力の向上につ
なげる。

リハビリテーション専門職等は、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等の
介護予防の取組を地域包括支援センターと連携しながら総合的に支援する。

○ 地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者
会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する。

地域包括支援センター

リハビリテーション
専門職等

定期的に関与する
ことにより、要介
護状態になっても
参加し続けること
のできる通いの場
を地域に展開する

連 携

地域ケア会議 等



鹿児島圏域

川薩圏域

出水圏域

※曽於圏域

肝属圏域

鹿児島圏域

熊毛圏域

奄美圏域

姶良・伊佐圏域

南薩圏域

②クオラリハビリテーション病院

③川内市医師会立市民病院

霧島リハビリテーションセンター

⑭田 上 病 院

④整形外科米盛病院

⑥外科馬場病院

⑦菊 野 病 院

⑧今林整形外科病院

⑤大 勝 病 院

※未指定圏域（曽於圏域）

川薩

鹿児島

南薩

⑪加治木温泉病院

姶良・伊佐

⑫池 田 病 院

⑬恒心会 おぐら病院

肝属

熊毛

⑩介護老人保健施設はやひと

⑨大島郡医師会病院

奄美

①出水総合医療センター

出水
地域リハビリテーション広域支援センター位置図

⑭

⑨

⑧

⑦

⑥
⑤
④

③

②

① ⑩

⑪

⑫
⑬



住民運営の通いの場の充実プログラム

市町村の全域で、高齢者が容易に通える範囲に通
いの場を住民主体で展開

前期高齢者のみならず、後期高齢者や閉じこもり
等何らかの支援を要する者の参加を促す

住民自身の積極的な参加と運営による自律的な拡
大を目指す

後期高齢者・要支援者でも行えるレベルの体操な
どを実施

体操などは週1回以上の実施を原則

＜コンセプト＞

地域づくりによる介護予防推進支援モデル事業
（平成26年度 モデル市 ： 日置市・いちき串木野市 ）



93歳虚弱女性

講座参加前

岡山県津山市

5メートル歩行
介護予防事業「めざせ元気！こけないからだ講座」

講座参加３か月後

マイ ムービー（Mさん3か月後）.mp4
マイ ムービー（Mさん3か月後）.mp4
マイ ムービー（Mさん参加前）.mp4
マイ ムービー（Mさん参加前）.mp4


①

⑥⑤④

③②

厚生労働省 平成２６年度地域づくりによる介護予防推進支援モデル事業に係る研修会資料



事業概要

• ０ｋｇ～１．３ｋｇまで１２段階に
調節可能な重錘バンドを使用

• 米国国立保健研究所・老化医学
研究所推奨の６種類の体操を
週１回実施

• 参加者の身体的負担度によって
次回０．２ｋｇを限度に負荷を増減

• 歌を歌いながら

厚生労働省 平成２６年度地域づくりによる介護予防推進支援モデル事業に係る研修会資料



サロンの開催場所等（１）
① 開催場所の選定理由

② サロンの送迎状況

Ｎ＝2,568
複数回答有

Ｎ＝1,074

送迎はしないが７割
→開催場所の選定理由の１位が
「参加者が歩いてこれる場所」で
ある影響が大きいと考えられる。

※ふれあい・いきいきサロン活動実態調査報告書：対象年度H22【H23.2月：県社会福祉協議会】



サロンの開催場所等（２）

③ サロンの呼びかけ地域

④ サロンの対象者

Ｎ＝1,074

※ふれあい・いきいきサロン活動実態調査報告書：対象年度H22【H23.2月：県社会福祉協議会】

Ｎ＝2,470
複数回答有



サロンの開催場所等（３）

①開催場所の選定理由
①参加者が歩いてこれる （29.3％）
②参加者が知っている場所（28.3％）

○開催場所選定理由は「参加者が歩いてこれる」場所が多い （約３割）
○送迎はしない所が多い （約７割）
○呼びかけ地域は「町内会・自治会」が多い （約８割）
○対象者は，１人暮らし高齢者と高齢者夫婦が多い（約６割）

→要支援・要介護状態になっても，
通い続けることができる「通いの場」の創出が必要。

②サロンの送迎状況
①送迎はしない （71.2％）
②ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱが自家用車で送迎（8.2％）

③サロンの呼びかけ地域
①町内会・自治会 （83.2％）
※小学校区 （5.2％）
※中学校区 （0.5％）

④サロンの対象者
①１人暮らし高齢者 （37.0％）
②高齢者夫婦 （24.5％）
⑥認知症高齢者（3.2％）

※ふれあい・いきいきサロン活動実態調査報告書：対象年度H22【H23.2月：県社会福祉協議会】



本県におけるサロン（介護予防に資する通いの場）の状況
Ⅰ市町村が把握している介護予防に資する住民運営
の通いの場の展開状況調査（H26.11月：県介護福祉課）

【調査回答者：サロンの代表者】
【調査回答数（ふれあいいきいきサロン数）：１，３７６箇所】

Ⅱふれあい・いきいきサロン活動実態調査報告書
（H23.2月：県社会福祉協議会）

ボランティア 利用者（参加者）

１～４人 女性
６５～６９歳

１０～１９人 女性
７５～７９歳

運営主体・運営内容等

（運営主体） 町内会・自治会・地区社会福祉協議会
（代表者） 女性・７０～７４歳・ボランティア
（開催状況） 月１回・午前１０時～１２時・公民館
（範囲） 町内会・自治会
（活動内容） 会話，食事，レクリエーション，健康体操
（送迎） 無し
（参加費） ５００円未満
（補助・助成金）１～２万円（市町村社会福祉協議会）

【調査回答者：市町村介護予防担当者】
【調査回答数（介護予防に資する通いの場数：１，０４４箇所）】

★代表的なサロンの姿★★サロンの状況及び市町村介護予防担当部署との関わり★

介護護予防に資す
る通いの場の把握

把握：７２％
把握していない：２８％

開催頻度 月１～２回：４２％
週１回以上：１７％

参 加 者 ７５歳以上:７１％
女性:８１％

参 加 率 高齢者人口の４.５％
（二次予防事業は1.3％）

主な活動内容 ①体操 ②認知症予防 ③茶話会
④趣味活動 ⑤会食

体操実施率 ８２％（７５％は毎回実施）

参加者状態区分 把握していない：６０％
要支援１～２ ：８.２％
要介護１～５ ：１.６％

リハビリテーション
専門職の関与

関与多い →保健師，看護職員
関与少ない→理学療法士，作業療法士

（課題）※回答数が多い順
①男性の参加者が少ない
②補助金・助成金を継続・拡大してほしい
③勧誘しても参加してもらえない人がいる
④活動の企画・内容がマンネリ化
⑤ボランティア等の運営の担い手が不足
⑥利用者が少ない

⑦他のサロンを知りたい
⑧専門職員に支援してほし
い
⑨送迎サービスが必要
⑩他の役員との兼務が難
しい



社会参加と介護予防効果の関係について
スポーツ関係・ボランティア・趣味関係のグループ等への社会参加の割合が高い地域ほど
転倒や認知症やうつのリスクが低い傾向がみられる。

2010年8月～2012年1月にかけて，北海道，東北，関東，東海，関西，
中国，九州，沖縄地方に分布する31自治体に居住する高齢者のう
ち，要介護認定を受けていない高齢者169,201人を対象に，郵送調査
（一部の自治体は訪問調査）を実施。
112,123人から回答。
（回収率66.3%）

【研究デザインと分析方法】
研究デザイン：横断研究
分析方法：地域相関分析

ボランティアグループ等の地域組織への参加割合が高い地
域ほど、認知症リスクを有する後期高齢者の割合が少ない
相関が認められた。

図表については、厚生労働科学研究班（研究代表者：近藤克則氏）からの提供

趣味関係のグループへの参加割合が高い地域ほど、
うつ得点（低いほど良い）の平均点が低い相関が認め
られた。

JAGES（日本老年学的評価研究）
プロジェクト

スポーツ組織への参加割合が高い地域ほど、
過去1年間に転倒したことのある前期高齢者が少ない相
関が認められた。

調査方法





生活支援コーディネーターの
活動促進



地域住民の参加

高齢者の社会参加生活支援・介護予防サービス

生活支援の担い手
としての社会参加

○現役時代の能力を活かした活動
○興味関心がある活動
○新たにチャレンジする活動

・一般就労、起業
・趣味活動
・健康づくり活動、地域活動
・介護、福祉以外の
ボランティア活動 等

○ニーズに合った多様なサービス種別

○住民主体、NPO、民間企業等多様な
主体によるサービス提供

・地域サロンの開催
・見守り、安否確認
・外出支援
・買い物、調理、掃除などの家事支援
・介護者支援 等

バックアップ

バックアップ

都道府県等による後方支援体制の充実

市町村を核とした支援体制の充実・強化

○ 単身世帯等が増加し、支援を必要とする軽度の高齢者が増加する中、生活支援の必要性が増加。ボランティア、ＮＰＯ、民間
企業、協同組合等の多様な主体が生活支援・介護予防サービスを提供することが必要。

○ 高齢者の介護予防が求められているが、社会参加・社会的役割を持つことが生きがいや介護予防につながる。
○ 多様な生活支援・介護予防サービスが利用できるような地域づくりを市町村が支援することについて、制度的な位
置づけの強化を図る。具体的には、生活支援・介護予防サービスの充実に向けて、ボランティア等の生活支援の担
い手の養成・発掘等の地域資源の開発やそのネットワーク化などを行う「生活支援コーディネーター（地域支え合い
推進員）」の配置などについて、介護保険法の地域支援事業に位置づける。

生活支援・介護予防サービスの充実と高齢者の社会参加生活支援 介護予防



市町村・地域包括支援
センターと連携・協力

生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ
（地域支え合い推進員）

＋

協議体

多様な主体の連携体制の構築、
多様な生活支援サービスが地域に創出されることを
目指す

民間事業者等も含め
たネットワーク化

配達事業者に
よる見守り

買い物支援
外出支援など

担い手
の養成

生活支援サービスの
担い手の養成、サービス開発、ニーズとのマッチング

多様な介護予
防・生活支援の
活動の場

高齢者中心の
地域の支え合い

サロン、体操教室、
ゴミ出し、安否確認等

 生活支援サービスの充実及び高齢者の社会参加に向けて、ボランティア等の生活支援・介護

予防の担い手の養成・発掘など地域資源の開発や地域のニーズと地域支援のマッチングなど

を行う、生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）の配置や協議体の設置等について、

平成26年度から、地域支援事業（任意事業）に位置づけて取組を進める。

地域の多様な担い手による受け皿確保のための基盤整備を推進。

生活支援・介護予防サービスの基盤整備

－生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）の配置－

【事業概要】


