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はじめに

2021年度 東部包括事業計画より

今年度、職員一丸となり地域での介護予防を実践

東部スタッフ

包括のあらゆる事業の根幹を

支えるのが組織の力。

新
事
務
所
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１・最期まで自分らしく ～介護予防の目的～
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最期まで自分らしく ～介護予防の目的～

趣味の絵画を最期まで楽しんだＭさん

家族：夫の他界後ひとり暮らし

生活：要支援２でヘルパーさん

通い展覧会にも定期的

に出展。昨年秋も出展 最後の作品

没後に予定通り出展

Ｍさんは最期まで入院することなく生活していた

令和３年9月
年齢：Ｔ15年 (95歳) 

はじめる。絵画教室へ

子どもはいない
自宅で倒れて

そのまま最期

を迎えられる

Ｍさんプロフィール

性別：女性

83歳より趣味で絵画を

利用

予定であった

しかし・・
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最期まで自分らしく生きるには

男性

最期まで自分らしく ～介護予防の目的～

平均寿命と健康寿命の差（R1）

しかしそれを阻む大きな課題はフレイル

介護予防に取り組み健康寿命を伸ばすことが肝

平均寿命 88.6歳

平均寿命 82.5歳

健康寿命 83.0歳

健康寿命 80.1歳 2.4年

5.6年
令和元年 桑名市の健康寿命（三重県ホームページより) 
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～フレイル予防の取り組み～

２・地域の専門職と共に
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コロナ禍で進行したフレイル

コロナ禍で暮らしに大きな変化

地域の専門職と共に ～フレイル予防の取り組み～

長期化するコロナ禍でフレイル予防の推進は必須

■ 家族や友人との旅行

■ サークルなどの趣味活動

■ お盆や正月等の家族団らん

■ 自治会や老人会活動

■ 喫茶店でのおしゃべり・・等々

・閉じこもり

・活動の減少

・不安や抑うつ

・食欲減退

フレイルとは・・心身の衰えた虚弱な状態
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口腔

栄養

社会参加

運動

地域の専門職と共に ～フレイル予防の取り組み～

運動・栄養・口腔・薬の専門職とフレイル予防の取り組みへ

３つのキーワードは密接な関係

筋力低下は噛む力
や歯茎を弱める

口腔機能が悪いと
栄養状態が低下

栄養の悪化は体力

筋力低下を招く

地域には多くの専門職がいる

３つのキーワード（運動・栄養/口腔・社会参加）

筋力の衰えで

社会参加が減る

社会参加の減少で

更に筋力が低下

理学療法士 歯科衛生士

管理栄養士 薬剤師
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「今日から実践！フレイル予防講座」を展開

地域の専門職と共に ～フレイル予防の取り組み～

運動編講座 運動編講座 運動編講座口腔編講座 栄養編講座

もりえい病院 ふるさと
(歯科衛生士)(理学療法士) (管理栄養士)

桑名市ニーズ調査を活用し「運動」「口腔」「栄養」リスク該当者へ講座参加勧奨

地域へフレイル予防の浸透を図る

公園、通いの場、まちづくり拠点施設等で計1９回フレイル予防講座開催！

自宅でもできる取り組みも紹介してフレイル予防の習慣化を働きかけ
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評価・効果

参加者の声

・身体の運動はしても、口の運動はしてませんでした。目から鱗でした

・タイムリーな企画で参考になりました 等々

・栄養バランスを考えて食事を作りたいと思った

・日頃おろそかになっている事を再認識した

・運動は毎日続けることが大事

「運動・口腔・栄養」の大切が伝わる

地域の専門職と共に ～フレイル予防の取り組み～

「フレイル予防講座参加者アンケートより」

フレイルという言葉を知っていましたか n=252 n=318 コロナ禍による身体への影響

知らなかった 50％

足腰が弱った 24％

疲れやすい 19％

体がだるい 12％
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高齢者の健康を損なう恐れもある薬

地域の専門職と共に ～フレイル予防の取り組み～

高齢者が抱える薬の課題

薬の正しい理解は介護予防につながる

便 秘

眠 気

うつ状態

身体機能

の低下

多剤併用薬の効果
が変化

慢性疾患
飲みすぎ

飲み違い 排尿障害

副 作 用
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11/11バロー桑名東店

桑名地区薬剤師会と協働し啓発へ！

地域の専門職と共に ～フレイル予防の取り組み～

5/13はまぐりプラザ

「知って安心！おくすり講座」開催

新型コロナワクチンについての情報や

副反応の対応、他の薬との飲み合わせ

の影響などについて説明

住民の方からの質問も多く、

薬剤師の個別相談も実施

住民の薬についての関心は高く今後も継続を検討

1/13大成まちづくり拠点施設

新型コロナの再流行により３回目の

ワクチン接種や飲み薬などに関する

質問等が出る
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～認知症の早期発見を目指して～

３・もの忘れ相談会
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認知症 18%

脳血管疾患 16%

高齢による衰弱 13%

骨折・転倒 13%

関節疾患 11%

その他 29%

介護が必要になった原因の第一位 認知症

もの忘れ相談会 ～認知症の早期発見を目指して～

コロナ禍で認知症リスクが増大

・独居の８０歳代女性

・コロナ前はアピタへ毎日買い物
に出かけていた

・コロナが流行してから感染を恐
れて外出自粛の日が続く・・

もの忘れが急激に進行し介護が必要な

状態となる

認知症７００万人の時代。早期発見と受診は重要

介護が必要になった原因

認知症は「まだ大丈夫」「単なるもの忘れ」と思って受診が遅れがちになる

2016厚生労働省「国民生活基礎調査」
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もの忘れ相談会を開催し認知症の早期発見へ

もの忘れ相談会 ～認知症の早期発見を目指して～

時間の経過

地域の人が気軽に相談に来られるように各圏域で開催

早期受診のメリット

脳
の
働
き

治療しなかった場合

治療した場合

認知症初期集中支援チーム員医師の協力を得て

「医師のもの忘れ相談会」開催

精義まちづくり拠点施設

城東はまぐりプラザ

修徳まちづくり拠点施設

立教まちづくり拠点施設

久瀬クリニック

はまぐりプラザ
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評価・効果

もの忘れ相談会 ～認知症の早期発見を目指して～

修徳まちづくり拠点施設

相談日 氏 名 年齢 性別 住 所 長谷川式 相談者 相談結果

7/29 Ｓさん 74 男 桑名市北別所 20点 本人 かかりつけ医にフィード
バック

7/29 Ｎさん 77 男 桑名市小貝須 家族 本人のプライドが高いた
め様子観察となる

9/30 Ｍさん 80 女 桑名市北別所 20点 本人 生活上の支障が少ない
ため様子観察

9/30 Ｈさん 90 女 桑名市高塚町 本人 生活上の支障が少ない
ため様子観察

10/28 Ｉさん 77 女 桑名市今島 本人 生活上の支障が少ない
ため様子観察

10/28 Ｗさん 78 女 桑名市西正和台 19点 本人 鑑別診断へ

11/25 Ｉさん 87 男 桑名市地蔵 15点 本人 鑑別診断へ

11/25 Ｉさん 86 女 桑名市地蔵 16点 本人 鑑別診断へ

３名が鑑別診断につながる。今後も相談会の継続を検討
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～まちづくり協議会とオンラインでの試み～

４・withコロナ
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新しい生活様式での介護予防

オンラインを活用した介護予防の取り組みを検討

コロナ禍で三密回避の生活が定着

まちづくり拠点施設閉鎖・・通いの場中止・・

テレワークやオンライン授業など

ネットを活用したつながりが普及

シニア世代のスマホ普及率も向上

スマホ普及率

６０代で８割

７０代で６割

withコロナ ～まちづくり協議会とオンラインでの試み～

2021 モバイル社会白書
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城東まちづくり協議会との協働

withコロナ ～まちづくり協議会とオンラインでの試み～

城東まちづくり協議会の基本方針

3.基本方針(地域の目指す姿)

＊1・高齢者等が健康で楽しく過ごせる地域

・高齢者等が気軽に集える場所や健康づくり

推進する

Ｐ16

まちづくり協議会と包括の目標は同じ。協働へ！

数字で見る城東地区の高齢者

・高齢化率 33.5%(東部圏域第2位)注1

＊注1  Ｒ3年3月ニーズ調査報告書より

＊注2   R2年3月ＫＤＢデータより

・ＢＭＩ25以上の方 28.1%
（東部圏域第1位）注2

・加齢による関節症 33.5%
（東部圏域第1位）注2

・閉じこもりリスク者 23.6%

・口腔機能低下リスク者 24.2%

（東部圏域第1位）注1

（東部圏域第1位）注1
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コロナ禍でも運動できるオンラインウエルネス教室開催

withコロナ ～まちづくり協議会とオンラインでの試み～

全体コーディネート・住民周知・場所確保

まちづくり協議会生活支援コーディネーター＆

オンラインでの運動指導事前にスマホ教室開催 参加者のネットサポート

ＰＯＩＮＴ

・会場（はまぐりプラザ）でも自宅でも参加できる選択式

・地元企業と連携し参加者のオンライン操作をサポート

・事前にスマホ教室を開催してオンラインのやり方をマスター

R3.10月～12月までの3ヶ月間オンライン教室実施

みんなで集まっても自宅でも運動ができる！

R3.10月

東部包括
運営サポート
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評価・効果

１回目の反省を活かして２回目の教室開催

オンラインウエルネス教室の試み

誰でも・どこでもオンラインで繋がり運動できる仕組みへ

効果 反省点

展望

・運動の効果を実感できた方 85.7％

・男性参加者が女性の 1.8倍

・運動時間が増加した方 71.4％

・自宅でオンラインを使った運動が十分に

できなかった方が約４割みられた。

サポート不足や通信環境等が原因

withコロナ ～まちづくり協議会とオンラインでの試み～
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５・みんなでＳＤＧｓ

～力をあわせて介護予防～
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ＳＤＧｓの理念「誰ひとり取り残さない」社会へ

みんなでＳＤＧｓ ～力をあわせて介護予防～

持続可能な開発目標

全ての国連加盟193ヵ国が一致して

採択した17の目標(ゴール)

わたしたちが地域で取り組めること
目標３ 目標11 目標17
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健康フェスタで介護予防

みんなでＳＤＧｓ ～力をあわせて介護予防～

フレイル予防に重要な「運動・栄養・口腔・認知症」を啓発

地域の多様な主体と協働してバロー桑名東店で「健康フェスタ」開催

通いの場

桑名地区
薬剤師会

保健医療課

たか歯科
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みんなでＳＤＧｓ ～力をあわせて介護予防～

105名の方が来場される

お口の健康について展示ブース(通いの場紹介)

みんなで桑名いきいき体操(64名参加)

体力測定コーナー

認知症予防運動

薬剤師相談コーナー

健康寿命の延伸について

認知症予防の食事について
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評価・効果

参加者の声

企業の声

・今まで認知症は他人事だと思っていたが気をつけていきたい

・栄養バランスについて知ることができてよかった

・わかっているようでわからない部分が多くあった

・高齢者向けの講座が多くとても勉強になりました．．．等々

・今後はＳＤＧｓで地域との関係を考えていきたい

みんなでＳＤＧｓ ～力をあわせて介護予防～

・元々、地域貢献で弊社として何かできることはないかと模索していた

・これからも地域に出向いて体力測定などで地域のお役に立ちたい

・住民向けセミナーをＳＤＧｓの取り組みや社会貢献として位置付けている

企業はＳＤＧｓや地域貢献の意識が高い！
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みんなでＳＤＧｓ ～力をあわせて介護予防～

民間力を活用した介護予防の場づくり

スポーツクラブアクトスとの協働

5/28.10/15

地域の介護予防のために

何ができるか話し合い

11/25
従業員の方向けに認知症

サポーター養成講座開催

12/3
健康フェスタで希望者に

体力測定(下肢の力)を実施

測定結果(31名)

測定者の約7割の方がフレ

イル又は予備軍の可能性

12/22

シニア運動教室体験会を
開催

1/12～

シニア運動教室の毎週

開催へ

アクトス
包括

生活支援Ｃｏ
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運動編講座

多世代が暮らす集合住宅での取り組み

～赤ちゃんから高齢者まで～ 生活・健康・福祉 なんでも相談会開催

福祉なんでも

相談センター
東部包括

マンション

自治会住民同士のつながりが薄い

コロナで集まる機会もなくなった
第１部

ヤクルトおなか元気教室

第2部

23名が来られ親子参加もあり。集合住宅への取り組みは継続

なんでも相談会平成元年建（築34年）

マンション概要

約150戸

自治会長

多くのマンション住民が

来てくれてよかった。
来年もやって欲しい。

参加者

わかりやすい話で

勉強になった

なんでも相談会は

3名の個別相談あり

みんなでＳＤＧｓ ～力をあわせて介護予防～
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地域に広げる見守りネットワーク

みんなでＳＤＧｓ ～力をあわせて介護予防～

東部圏域の協力機関１０１ヶ所に拡大中

商店・自治会・薬局・クリニック・お寺・神社など幅広く見守り体制構築
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みんなでＳＤＧｓ ～力をあわせて介護予防～

垣根を越えて豊かな地域へ

住 民
医 療

機 関

行 政

学 校

障がい

事業所

介護

事業所

ボラン

ティア

自治会

子育て

機関

企業

ＮＰＯ

力をあわせ

新たな価値を

買い物送迎サービスの実験開始

今後もＳＤＧｓの視点で地域課題への取り組みを推進！

デイの空き車両を使った
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６・「役割」は元気の原動力

～生きがいづくり支援～
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「役割」は元気の原動力 ～生きがいづくり支援～

その人の「強み」は意欲の源泉

豊富な人生経験での強みがある

社会的役割

家庭の役割

人 間 関 係
(定年退職等)

(子育てや孫守り卒業)

(配偶者・友人の死去)

喪失体験が増える高齢期 その一方

料理が得意

編み物が趣味

大工が仕事だった

畑仕事が好き

その強みが役割につながれば生きる力になる 33



特技を活かし自宅から認知症サポーターとして活躍

Kさんプロフィール

性別：女性

年齢：90代

生活：要介護3

家族と同居

単独での外出不可

手芸が好き

Kさん手芸が
得意なんですよ

ケアマネジャー 包括

認知症サポーター
ロバ隊長を作って
もらえませんか？

張り切って作られても
う出来ました！
根詰めると心配だから、
急ぎでなければまだ
作ってくれると思いま
すよ

ロバ隊長のぬいぐるみ作成を依頼

Kさんは認知症サポーターだったことを知る！

Kさんにかわって包括と一緒に啓発活動★

大きなことをしなくても

出来る事をしていけると良いですね❢

「役割」は元気の原動力 ～生きがいづくり支援～

自宅に居ても社会参加は出来る！

各地で認サポ
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ケアマネジャーの相談から支援へつながる

Fさんプロフィール

性別：女性

年齢：S8年 (88歳) 

家族：独居 市内に長女がいる

生活：要支援２ デイサービス利用

心臓弁膜症（手術不可）があり

緊急通報装置利用

糖尿病、緑内障、両下肢閉塞性動脈

硬化症あり単独での外出不可

経済的に余裕はなく嫁いだ長女が食

事等運んでくれている

膝の痛みが酷くて動けなく
て辛いけれど、手芸をして
いる間は気が休まるんです。

ケアマネジャー

包括

ケアマネジャー

私はみんなに喜んでもらえれば

それだけでいいんです˖✧

特技を活かして人にも喜んで

もらえれば生きがいにもなる

と思うんです˖✧

せっかく上手に沢山作って

もらっているしもったいない。

何か活用出来ないかな…。

包括に相談してみよう❢

「役割」は元気の原動力 ～生きがいづくり支援～

発信（相談）する大切さ

しじみのキーホルダー
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Ｆさんは喜ばれ、やりがいを感じ意欲が向上！

材料費だけでもあれば
気兼ねなく作れるよう
になるんだけど…

良かったですね。
これから楽しみに
なりますね。

すごいですね。
100円でも売れる
と思いますよ。
製作者の顔写真も
つけましょう！

写真は恥ずかしいけど、昔
舞台で見てもらっていたの
を思いだすわ。生きていれ
ば良いこともあるのかもし
れないね。

昔は舞台で活躍していたFさん‥

「役割」は元気の原動力 ～生きがいづくり支援～

特技を生きがいへ！

Ｆさんの特技を活かすための話し合い ふれあいサロンみちくさで販売決定！

Ｆさん

ケアマネジャー

東部包括

社会福祉協議会
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みんなの力と共に介護予防

まとめ

まちづくり
協議会

ふるさと

久瀬

自治会

保健医療課

クリニック

福祉なんでも

相談センター通いの場
桑名地区
薬剤師会

さまざまな活動を通じてつながりの輪が広がる！

たか歯科

ふれあいサロン

みちくさ

佐藤病院グループ
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７・今後に向けて

～社会参加・介護予防・生活支援の一体的推進～
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今後に向けて

地域包括ケアシステムの肝は「生活支援・介護予防」

住み慣れた地域で暮らし続ける土台となる

「生活支援・介護予防」は財源、制度、所属に縛られず無限の可能性39

～社会参加・介護予防・生活支援の一体的推進～



今後に向けて

住民主体の社会参加・介護予防・生活支援の一体的推進

社会参加

生活支援

介護予防

つながる

地域の多様性や嗜好

に合わせた場づくり。

地域の人が集まるこ

とでつながる
元気になる

趣味活動や体操など

を通じて地域の人と

交流し元気になる

支えあう

人とのつながりの

中で助け合いが生

まれ地域の課題に

も目が向く

現在、大規模集合住宅で取り組み中。今後も各地域へ展開！

三位一体の場づくり
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～社会参加・介護予防・生活支援の一体的推進～



41ご清聴ありがとうございました


