
地域づくりのヒント！
～明日からできること～

大田区の人口統計

・総人口 ： ６９３，４０４人 （213,429人）

・高齢者人口： １４０，３３１人 （45,213人）

地域包括支援センター

・高齢者人口割合 ： ２０，２ ％ （2１,２％）

・区内 ： ２０ヶ所 （蒲田地区６ヶ所）

（愛称） さわやかサポート

（ ）内蒲田地区



●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。虐待へ
の対応や、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はセンターはセンターはセンターは包括支援包括支援包括支援包括支援センターはセンターはセンターはセンターは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・・・・看護師看護師看護師看護師、、、、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20202020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でセンターでセンターでセンターで
1111ヶヶヶヶ月月月月10000100001000010000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。。。。

0000 1000100010001000 2000200020002000 3000300030003000 4000400040004000 5000500050005000 6000600060006000 7000700070007000

住宅問題住宅問題住宅問題住宅問題

虐待・権利擁護虐待・権利擁護虐待・権利擁護虐待・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・転院入院・転院入院・転院入院・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・福祉用具関係住宅改修・福祉用具関係住宅改修・福祉用具関係住宅改修・福祉用具関係

区のサービスについて区のサービスについて区のサービスについて区のサービスについて

その他その他その他その他

介護保険関係介護保険関係介護保険関係介護保険関係

一人一人一人一人のののの相談相談相談相談がががが一一一一つのつのつのつの内容内容内容内容でででで
終終終終わらないということわらないということわらないということわらないということ。。。。
ここここここここ数年数年数年数年、、、、
ケースのケースのケースのケースの相談相談相談相談がががが多問題化多問題化多問題化多問題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。。。。

10000100001000010000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15000150001500015000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



これはあくまでこれはあくまでこれはあくまでこれはあくまで、、、、
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にセンターにセンターにセンターに

たどりたどりたどりたどり着着着着くことのできたくことのできたくことのできたくことのできた件数件数件数件数。。。。

ＮＨＫ「首都圏ネットワーク」放送
平成２０年10月9日特集

都会都会都会都会でででで暮暮暮暮らすらすらすらす

おおおお年寄年寄年寄年寄りのりのりのりの現実現実現実現実 大森大森大森大森



一人暮らし。
認知症があるケース。自らはＳＯＳを出せない。
第三者が金銭詐取の形跡あり。

Ａさん８９歳 女性

手手手手をさしのべたのをさしのべたのをさしのべたのをさしのべたのは・・・は・・・は・・・は・・・

高校時代高校時代高校時代高校時代のののの同窓生同窓生同窓生同窓生、、、、電話電話電話電話だけのつながりだけのつながりだけのつながりだけのつながり。。。。
心配心配心配心配だけれどもだけれどもだけれどもだけれども行行行行けない・・・けない・・・けない・・・けない・・・。。。。

Ａさんの場合

同窓生

電話だけの細い糸

本人

同窓生

本人
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

デイサービスデイサービスデイサービスデイサービス

後見人後見人後見人後見人

ヘルパーヘルパーヘルパーヘルパー

医医医医 師師師師

支援センター支援センター支援センター支援センター

行行行行 政政政政



認知症高齢者への対応は、その異変や
変化に「気づく」ことから始まる。

大都市部の高齢者の現状が
あります。

このような状況になるまで

「気づかれない！」

このような人が特別な人ではないんです。
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！



このようなこのようなこのようなこのような人人人人たちはたちはたちはたちは、、、、
地域地域地域地域でででで生活生活生活生活しているしているしているしている人人人人
にしかにしかにしかにしか見見見見えないえないえないえない。。。。

身近身近身近身近なななな人人人人でなければでなければでなければでなければ
早期発見早期発見早期発見早期発見がががが難難難難しいしいしいしい。。。。

・・・・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。。。。



『『『『病気病気病気病気やややや障害障害障害障害、、、、認知症認知症認知症認知症などでなどでなどでなどで支援支援支援支援がががが
必要必要必要必要とととと思思思思われるわれるわれるわれる状態状態状態状態であってもであってもであってもであっても、、、、
地域地域地域地域とのとのとのとの「「「「つながりつながりつながりつながり」」」」をををを断断断断ちちちち、、、、
ケアをケアをケアをケアを拒否拒否拒否拒否しているしているしているしている人人人人』』』』

（高齢者が一人でも安心して暮らせるコミュニティづくり推進会議 ２００８年）

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

２０１０年８月～９月 地域包括支援センターＮＨＫ全国アンケート

３万８５８８人！

「「「「元気元気元気元気」」」」とととと「「「「健康健康健康健康」」」」のののの定義定義定義定義ってってってって？？？？

・ 元気とは…活動の源となる気力

・ 健康とは…身体に悪いところがなく
心身が健やかなこと

元気≠健康

医療・介護サービスを利用していない人も含めて、
６５歳以上のほぼ２人に１人は、何らかの自覚症状を持っている。



高齢者高齢者高齢者高齢者にににに多多多多いいいい疾病疾病疾病疾病のののの特徴特徴特徴特徴

５５５５．．．．うつやうつやうつやうつや認知症状認知症状認知症状認知症状、、、、幻覚幻覚幻覚幻覚などのなどのなどのなどの精神症状精神症状精神症状精神症状がががが見見見見られやすいられやすいられやすいられやすい。。。。

４４４４．．．．後遺症後遺症後遺症後遺症をををを残残残残しやすくしやすくしやすくしやすく、、、、予後予後予後予後がががが、、、、治療治療治療治療・ケアやリハビリテーションの・ケアやリハビリテーションの・ケアやリハビリテーションの・ケアやリハビリテーションの

状況状況状況状況やややや生活環境生活環境生活環境生活環境などによりなどによりなどによりなどにより大大大大きくきくきくきく影響影響影響影響されるされるされるされる。。。。

３３３３．．．．高度高度高度高度なななな医療医療医療医療をををを要要要要するするするする緊急疾患緊急疾患緊急疾患緊急疾患（（（（ 脳脳脳脳、、、、心発作心発作心発作心発作、、、、転倒転倒転倒転倒・・・・骨折骨折骨折骨折、、、、感染症等感染症等感染症等感染症等 ））））

がががが生生生生じやすいじやすいじやすいじやすい。。。。

２２２２．．．．潜在的潜在的潜在的潜在的にににに老化老化老化老化によるによるによるによる病変病変病変病変がありがありがありがあり、、、、回復力回復力回復力回復力やややや予備能予備能予備能予備能力力力力がががが低下低下低下低下しているしているしているしている

１１１１．．．．複数複数複数複数のののの病気病気病気病気やややや障害障害障害障害をををを有有有有することがすることがすることがすることが多多多多いいいい。（。（。（。（７５７５７５７５歳以上歳以上歳以上歳以上でででで平均平均平均平均２２２２....６６６６個個個個 ))))

高齢者高齢者高齢者高齢者はははは、、、、医療医療医療医療やややや介護介護介護介護をををを必要必要必要必要としていなくてもとしていなくてもとしていなくてもとしていなくても、、、、
老化老化老化老化によるによるによるによる心身機能心身機能心身機能心身機能のののの低下低下低下低下からからからから、、、、
突然突然突然突然、、、、重症度重症度重症度重症度のののの高高高高いいいい状態状態状態状態になるリスクがになるリスクがになるリスクがになるリスクが高高高高いいいい。。。。

目標は、いつまでも
元気に暮らすこと！！

元気のポイントは、ズバリ！

自分自身が、
「元気！」って思えること！



自分で心がけること自分で心がけること自分で心がけること自分で心がけること
・疾病があっても、きちんと治療ができていること・疾病があっても、きちんと治療ができていること・疾病があっても、きちんと治療ができていること・疾病があっても、きちんと治療ができていること
・自分で考え、判断できること・自分で考え、判断できること・自分で考え、判断できること・自分で考え、判断できること
・自分でできることは、自分ですること・自分でできることは、自分ですること・自分でできることは、自分ですること・自分でできることは、自分ですること
・人とコミュニケーションがとれていること・人とコミュニケーションがとれていること・人とコミュニケーションがとれていること・人とコミュニケーションがとれていること
・地域（社会）とかかわって生活していること・地域（社会）とかかわって生活していること・地域（社会）とかかわって生活していること・地域（社会）とかかわって生活していること
・・・・「「「「いつまでも元気でいたいいつまでも元気でいたいいつまでも元気でいたいいつまでも元気でいたい・・・」と・・・」と・・・」と・・・」と思うこと！思うこと！思うこと！思うこと！

元気を支える3要素

どれがかけても、「元気」は支えられない！

専門職ができること専門職ができること専門職ができること専門職ができること
・専門的サポート・専門的サポート・専門的サポート・専門的サポート
・情報提供・情報提供・情報提供・情報提供
・高齢者自身の「元気でいたい」・高齢者自身の「元気でいたい」・高齢者自身の「元気でいたい」・高齢者自身の「元気でいたい」
とととといういういういう思いを実現するための思いを実現するための思いを実現するための思いを実現するための
お手伝いお手伝いお手伝いお手伝い

地域でできること地域でできること地域でできること地域でできること
・日ごろからの付き合い・日ごろからの付き合い・日ごろからの付き合い・日ごろからの付き合い
・見守り・見守り・見守り・見守り
・気付き・気付き・気付き・気付き
・さりげないサポート・さりげないサポート・さりげないサポート・さりげないサポート

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！！！！！！！！

いくつになってもいくつになってもいくつになってもいくつになっても、、、、行行行行きたいきたいきたいきたい場所場所場所場所があるがあるがあるがある！！！！
それはそれはそれはそれは、、、、気軽気軽気軽気軽にににに訪訪訪訪れることができるれることができるれることができるれることができる場所場所場所場所。。。。

行行行行きたいときたいときたいときたいと思思思思えるえるえるえる場所場所場所場所！！！！
そこにはそこにはそこにはそこには、、、、友人友人友人友人・・・・知人知人知人知人がいてがいてがいてがいて、、、、自分自分自分自分をををを待待待待っていてくれるっていてくれるっていてくれるっていてくれる。。。。

必要必要必要必要としてくれているとしてくれているとしてくれているとしてくれている。。。。



それぞれの地域で、
楽しく継続でき、
自分自身も役割や、やりがいが
持てる「「「「場場場場」」」」づくりづくりづくりづくりに
取り組みましょう！

私たち、地域包括支援
センターコーディネーターも
そんな皆さんを応援します！

大田区
大森地域での

活動紹介



平成２０年１月「おおた高齢者見守りネットワーク」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 ・・・・ 大森歯科医師会社団法人蒲田医師会大森歯科医師会社団法人蒲田医師会大森歯科医師会社団法人蒲田医師会大森歯科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
大田区薬剤師会大田区薬剤師会大田区薬剤師会大田区薬剤師会 ・・・・ 地域力推進六郷地区委員会地域力推進六郷地区委員会地域力推進六郷地区委員会地域力推進六郷地区委員会 ・・・・ 大田区介護支援専門員連絡会大田区介護支援専門員連絡会大田区介護支援専門員連絡会大田区介護支援専門員連絡会

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 ７ 協賛施設 ４

協賛医療・介護事業所 ３１

協賛企業 １９

現 在

発足当時発足当時発足当時発足当時
１５１５１５１５名名名名からのスタートからのスタートからのスタートからのスタート

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

商店街組合商店街組合商店街組合商店街組合・・・・大田区大田区大田区大田区とととと連携連携連携連携してしてしてして、、、、
サロンづくりにサロンづくりにサロンづくりにサロンづくりに取取取取りりりり組組組組んでいますんでいますんでいますんでいます！！！！

その名も！
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それは、
いくつになっても、行きたい場所！
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。

もっともっともっともっと日常生活日常生活日常生活日常生活のののの中中中中でででで専門職専門職専門職専門職とととと住民住民住民住民がががが
行行行行きききき交交交交うううう場場場場、、、、関関関関わるわるわるわる場場場場をつくりたいをつくりたいをつくりたいをつくりたい！！！！

「大田区立新井宿第一児童公園」は、
一昨年まではこんな公園でした・・・。



スタッフとスタッフとスタッフとスタッフ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～～～～もサポーターもサポーターもサポーターも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エプロンをするエプロンをするエプロンをするエプロンを
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やリハビリやリハビリやリハビリや、、、、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！！

みんなでみんなでみんなでみんなで土土土土をををを耕耕耕耕し・・・し・・・し・・・し・・・

みんなでペンキみんなでペンキみんなでペンキみんなでペンキ
をををを塗塗塗塗り・・・り・・・り・・・り・・・

みんなでみんなでみんなでみんなで花花花花をををを植植植植え・・・え・・・え・・・え・・・
木木木木のののの枝枝枝枝をををを切切切切り・・・り・・・り・・・り・・・



こんな風に生まれ変わりました！！！

一年間、商店街の会館をお借りして
ミニ講座をしてきました。

管理栄養士が、参加者の
皆さんのアイディアをも
とに、美味しい＆

楽しい食事を用意して
くれます。



一年間、商店街の会館をお借りして
ミニ講座をしてきました。◆◆◆◆ 公園体操公園体操公園体操公園体操 ◆◆◆◆

講師は、山王リハビリクリニック
の藍原さんと佐藤さん。

一年間一年間一年間一年間、、、、商店街商店街商店街商店街のののの会館会館会館会館をおをおをおをお借借借借りしてミニりしてミニりしてミニりしてミニ講座講座講座講座をしてきましたをしてきましたをしてきましたをしてきました。。。。

＜パソコン教室＞ ＜バンダナクラブ＞ ＜写経教室＞

＜総持寺バスツアー＞ ＜そば打ち体験＞＜陶芸教室＞



８月４日、柳本通り商店街内に
新たにオープンしました！

夏
祭
り

高齢者高齢者高齢者高齢者のいるのいるのいるのいる世帯世帯世帯世帯はははは全体全体全体全体のののの高齢者高齢者高齢者高齢者のいるのいるのいるのいる世帯世帯世帯世帯はははは全体全体全体全体のののの44444444割割割割、、、、そのうちそのうちそのうちそのうち「「「「単独世帯単独世帯単独世帯単独世帯」」」」・・・・「「「「夫婦夫婦夫婦夫婦のみののみののみののみの世帯世帯世帯世帯」」」」がががが過半数過半数過半数過半数割割割割、、、、そのうちそのうちそのうちそのうち「「「「単独世帯単独世帯単独世帯単独世帯」」」」・・・・「「「「夫婦夫婦夫婦夫婦のみののみののみののみの世帯世帯世帯世帯」」」」がががが過半数過半数過半数過半数



我我我我がががが国国国国におけるにおけるにおけるにおける平均寿命平均寿命平均寿命平均寿命

・・・・現現現現 在在在在（（（（2011201120112011年年年年））））

男性男性男性男性７９７９７９７９....５９５９５９５９歳歳歳歳
女性女性女性女性８６８６８６８６....４４４４４４４４歳歳歳歳83838383歳歳歳歳！！！！

85858585歳以上では歳以上では歳以上では歳以上では4444人に人に人に人に1111人が人が人が人が認知症認知症認知症認知症です。です。です。です。85858585歳以上では歳以上では歳以上では歳以上では4444人に人に人に人に1111人が人が人が人が認知症認知症認知症認知症です。です。です。です。

■■■■ 認知症認知症認知症認知症老人（老人（老人（老人（65656565歳以上）の年齢区分別出現率歳以上）の年齢区分別出現率歳以上）の年齢区分別出現率歳以上）の年齢区分別出現率

（％）（％）（％）（％）
30303030

20202020

10101010

0000

65656565～～～～69696969歳歳歳歳 70707070～～～～74747474歳歳歳歳 75757575～～～～79797979歳歳歳歳 80808080～～～～84848484歳歳歳歳 ８５歳以上８５歳以上８５歳以上８５歳以上

1.51.51.51.5％％％％

3.63.63.63.6％％％％

7.17.17.17.1％％％％

14.614.614.614.6％％％％

27.327.327.327.3％％％％



私たちが関わる大都市部地域
社会のこれからは、

「「「「一人暮一人暮一人暮一人暮らしでらしでらしでらしで
９０９０９０９０歳歳歳歳！！！！そして・・・そして・・・そして・・・そして・・・、、、、
なおかつなおかつなおかつなおかつ、、、、認知症認知症認知症認知症」」」」

というケースがごく普通になる。

素朴な疑問・・・

いざいざいざいざ、、、、介護介護介護介護がががが必要必要必要必要になったらになったらになったらになったら、、、、誰誰誰誰がががが
相談相談相談相談にににに来来来来れるのでしょう・・・・・れるのでしょう・・・・・れるのでしょう・・・・・れるのでしょう・・・・・？？？？？？？？？？？？

介護介護介護介護がががが必要必要必要必要になったらになったらになったらになったら、、、、
いつでもいつでもいつでもいつでも相談相談相談相談にににに
来来来来てくださいてくださいてくださいてください！！！！！！！！



地域生活地域生活地域生活地域生活のののの中中中中でのでのでのでの見守見守見守見守りからりからりからりから、、、、
適切適切適切適切なななな時期時期時期時期にににに
・・・・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
・・・・医療医療医療医療････保健保健保健保健････福祉福祉福祉福祉
専門職専門職専門職専門職につながるためのにつながるためのにつながるためのにつながるための
地域地域地域地域とのネットワークシステムとのネットワークシステムとのネットワークシステムとのネットワークシステム
がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。

介護保険サービスはこのような場合無力です！！

徘徘徘徘 徊徊徊徊

介護保険介護保険介護保険介護保険は、は、は、は、
申請をして初めて利用可能なもの。申請をして初めて利用可能なもの。申請をして初めて利用可能なもの。申請をして初めて利用可能なもの。
そして、ケアマネージャーと決めた計画をそして、ケアマネージャーと決めた計画をそして、ケアマネージャーと決めた計画をそして、ケアマネージャーと決めた計画を
もとに、定期的に行うサービスです。もとに、定期的に行うサービスです。もとに、定期的に行うサービスです。もとに、定期的に行うサービスです。

本人が歩きたいときに
歩きたい所に付き添ってくれますか？

本人だけでなく、
家族ぐるみで
面倒見てくれますか？

孤立して人の
つながりがない
寂寥感を埋めてくれますか？

知らない人が訪問してきた場合、
ヘルパーを呼ぶことは可能ですか？

消費者被害消費者被害消費者被害消費者被害

虐待虐待虐待虐待孤独死孤独死孤独死孤独死



これまでの医療は、
病気を治すことに
主眼を置く

「治す医療」が中心

予防を重視し、病を抱えながら
生活する患者と、その家族の
生活を支援する「支える医療」へ！

加齢加齢加齢加齢にににに伴伴伴伴いいいい、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな持病持病持病持病をををを抱抱抱抱ええええ
ながらながらながらながら、、、、ときにときにときにときに入退院入退院入退院入退院をくりかえしをくりかえしをくりかえしをくりかえし、、、、
医療医療医療医療とのかかわりをとのかかわりをとのかかわりをとのかかわりを持持持持ちながらちながらちながらちながら、、、、
住住住住みみみみ慣慣慣慣れたれたれたれた地域地域地域地域でででで暮暮暮暮らしているらしているらしているらしている。。。。

高齢者

医療サービス医療サービス医療サービス医療サービス介護・福祉サービス介護・福祉サービス介護・福祉サービス介護・福祉サービス

ちょっとした気遣い・ちょっとした気遣い・ちょっとした気遣い・ちょっとした気遣い・
支え合い・声掛け支え合い・声掛け支え合い・声掛け支え合い・声掛け

趣味・楽しみ・趣味・楽しみ・趣味・楽しみ・趣味・楽しみ・
社会的役割社会的役割社会的役割社会的役割

支援支援

お互いさまお互いさま

連携

協働

地域の中で「支援とお互い様の共同作業支援とお互い様の共同作業支援とお互い様の共同作業支援とお互い様の共同作業」が、今、大都市で求められています！！



あなたが、もし外出先で突然倒れるなど、身元が確認できない状況で救急搬送された際、あなたが、もし外出先で突然倒れるなど、身元が確認できない状況で救急搬送された際、あなたが、もし外出先で突然倒れるなど、身元が確認できない状況で救急搬送された際、あなたが、もし外出先で突然倒れるなど、身元が確認できない状況で救急搬送された際、
迅速に身元確認が行えるようにするためのものです。迅速に身元確認が行えるようにするためのものです。迅速に身元確認が行えるようにするためのものです。迅速に身元確認が行えるようにするためのものです。
また、認知症の方の徘徊などの際にも身元確認に役立つものです。また、認知症の方の徘徊などの際にも身元確認に役立つものです。また、認知症の方の徘徊などの際にも身元確認に役立つものです。また、認知症の方の徘徊などの際にも身元確認に役立つものです。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
目印になり、搬送先病院や警察などが、さわやかサポートへ連絡し、あなたの登録状況を目印になり、搬送先病院や警察などが、さわやかサポートへ連絡し、あなたの登録状況を目印になり、搬送先病院や警察などが、さわやかサポートへ連絡し、あなたの登録状況を目印になり、搬送先病院や警察などが、さわやかサポートへ連絡し、あなたの登録状況を
確認することができます。確認することができます。確認することができます。確認することができます。

４年前、４年前、４年前、４年前、みまみまみまみま～もから誕生したキーホルダーシステムが、～もから誕生したキーホルダーシステムが、～もから誕生したキーホルダーシステムが、～もから誕生したキーホルダーシステムが、
Ｈ２４年度より、大田区の高齢者施策になりました！Ｈ２４年度より、大田区の高齢者施策になりました！Ｈ２４年度より、大田区の高齢者施策になりました！Ｈ２４年度より、大田区の高齢者施策になりました！

また、全国の自治体からの問合せも殺到しています！また、全国の自治体からの問合せも殺到しています！また、全国の自治体からの問合せも殺到しています！また、全国の自治体からの問合せも殺到しています！

・

〈〈〈〈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〉〉〉〉

高齢者見守りキーホルダー
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！
大田区内９地域包括支援センターで
平成２３年３月時点 登録者４０００名！

そして、さらに！！



平成２４年度から
大田区のサービスとして
スタートしました！！

対象者１４万人！
平成24年11月現在 登録者

１２１２１２１２,３３３３００００００００人人人人！！！！


