
●暮らしやすい地域にするため、さまざまな機
関とのネットワークをつくり調整します。

●介護に関する相談や悩み以外にも、 福祉や
医療など何でもご相談ください。

●要支援１・２と認定された人は介護保険の
介護予防サービスを利用できます。

●支援や介護が必要となる恐れの高い人は、
市区町村が行う介護予防事業を利用できます。

さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな方面方面方面方面からみなさんをからみなさんをからみなさんをからみなさんを支支支支えますえますえますえます

●皆さんが安心していきいきと暮らせるよう、み
なさんの持つさまざまな権利を守ります。虐待を
早期に発見したり、成年後見制度の紹介や、消
費被害などに対応します。

何何何何でもごでもごでもごでもご相談相談相談相談くださいくださいくださいください

総合相談総合相談総合相談総合相談

自立自立自立自立してしてしてして生活生活生活生活できるようできるようできるようできるよう支援支援支援支援しますしますしますします

介護予防介護予防介護予防介護予防ケアマネジメントケアマネジメントケアマネジメントケアマネジメント

みなさんのみなさんのみなさんのみなさんの権利権利権利権利をををを守守守守りますりますりますります

権利擁護権利擁護権利擁護権利擁護

包括的包括的包括的包括的・・・・継続的継続的継続的継続的ケアマネジメントケアマネジメントケアマネジメントケアマネジメント

地域地域地域地域包括支援包括支援包括支援包括支援センターセンターセンターセンターはははは包括支援包括支援包括支援包括支援センターセンターセンターセンターはははは6565656565656565歳以上歳以上歳以上歳以上のののの方方方方のののの相談窓口相談窓口相談窓口相談窓口ですですですです歳以上歳以上歳以上歳以上のののの方方方方のののの相談窓口相談窓口相談窓口相談窓口ですですですです

保健師保健師保健師保健師、、、、社会福祉士社会福祉士社会福祉士社会福祉士、、、、主任主任主任主任ケアマネジャーケアマネジャーケアマネジャーケアマネジャーの専門職が、
高齢者が「地域で、その人らしい生活を送るために」

このような支援を行っています。

大田区内大田区内大田区内大田区内20カカカカ所所所所のののの地域包括支援地域包括支援地域包括支援地域包括支援センターセンターセンターセンターでででで
1ヶヶヶヶ月月月月10000件件件件のののの相談相談相談相談にににに対応対応対応対応していますしていますしていますしています。。。。
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住宅問題住宅問題住宅問題住宅問題

虐待虐待虐待虐待・・・・権利擁護権利擁護権利擁護権利擁護

経済問題経済問題経済問題経済問題

家族問題家族問題家族問題家族問題

在宅福祉関係在宅福祉関係在宅福祉関係在宅福祉関係

入院入院入院入院・・・・転院転院転院転院

施設入所関係施設入所関係施設入所関係施設入所関係

住宅改修住宅改修住宅改修住宅改修・・・・福祉用具関係福祉用具関係福祉用具関係福祉用具関係

区区区区ののののサービスサービスサービスサービスについてについてについてについて

そのそのそのその他他他他

介護保険関係介護保険関係介護保険関係介護保険関係

ここここここここ数年数年数年数年、、、、介護介護介護介護のののの問題問題問題問題だけではなくだけではなくだけではなくだけではなく、、、、
様様様様々々々々なななな問題問題問題問題がががが多様化多様化多様化多様化してきていますしてきていますしてきていますしてきています

10000件件件件のののの相談相談相談相談ですがですがですがですが、、、、相談相談相談相談のののの内容内容内容内容はははは
各種各種各種各種15000件件件件にのぼりますにのぼりますにのぼりますにのぼります



この件数はあくまで、私たち包括につながった件数。
自分ではSOSの声を上げられずにいる多くの人たちが、

地域には大勢いるんです！

「１人暮らしの高齢者で、介護が必要な状態だと思われるのにサービスを利用していない人３万８５８８人！」
－NHK全国地域包括支援センターアンケート調査より－

・・・・独独独独りりりり暮暮暮暮らしらしらしらし、、、、またはまたはまたはまたは高齢者高齢者高齢者高齢者のみののみののみののみの世帯世帯世帯世帯がががが多多多多いいいい。。。。

・・・・集合住宅集合住宅集合住宅集合住宅でででで暮暮暮暮らすらすらすらす高齢者高齢者高齢者高齢者がががが多多多多いいいい。。。。

・・・・会社勤会社勤会社勤会社勤めでめでめでめで、、、、職場職場職場職場とととと生活生活生活生活のののの場場場場がががが別別別別のののの方方方方がががが多多多多いいいい。。。。

私私私私たちのたちのたちのたちの働働働働くくくく大都市大都市大都市大都市のののの高齢者高齢者高齢者高齢者のののの特徴特徴特徴特徴私私私私たちのたちのたちのたちの働働働働くくくく大都市大都市大都市大都市のののの高齢者高齢者高齢者高齢者のののの特徴特徴特徴特徴

近所付近所付近所付近所付きききき合合合合いやいやいやいや、、、、人間関係人間関係人間関係人間関係がががが希薄希薄希薄希薄なななな傾向傾向傾向傾向にあるにあるにあるにある。。。。

自分自分自分自分でででで意識的意識的意識的意識的にににに関関関関わりをわりをわりをわりを持持持持たなければたなければたなければたなければ、、、、容易容易容易容易にににに
孤立孤立孤立孤立してしまうしてしまうしてしまうしてしまう。。。。



福祉サービスが必要だが、様々な状況で利用していない人たち

・・・・引引引引きこもりできこもりできこもりできこもりで、、、、地域地域地域地域からからからから孤立孤立孤立孤立しがちなしがちなしがちなしがちな単身男性単身男性単身男性単身男性

・・・・消費者被害消費者被害消費者被害消費者被害にあってもにあってもにあってもにあっても自覚自覚自覚自覚がないがないがないがない認知症認知症認知症認知症のののの一人暮一人暮一人暮一人暮らしらしらしらし高齢者高齢者高齢者高齢者

自力で問題が解決できず、または問題解決能力が不十分

福祉サービスの情報があっても理解や活用が難しい。
家族や友人など身近な人々の手助けが期待できない状態

（（（（例例例例））））

このような人が『特別な人』ではないんです。
そして、最初からそうだったわけではない！
だれでも、このような状況になる
可能性はあります！

私たちが日々働いている中でも
このような人たちとの関わりが
急増しています。



介護保険サービスはこのような場合無力です！！

徘 徊

消費者被害消費者被害消費者被害消費者被害

孤独死 虐待

介護保険介護保険介護保険介護保険はははは、、、、
申請申請申請申請をしてをしてをしてをして初初初初めてめてめてめて利用可能利用可能利用可能利用可能なものなものなものなもの。。。。
そしてそしてそしてそして、、、、ケアマネージャーケアマネージャーケアマネージャーケアマネージャーとととと決決決決めためためためた計画計画計画計画をををを
もとにもとにもとにもとに、、、、定期的定期的定期的定期的にににに行行行行ううううサービスサービスサービスサービスですですですです。。。。

本人本人本人本人がががが歩歩歩歩きたいときにきたいときにきたいときにきたいときに

歩歩歩歩きたいきたいきたいきたい所所所所にににに付付付付きききき添添添添ってくれますかってくれますかってくれますかってくれますか？？？？

本人本人本人本人だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、家族家族家族家族
ぐるぐるぐるぐるみでみでみでみで面倒見面倒見面倒見面倒見てててて
くれますかくれますかくれますかくれますか？？？？

孤立孤立孤立孤立してしてしてして人人人人のつながりがないのつながりがないのつながりがないのつながりがない
寂寥感寂寥感寂寥感寂寥感をををを埋埋埋埋めてくれますかめてくれますかめてくれますかめてくれますか？？？？

知知知知らないらないらないらない人人人人がががが訪問訪問訪問訪問してきたしてきたしてきたしてきた場合場合場合場合、、、、
ヘルパーヘルパーヘルパーヘルパーをををを呼呼呼呼ぶことはぶことはぶことはぶことは可能可能可能可能ですかですかですかですか？？？？

地域に本来あるつながりから、
適切な時期に、
包括支援センターや、
医療・保健・福祉専門職に
つながっていたら・・・。



一般的一般的一般的一般的ななななパターンパターンパターンパターン

医療医療医療医療・・・・保健保健保健保健・・・・福祉専門職福祉専門職福祉専門職福祉専門職からからからから見見見見ればればればれば・・・・・・・・・・・・・・・・
介護介護介護介護がががが必要必要必要必要になってになってになってになって相談相談相談相談にににに来来来来るまではるまではるまではるまでは、、、、
一切関一切関一切関一切関わりがなくわりがなくわりがなくわりがなく、、、、私私私私たちたちたちたち専門職専門職専門職専門職はははは、、、、
このこのこのこの人人人人がどういうがどういうがどういうがどういう状況状況状況状況なのかをなのかをなのかをなのかを知知知知らないらないらないらない。。。。

相談者相談者相談者相談者からからからから見見見見ればればればれば・・・・・・・・・・・・
自分自分自分自分がががが困困困困ったったったった時時時時にににに、、、、
どこにどこにどこにどこに相談相談相談相談したらいいのかわからないしたらいいのかわからないしたらいいのかわからないしたらいいのかわからない・・・・・・・・・・・・。。。。

医療・介護が必要な状態

相相相相 談談談談 （（（（ここでここでここでここで初初初初めてめてめてめて専門職専門職専門職専門職とととと出会出会出会出会うううう・・・・・・・・・・・・））））

サービス利用

あちこちにあちこちにあちこちにあちこちに連絡連絡連絡連絡をしてやっとをしてやっとをしてやっとをしてやっと適切適切適切適切なななな
ところにたどりつくところにたどりつくところにたどりつくところにたどりつく。。。。
最悪最悪最悪最悪はははは、、、、相談相談相談相談にににに行行行行くことができないくことができないくことができないくことができない。。。。

取取取取りりりり急急急急ぎぎぎぎ必要必要必要必要ななななサービスサービスサービスサービスをををを考考考考ええええ、、、、
サービスサービスサービスサービス利用利用利用利用につなげていくにつなげていくにつなげていくにつなげていく。。。。



もし、もっと早い段階で
包括支援センターに、そして、
医療・保健・福祉専門職に
つながっていたら・・・。

医療医療医療医療・・・・保健保健保健保健・・・・福祉専門職福祉専門職福祉専門職福祉専門職からからからから見見見見ればればればれば・・・・・・・・・・・・・・・・
元気元気元気元気なななな頃頃頃頃からからからから・・・・・・・・・・・・
そのそのそのその方方方方をををを知知知知っていることでっていることでっていることでっていることで、、、、
そのそのそのその時点時点時点時点にあったにあったにあったにあった支援支援支援支援ができるができるができるができる。。。。

相談者相談者相談者相談者からからからから見見見見ればればればれば・・・・・・・・・・・・
元気元気元気元気なななな頃頃頃頃からからからから・・・・・・・・・・・・
専門職専門職専門職専門職とととと出逢出逢出逢出逢っているのでっているのでっているのでっているので、、、、
必必必必ずだれにもずだれにもずだれにもずだれにも訪訪訪訪れるれるれるれる万万万万がががが一一一一のためにのためにのためにのために、、、、
自分自分自分自分がががが選択選択選択選択できるできるできるできる情報情報情報情報をををを知知知知っておくことができるっておくことができるっておくことができるっておくことができる。。。。
そしてそしてそしてそして、、、、どんなどんなどんなどんな時時時時、、、、どこにどこにどこにどこに相談相談相談相談していいのかしていいのかしていいのかしていいのか理解理解理解理解しているしているしているしている。。。。



相相相相 談談談談（相談する相手は、よく知っている専門職だから 安心！）

サービスサービスサービスサービス利用利用利用利用

まずはまずはまずはまずは知知知知っているっているっているっている専門機関専門機関専門機関専門機関にすぐにすぐにすぐにすぐ相談相談相談相談！！！！
このようなときはだれでもこのようなときはだれでもこのようなときはだれでもこのようなときはだれでも混乱混乱混乱混乱しますしますしますします。。。。
でもでもでもでも、、、、知知知知っているっているっているっている専門家専門家専門家専門家がしっかりがしっかりがしっかりがしっかり支支支支えることえることえることえること
ができますができますができますができます。。。。

自分自分自分自分のののの希望希望希望希望にににに沿沿沿沿ったったったったサービスサービスサービスサービスをををを、、、、知知知知っているっているっているっている
専門家専門家専門家専門家とととと相談相談相談相談しししし、、、、選択選択選択選択することができるすることができるすることができるすることができる。。。。

医療・介護が必要な状態

平成２０年１月「おおた高齢者見守りネットワークをつくる会」発足！

大田区大田区大田区大田区・・・・大田区社会福祉協議会大田区社会福祉協議会大田区社会福祉協議会大田区社会福祉協議会・・・・ 社団法人東京社会福祉士会社団法人東京社会福祉士会社団法人東京社会福祉士会社団法人東京社会福祉士会・・・・おおたおおたおおたおおた社会福祉士会社会福祉士会社会福祉士会社会福祉士会
社団法人社団法人社団法人社団法人 大森医師会大森医師会大森医師会大森医師会 ・・・・ 大森歯科医師会大森歯科医師会大森歯科医師会大森歯科医師会・・・・社団法人蒲田医師会社団法人蒲田医師会社団法人蒲田医師会社団法人蒲田医師会 ・・・・ 蒲田歯科医師会蒲田歯科医師会蒲田歯科医師会蒲田歯科医師会

蒲田薬剤師会蒲田薬剤師会蒲田薬剤師会蒲田薬剤師会 ・・・・地方独立行政法人地方独立行政法人地方独立行政法人地方独立行政法人 東京都健康長寿医療東京都健康長寿医療東京都健康長寿医療東京都健康長寿医療センターセンターセンターセンター

後後後後 援援援援

協賛病院 ４

協賛施設 ３

協賛医療・介護事業所 ３２ 協賛企業 １５

協力企業団体 ２協力包括支援センター ９

現 在

発足当時 １５名からのスタート

包括支援包括支援包括支援包括支援センターセンターセンターセンター２２２２
事業所事業所事業所事業所４４４４
企業企業企業企業１１１１



会の財源 ： 協賛事業所の協賛費。大田区の助成。
会の拠点 ： 現在は、地域包括支援センター入新井

協賛企業・事業所は、
金も出し、手も足も出し関わっている。

今今今今までまでまでまでイベントイベントイベントイベント２２２２回回回回、、、、セミナーセミナーセミナーセミナー２８２８２８２８回回回回！！！！
のべのべのべのべ３２００３２００３２００３２００名名名名のののの

みなさんのみなさんのみなさんのみなさんの参加参加参加参加がありましたがありましたがありましたがありました！！！！！！！！



SOSキーホルダーキーホルダーキーホルダーキーホルダー登録登録登録登録システムシステムシステムシステムはははは、、、、あなたがあなたがあなたがあなたが、、、、もしもしもしもし外出先外出先外出先外出先でででで突然倒突然倒突然倒突然倒れるなどれるなどれるなどれるなど、、、、

身元身元身元身元がががが確認確認確認確認できないできないできないできない状況状況状況状況でででで救急搬送救急搬送救急搬送救急搬送されたされたされたされた際際際際、、、、迅速迅速迅速迅速にににに身元確認身元確認身元確認身元確認がががが行行行行えるようにするためえるようにするためえるようにするためえるようにするため
のものですのものですのものですのものです。。。。
またまたまたまた、、、、認知症認知症認知症認知症のののの方方方方のののの徘徊徘徊徘徊徘徊などのなどのなどのなどの際際際際にもにもにもにも身元確認身元確認身元確認身元確認にににに役立役立役立役立つものですつものですつものですつものです。。。。キーホルダーキーホルダーキーホルダーキーホルダーがががが
目印目印目印目印になりになりになりになり、、、、搬送先病院搬送先病院搬送先病院搬送先病院やややや警察警察警察警察などがなどがなどがなどが、、、、さわやかさわやかさわやかさわやかサポートサポートサポートサポートへへへへ連絡連絡連絡連絡しししし、、、、あなたのあなたのあなたのあなたの登録状況登録状況登録状況登録状況をををを
確認確認確認確認することができますすることができますすることができますすることができます。。。。

大森大森大森大森・・・・六郷六郷六郷六郷・・・・田園調布地域田園調布地域田園調布地域田園調布地域にににに
おおおお住住住住まいのまいのまいのまいの65歳以上歳以上歳以上歳以上のののの方方方方がががが

対象対象対象対象になりますになりますになりますになります。。。。

・

〈〈〈〈表表表表〉〉〉〉

担当さわやかサポートの
連絡先が記載されています。

本人を確認するための番号
（登録番号）が記載されています。

〈〈〈〈裏裏裏裏〉〉〉〉

ＳＯＳみま～もキーホルダー
登録システム

外
出
先
に
は
キ
ー
ホ
ル
ダ
ー

自宅での万が一には、
このキーホルダー情報カード！！

情
報
の
更
新
は
、
「
つ
な
が
り
の
更
新
」

も
含
め
て
毎
年
誕
生
月
に
実
施

平成２１年８月１日申請開始！
大森地区で現在登録者１５００名

平成２２年６月以降、六郷地区でもスタート！
登録者１５００名。
田園調布地区でも平成２２年１２月より申請開始！！



スタッフスタッフスタッフスタッフとととと一緒一緒一緒一緒にみまにみまにみまにみま～～～～ものものものもの活動活動活動活動をしてくれるをしてくれるをしてくれるをしてくれる
みまみまみまみま～～～～ももももサポーターサポーターサポーターサポーターがががが、、、、地域地域地域地域にににに６０６０６０６０名誕生名誕生名誕生名誕生しましたしましたしましたしました！！！！

募集要項募集要項募集要項募集要項

対象

会費 前期・後期各２，０００円

本事業に賛同し、基本的に
月１回以上活動できる方

期間
●前期：４月１日 ～９月３０日

●後期：１０月１日～３月３１日

（半年毎、更新可能）

サポーターサポーターサポーターサポーター特典特典特典特典

サポーターサポーターサポーターサポーター証証証証、、、、及及及及びびびび、、、、活動活動活動活動のののの際使用際使用際使用際使用するするするするエプロンエプロンエプロンエプロンをををを
配布配布配布配布しますしますしますします。。。。

活動活動活動活動にににに必要必要必要必要なななな学習会学習会学習会学習会などになどになどになどに参加参加参加参加できますできますできますできます。（。（。（。（園芸園芸園芸園芸などのなどのなどのなどの
知識知識知識知識がなくてもがなくてもがなくてもがなくても大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫ですですですです））））

理学療法士理学療法士理学療法士理学療法士がががが指導指導指導指導するするするする、、、、月月月月1回回回回のののの公園公園公園公園リハビリリハビリリハビリリハビリやややや、、、、食事会食事会食事会食事会、、、、
そのそのそのその他自主他自主他自主他自主グループグループグループグループ活動活動活動活動にににに無料無料無料無料でででで参加参加参加参加できますできますできますできます。。。。

そのそのそのその他他他他、、、、イベントイベントイベントイベント開催開催開催開催などのおなどのおなどのおなどのお知知知知らせをしますらせをしますらせをしますらせをします。。。。

１１１１

２２２２

３３３３

４４４４

一緒に、
地域づくりに
取り組みま
しょう！！

４月のスタートは、人から忘れられた公園、
そして、レトロな名店街会館から・・・



現在は・・・・

みまみまみまみま～～～～ももももガーデンガーデンガーデンガーデン

みまみまみまみま～～～～ももももレストランレストランレストランレストラン

公園体操公園体操公園体操公園体操

シニアシニアシニアシニアのためののためののためののためのパソコンパソコンパソコンパソコン教室教室教室教室 写経写経写経写経のののの会会会会

そばそばそばそば打打打打ちちちち体験講座体験講座体験講座体験講座

こんな風に変わる予定です！！！



キーワードは、「社会参加」

いくついくついくついくつになってもになってもになってもになっても、、、、持病持病持病持病があってもがあってもがあってもがあっても、、、、１１１１人人人人でででで外出外出外出外出できなくてもできなくてもできなくてもできなくても、、、、そのそのそのその人人人人なりのなりのなりのなりの
社会参加社会参加社会参加社会参加のののの『『『『 場場場場 』』』』があるがあるがあるがある・・・・・・・・・・・・。。。。

ひとつのひとつのひとつのひとつの大大大大きなきなきなきな施設施設施設施設よりよりよりより、、、、地域地域地域地域にそんなにそんなにそんなにそんな場場場場がたくさんあることががたくさんあることががたくさんあることががたくさんあることが重要重要重要重要
なんですなんですなんですなんです！！！！！！！！

いくつになっても、行きたい場所がある！
それは、気軽に訪れることができる場所。

行きたいと思える場所！
そこには、友人・知人がいて、自分を待っていてくれる。

必要としてくれている。


