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個別支援会議で取り上げた事例について
A様７０代女性 要支援２ 週に２回デイサービス利用

浦和区上木崎在住

定年退職後、家で過ごすことが多くなる。孫の面倒を行うが、孫が小学校に入学、面倒の必要
が無くなる。その後腰を痛め、日中することもなくなり、外出が減少した。

公民館の介護予防教室（月2回歌の教室）に参加したり、自転車で図書館、買い物や家事など
日常生活動作は自立。腰痛はあるが歩行は自立。認知症もなく、交流は問題なく行う

疾患：脊柱管狭窄症、変形性膝関節症、肥満、高血圧等

主治医意見書より：筋力低下から下肢痛、疼痛部位が一定せず天候不順に左右される傾向

疼痛の状況：入浴時や立ち上がり時、正座の時に腰痛が出現。基本は腰痛サポーター着用



浦和区上木崎地区の環境
交通：与野駅（京浜東北線）、第一産業道路、旧中山道、新都心大橋
通信：さいたま新都心郵便局、浦和上木崎郵便局
商業：ビバホーム、ヤオコー上木崎店、コープ浦和上木崎店、コクーン新都心、ロー
ソン（新都心大橋下）ミニストップ（上木崎4丁目）セブンイレブン（与野駅前、北
袋）ファミリーマート（与野駅前）
安全：上木崎交番、与野駅前交番
医療：メディカルモール新都心、渋谷眼科、牛久保耳鼻科、やまだ内科、塩野胃腸
科、わかば医院、白峰クリニック、恵生医院
学習：上木崎小学校、大原中、浦和西高校、みぬま幼稚園、針ヶ谷小学校
信仰：足立神社、正福寺
運動：上木崎公民館、障害者交流センター、大原テニス公園、上木崎大けやき公園、
スポーツスパアスリエ、カーブス
その他：与野駅前市民の窓口、北部第一地区社会福祉協議会、上木崎保健愛育会



上木崎地区の社会資源を重ねた分布図



上木崎地区における高齢者の状況

上木崎、大原、皇山町は昭和30 40年頃に農地などを住宅にした場所が多い。

首都圏のベッドタウンとして当時の20歳代 40歳代の若い世代が住み始めた。

その世代が今、急速な高齢化してる。

H27.1.1　65歳以上人口 人口総数 率
大原地区 500 1203 41.5
上木崎地区 2782 14800 18.7

針ヶ谷1～3丁目 1150 6141 18.7
北浦和1～3丁目 1592 7890 20.1
元町1～3丁目 1699 7329 23.1

皇山町 512 1930 26.5

※１



浦和区、さいたま市（H27/10月）

H27.1.1　65歳以上人口 人口総数 高齢者の割合
大原地区 500 1203 41.5
上木崎地区 2782 14800 18.7

針ヶ谷1～3丁目 1150 6141 18.7
北浦和1～3丁目 1592 7890 20.1
元町1～3丁目 1699 7329 23.1

皇山町 512 1930 26.5
圏域内総数 8235 39293 23.50%

浦和区 31699 155572 20.37%
さいたま市 278953 1268467 21.90%

圏域内（H27/1/1)

※１



二次予防事業参加者数推移

H23年度 H24年度 H25年度 H26年度
大原 0 4 4 3
上木崎 5 13 11 12
皇山町 0 0 0 1
針ヶ谷 3 9 3 4
北浦和 3 6 11 9
元町 0 6 11 12
計 11 38 40 41
上木崎地区参加率 45% 34% 27% 29%
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地域支援個別会議での主な意見（Ｈ２７／９）
ＰＴ：この事例の方に関してはいきなり集団での活動は難しいかもしれない。お孫さんの世話と
いう役割を持っていたのであれば小学校での防犯ボランティアなどに参加してもらうことも一つ
の手段ではないか。座面付の歩行器をレンタルすることで外出も容易になるかもしれない。
地区社協：歩行が出来るくらいならラフレのプールやデイを使うのはどうか。
デイ：介護予防事業として現在地域住民向けに体操教室を開催したり、包括と協力して地域の介
護予防に取り組んでいる。今後デイを住民向けに開放することも検討はしているが、職員配置の
課題などもあり実施には至っていない。
コープ：さいたま市と協定を結び、地域活動も行っている。今後会議室を地域向けに開放するこ
とも可能。
民間団体：高齢者は新たに目標や希望、展望をもつということがとても難しい。後は死ぬだけと
思っている人も少なくない。そのなかで「家族に迷惑をかけたくはない」と思うことがその人の
意欲を刺激する事にもつながる。さいたま市としてフォローアップを図る必要があるのでは。
他包括：包括で体操教室などを実施する際に自治会館などを借りることにとても苦労する。事業
の必要性を理解してもらうのも大変。行政から後押ししてほしい。
包括在支：今回の会議で地域での住民主体の介護予防の必要性が明確になった。さいたま市とし
て一次予防や地域活動について検討すべき



地域支援会議での主な意見（Ｈ２７／１０）
老人会：私たちの取り組みの中でも子供との触れ合いのサロンがある。子供
と高齢者が一緒に何かに取り組み、競い合うことで、高齢者も張り合いが出
る。子供も楽しんで参加してくれる。
民間団体：競い合いが張り合いを持たせるのなら、地区ごとに介護予防の成
果を発表する大会があってもいいのでは。各地区ごとに競い合って、イベン
トのようにするのはどうか。
ケアマネ：実際担当している人で、以前はジムに通っていたが行けなくなっ
たので介護保険を申請したという人がいる。運動に行けなくなったから介護
保険となる前に、何か地域で出来ることがあるのでは。大原地区の方は坂を
上ってコープに来るのが大変と話す。大原地区でもたくさんの高齢者が毎朝
ラジオ体操をしている。介護予防のニーズは高い。
民生委員：自主化と言うのは本当に難しいと思う。自分たちもボランティア
活動をしているが、高齢者の中からリーダーになってもらう人を探すのは本
当に大変。自主的な意欲、考えることを待つ、促すことが出来るのであれば
とてもいい介護予防だと思う。こういった活動が「地域に種をまく」ことに
なると思う。



包括の取り組み「ロコモ運動倶楽部針ヶ谷」
理学療法士の協力を受け、自宅で

も取り組める体操のプログラムを作
成

開校式のあとに体力測定を行い、
修了式の時の体力測定の結果と照ら
し合わせてどれだけ自分の体力が上
がったかを実感してもらう

全6回、月1回開催。
会場は、自治会に許可を頂き、自治
会館を借用（有料２０００円）

対象者は二次予防教室修了生に個
別にご案内を送付し、希望者を募っ
た。

定員１０名のところ５名参加希望あ
り。



包括の取り組み②
教室4回目にグループワーク

連絡係、道具係、シール係、指示だし
係を決め、それぞれが役割を持ち、取
り組みたい運動を考え、場所を決め、
頻度や時間を話し合った。

初めは「包括が始めた教室なんだから
あなたが決めてよ」と自分で考えるこ
とに対しては消極的な様子が見られ
た。しばらくの沈黙の後、「じゃあグ
ループの名前は4人だから“クロー
バー”なんてどうかしら」「ノル
ディックウォーキングってやってみた
いわ」「火曜日の午後なら都合がいい
わ」「じゃあ私連絡係します」「シー
ル係やります」と自主的に会議を進行
する様子が見られた。



包括の取り組み③
教室5回目に実際にノルディック

ウォーキングの練習。

線路沿いに1区画歩き、理学療法士から
歩行の仕方の指導を受けた。

11月10日に修了式を行い、12月 自
主化の予定。

公民館ロビーに集合し、体操を行い、
ウォーキングを行う。



課題

効果

◎開催する際に保健師や理学療法士などの専門家の確保が困難

◎初めは指導者が促し自主化にすすめるような地域にあったプログラム作りが必要

◎自治会館の借用→地区の住民のみといった制限が多く、参加者が限られてしまうことや広報のしづ
らさなど波及効果としては薄かった。

◎自治会館や民間施設など場所の使用料が発生してしまうことがある。

◎自主化を促すためのグループワークのファシリテーターが必要。

◎月１回開催という事もあり運動を自宅で継続出来ない方が多かった。（場所と専門家の確保）

◎自主化した後の継続支援（定期的な評価のための専門家の確保、動機の維持）

教室初回、最終回に体力測定実施。運動機能の向上効果としては月に一度の開催であっ
たことからも明確な筋力の向上などはみられなかったが、人とのつながりづくり、自主化
への可能性としては期待できるものになった。



浦和区内他包括が関わった高齢者自主グループや一次予防活動

尚和園：二次予防教室（運動器、元気回復）卒業生が参加する運
動教室を公民館で実施。（本太、岸町）毎回１５ ３０人の参
加。1年間は包括が場所の予約など行った。運動は指導者が指導
をしている。
スマイルハウス：浦和スポーツクラブや駒場運動場、体育館、公
民館での介護予防事業、ラジオ体操に案内している。
ジェイコー埼玉：自主運動グループ（花陽体操クラブ）月三回は
区の運動指導員、他の日は自費で運動指導者を呼んでいる。



包括として考えること
「一人で取り組む」介護予防ではなく、グループで取り組むことが生活への刺激
になる。筋力低下予防、閉じこもり予防、認知症・うつ予防につながる。
カリキュラムや自主化へのステップアップに関しては市統一のノウハウがあれば
どこでも取り組めるものになるのでは。ただし実施にあたってはアセスメントと
必要性をきちんと整理してからの実施とする。そのためにも専門職の関与が必要
と考える。（ＰＴ，ＯＴ，保健師、管理栄養士など）
継続して取り組むためにも目に見える評価が必要。担い手を養成する。
「運動に取り組めない」背景にもきちんと目を向ける。すべての方が参加できる
ものではないということも忘れない。虚弱者でも取り組めるカリキュラム作り
や、訪問での指導も必要。
開催場所に関しては地域によって開催可能な場所のばらつきがあるため、利用で
きる場所の調査とさいたま市からの後押しは必要。
ケアマネジャーへの周知、予防に関しての啓発活動は必要。ニーズとデマンドを
取り違えることのないケアプランの作成を。



みなさんで協議していただきたいこと
①予防事業の見直し
住民主体の介護予防事業が求められている。住民同士で運営をし、自分たちで考えた介護予防
運動を住民自身が広めていくことが必要。単純に筋力低下予防だけではなく、他者との関係づく
りをしながら運動をすることが生活への刺激となり、認知症予防につながると考えられる。
自主化のカリキュラム、プログラムの流れを作成し、地域で元気に活動する高齢者グループを増
やしていく必要がある。また、現在のさいたま市の一次予防事業では評価と見直しがされていな
い。運動の効果をきちんと実感し、継続につなげるということが必要。

地域リハビリテーション活動支援事業として、さいたま市統一のプログラム、カリキュ
ラムを専門職が作っていくことや、評価を行いながら活動を継続するための支援を行っ
ていき、地域の実情に合わせて開催が出来るようなノウハウを構築するとともに、参加
できない高齢者の把握や訪問事業の展開・地域活動への参加支援を行っていく必要があ
る。



◎保健師とは・・・健康な地域を住民と共に創っていく「地域づくり」を念頭に置きつ
つ、地域住民自らが主体的に行動し、住民自身や地域全体の健康状態を改善できるよう
に支援する仕事や、地域に顕在している健康課題や潜在している健康課題を把握し、課
題解決のための計画を立案、実施、評価する仕事、さらには地域の健康課題の解決に必
要な社会資源を開発する仕事などが含まれます。保健師の仕事は、地域で生活する乳幼
児から高齢者、健康な人から病気や障がいを抱える人等、あらゆる人びとと地域全体の
健康のため、対象や地域に応じた方法で展開されます。具体的には、対象となる個人や
家族への家庭訪問や健康相談、集団への健診・検診や健康教育、地区組織の育成等が挙
げられますが、これらの活動は保健師自身が地域に出向き、地域に根ざして展開される
活動（地区活動）です。保健師はそのような活動をとおして豊かなソーシャルキャピタ
ル（住民や組織同士がつながり、地域に根ざした信頼やネットワークなどの社会関係）
の醸成を図ることにも役割を担っています。

さいたま市でも、高齢介護課、保健所、保健センター、健康増進課、社協などに配置さ
れている。

◎地域リハビリテーションとは・・・地域における介護予防の取り組みを機能強化する
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。

②専門職の有効活用

※３、※４、※５



③住民主体の活動をサポートする体制作り
住民主体の活動を継続するために一番ネックになるのが場所の確保。
包括だけでは場所を確保することが出来ないことが多い。自治会館の借用や
公民館、民間のスペースなどの場所の確保が出来ない。

④広報の仕方を再検討

現在各区で行っているうんどう遊園の広報も普及が十分ではない。ラ
ジオや区報、ＨＰ、ポスターなどで啓発は行っているが、内容が分か
りづらいことや参加者に限定がある。



⑤年齢や障害、介護度にとらわれない予防事業の展開

現在の区の一次予防事業は「介護保険の認定を受けていないこと」「65歳以上であるこ
と」など、制限が多く、参加に当たって取り組みづらい部分がある。また、運動指導員の養成
にあたっても、介護ボランティア制度への登録が必要なため高齢者であることが要件。

さいたまヘルスプラン２１より
Ⅰ若い世代から健康づくりを意識した生活スタイルの獲得
１－３取り組もう、身近な地域で家族や仲間と健康づくり

コミュニケーションを活用した健康づくり
Ⅱ地域の環境や社会資源を活用した健康づくり
２－１運動・ウォーキングの普及と地域への愛着の醸成
２－２地域のコミュニティを活用した健康づくり

３０ ５０歳代男性のメタボリックシンドロームの割合が
３０％近い。３０ ４０歳代から生活習慣病医療費が増加
傾向にある。

※２



出典

http://www.zenhokyo.jp/foryou/shigoto.shtml※３、一般社 法人 全 保健師教育機 協議 

※４、保健師助産師看護師法（平成25年6月14日）

※５、地域における保健師の保健活動保健活動に関する指針（平成25年4月19日，厚生労働省）

※１、埼玉県ホームページ https://www.pref.saitama.lg.jp/index.html

※２、さいたま市ホームページ http://www.city.saitama.jp/


