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【Ⅰ】はじめに 

1.超高齢社会の現状と課題 

我が国は、国の推計資料等からも分かるように、世界でも類を見ない急速な超高齢社会を

迎えようとしています。 
この超高齢社会は、単に総人口に占める高齢者数の増加だけではなく、国勢の根幹を揺る

がす人口減少問題が密接不可分に影響し合い、これまでの超高齢化だけに焦点を絞った対

策だけではなく、少子化対策や東京への一極集中の改善など、多角的視野による対策を講じ

るとともに、社会保障制度の抜本的な見直し（財源の確保（歳入歳出の健全化、費用負担の

適正化など）、公的扶助を必要としない健全な社会の構築、不平等感の解消など）を強く推

し進めなければ迫り来る超高齢社会を乗り切ることが困難な状況となっています。 
 

【高齢化率】 
平成 27 年版高齢社会白書（概要版）から見る高齢化率の推移は、いわゆる「団塊の世代」

（昭和 22（1947）～24（1949）年に生まれた人）が 65 歳以上となる平成 27 年には高齢

化率が 26.8%となり、団塊の世代が 75 歳となる平成 37 年には高齢化率が 30.3％に達し、

その後も増加する見込みとなっています。 

 
出典：平成 27 年版高齢社会白書（概要版）
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【人口（世代人口比率）】 
人口は、平成 22 年の 1 億 2,806 万人から長期の人口減少過程に入り、平成 42 年の 1 億

1,662 万人を経て、平成 60 年には 1 億人を割る 9,913 万人となる見込みです。 
さらに、50 年後の平成 72 年には 8,674 万人になることが推計されています。 
また、超高齢化と相反し、若年世代、現役世代の人口比率が大きく減少しています。 

 

2.国、奈良県の動向 

【国の動向】 
国においては、医療給付費と介護給付費が右肩上がりに増加している現状に加え、団塊

の世代が医療サービスと介護サービスの必要性が高まる 75 歳となる平成 37 年（2025 年

問題）を見据え、平成 26 年 6 月 25 日、医療制度と介護保険制度等の見直しとなる｢地域

における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律

（以下、医療介護総合確保法という。）｣が施行されました。 
この医療介護総合確保法は、地域の実情に応じて、高齢者が可能な限り、住み慣れた地域

でその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう｢医療｣、｢介護｣、｢介

護予防｣、｢住まい｣、｢生活支援｣が包括的に確保される地域社会、いわゆる｢地域包括ケアシ

ステム｣を構築するために必要となる関係法令の一括法です。 

出典：厚生労働省ホームページ 
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【奈良県の動向】 
（１） 高齢化の現状と地域特性 

奈良県の高齢者（65 歳以上）人口は、全国的な状況と同様に、奈良県の総人口が

減少するなか、年々増加傾向にあり、平成 26年度には 379,929人（高齢化率 27.2％）

に達しました。 
奈良県の高齢化率を全国平均と比較した場合、平成 21 年以降、全国平均を上回っ

た状態となっています。 
平成 32 年には、全国平均 29.1%に対して 31.3%、団塊の世代が 75 歳を迎える平

成 37 年では、全国平均 30.3%に対して 32.6%と推計されています。 
高齢化率を市町村別で見た場合、平成 26 年には、39 市町村のうち 22 市町村に

おいて高齢化率が 30%を超え、このうち 13 町村は 40%を超える極めて高い高齢化

率となっています。 

 
一方、奈良県下における、南和地域は、奈良県の面積の 3 分の 1 を有しているも

のの、人口については、奈良県の総人口の 5.32%（平成 27 年度国勢調査速報値）に

止まるという著しい南北差が生じています。 
この奈良県における南北差は、南和地域の地理的要因（中山間地域と山岳地域）

また、国が進める地域包括ケアシステムは、従

来の介護保険制度に基づく画一的なサービス提

供から地域の自主性や主体性に基づいた地域づ

くりを土台に各種生活支援サービスの提供が可

能となる仕組みをめざしています。 
地域包括ケアシステムを構築するうえで、今

まで以上に、｢本人・家族の選択と心構え｣が求め

られています。 出典：厚生労働省ホームページ
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と相俟って、人口や経済などの資本、資源、活動が北部へ流出・集中し、県土の均

衡ある発展において、極めて解決が困難な課題となっています。 
このように、奈良県全体を見渡した場合、先に述べた多角的な超高齢社会に対す

る取組みに加え、南北差の解消という課題の解決が必要となります。 
（２） 奈良県の取組み 

奈良県においては、国が進める地域の実情に応じた地域包括ケアシステムが県内

各市町村で構築できるよう主な事業として次の事業（市町村支援）を実施していま

す。 
1. 全県的な地域包括ケアシステムとなるような取組み 

地域包括ケアシステムが地域の実情に応じて構築するものであったとしても、

県内の市町村間に著しい不均衡が生じないような取組みです。 
具体的には、市町村の枠組みを超える県医師会等との協議・調整や本格的な超

高齢社会に備え、医療保険が安定的に提供できるよう奈良県が後期高齢者医療

制度に積極的に関わるとともに、国民健康保険制度の県単位化に向けたリーダ

ーシップを発揮しています。 
2. 医療サービスの充実となる取組み 

医療資源の適正な配置や医療機関相互の機能分担と連携を推進し、保健医療

提供体制の体系化を図るため、県内に５つの保健医療圏を設定しています。 
このうち、本町を含む南和保健医療圏においては、奈良県立五條病院と大淀町

立大淀病院、吉野町国民健康保険吉野病院の役割・機能を整理し、急性期医療を

担う南奈良総合医療センターを中心に、回復期・維持期医療を担う五條病院、吉

野病院を整備した医療体制が平成 28 年 4 月よりスタートします。 
なお、五條病院は 1 年の休院期間を利用し、地域医療センターとしての整備

を進めます。 
3. 奈良県南部振興計画の策定 

県土の均衡ある発展をめざすため、人口減少が進む南部地域に対して、上述の

保健医療体制の整備・充実や定住促進、雇用の創出、高齢者支援、公共交通の確

保など｢住みたくなる、住み続けられる地域｣となるよう県の重要施策として奈

良県南部振興計画を策定しています。 
4. 市町村への直接支援 

国が進める地域の実情に応じた地域包括ケアシステムの構築となるよう奈良

県地域包括ケアシステム構築補助金の創設など、財源措置をはじめ、市町村に対

して、研修等の機会の提供や市町村が抱える個別課題を解決するために必要と

なる助言・指導を実施しています。 
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【Ⅱ】大淀町を取り巻く現状と将来像 

1.大淀町の高齢化等の現状と将来像 

（１） 大淀町の現状 
大淀町の総人口は、平成 13 年 9 月末の 20,895 人（住民基本台帳に基づく人口）をピー

クに国、奈良県と同じく減少傾向にあります。 
平成 26 年では 18,955 人、平成 27 年の国勢調査速報値では 18,071 人となっています。 
また、第 6 期介護保険事業計画及び高齢者福祉計画（以下、第 6 期介護保険事業計画と

いう。）による年齢 3 区分で見た場合、年少人口及び生産年齢人口が減少傾向となる一方で、

高齢者人口が増加傾向となり、平成 26 年の高齢化率は 27.2％となっています。 
 

  

 

次に、大淀町は、交通アクセスの利便性から大阪圏のベッドタウンとして、吉野平団地、

南大和団地、北野台団地が開発され、昨今では、花吉野ガーデンヒルズ団地が開発されてい

ます。 
この高度成長期に開発された団地（吉野平団地、南大和団地、北野台団地）と開発が進む

花吉野ガーデンヒルズ団地では、住民の年齢構造等に大きな差が生じています。 
つまり、高度成長期に開発された団地は、そこに住む住民の歩みと同じく団地自身が高齢

化しているのに対して、新興住宅地である花吉野ガーデンヒルズ団地は、年齢構成において

若年世代が中心となっています。 
いわば「第一線を退きつつある高齢者とこれからが働き盛りとなる現役世代」と例えるこ

とができます。 

年齢 3 区分人口推移表 
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また、他市町村に比べて地勢的にコンパクトな大淀町であっても、買い物や交通の利便性

において、地域格差が生じています。 
また、就学や就業を目的とした生産年齢人口の流出により、高齢者単身世帯、高齢者のみ

世帯が増加傾向にあります。 
このような状況から、これからの大淀町は、町全体を見渡した行政サービスや支援を必要

とする人への行政サービスを見直し、地域特性に応じた取組みが不可欠となります。 
 
（２） 大淀町の将来像 

大淀町の将来像は、平成 27 年 12 月 8 日に閣議決定された「まち・ひと・しごと創生総

合戦略」に基づく地方人口ビジョンを策定するための資料等から以下のとおり推計してい

ます。 
大淀町の人口推計（国立社会保障・人口問題研究所、日本創成会議資料等により推計） 

 
 
「国立社会保障・人口問題研究所、日本創成会議による人口推計」の概要解説 

基準年：平成 22 年 
・パターン１ 

社会増減（転入・転出）が、今後一定程度縮小すると仮定した推計 

・パターン２ 

社会増減が、平成 22（2010）～27（2015）年の推計値と概ね同水準でそれ以降も推移すると

仮定した推計 

 

13,095
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○シミュレーション１ 
日本創生会議による人口推計のパターン１を基に、現在の合計特殊出生率（一人の女性が

一生に産む子供の平均数）1.22 が 2.1 まで上昇した場合を想定したシミュレーション 
○シミュレーション２ 

シミュレーション１＋社会増減が均衡（０）となった場合を想定したシミュレーション 
 

日本創成会議による人口推計によれば、現状のまま何ら手立てを講じなければ、25 年後

（平成 52 年）には、大淀町の総人口が平成 27 年国勢調査速報値の 18,071 人から 5,904 人

減の 12,167 人となります。 
この人口の減少は、単なる人口の減少だけではなく地域経済と密接に影響し合い、結果、

経済活動が縮小・減退し、大淀町の自立性や将来性を大きく損なう恐れがあります。 
また、大淀町が想定するシミュレーションについても、社会情勢等から現在の出生率 1.22

（全国値 1.33）が大きく改善することは容易ではない状況となっています。 
さらに、今後においては、「人が集まることによる雇用創出」、「雇用が集まることによる

人口集中」などの施策により、人・資源・資本がそれぞれを産み出す（引き寄せ合う）地方

都市への一極集中が今まで以上に加速度を上げて到来すると考えられます。 
 
このように、大淀町の現状と将来は、他の中山間地域が抱える課題と同様に、茨の道とい

っても過言ではない状況となっています。 
しかしながら、大淀町に暮らすすべての住民の生活を守るため、行政のみならず、地域住

民ひとりひとりの力を結集し、「人もまちも輝く住んで良かった大淀町」となるような大淀

町地域包括ケアシステムの構築がまさに必要であり、まちぐるみで取組む必要があります。 
 

2.大淀町の医療の現状と将来像 

（１）大淀町の医療の現状 
大淀町の医療は、急性期医療機関である町立大淀病院を中心に、地域の医療機関、近隣の

医療機関等により支えられてきました。 
しかしながら、医療技術の進展にともなう医療の高度化や専門化、これに加え高齢化等に

よる医療ニーズの増加、さらには、マンパワーの減少、制度改正等により医療を支えること、

支え続けることが困難状況となっています。 
これは、大淀町のみならず五條・吉野地域の共通の課題でもあり、奈良県立五條病院、吉

野町国民健康保険吉野病院、大淀町立大淀病院の 3 公立病院の役割分担等を検討する「南

和の医療等に関する協議会」の設置が平成 22 年 5 月 17 日の奈良県・市町村長サミットに

て合意されました。 
この結果、南和の医療等に関する協議会（南和広域医療組合）による協議を経て、平成 28
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かかりつけ医とは 

体調の管理や病気の治

療・予防など、日常的に

自分や家族の健康に関

して相談（緊急の場合

の一次対処含む）でき

る地域の医師及び歯科

医師のことです。 

年 3 月 31 日をもって本町の町立大淀病院を閉院すること、大淀町を含む南和地域の医療を

守る南奈良総合医療センターを本町福神に整備し、平成 28 年 4 月 1 日に開院することが決

定しました。 
 

（２）大淀町の医療の将来像 
平成 28 年 4 月 1 日に開院する南奈良総合医療センターは、25 診療科を有する総合医療

センターであり、地域医療は充実することとなります。 
しかしながら、町立大淀病院がそうであったように、南奈良総合医療センターが急性期医

療機関であること、また、南奈良総合医療センターは、南和医療圏を支える中核病院である

ため、地域住民がその役割を認識する必要があります。 
これは、「南和の医療は南和で守る」、「断らない病院」をめざす南奈良総合医療センター

が所期の目的を達成できるよう地域住民ひとりひとりが「医療機関の在り方」に関心と心構

えを持つことが重要です。 
つまり、南奈良総合医療センターの整備等のハード面において、病院と診療所がそれぞれ

の役割により連携する病診連携が必要であり、地域住民が南奈良総合医療センターをひと

つの医療機関としてのみ利用した場合、南奈良総合医療センターの理念である「南和の医療

は南和で守る」が実行できず、今までと同じように、南和における急性期医療を奈良県の北

部地域の医療機関や他府県の医療機関へ移送することとなります。 
この結果、「断らない病院」ではなく、「断わらざるを得ない病院」という悪循環が生じ、

南奈良総合医療センターの所期の目標の大きな障壁だけに留まらず、南奈良総合医療セン

ターの維持そのものが困難となる危険性を有しています。 
 
 

    
 

これからの大淀町の医療は、南奈良総合医療センターと地域の医療機関と連携（役割や機

能分担）し、また、近隣市町村の医療機関との協働を深め、医療環境の充実・拡充を図ると

[大淀町における医療サービスの提供イメージ]
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ともに、かかりつけ医を持つことや医療機関それぞれの役割分担を理解する（適切に利用す

る）などの地域住民の選択と心構えが必要となります。 
その結果として、大淀町の医療サービスが安定供給されることにより大淀町が進める地

域の実情に応じた「大淀町地域包括ケアシステム」が実現されます。 
 

3.大淀町の介護保険制度の現状と将来像 

（１）大淀町の介護保険制度の現状 
介護保険制度は、介護サービスを必要とする人を社会全体で支える仕組みをいいます。 
この介護保険制度は、市町村が保険者となり、その役割は、市町村で必要となる介護サー

ビスが安定的かつ持続可能な制度として運用することです。 
大淀町の介護保険の運営状況は、次のとおりです。 
 

《認定者数》 
介護保険制度では、介護サービスを利用するにあたり、要介護（要支援）認定が必要とな

ります。 
平成 26 年度の認定者数は、第 1 号被保険者（65 歳以上の高齢者）5,151 人に対して、947

人となっており、認定率は 18.4％となっています。 
近年、町民ひとりひとりの理解により認定率が減少傾向にあります。 
この認定率の減少は、総人口の減少に対して、高齢者数と認定者数が増加している国や奈

良県の状況と比較して、明るい視点であり、住民の理解と予防の成果であるといえます。 
しかしながら、第 6 期介護保険事業計画では、平成 32 年に 1,066 人、団塊の世代が 75

歳となる平成 37 年には 1,105 人の認定者数を見込んでおり、今後、高齢者数が増えたとし

ても高齢者が元気で過ごせる健康寿命の向上が重要となります。 
 

認定者数の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
《介護保険給付費》 
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介護保険給付費は、居宅サービス費、施設サービス費、地域密着型サービス費の 3 種類に

分類することができます。 
大淀町の場合、第 6 期介護保険事業計画におけるそれぞれの構成割合は、次のとおりで

す。 
 

  
 

大淀町の給付費割合は、社会資源の有無や要介護度別の人数及び利用サービスの種類な

どを含めた地域性から画一的に評価すべきものではありませんが、全国値と比較した場合、

大きく以下のように評価できます。 
 
・居宅サービス費と施設サービス費が均衡している状況から施設サービスに対するニー

ズが高い、または、施設サービスが利用し易い環境にある。 
 
・地域密着型サービス費が全国の給付費割合に比較して低い状況から地域密着型サービ

スに対するニーズが低い、または、提供事業所が少ない環境にある。 
 
次に、第 5 期介護保険事業計画期間中の給付実績は次のとおりとなります。 

 
現状の高齢者数（第 1 号被保険者数）や認定者数、さらには、介護給付に要する費用額か

ら第 6 期介護保険事業計画期間中の介護保険料の基準額は、76,440 円（月額 6,370 円）と

なっており、高齢者の介護保険料の負担の限界といわれる 5,000 円を大きく上回った保険

分類 割合
介護保険事業

状況報告
（H27.11月分）

居宅サービス費 46.68% 55.03%

施設サービス費 49.28% 33.11%

地域密着型サービス費 4.04% 11.86%

第5期介護保険事業計画期間における実績値 単位：円

サービス種別 平成24年度 平成25年度 平成26年度 サービス種別合計

居宅介護 513,423,613 531,028,106 550,602,452 1,595,054,171

地域密着型介護 26,556,106 27,586,530 34,528,692 88,671,328

施設介護 735,335,174 748,628,274 754,450,794 2,238,414,242

居宅介護計画 66,424,492 68,482,605 70,701,261 205,608,358

介護予防 34,332,230 37,045,499 42,913,460 114,291,189

介護予防計画 4,686,480 5,253,600 6,094,800 16,034,880

高額介護サービス 4,592,574 4,818,618 5,364,408 14,775,600

特定入所者介護 81,091,210 83,896,230 86,542,777 251,530,217

審査支払手数料 1,810,840 1,746,498 1,315,266 4,872,604

償還払い給付 43,360,213 41,767,809 48,312,410 133,440,432

合　　計 1,511,612,932 1,550,253,769 1,600,826,320 4,662,693,021

12



料となっています。 
以上のことから、介護サービスの在り方や保険料の負担について、今後、急激な費用負担

が予測される平成 37 年（団塊の世代が 75 歳に到達する年）に備える必要があります。 
 
■介護保険料の決まり方 

   
（２）大淀町の介護保険制度の将来像 

大淀町の介護保険の将来像は、第 6 期介護保険事業計画に基づく費用面において、次の

とおり見込んでいます。 
（単位：円） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 3 年間の総額

総給付費 1,586,148,390 1,637,501,998 1,709,249,265 4,932,899,653 

特定入所者介護サービス費等給付額 79,097,554 75,436,047 77,759,292 232,292,893 

高額介護サービス費等給付額 36,575,000 37,860,000 39,521,000 113,956,000 

高額医療合算介護サービス費等給付額 6,857,000 7,103,000 7,414,000 21,374,000 

算定対象審査支払手数料 2,128,223 2,204,768 2,301,521 6,634,512 

標準給付費見込額 1,710,806,167 1,760,105,813 1,836,245,078 5,307,157,058 

※総給付費は、居宅介護サービス費、施設サービス費、地域密着型サービス費等の合計 

 
平成 27 年 11 月審査分による実績値としては、利用者や介護保険事業所等の理解により

計画値を下回る状況で推移しています。 
しかしながら、要支援者の訪問介護サービスと通所介護サービスが市町村事業である地

域支援事業へ移行することや直近の話題としてある「要介護 1、2 の認定者の介護サービス

を地域支援事業へ移行する検討」などから、介護保険制度が根幹から見直される可能性があ

ります。 
また、要介護 1、2 の認定者の介護サービスの地域支援事業への移行は、これまでの全国

一律のサービス体系から地域の実情によるサービス提供となるため、市町村の状況（事業所

の有無、数、財政力等）により「A 町ではサービス利用できたとしても B 町では利用でき

ない」という不均衡が生じ、高齢者の安定した生活そのものに大きく影響を及ぼす危険性が

あります。 
このような状況に鑑み、高齢者を支える仕組みの再構築には、行政施策に加えて「住民力」

が必要不可欠となります。 
 

年間保険料
の基準額

＝
市区町村で介護保険サービスにかかる
１年分（3年間の平均）の費用の22％

÷
市町村の

第1号被保険者数

※22%は、法令により定められた第１号被保険者の負担割合
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4.介護保険制度を取り巻く社会情勢について 

介護保険制度は、平成 12 年の制度創設時から平成 25 年 4 月末までの 12 年間で 65 歳以

上の被保険者数が 1.43 倍に、サービス利用者数については、149 万人から 3.16 倍の 471 万

人に達しています。 

 
 
今後、さらなる超高齢化と少子化を迎えるにあたり、国においては、地域の実情に自助・

互助・共助を適切に組み合わせた地域包括ケアシステムの構築を介護保険法に位置づけま

した。 
また、これまでの予防給付（要支援者に対する介護給付）のうち、訪問介護と通所介護が

介護給付費から市町村が実施する地域支援事業に移行されるとともに、平成 30 年度には、

居宅介護支援事業所の指定権限が都道府県から市町村へ移譲されることとなっています。 
さらに、前述したように、介護サービスを中重度者へ重点的に提供することなどを目的に、

要介護 1、2 の認定者の一部の介護サービスを予防給付と同じく市町村事業である地域支援

事業へ移行させる検討が財政制度等審議会財政制度分科会にてなされています。 
このように、地域の実情に応じた地域包括ケアシステムの構築を前提に、介護給付費の抑

制を図る各種の法改正（高齢者等の負担増、市町村の負担増となる改正）が進んでおり、こ

れらの制度改正は、拡大・拡充されることが予測されます。 
つまり、高齢者等の負担増とともに、国や奈良県から移譲される権限やそれら権限に付帯

して生じる財政的負担、人員的負担などは、大淀町の行財政だけでは、町民の生活を支えき

れない社会が将来訪れようとしています。 
 
「住民主体の地域社会をつくり、地域の生活は地域で守る」という心構えが住

民ひとりひとりに必要な社会が到来しようとしています。 

 
 

介護保険制度の被保険者数、認定者数、利用者数比較

65歳以上被保険者数 2,165 万人 3,103 万人

要介護（要支援）認定者数 218 万人 564 万人

サービス利用者数 149 万人 471 万人

在宅サービス利用者数 97 万人 348 万人

施設サービス利用者数 52 万人 89 万人

地域密着型サービス利用者数 － 万人 34 万人

※地域密着型サービスは、平成17年の介護保険制度改正で創設。

（社保審－介護給付費分科会第100回資料より）

平成12年4月末 平成25年4月末
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【Ⅲ】高齢者等の生活状況 

1.高齢者等の生活状況について 

平成 26 年 6 月に実施した「大淀町日常生活圏域ニーズ調査」の結果から、大淀町の高齢

者等の生活状況について、次のとおり整理できます。 
① 世帯状況 

高齢者の世帯状況を見ると「家族などと同居（二世帯住宅を含む）」の割合が最も

高く 73.5％、次に「一人暮らし」が 17.1％となっています。 
また、家族との同居は、二人暮らしが約半数で、その約 7 割が配偶者となってい

ます。 

    
この結果と平成 23 年に実施した「大淀町日常生活圏域ニーズ調査」結果との比

較から一人暮らしの割合が 14.1％から 17.1％へ増加しています。 
このことから、高齢者の単身世帯、高齢者のみ世帯が増加傾向にあることが分か

り、今後、高齢者の見守り支援や安否確認などの顔が見える地域づくりが必要とな

ります。 
② 経済状況 

高齢者等の経済状況に関する調査結果から大淀町の高齢者のうち、39.45%の人

が国民年金のみで生計を立てています。 
また、全体の 62.02%の高齢者が「生活が苦しい」、「生活がやや苦しい」と感じ

ていることが分かりました。 
これらのことから日常生活の重要な基盤のひとつである経済的な負担を軽減す

る取組みが必要となります。 
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2.生活圏域ニーズ調査結果等から見える課題について 

平成 26 年 6 月に実施した「大淀町日常生活圏域ニーズ調査」の結果から、大淀町の高齢

者等の生活にかかる行政課題が次のとおり浮き彫りとなりました。 
（１）現状から見える課題 
① 自助・互助・共助の地域づくり 

大淀町日常生活圏域ニーズ調査結果から、大淀町に住む高齢者の多くは、心配事

の相談相手として、配偶者や家族と回答しています。 
しかしながら、介護や認知症に関する相談ごとは、「家族で解決するべきこと」、

「隣近所に知られたら恥ずかしいこと」などというイメージから、相談はするもの

の、具体的な解決へつながらない事例が数多くあります。 
また、「家族だからこそ言えること」、「家族だからこそ言えないこと」、その逆に、

「隣近所には言えること」、「隣近所には言えないこと」など、人それぞれ相談ごと

は、千差万別です。 
このような状況のなか、町行政が住民に身近な存在であることを行動・発信する

とともに、地域包括ケアシステムの基本要素である「自助」・「互助」・「共助」が確

立できるよう、正しい知識（情報）の提供や区長やサロンの代表者、民生・児童委

員、さらには、医療機関や介護保険事業所などとの連携により地域のリーダーの発

見、育成、継承となる仕組みづくりと強力な支援体制の整備が必要となります。 
② 高齢者の見守りと安否確認の仕組みづくり 

大淀町の高齢者は、全体の約 42.82%が単身世帯、もしくは、高齢者二人世帯と

なっており、単身世帯化、高齢者のみ世帯化が進んでいます。 
これらの高齢者が尊厳を保持し、その有する能力に応じた日常生活を営むことが

できるよう見守りと安否を確認（生活状況の確認）する仕組みづくりが急務となっ

ています。 
この見守りと安否確認は、地域の自治会やサロン、民生・児童委員等との協力体

制を強化するとともに、これら特定の人に過度な負担とならないよう、民間（介護

保険事業所や医療機関、郵便局などの民間企業など）との連携による地域ぐるみの

仕組みづくりが重要となります。 
③ 移動支援（買い物支援含む） 

大淀町日常生活圏域ニーズ調査結果から、高齢者等の移動手段について、「自分

の運転する車やバイクで移動する」と答えた人が全体の 50.22%となっています。 
この結果から、病院への通院や食品や日常品の買い物など、自立できている人が

2 人に 1 人となっており、今後、訪れるさらなる高齢化や高齢化にともなう身体機

能の低下、さらに、単身世帯化、高齢者のみ世帯化が進むなか、移動支援が必要と

なります。 
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今現在、大淀町が高齢者等の移動手段として提供するよどりバスやよどりタクシ

ーとの整合性をとりながら、一方において、高齢者等の実生活に即した移動支援を

「限られた財源」で「公平」かつ「効率的・効果的」を基本に検討を進める必要が

あります。 
④ 住まいの確保等 

施設にて暮らす高齢者等が一定期間の医療行為が必要となった場合、また、高齢

者等の個別理由により「緊急かつ一時的な住まい」が必要となるケースがあります。 
今現在、介護保険法の改正により緊急避難的な住まいの確保が困難な状況となっ

ています。 
このように、生活の土台となる住まいの確保については、本人や家族の努力では

確保が困難なケースに対して、町行政として、支援できる体制の整備が必要となり

ます。 
また、平成 37 年には、65 歳以上の高齢者の 5 人にひとりが認知症高齢者と見込

まれているなか、地域に根ざしながら介護保険制度では負担軽減措置が設けられて

いないグループホーム（認知症高齢者対応型共同生活介護事業所）等の入所者に対

する負担軽減など、すべての高齢者がその有する能力により尊厳ある生活が送れる

よう支援する仕組みづくりが必要となります。 
⑤ 総合的な課題解決 

大淀町が進める地域の実情に応じた大淀町地域包括ケアシステムは、高齢者福祉

担当課が中心となっています。 
しかしながら、高齢者の生活を地域で支えるためには、その高齢者のこども世代

（現役世代）の理解、協力なしには成し得ず、結果として、児童福祉から高齢者福

祉までを網羅した総合的な課題解決が必要となります。 
このことから、大淀町地域包括ケアシステムの構築の入り口が高齢者を対象とし

たものであったとしても、関係機関との連携を強化・推進し、総合的な課題解決を

検討する地域ケア会議を整備する必要があります。 
 

（２）体制整備にかかる課題 
① 大淀町地域包括ケアシステムの構築に向けた体制づくり 

大淀町地域包括ケアシステムの構築は、行政が中心的な役割を担いながら、関係

機関との連携を強化・推進することにより実現することができます。 
このため、中心的な役割を担う大淀町の体制の確保が重要となります。 
平成 27 年度には、大淀町地域包括ケアシステムの構築を強力に推進するため、

地域包括支援センターの人員を強化しました。 
このように、介護保険制度の改正等の社会情勢の変化や住民ニーズに過不足なく

対応するため、また、関係機関と築いた仕組みや良好な協力関係を後退させること
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のないよう行政内部が連携し、体制強化に努める必要があります。 
② 近隣市町村との協力、奈良県との連携強化 

最新の設備や 25 診療科を有する南奈良総合医療センターの開院は、大淀町単独

では不可能でした。 
これは、住民の生活範囲が市町村の枠を超えて営まれていることに加え、近隣市

町村それぞれが大淀町と同様の課題に直面しているためです。 
南奈良総合医療センターの整備は、市町村の枠を超えた医療分野における課題を

広域にて解決しようという試みであり、全国的にも先駆的な施策です。 
このように、住民の生活様式の多様化や国の進める地方分権、さらには、地域の

実情に応じた地域包括ケアシステムの構築など、市町村に対するニーズが大きく増

加しているなか、今まで以上に、近隣市町村との協力が必要となります。 
ただし、近隣市町村との協力は、大淀町だけの利益追求ではなく、協力関係にあ

る市町村全体を見渡した利益追求の視点が必要となります。 
これらのことを踏まえ、本町の住民にとって最も適した課題解決となる方法とし

て、近隣市町村との協力体制の強化を図るとともに、ときには、奈良県との垂直補

完など、ありとあらゆる方法により住民サービスの維持・向上に努める必要があり

ます。 
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【Ⅳ】大淀町地域包括ケアシステムの構築をめざして 

1.大淀町がめざす地域包括ケアシステムについて 

大淀町がめざす大淀町地域包括ケアシステムは、住民ひとりひとりが自立したに日常生

活を送ることを土台に、地域に暮らすすべての人々が共存・共栄意識を持ち、地域がひとつ

の単位となって主体的な取組みを進めるための仕組みです。 
また、大淀町自身も、従来の行政サービスに加え、主体的な取組みを進める地域を強力に

支援する体制を整備するとともに、多種多様な立場の地域住民とともに、その役割に応じた

責任を果たすため、地域づくりの一員として積極的に地域づくりに参加します。 

 

2.大淀町地域包括ケアシステムの実現に向けた取り組みについて 

（１）住民主体のまちづくり 
超高齢社会の進行や人口減少社会の到来に備え、まちぐるみで大淀町の将来を考える必

要があります。 
大淀町においても生活様式の多様化や核家族化などから隣近所の交流が希薄化し、結果

として、地域の絆が薄れてきたといわれていますが、そのような社会の流れのなかにあって

も、大淀町内の随所に地域の絆やつながりを大切にした活動が続いています。 
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大淀町が進める地域の実情に応じた大淀町地域包括ケアシステムは、便利になった現代

社会と引き換えに、また、便利さや豊かさだけの追求により見落としてきた人と人とのコミ

ュニケーションを再確認するとともに、この人と人とのコミュニケーションを生活の中心

に位置づけ、ICT（情報通信技術）などを適切に組み合わせた地域社会の実現をめざすもの

です。 
 
このように、大淀町がめざす大淀町地域包括ケアシステムは、人と人とのつながりという

日常生活における第一歩の積み重ねにより実現できます。 
つまり、人と人とのつながりは、誰かにいわれて行動に移すものではなく、住民ひとりひ

とりが主体的に行動することにより生まれるものであり、大淀町地域包括ケアシステムの

実現には、住民ひとりひとりの主体的な取組みが必要となります。 
 
 
 
 
大淀町では、住民主体の地域社会とするための取組みとして、介護予防リーダーの養成を

実践しています。 
まだまだ手さぐりな状況ではありますが、その活動を通じて、共に成長していきます。 
今後、共に成長を続ける介護予防リーダー事業を発展・拡充し、住民が主体となる素地づ

くりを積極的に展開します。 
 
（２）官学協働のまちづくり 
大淀町地域包括ケアシステムの実現は、住民ひとりひとりの主体性から成る地域コミュ

ニティーが基本となりますが、課題のひとつとして、世代間交流の希薄化があります。 
この世代間交流の希薄化は、核家族化により高齢者のいない生活が当たり前となり、家族

間の相互扶助の必要性が減退し、結果として、困っている高齢者に対して、「どのように接

したらいいか分からない」などという気持ちから「高齢者に関わらない」、「積極的に関わり

たくない」という機運が一因となっています。 
このことから、大淀町がめざす大淀町地域包括ケアシステムには、その入り口が高齢者や

福祉サービス、介護サービス等の支援が必要となる人の視点であったとしても、高齢者等の

みに視点を絞るのではなくこどもから高齢者というすべての住民を対象とした関わりが必

要不可欠です。 
具体的な取り組みとして、大淀町の状況や地域（隣近所）とのつながりなどを若い世代に

積極的に発信するとともに、人生の先輩を敬う気持ちを育む取組みを進めます。 
また、元気な高齢者自らが地域のリーダーのひとりであること（地域の担い手であること）

を世代間の垣根を越えて示し、「共に築く」を目的とした官学協働事業を進めます。 

「住民が主役」から「住民主体」へ 
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今年度は、先駆的に取り組む畿央大学（広陵町）の協力により医療・介護分野での活躍を

めざす学生との交流を目的とした介護予防リーダー養成講座事業を実施しました。 
この事業の結果は、医療・介護分野での活躍をめざす学生にとっては、高齢者の生活状況

を実体験により学習する貴重な機会となり、一方、事業に参加した高齢者にとっては、大学

を訪問すること、若者世代とのコミュニケーションによる気持ちの高揚など、学生と高齢者

それぞれにとってよい成果を収めることができました。 
今後は、専門職の育成や人材確保の視点による畿央大学との協働事業を継続実施すると

ともに、小中学校の教育の場や大淀町福神（南奈良総合医療センターと同じ敷地内）に開校

となる南奈良看護学校、さらには、奈良県立大淀高校（医療・看護コース）へ働きかけ、着

実に官学協働事業を進めます。 
 

（３）住まいの確保 
国は、東京一極集中の改善や大都市が抱える「急速な高齢化に対応する受け皿確保」の課

題解決のひとつとして、平成 27 年 12 月 11 日「生涯活躍のまち構想（最終報告）」を公表

しました。 
この生涯活躍のまち構想は、地方にとっては、地方へ人の流れを生むこと、地方へ人が流

れることによる経済の活性化、国が示す地域の実情に応じた地域包括ケアシステムの構築

などに効果があるといわれるものの、移住者の就労先の確保、医療・介護給付費等への影響、

生涯活躍のまち構想自体の持続性など多くの課題を併せ持っています。 
このことから、国が進める生涯のまち構想を手放しに受入れ、それをもって、地域包括ケ

アシステムの「住まい」に充てるのではなく、町行政としての責務である住民の福祉の向上

の視点に基づいた「住まい」の確保が最優先となります。 
 

負担を若者だけに託すのではなく、地域全体で未来をつくる 
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大淀町地域包括ケアシステムを実現するにあたり、大淀町が抱える大局的な住まいの現

状と課題を分析し、高齢者の生活に直面する課題の解決となる取組みを進めます 
 
（４）医療サービスと介護保険サービスの連携と充実 
今までの大淀町の医療と介護は、サービス提供の視点により連携していました。 
これは、利用者（患者）やその家族等の個々に対する連携としては過不足のないものでし

たが、地域ぐるみの包括的な医療と介護の連携においては十分とはいえません。 
大淀町が進める大淀町地域包括ケアシステムにおける医療と介護の連携は、地域住民が

尊厳を保持し、その有する能力に応じた日常生活を営むことができるよう「地域の医療」と

「地域の介護」として連携し、ともに補完し合い、また、連携による相乗効果等からそれぞ

れのサービスの質の向上（地域における医療・介護の課題を整理し、解決すること）をめざ

すものです。 
 
 
 
 
 
 
大淀町においては、平成 26 年に開催した吉野郡医師会との共同事業「第 9 回 健康につ

いての講演会」のプログラムのひとつとして開催した「シンポジウム 地域包括ケアの実現

に向けて」を医療・介護連携のキックオフと位置づけ、以降、奈良県吉野保健所の取組みへ

の参加や近隣市町村との協働を図りつつ、平成 28 年 3 月 7 日に「地域医療・介護担当者会

議」を開催しました。 
この「地域医療・介護担当者会議」は、大淀町医師会や開院を間近に控えた南奈良総合医

療センターの在宅医療支援センター配属内定している医師に加え、奈良県訪問看護ステー

ション協会の代表者や薬剤師会吉野郡薬剤師会大淀代表を講師に招き、それぞれの立場か

ら見た大淀町地域包括ケアシステムとそれぞれの役割（できること）を介護保険事業者へ発

信するという講演会スタイルにて実施しました。 

「住まい」は地域包括ケアシステムの植木鉢 

型をとってつくるのではなく、轆轤を回して手づくりしよう 

「顔の見える関係」の先にこそ、真の多職種連携（人と人との 

つながり）がある 

ろくろ
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とができました。 

今後は、講師として参加された各分野から介護分野に投げかけられたメッセージを発展

させ、「顔が見える関係」の構築を第一に、大淀町の地域医療と地域介護のさらなる連携・

拡大を進めます。 
 
（５）認知症施策 
年齢を重ねるとともに、認知機能は低下します。 
団塊の世代が 75 歳となる平成 37 年には、認知症予備軍を含め、約 5 人にひとり（全体

の約 20％）が何らかの認知症状を有するといわれています。 
大淀町の場合、第 6 期介護保険事業計画の試算では、平成 37 年の 65 歳以上人口を 5,522

人と見込んでいます。 
つまり、大淀町の 65 歳以上高齢者のうち、約 1,000 人の方が何らかの認知症状を有して

いることとなります。 
このような状況のなか、大淀町では、平成 27 年 1 月 27 日に策定された認知症施策推進

総合戦略（新オレンジプラン）の基本理念である「認知症の人の意思が尊重され、できる限

り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができる社会の実現」に基づ

き、住民ひとりひとりが認知症を正しく理解し、認知症を受入れる（人間の老いを受入れる

こと、すなわち、高齢者を敬うこと）地域をめざした取組みを進めます。 
 
 
 
 

平成 27 年度は、奈良県の補助事業の活用により「大淀町認知症ケアパス」の作成と認知

症カフェをモデルとした「やすらぎカフェ」を試行実施しました。 
大淀町認知症ケアパスは、大淀町を含む南和エリアの認知症疾患医療センターの指定を

受ける鴻池会秋津鴻池病院の協力により作成しました。 
この大淀町認知症ケアパスのコンセプトは、「認知症を正しく理解する」と「相談しやす

い地域づくり」としており、その目的を達成するため、広報を通じて全戸配布します。 
また、平成 30 年度を初年度とした第 7 期介護保険事業計画及び高齢者福祉計画期間中に

認知症を正しく理解し、上手に付き合う（受入れる）地域づくり 

今年度の取組みとして実施した「地域

医療・介護担当者会議」は、大淀町にと

っても、講師として参加した各分野にと

っても、また、今回は、聴く側に留まっ

た介護分野にとっても、はじめての試み

ではあったものの、会議終了後に開催し

た交流会を含め、医療・介護連携の枠を

超えた多職種連携として足跡を残すこ
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は、鴻池会秋津鴻池病院のさらなる協力のもと、より日常生活に役立つ内容とした認知症ケ

アパスの発展版を作成する予定です。 
一方、やすらぎカフェは、「誰もが」、「いつでも」、「気軽に立ち寄れる」ことが望ましい

といわれる認知症カフェをモデルに、大淀町内の介護保険事業所（特別養護老人ホーム、老

人保健施設、認知症対応型共同生活介護事業所）との共催により実施しました。 
大淀町がめざすやすらぎカフェは、「誰もが」、「いつでも」、「気軽に立ち寄れる」を到達

点としていますが、費用対効果（経営的な視点）や必要性などの検討から、今年度は、介護

保険施設にて試験的に実施することとなりましたが、大盛況を収めることができました。 
今後は、成功を収めたやすらぎカフェにあっても浮き彫りとなった大小の課題を改め、ま

た、最初からニーズとして表面化していない認知機能の低下にかかる課題をニーズへつな

げるため、認知症を正しく理解する取組みを進めます。 
 
（６）生活支援 
大淀町には、様々な生活課題を抱える人がいます。 
高齢者の単身化・高齢者のみ世帯化、貧困、孤立、育児、傷病、買い物難民、介護難民な

ど、人の数だけ生活課題があるといっても過言ではありません。 
これまでは、十分とはいえないものの、各種社会保障に基づいた町行政による支援と社会

福祉協議会等の関係機関による支援や隣近所などの地域の助け合いにより課題解決に取組

んできました。 
しかしながら、人口減少（少子高齢化など）や超高齢社会の到来により支え手であった町

行政と地域の助け合いが脆弱化しており、この状況は、人口減少と超高齢化の進行と比例し

て悪化します。 
このような状況のなか、町行政と地域の助け合いの間の空白（すきま）を埋めるため、生

活支援の充実が必要となります。 

                      

大淀町では、生活支援の充実に不可欠とな

る総合事業の実施を平成 30 年 4 月と定めて

います。 
この総合事業は、平成 27 年度の介護保険

法の改正により、従来の予防給付（要支援者

に対する介護サービス）の一部（訪問介護、

通所介護）を介護給付から切り離した後の受

け皿としての役割を担っているため、可能な

限り介護給付を持続させ、その移行期限終了

までの間に生活支援の充実となる体制や環境

（仕組み）の整備を進めます。 
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生活支援については、介護保険制度の新たな定義のように捉える傾向にありますが、生活

するうえでの支え合いの仕組みは、日常的に様々な形で存在します。 
家族、地域、ボランティアといった自発的な支え合い、いわゆる主体性のある活動が、真

の生活支援へとつながっていきます。 
このような、住民の主体性を高める機運を盛り上げながら医療・介護の連携を推進すると

ともに、大淀町の地域福祉の担い手である社会福祉協議会等の支援を体系化し、より実効力

のある生活支援の充実を進めます。 
 
（７）介護予防 
人口減少と団塊の世代の 75 歳到達による超高齢化は、避けることのできない現実です。 
国の資料では、平均寿命と日常的に介護を必要としない自立した生活が送れる期間を指

す健康寿命との差が、男性 9.13 年、女性 12.68 年となっています。 
つまり、男性は 9.13 年、女性は 12.68 年の間、介護保険を利用しないと生活できないこ

とを意味しています。 

               
出典：厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会・次期国民健康 

づくり運動プラン策定専門委員会 

 
 
 
 
ご承知のとおり、心身の健康は、医師や理学療法士等の専門職から与えられるものではな

く、自らでつくる（培う）ものです。 
病気や怪我など、医療による治療やセラピストによるリハビリにより状態の回復や身体

機能の維持・向上を図ることはできますが、病気や怪我にならない強い身体づくりや予防

主体性から生まれる真の生活支援 

平成 22 年度調査結果

誰もが長寿を望みますが、そ

の長寿とは、健康であり続ける

ことです。 
しかしながら、年齢を重ねれ

ば重ねるほど、健康に対する意

識が高くなるものの、心身機能

の低下による意識と心身のア

ンバランスにより主体的な取

組みができないケースが多く

見受けられます。 

健康は、誰かに与えられるものではなく、自分でつくるもの 
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（知識）の学習や行動は、本人のやる気がなければ成し得ません。 
このことから、大淀町では、誰もが望む健康寿命の向上を支援する取組みを進めます。 
平成 27 年度は、介護保険制度の改正を踏まえ、これまでの介護予防事業を０（ゼロベー

ス）から見直し、官学民の協働による大淀町介護予防プロジェクト会議を立ち上げ、大淀町

の実情に応じた介護予防事業の検討を進めました。 
この検討の結果、従来の役場へ集まる介護予防事業を地域に出向いて実施する方法に改

め、また、地域の介護予防の担い手となる健康や地域貢献の意識が高い住民を対象とした介

護予防リーダー養成講座を、畿央大学と大淀町介護予防プロジェクト会議の協力により開

催しました。 
また、高齢者が健康を維持するためのツールとして、よどり音頭を考案（振付考案）し、

奈良県健康長寿共同事業実行委員会が開発した「誤嚥にナラん！体操」と合わせた介護予防

の普及啓発に取組みました。 

                         
 
（８）本人・家族の選択と心構え 
国が示す地域の実情に応じた地域包括ケアシステムの構成要素の土台は、「本人・家族の

選択と心構え」です。 
また、大淀町が進める大淀町地域包括ケアシステムの実現へとつながる取組みのすべて

が、「本人・家族の選択と心構え」の上に成り立っています。 
 
 
 
 
高度成長期以降、便利さや豊かさを求め過ぎた結果、個人単位の思考が進み、地域の助け

合いや連帯感という絆が希薄化しました。 
この絆の希薄化により地域力が低下し、人口減少や団塊の世代が 75 歳に到達する急速な

高齢化が相俟って、国力の低下や危機的な財政運営が予測されています。 
この国家的な危機に立ち向かうためには、各種制度の改革（シフト）や支援策を講じると

ともに、国民（住民）ひとりひとりの選択と心構えが必要不可欠です。 
町行政は、その責務を果たし、医療や介護のそれぞれの専門性を発揮し、そして、地域（住

民ひとりひとり）は、「自助」・「互助」・「共助」の心構えを再認識し、まちぐるみで連携・

協働を進める必要があります。 

今後は、大淀町介護予防プロジェクト会議や関係

機関の協力を得ながら、介護予防リーダーの輪を広

げる取組みを継続実施し、住民ひとりひとりの健康

意識の向上を図り、誰もが日常的に介護予防に取組

む地域をめざします。 

地域のなかのひとりという心構えからはじめるまちづくり 

26



今後は、町行政も地域と一体となって、住民ひとりひとりとの対話により大淀町地域包括

ケアシステムの実現をめざします。 
 

3.広域連携について 

南奈良総合医療センターが大淀町のみならず、南和地域全体の急性期医療を支える病院

であるように、従来の市町村単位では、解決できない課題が山積しています。 
これは、人間の営みが技術革新等により多様化かつ広範囲化したこと、加えて、人口減少

や超高齢社会の到来、さらには、人口流出や生産年齢人口の減少による地方の衰退が大きな

原因のひとつとなっています。 
このように、大淀町だけでは解決できない課題については、国や奈良県との垂直補完を軸

とした連携と、奈良県内の市町村、特に、南和地域の市町村とは、これまでも多くの行政課

題に取組んできたという素地を発展・拡大させた水平補完が必要となります。 
 
介護保険制度における具体的な連携として、平成 28 年 4 月から小規模通所介護事業所の

指定権限が市町村指定となる地域密着型事業所へ移行されることを受け、大淀町、吉野町、

下市町の 3 町は、区域外指定なく利用できる取扱いとすることとなりました。 
この他、平成 30 年度に権限移譲される居宅介護支援事業所の指定業務や介護保険制度改

正にかかる条例の統一化など、協力を進めています。 
また、人口減少や超高齢化が全国を先んじて進む南和地域にあっては、共通業務の省力化

や南和地域の限られた社会資源の共通利用などを進め、効率的で効果的な広域連携をめざ

す必要があります。 
 
大淀町は、大淀町の住民のことを最優先に行政サービスを提供しながらも、大淀町地域包

括ケアシステムに見る「人と人とのつながりから生まれる地域力（地域効果）」を市町村間

においても実行すること（垣根を越えて連携を進めること）が大淀町地域包括ケアシステム

の充実につながると考えています。 
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4.大淀町地域包括ケアシステムの実現に向けたロードマップ 

大淀町がめざす｢大淀町地域包括ケアシステム｣に完成形はありません。 
なぜなら、住民のニーズや社会情勢の変化に応じて、地域包括ケアシステムは、柔軟に対

応する必要があるため、日々、PDCA（計画、実施・実行、点検・評価、処置・改善）サイ

クルの継続となります。 
これら大淀町地域包括ケアシステムの実現に向けた取組みは、第 6 期介護保険事業計画

の理念に基づく各種事業の実施と奈良県地域包括ケアシステム構築補助事業の採択を得て

実施する事業を骨子としており、着実な事業実施を目的に｢大淀町地域包括ケアシステムの

実現に向けたロードマップ｣を作成しました。 
今後は、大淀町地域包括ケアシステムの実現に向けたロードマップに基づき、大淀町の実

情に応じた｢大淀町地域包括ケアシステム｣の発展・充実をめざします。 
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大淀町地域包括ケアシステムの実現に向けたロードマップ

平成27年度 平成28年度 平成30年度 平成31年度

大淀町地域包括ケアシステム推進本部の設置

地域包括支援センター運営協議会の在り方の提言・検討  新しい地域包括支援センター運営協議会による地域包括ケアシステ ム構築への参画

地域包括支援センターの体制強化

地域ケア会議の試行 地域ケア会議の試行拡大 地域ケア会議の実施・充実

奈良県地域包括ケアシステム構築支援
補助事業の活用

補助事業等の積極活用

課題の整理
（緊急措置的住まいの確保など）

グループホーム等への経済的負担軽減
サービスの検討

（総合事業サービスとして実施）

生涯活躍のまち構想の検討

介護予防リーダーの養成 介護予防リーダーの養成・拡充

介護予防リーダーの活動による地域
活性化

大淀町介護予防プロジェクト会議の設置 大淀町介護予防プロジェクト会議の充実

地域ケア会議との整理

やすらぎカフェの試行 やすらぎカフェの実施 やすらぎカフェの実施・充実

認知症ケアパスの作成、全戸配布 認知症ケアパスの活用 認知症ケアパス第2版の検討・作成準備 認知症ケアパス第2版の作成（全戸配布）
認知症ケアパス
第2版の活用

認知症ケアパス
第3版の検討・作成

課題整理（買い物・移動支援など） 移動支援の検討 （総合事業サービスとして実施）

認知症初期集中支援チーム（支援員）の
設置にかかる現状把握

認知症初期集中支援チーム（支援員）の
具体的検討（方向性の確定）

認知症初期集中支援チーム（支援員）の設置、運用開始

生活支援コーディネータ（協議体）の
設置にかかる現状把握

生活支援コーディネータ（協議体）の
具体的検討（方向性の確定）

生活支援コーディネータ（協議体）の設置、運用開始

いきいきふれあい講座の実施 いきいきふれあい教室の実施・充実

いきいきふれあい教室OB会の実施 （元気 楽部65へ）

元気 楽部65の実施 元気 楽部65の実施・充実

多世代交流事業

総合事業の実施準備 総合事業の実施

地域支援事業の検討 買い物・移動支援サービスの実施

グループホーム等への経済的負担軽減サービスの実施

交流会の実施 交流会の実施・充実

地域医療・介護担当者会議の実施 地域医療・介護担当者会議の実施

医療・介護給付データの分析・活用 医療・介護給付データの活用

奈良県等の医療連携への参加

地域包括
ケア

システム
の

完成度

最低目標

平成32年度平成29年度

介護

医療

第
８
期
介
護
保
険
事
業
計
画
の
検
討

第7期介護保険事業計画第6期介護保険事業計画

第
7
期
介
護
保
険
事
業
計
画
の
検
討

総合的な
取り組み

住まい

生活支援

介護予防

20%
40%
60%
80%
100%
120%

20%
40%
60%
80%
100%
120%
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【Ⅴ】まとめ 

1.人もまちも輝く住んで良かった大淀町をめざして 

大淀町は、古くから吉野地域と大阪、熊野、伊勢を結ぶ交通の要所のひとつとして、経済

的な賑わいのある｢まち｣として発展してきました。 
また、自然豊かな｢まち｣でありながら、交通アクセスの良さから大阪圏のベッドタウンと

しても発展してきました。 
また、古くから吉野地域と大阪、熊野、伊勢を結ぶ交通の要所のひとつとして、経済的な

賑わいのある｢まち｣としても発展してきました。 
しかしながら、社会情勢の変化による人口減少（少子化）や高度経済成長による首都圏一

極集中（現役・若年世代の流出）、さらには、今まで日本経済を第一線で支えてきた団塊の

世代が一挙に 75 歳を迎える 2025 年問題などから日本の社会経済は危機的な状況となって

います。 
この危機的な状況のひとつの表れとして、日本創成会議・人口減少問題検討分科会による

｢消滅可能性都市（2010～2040 若年女性の減少率）｣の発表が衝撃的なニュースとして取り

上げられました。 
残念ながら大淀町もその消滅可能性都市に名を連ねており、今現在、消滅を回避するため

の手立てを進めているところです。 
この消滅可能性都市は、若い女性の自然減と都市圏への流出を数値化した結果であり、逆

をいえば、都市圏への流出を防げば、回避できる（遅らせる）可能性があります。 
しかしながら、過疎が過疎を加速させ、人口の減少が経済活動を停滞・減退させるという

悪循環に陥っているため、問題の解決は容易ではありません。 
一方、医療や介護などの社会保障制度においては、超少子高齢社会を前に、既に需要過大

となっており、現状のままでは財政破綻の可能性すら予測されています。 
このような、国家の危機に際し、国は、人口急減・超高齢化という大きな課題に対して政

府が一体となって取り組むとともに、各地域がそれぞれの特徴を活かした自律的で持続的

な社会を創生できるよう｢まち・ひと・しごと創生本部｣を設置しました。 
この｢まち・ひと・しごと創生本部｣の設置とともに、高齢福祉分野においては、各種社会

保障制度の持続可能性を向上するため、地域の実情に応じた地域包括ケアシステムの構築

を介護保険法等の関係法令に位置づけました。 
大淀町では、人口減少（流出含む）の特効薬を持ち合わせていません。 
また、どのような対策が有効となるのかをあらゆる方法の検討を今現在進めているとこ

ろです。 
このような状況のなか、その検討のひとつとして、大淀町地域包括ケアシステムの構築を

進めています。 
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本基本構想で前述したように、迫り来る問題は、町行政だけでは解決し得ないものとなっ

ており、大淀町の住民ひとりひとりが自らの役割を認識し、自発的に行動することが大切で

す。 
｢人もまちも輝く住んで良かった大淀町｣は、結果や目標を先に掲げるのではなく、住民ひ

とりひとりの｢選択と心構え｣が｢つながり｣、｢重なり｣、｢互いに共鳴する｣など小さなひとつ

ひとつの営みにより形成されるものであると考えています。 
はじめての試みであった｢介護予防リーダー養成講座｣を思い返すと、他市町村では、行政

が積極的に勧誘しても十数人の参加者であったものが、大淀町では、自発的に 40 人弱の参

加者が集まったことにうれしい悲鳴を上げたものです。 
このような結果から、｢人もまちも輝く住んで良かった大淀町｣の原石は、住民のなかにこ

そあると確信し、町行政として、住民のなかにある｢輝く原石（主体性）｣を発見、育成、支

援する手立てを最優先に取組みを進めます。 
 
 
 
 
 
 

2.未来予想図（平成 37年（2025 年）の大淀町） 

平成 37 年の大淀町は、国の資料や第 6 期介護保険事業計画等の試算による町勢（人口、

人口構造、経済状況、産業状況、財政状況など）を大きく改善できるものではありません。 
しかしながら、うれしい悲鳴を上げた介護予防リーダー養成講座の参加者数やその後の

活動の様子、また、地区自治会や民生・児童委員、さらには、畿央大学や地域の医療機関、

介護保険事業所などの強力な協力、そして、最後に大いなる可能性を秘めた住民ひとりひと

りの主体性により、大淀町全体の健康寿命が向上し、結果、認定率の低下や医療・介護給付

費の自然減につながる未来を描いています。 
 
大淀町地域包括ケアシステムの実現は、「人もまちも輝く住んで良かった大淀町」の実現

でもあります。 
このことを念頭に、住民が主体性を発揮できる仕組みと住民の主体性を発展・拡充する支

援、さらには、住民の主体性が継続できる環境の整備を町行政の新たな責務と位置づけ、官

学民に住（住民）を加えた、まちぐるみの取組みを大淀町地域包括ケアシステムの基本理念

とします。 
 
 

｢人もまちも輝く住んで良かった大淀町｣は、住民の主体性こそ

がつくりあげることができるもの（主体性によって培われるもの） 
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【Ⅴ】資料 

1.第 6期介護保険事業計画及び高齢者福祉計画（抜粋） 

○介護保険被保険者数の推移 
40 歳以上人口は、平成 24 年度以降に、減少傾向となり、平成 26 年には、総人口に

おける 40 歳以上の占める割合は 62.6％となっています。 
40 歳以上人口の内訳をみると、平成 26 年では、40～64 歳（第 2 号被保険者）が

35.4％、65～74 歳（第 1 号被保険者・前期高齢者）が 13.7％、75 歳以上（第 1 号被保

険者・後期高齢者）が 13.5％となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

資料編 

40歳以上の人口構成の推移

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

19,890人 19,667人 19,450人 19,171人 18,955人

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

8,074人 7,831人 7,585人 7,317人 7,098人

40.6% 39.8% 39.0% 38.2% 37.4%

11,816人 11,836人 11,865人 11,854人 11,857人

59.4% 60.2% 61.0% 61.8% 62.6%

7,065人 7,101人 6,970人 6,876人 6,706人

35.5% 36.1% 35.8% 35.9% 35.4%

2,319人 2,252人 2,369人 2,460人 2,592人

11.7% 11.5% 12.2% 12.8% 13.7%

2,432人 2,483人 2,526人 2,518人 2,559人

12.2% 12.6% 13.0% 13.1% 13.5%

資料：住民基本台帳及び外国人登録（10月1日現在）

総人口

40歳未満人口

40歳以上人口

40～64歳

65～74歳

75歳以上
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○要支援・要介護認定者数の推移 
要支援の認定者数は増加傾向ですが、要介護の認定者数は減少傾向にあります。平成

26 年度では、要支援・要介護の認定者数は 947 人で、認定率は 18.4％となっています。 
これは、総人口の減少に対して、高齢者数及び認定者数が増加している奈良県の状況

と比較した結果、本町の介護保険運営にとって好材料のひとつと言えます。 
過不足のない保険給付を目的とした各種取り組みにおいて、町民のみなさまや介護

保険事業所等の関係機関のみなさまのご理解とご協力の表れであると分析しています。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

要支援・要介護認定者数の推移

平成24年度 平成25年度 平成26年度

高齢者人口 4,895人 4,978人 5,151人

要支援1 75人 98人 101人

要支援2 93人 83人 87人

小計 168人 181人 188人

認定率 3.4% 3.6% 3.6%

要介護1 160人 171人 166人

要介護2 222人 221人 224人

要介護3 173人 145人 137人

要介護4 139人 132人 136人

要介護5 98人 95人 96人

小計 792人 764人 759人

認定率 16.2% 15.3% 14.7%

合計 960人 945人 947人

認定率 19.6% 19.0% 18.4%

資料：住民福祉部ほけん課
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資料編 
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○介護サービス給費の見込額（単位：千円） 
平成 27 年度から平成 29 年度までの介護サービス及び介護予防サービスごとの給付

費は以下のとおりです。 

介護給付費 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度

居宅サービス 

 訪問介護 113,967 108,589 108,061 

訪問入浴介護 11,631 11,905 13,392 

訪問看護 45,103 45,493 47,461 

訪問リハビリテーション 11,055 10,648 10,479 

居宅療養管理指導 3,107 3,267 3,711 

通所介護 199,823 212,436 230,771 

通所リハビリテーション 63,222 55,347 50,363 

短期入所生活介護 52,743 50,575 51,173 

短期入所療養介護（老健） 11,435 11,984 13,322 

短期入所療養介護（病院等） 426 0 0 

福祉用具貸与 43,403 42,257 42,661 

特定福祉用具購入費 3,147 3,383 3,631 

住宅改修費 10,852 11,558 12,266 

特定施設入居者生活介護 76,967 86,352 101,743 

地域密着型サービス 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 0 0 0 

夜間対応型訪問介護 0 0 0 

認知症対応型通所介護 0 0 0 

小規模多機能型居宅介護 0 0 0 

認知症対応型共同生活介護 61,938 75,421 89,245

地域密着型特定施設入居者生活介護 0 0 0 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 0 0 0 

看護小規模多機能型居宅介護 0 0 0 

地域密着型通所介護 － 0 0 

施設サービス 

 介護老人福祉施設 468,958 497,279 511,389 

介護老人保健施設 236,647 236,190 236,190 

介護療養型医療施設 49,548 49,452 49,452 

居宅介護支援 68,371 65,736 65,388 

介護給付費 1,532,343 1,577,872 1,640,698 
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介護予防給付費 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度

介護予防居宅サービス 

 介護予防訪問介護 11,602 12,550 12,292 

介護予防訪問入浴介護 0 0 0 

介護予防訪問看護 5,230 5,974 6,860 

介護予防訪問リハビリテーション 232 201 161 

介護予防居宅療養管理指導 283 311 341 

介護予防通所介護 22,794 26,738 31,686 

介護予防通所リハビリテーション 5,597 6,032 6,545 

介護予防短期入所生活介護 672 1,240 2,088 

介護予防短期入所療養介護（老健） 635 855 1,087 

介護予防短期入所療養介護（病院等） 0 0 0 

介護予防福祉用具貸与 1,660 2,083 2,586 

介護予防特定福祉用具購入費 484 597 734 

介護予防住宅改修費 2,766 2,822 2,872 

介護予防特定施設入居者生活介護 0 0 0 

地域密着型サービス 

 介護予防認知症対応型通所介護 0 0 0 

介護予防小規模多機能型居宅介護 0 0 0 

介護予防認知症対応型共同生活介護 0 0 0 

介護予防支援 7,032 8,237 9,769 

介護予防給付費 58,987 67,640 77,021 

 
 
 
 

総給付費 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度

総給付費＝介護給付費＋介護予防給付費 1,591,330 1,645,512 1,717,719 
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○標準給付費の見込額（単位：円） 
平成 27 年度から平成 29 年度までの標準給付費は以下のとおりです。 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 3 年間の総額 

①総給付費（一定以上所得者負担の調整後） 1,586,148,390 1,637,501,998 1,709,249,265 4,932,899,653 

②特定入所者介護サービス費等給付額 79,097,554 75,436,047 77,759,292 232,292,893 

③高額介護サービス費等給付額 36,575,000 37,860,000 39,521,000 113,956,000 

④高額医療合算介護サービス費等給付額 6,857,000 7,103,000 7,414,000 21,374,000 

⑤算定対象審査支払手数料 2,128,223 2,204,768 2,301,521 6,634,512 

A.標準給付費見込額=①+②+③+④+⑤ 1,710,806,167 1,760,105,813 1,836,245,078 5,307,157,058 

 
○標準給付費の見込額（単位：円） 

平成 27 年度から平成 29 年度までの地域支援事業費は以下のとおりです。 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 合計 

①介護予防・日常生活支援総合事業費 2,665,000 2,800,000 35,996,707 41,461,707 

②包括的支援事業・任意事業費 24,353,000 25,000,000 30,000,000 79,353,000 

B.地域支援事業費=①+② 27,018,000 27,800,000 65,996,707 120,814,707 

 

 
○保険料収納必要額 

第６期計画では、標準給付費見込額と地域支援事業費の合計 22％を基準に、第１号

被保険者の保険料で負担する保険料収納必要額を算出します。 
 単位 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

A.標準給付費見込額 円 1,710,806,167 1,760,105,81

3 

1,836,245,07

8 

B.地域支援事業費 円 27,018,000 27,800,000 65,996,707 

C.第 1 号被保険者負担分相当額 

（A+B）×22%
円 382,321,317 393,339,279 418,493,193 

D.調整交付金相当額=A×5% 円 85,540,308 88,005,291 93,612,089 

E.調整交付金見込交付割合 ％ 6.59 6.25 5.76

 本町の後期高齢者加入割合補正係数 － 0.9859 1.0023 1.0263 

本町の所得段階別加入割合補正係数 － 0.9408 0.9408 0.9408 

F.調整交付金見込額=A×E 円 112,742,000 110,007,000 107,841,000 

G.準備基金取崩額 円 0

H.財政安定化基金償還金 円 0 0 0

（Ⅰ）保険料収納必要額=C+D-F-G+H 円 1,130,721,477
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2.大淀町地域包括ケアシステム推進本部会設置要綱
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3.大淀町介護予防プロジェクト会議メンバー表 

 
平成 28年 3 月 30 日現在 

 
事業グループ説明 
○介護予防事業グループ 
従来の介護予防事業の評価から介護予防を０（ゼロ）ベースから見直し、本町の実情に

応じた事業として、企画・立案・実施する事業グループ。 
○介護予防リーダー養成事業グループ 
住民主体の介護予防の促進をめざし、地域の介護予防リーダーと成り得る人材の発見

と育成を目的とした事業を企画・立案・実施する事業グループ。 
○よどり音頭振付考案グループ 
町のマスコットキャラクター「よどりちゃん」のイメージソングを音頭風にアレンジし

た楽曲の提供受け、「楽しく介護予防」をテーマに振付を考案する事業グループ。 
 
 
 
 
 

 

所属 事業グループ 職名 氏名

1 畿央大学 座長（統括）
理学療法学科准教授
保健学博士

高取 克彦

2
日本理学療法士協会会員：鴻池会所属
（地域包括ケア推進リーダー）

介護予防 理学療法士 梅田 裕記

3
日本理学療法士協会会員：鴻池会所属
（地域包括ケア推進リーダー）

介護予防リーダー養成 理学療法士 沖野 裕大

4
日本理学療法士協会会員：鴻池会所属
（地域包括ケア推進リーダー）

介護予防リーダー養成 理学療法士 渡部 政弘

5 日本理学療法士協会会員：平成記念病院所属 介護予防 理学療法士 唄 大輔

6 日本理学療法士協会会員：平成記念病院所属 介護予防 理学療法士 山本 和典

7 町立大淀病院 介護予防 理学療法士 田中 耕嗣

8 社会福祉法人 綜合施設 美吉野園 よどり音頭振付考案 理学療法士 坂本 翠

9
医療法人豊生会
介護老人保健施設 でぃあほうむ吉野

よどり音頭振付考案 理学療法士 植  薫

10 医療法人 弘人会 南和病院 介護予防リーダー養成 理学療法士 廣池 裕美

11 大淀町（ほけん課） 課長 山中 啓嗣

12 大淀町地域包括支援センター 統括主任 西辻 充規
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4.大淀町介護予防プロジェクト会議活動報告 

これまでの大淀町の介護予防事業は、主催者である町行政にとっても、参加する地域住民

にとっても、閉塞感（手間の割りに効果が少ないなど）がある事業でした。 
 

               
大淀町介護予防プロジェクト会議は、 

奈良県理学療法士協会の支援と町内の介護保険事業の協力により月１回のペースで大淀町

の介護予防事業を住民の視線に立った事業となるよう検討を重ねていただきました。 
結果、大淀町の介護予防事業は、飛躍的に住民の視点に立った事業として生まれ変わり、

大成功を収めることができました。 

 

プロジェクト会議

開催日 主な議題

1 9月8日 大淀町介護予防プロジェクト会議の主旨説明

本町の介護予防事業の説明

平成27年度の介護予防事業の方向性の説明

2 9月28日 介護予防事業の検討

事業グループ分け

3 10月15日 介護予防事業の検討

グループミーティング

4 11月13日 介護予防事業（介護予防教室）の確定

よどり音頭（案）の視聴

5 12月22日 介護予防事業（介護予防教室）の評価

介護予防事業（介護予防リーダー養成講座）の検討

よどり音頭の確定

6 1月20日 介護予防事業（介護予防リーダー養成講座）の確定

やすらぎカフェ事業の協力（関わり）の検討

7 2月17日 介護予防事業（介護予防リーダー養成講座）の評価

やすらぎカフェ事業の協力（関わり）の確定

8 3月29日 平成27年度事業評価

大淀町地域包括ケアシステム基本構想にかかる検討

介護予防リーダー事業の運動カリキュラムの検討

平成28年度事業の検討

第 1 回介護予防プロジェクト会議

この様な状況のなか、平成 27 年 4 月

施行の改正介護保険法を受け、地域包括

ケアシステムの実現を見据えた介護予防

事業となるよう先駆的に取組む広陵町の

紹介を受け、畿央大学高取准教授から

様々な助言をいただくこととなる。 
この高取准教授との出会いを起点に大

淀町オリジナルの介護予防事業を実施す

るため、大淀町介護予防プロジェクト会

議を設置することとなりました。 

資料編 

40



  
 

参考：よどり音頭解説（抜粋） 

 

 

事業参加

11月21日 介護予防教室（第1回目）

11月28日 介護予防教室（第2回目）

12月12日 介護予防教室（第3回目）

12月19日 介護予防教室（第4回目）

1月15日 介護予防リーダー事前説明会

1月25日 介護予防リーダー養成講座補講

2月2日 介護予防リーダー養成講座（第1回目）

2月9日 介護予防リーダー養成講座（第2回目）

2月16日 介護予防リーダー養成講座（第3回目）

3月16日 いきいきふれあい教室OB会

3月12日 やすらぎカフェ（美吉野園特養寮）

3月19日 やすらぎカフェ（でぃあほうむ吉野）

2月23日 よどり音頭指導（1日目）

2月24日 よどり音頭指導（2日目）

2月29日 よどり音頭指導（3日目）

3月3日 よどり音頭指導（4日目）

3月8日 よどり音頭指導（5日目）

介

護

予

防

教

室

リ
ー

ダ
ー

養

成

講

座

い
き
い
き
ふ
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あ
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カフェ

そ
の
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5.いきいきふれあい講座実施報告 

○介護予防教室 

 

  
 
【評価】 
これまでの役場に集まって事業実施する方法を大きく改め、役場が地域に出向いて介

参加人数

第1
回目

第2
回目

第3
回目

第4
回目

合計
（延べ人数）

役場 12 11 18 16 57

旭ヶ丘
総合センター

10 14 15 15 54

プログラム

第1回目 開校式
自己紹介
座学「介護予防について（大淀町の現状と今後）」
体力測定
誤嚥にナラん!!体操
座談会

第2回目 座学「加齢による心身機能の変化」「廃用症候群・誤遠征肺炎について」
準備運動
セラバン体操
誤嚥にナラん!!体操
座談会

第3回目
準備運動
セラバン体操
誤嚥にナラん!!体操
座談会

第4回目 座学「認知症」「高齢者のうつについて」」
準備運動
セラバン体操
コグニサイズ
誤嚥にナラん!!体操
座談会
終了式

座学「腰痛・膝関節痛・ロコモティブシンドローム」「ボディメカニクスについて」
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護予防教室を開催することにより、自然と地域住民が集まることができた。 
また、介護予防プロジェクト会議の企画したプログラムは、それぞれの専門的経験値か

ら得た高齢者のニーズに合致し、すべての参加者が満足のうちに事業の終了を迎えるこ

とができた。 
今までにない新しい取組みにより住民の主体性へとつながるニーズと住民目線の手法

を発見することができた。 
 
○介護予防リーダー養成講座 

 
 

 
ました。 
特に、畿央大学へ出向いた講義は、参加者の向学心を刺激するには余りある効果を得る

ことができたことから、さらなる多職種連携を含めた官学協働を進める原動力となりま

した。 

 

 

参加人数

事前
説明会

補講 第1回目 第2回目 第3回目 合計
（延べ人数）

38 36 36 37 35 144

プログラム

補講 いきいきふれあい講座（介護予防教室）での座学まとめ

第1回目 開校式
（畿央大学） 座学「住民主体の介護予防とは」

学生健康支援チーム「ＴＡＳＫ」による健康チェック

第2回目 誤嚥にナラん!!体操の解説と実技

畿央大学の生徒によるレクレーション指導（実演）

第3回目

誤嚥にナラん!!体操の模擬指導（実演）

終了式

グループワープ

【評価】 
 広報への募集チラシの折込、サロン代表者へ

の呼びかけから、当初の予定（15 人程度）を大

きく上回る３７名のリーダーが誕生した。 
 この予定を超えたリーダーの誕生は、介護予

防プロジェクト会議の企画力や手厚い支援に

よるところが大きく、これまでの行政一方通行

的な介護予防事業に一石を投じる結果となり
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6.介護予防リーダー活動報告 

平成 28 年 2 月 16 日に介護予防リーダー養成講座の修了式を終え、足早くやすらぎカフ

ェ事業といきいきふれあい教室 OB 会事業に協力いただきました。 
○やすらぎカフェ事業への参加 
介護予防リーダーの最初の活動の場として協力を要請したやすらぎカフェ事業は、終

了式から 1 ヶ月を切る 3 月 12 日に第 1 回目（全 2 回）を迎えるタイトなスケジュールの

なか、延べ 22 名のリーダーにご協力いただきました。 
限られた時間のなか、熱心な練習と互いに切磋琢磨する姿勢により「よどり音頭」と「誤

嚥にナラん体操!!」を習得し、事業を大成功に収める大きな力となりました。 
このことから、やすらぎカフェ事業を通じて、住民主体の地域包括ケアシステムの実現

に大きな可能を感じることができました。 

  
美吉野園リハーサル風景       でぃあほうむ吉野体操実演 

○いきいきふれあい教室 OB 会事業への参加 
やすらぎカフェ事業に続き、3 月 16 日にいきいきふれあい教室 OB 会を開催し、介 

                      
きた要因のひとつである介護予防リーダー 
養成講座事業は、町行政にとっても、地域住民にとっても、真の住民主体の地域包括

ケアシステムを実現に大きな一歩を踏み出すことができた事業であると評価してい

ます。 
 
 

護予防リーダーの協力を要請しました。 
OB 会へ参加協力したリーダーは、13 名

を数え、やすらぎカフェ事業と同様に「よ

どり音頭」と「誤嚥にナラん体操!!」を参加

した高齢者へ指導・実演しました。 
 
これらの事業を成功に収めることがで
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7.やすらぎカフェ事業実施報告 

やすらぎカフェ事業は、認知症カフェをモデルに介護や福祉サービスを必要する人た

ちとその家族、そして地域の人たちとの交流とケア（予防）を目的とした集いの場です。 
今回、実施に至るまで先駆的に取組む他市町村や介護保険事業所を視察し、本町の実情

に応じたケアカフェの開催をするにあたり、町内の介護保険事業所（特養、老健、グルー

プホーム）の強力な協力を得、成功を収めることができました。 
また、やすらぎカフェ事業は、介護予防リーダーの協力や大淀町介護予防プロジェクト

会議の支援により官学民に住（住民）を加えた住民主体の大淀町地域包括ケアシステムの

縮図として体現した事業となりました。 
今後は、イベント的要素を色濃く持ったやすらぎカフェから「いつでも」「どこでも」

「誰もが」気軽に立ち寄れるやすらぎカフェへと発展・定着させることを課題に、地域と

ともに地域の実情に応じたやすらぎカフェ事業の実施を進めます。 
 

 
 

【やすらぎカフェ事業結果】 

○第 1 回目（美吉野園特養寮） 

来場者数 44 名（定員 30 名） 

 

 

 

 

 

 

 

○第 2 回目（でぃあほうむ吉野）

来場者数 26 名（定員 30 名） 
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8.地域医療・介護保険担当者会議事業実施報告 

平成 27 年度の介護保険法改正により在宅医療・介護連携推進事業を介護保険制度の地域

支援事業で実施することとなりました。 
この医療と介護の連携をめざした取組みの評価として、医療分野と介護保険事業所双方

から『連携ができていない』『連携が難しい』などの声が多く寄せられており、現実として、

在宅医療と介護連携の推進に大きな一歩を踏み出せずにいました。 
今回、地区医師会、平成 28 年 4 月開院となる南奈良総合医療センター（地域連携室）、

薬剤師会と医療・介護の両方に密接に関係する訪問看護から地域医療と介護をつなぐため

に有用な情報（それぞれの立場からできることや地域医療と介護の連携を推進する上での

役割など）を介護分野へ発信いただく機会として第 1 回地域医療・介護保険担当者会議（講

演会形式）を実施しました。 
 

                    
参加者：町内外の介護保険事業所 36 事業所 59 名 

 
【評価】 

初めての試みである担当者レベルによる会議は、医療分野、介護分野の垣根を越えて高い

関心があることが浮き彫りとなりました。 
また、医療分野（医師）の介護分野へチームとしての連携を期待する（望む）姿勢は、介

護分野にとって、大きな安心となりました。 
さらに、会議後に開催した交流会には、後のスケジュールがありながらギリギリまで参加

いただいた地区医師会代表の田仲達也先生や最後まで介護保険事業所参加者と交流を深め

ていただいた南奈良総合医療センター代表の明石陽介先生の地域医療にかける熱い思いと

今までの関わりでは知り得なかった気さくな一面など、分野の垣根を越えた人と人として

の交流を結ぶことができたました。 
今後においては、医療・介護の連携を推進するための地域医療・介護担当者会議を開催す

るとともに、具体的な事例検討の場としての地域医療・介護担当者会議の開催をめざします。 

○事業詳細 
開催日：平成 28年 3月 7日 

時 間：13時～15 時 30 分 

場 所：大淀町文化会館 2階研修室 A･B 

講 師：地区医師会代表 田仲達也先生 

    南奈良総合医療センター代表 

 明石陽介先生 

町薬剤師会代表 久保和重先生 

町訪問看護代表 田端鈴子先生

地区医師会 田仲達也先生の講演
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9.先進地視察事業実施報告（庁内報告書より） 

（１）東京方面視察（平成 27 年 11 月 3 日から 5 日まで） 
○視察の目的 
本町では、大淀町地域包括ケアシステムの構築に向けた各種取り組みを実施しているも

のの、地域包括ケアシステムの５大要素のひとつである『住まい』にかかる取組みが未実施

となっている。 
この『住まい』は、住み慣れた家や介護保険施設等を指し、本町における施設整備は、制

度改正（特養の入所基準の見直し）や近隣市町村の施設整備により充足している。 
しかしながら、住み慣れた家における住まい等の確保、高齢者等が尊厳を保ちながら生活

できる環境については、地域性（24 時間の介護サービス提供事業所等がない、昔ながらの

構造の家が多い、高齢者単身世帯、または、高齢者のみ世帯の増加など）を踏まえた多角的

（横断的）な取り組みが必要でありながら、今現在、具体的な検討の開始に至っていない状

況である。 
上記を踏まえ、地域包括ケアシステムにおける『住まい』にかかる取組みを先駆的に進め

る先進地を第一の視察先とし、本町の実情に即した『住まい』の検討の足がかりとする。 
また同時に、通所介護サービスの成功事例を有する事業所の視察を併せて実施し、住まい

を取り巻く環境整備の手がかりとする。 
 

○視察先及び主たる目的 ※優先度順 
 1.東京都杉並区役所（東京都杉並区） 
  お試し移住、保養型特別養護老人ホームの整備等の進捗及び事業評価並びに関連する

「生涯活躍のまち構想」との整合性等、人が流出する側（送る側）の視点の学習を目的

とする。 
  また、「送る側」「受入れる側」それぞれの視点による意見交換等を併せた目的とする。 
 2.松渓ふれあいの家（東京都杉並区） 
  住み慣れた地域で生活するうえで必要となる環境のひとつとしてある通所介護サービ

スにおいて、利用者の７割が男性である通所介護サービス事業所を訪問し、事業プログ

ラムや成功のノウハウ（事業理念等）の学習を目的とする。 
 3.デイサービスラスベガス横浜（横浜市都筑区） 
  介護分野で話題となっている模擬カジノ型デイサービスを展開する事業所を訪問し、

小規模通所介護事業所の指定権限の委譲を見据えた事業実態の把握とともに、兵庫県

及び神戸市の規制強化並びに指定される側からの視点に立った指定権者（東京都、横浜

市）との関係性の情報を得ることを目的とする。 
 4.街のお助け隊コンシェルジュ：中延商店街（東京都品川区） 
  地域有償ボランティアとして多くの経験値を有する「街のお助け隊コンシェルジュ」を
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訪問し、活動内容と地域との関係性及び人材の発見並びに育成方法等のノウハウの学

習を目的とする。 
 
（２）岡山県美作市、鳥取県南部町、大山町視察 

○視察の目的 
先の先進地視察により得た知見をもとに、空き家を活用した共同住宅による低所得者の

住まい確保事業（平成 24 年度の国モデル事業）を継続させている鳥取県南部町を視察し、

事業開始から現在に至るまでの一連の経緯等を学習することを目的とする。 
また、南部町は、高齢者等の生活の基盤となる経済面において重要となる、公平な負担、

適切な負担にかかる世帯分離に要綱を定めている自治体であることから、それらの取扱い

等における知見を得るとともに、同様に世帯分離の要綱を定める自治体として、南部町の近

隣にある大山町を併せて訪問する。 
さらに、本町の同様に中山間地域でありながら地区医師会が主体となって地域医療・介護

連携を進める美作市医師会を訪問し、限られた資源による連携のノウハウを得ることを目

的とする。 
 
○全体評価 

  当該事業は、地域包括ケアシステム構築支援補助事業を活用し、町長を陣頭に本町の実

情に応じた大淀町地域包括ケアシステムの実現をめざす上において、現状を分析し、限ら

れた資源（財源、人員、時間など）を用い、過密なスケジュールのもと、強行軍的に実施

することとなりました。 
  4 日、5 日ともに昼食を摂る時間がなく、また、直前になって視察先の変更（デイサー

ビスラスベガス足立店から横浜店へ）依頼があったりと、想像を超える疲労を伴う先進地

視察となりました。 
  しかしながら、視察先ごとの評価にもあるように、非常に有意義な成果を収めることが

できたと考えます。 
  特に、生涯活躍のまち構想においては、送る側（大都市）の考えを知ることができ、ま

た、杉並区の取組みからは、手探り状態で進める医療・介護連携事業を｢確信｣に近づける

後押しとしての原動力のひとつとすることができました。 
  また、美作市では、医師会が主体的に在宅医療や介護連携に取組む好事例を視察するこ

とができました。 
特に保健所長、医師会事務局、包括支援センター担当者などのキーマンが、汗をかいて

医師や行政へ積極的に働きかけることが事業成功の大きな要因であると分析できます。 
これらのことから、医療機関との連携における保健所の役割が重要であることを改め

て再認識し、今までの行政（町）が主体となった地域包括ケアシステム実現の取組みに、

機能分担を踏まえた保健所の関わりを進めます。 
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  次に、南部町では、住民が主体となってまちづくりに取組む東西町地域振興協議会の事

例より、住民の意識の高さを実感しました。 
東西町地域では約 50 年前から米子ニュータウンとして開発され、現在では地域全体で

高齢化が進む中、住まいについて積極的に取り組まれてこられています。 
その中のひとつである、短期間の宿泊や長期の住まいとしての利用が可能な東西町コ

ミュニティホームを視察しましたが、現在では、宿泊というよりも日中の居場所の確保が

主な役割となっておりました。本町においては、このような施設運営はなかなか難しいと

ころがあるとは思われますが、地域でボランティアを活用し、住民同士で助け合いのでき

るシステムを作りあげていくためには、非常に有効な参考とすることができました。 
  また、世帯分離については、職員全体が公平な税負担の観点から不当な世帯分離（負担

軽減を目的とした世帯分離）を決して認めないという強い意思をもって取組まれており

職員の意識改善に大いに役立つ結果を得ることができました。 
この公平な税負担にかかる取組みは、介護保険料が全国的に高く、かつ、低所得世帯が

多い鳥取県内においても保険料を軽減し得る要因のひとつとなっていると考えらます。 
このことから、介護保険制度を含む社会保障制度における世帯の在り方について、鳥取

県の例を参考にしつつ、本町の実情に応じた取組みを進めます。 
世帯の取扱いにかかわる所管は住民課となりますが、今後、要綱を定めるメリットは十

分にあると感じました。 
  以上、今回の先進視察で得た知見と要望活動により介護保険制度等に一石を投じるこ

とができ、また、本町がめざす大淀町地域包括ケアシステムを内外（自助努力と本町の実

情を踏まえた制度設計の実現）から大きく躍進するものと成り得たと考えます。 
  これを機に、各種の課題解決に一層の努力を払うとともに、今までにない発想の転換や

気付き、既存の課題の深層部の解明、さらには、新たな（派生的な）課題への対応等、ひ

とつひとつを地域住民の視点により丁寧な解決をめざす決意を新たに、杉並区等先進地

視察の報告といたします。 

    
東京方面視察（総務大臣室）         岡山・鳥取方面視察（岡山県美作市医師会） 
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 10.医療・介護データ等分析事業実施報告 

（１）事業目的（仕様書より） 
平成 26 年 6 月に成立した「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するた

めの関係法律の整備等に関する法律（医療介護総合確保推進法）」により医療法及び介

護保険法が改正され、本町においては、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的の

もと「可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることが

できるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制（地域包括ケアシステム）の構築」

をめざしている。 

 この地域包括ケアシステムは、高齢者の生活を支えるうえにおいて欠かすことのでき

ない医療情報と介護情報を整理・分析し、医療サービスと介護サービスの連携の強化を

図ることが重要な要素のひとつである。 

本委託業務は、医療情報と介護情報の整理・集計、分析という両分野における専門性

を要するとともに、各システムからのデータ抽出等のＩＣＴが必須となる。 

 また、地域包括ケアシステムを構築するにあたり、本業務にて得た分析結果等をもと

に有識者等と意見交換を行い、本町の実情に即した大淀町地域包括ケアシステムを構築

するため、専門的見地からの助言・提案を求めるものである。 

 これらの取り組みに関する諸業務を円滑かつ効果的に実施するため、医療・介護デー

タ等の整理・集計及び分析並びに社会保障制度全般において豊富な実績や専門的知識を

有する者に本業務を委託することとし、その委託にあたって、必要な事項を以下のとお

り定めるものとする。 

 

（２）分析方法 
平成 26 年度の大淀町の受療状況について、次のとおり集計・分析を実施する。 
・国民健康保険：国保データベース（KDB）システムの活用 

集計結果（前期高齢者〔65-74 歳〕：被保険者数 1,688 人、レセプト件数 21,368 件） 
・後期高齢者医療制度：医科レセプトの活用 

人口 2,593 人、レセプト件数 40,879 件 
・介護情報（認定審査情報及び介護給付情報）との突合により医療サービスと介護サー

ビスの関係性を分析 
 
（３）分析結果（概要） 

1.平成 26 年度の大淀町の受療状況 
１）加齢により医療ニーズ（負担）が増加傾向にある 

年間診療点数の分析から前期高齢者数（国民健康保険に加入する被保険者）と後期高

齢者数の割合２：３に対して、医療費割合は１：２となっている。 

資料編 

50



このことから加齢に比例して医療費が増加している。 
【参考】 

 

２）疾病大分類別分析 

   

３）介護の認定、介護の重度化との分析 

介護認定の原因疾患の全体に占める割合(%)については以下のとおり。 

  
年齢別の介護認定の原因疾患の全体に占める割合(%)については以下のとおり。 

  

４）後期高齢者重点分析 
介護認定者と非認定者との比較については以下のとおり。 

     

医療への受診率 26.5 ‰ 1,024.60 ‰ 52.3 ‰ 1,261.40 ‰

被保険者１人当たり年間医療費 161 千円 257 千円 286 千円 275 千円

入院 外来 入院 外来

前期 後期

前期 後期

1 循環器系の疾患 23.60% 28.10%

2 筋骨格系及び結合組織の疾患 13.20% 14.40%

3 内分泌、栄養及び代謝疾患 16.20% 9.00%

前期 後期

1 循環器系の疾患 25.10% 22.20%

2 新生物 15.20% 8.50%

3 内分泌、栄養及び代謝疾患 12.00% 10.00%

前期 後期

1 高血圧症 31.60% 35.50%

2 筋･骨格 24.00% 26.90%

前期 後期

1 がん 26.70% 19.80%

2 高血圧症 15.20% 23.50%

3 筋・骨格 16.50% 15.60%

生活習慣病（診療点数上位）

生活習慣病（診療件数上位）

診療点数上位３位

診療件数上位３位

要支援1､2 骨折・転倒 17.40%

要介護１ 認知症 32.40%

要介護2-5 脳血管疾患 22.50%

65-74歳 脳血管疾患 25.80%

75-84歳 骨折・転倒 19.70%

85歳以上 高血圧 17.70%

医療への受診率 入院 外来

認定者 89.70‰ 1,141.90‰

非認定者 35.40‰ 1,339.4.0‰

一人あたりの年間医療費 入院 外来

認定者 524千円 177千円

非認定者 295千円 270千円
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介護認定度別の１人当たり年間医療費 

      
（４）2025 年（平成 37 年）の高齢者医療費の将来推計 

第 6 期介護保険事業計画策定時の将来推計人口を基に、高齢者医療費を推計した場合、

2025 年（平成 37 年）には 23.5 億円（前期国保：7.4 億円、後期高齢：16.1 億円）にな

る。 
平成 28 年（推計値）と比べ、前期 3.3%増、後期 10.8%増となる。 

 
（５）「地域のケア力」強化に向けた、データ分析からの示唆 

①疾病予防力の強化（目標：医療受診率を下げる）に向け、診療点数・件数の大きい疾

病への予防を重点的に実施する必要がある。 

②介護予防力の強化（健康寿命の向上）に向け、介護認定の原因疾患へのアプローチ（運

動、生活習慣病予防など）を重点的に実施する必要がある。 

③重度化抑制力の強化（目標：１人当たり医療費を下げる、介護度を上げない）に向け

て、医療・介護連携によりリハビリテーションや地域連携パスを充実する必要がある。 

要支援1 576千円

要支援2 692千円

要介護1 613千円

要介護2 786千円

要介護3 774千円

要介護4 1,199千円

要介護5 1,233千円
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