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平成 30年度 生活支援体制整備事業の取り組み状況（中間報告） 

 

１ 目的（介護保険法第 115条第 2項第 5号 生活支援体制整備事業） 

単身や夫婦のみの高齢者世帯、認知症の高齢者が増加する中、医療、介護のサービス提供のみなら

ず、地域住民に身近な存在である市町村が中心となって、生活支援サービスを提供する事業主体と連

携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図っ

て行くことを目的とする。（国：地域支援事業実施要綱より） 

 

２ 生活支援コーディネーター及び協議体とは 

高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備を推進していくことを目的とし、地域において、

生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能（主に資源開発やネット

ワーク構築の機能）を果たす者を「生活支援コーディネーター」という。（市では嘱託職員１名（第一

層）及び社会福祉協議会への委託により９名（第二層）を専従で配置済み。） 

協議体は、その生活支援・介護予防サービスの体制整備に向けて定期的な情報の共有・連携強化を

図る場で、多様な主体間の情報共有及び連携・協働による推進体制を整備する。 

 

【参考：生活支援コーディネーターの役割】 

項目 生活支援コーディネーターの活動例 

具
体
的
な
機
能
と
取
り
組
み 

意識の醸成 シンポジウムの開催やリーフレットの配布等による普及啓発 

地域資源の発掘・育成 
■地域課題や資源、ニーズの把握 

■活動団体や担い手の養成、質の向上 

ネットワーク構築 協議体の開催や地縁組織が開催する会議等への参加 

マッチング 地域課題やニーズと社会資源をマッチング（繋ぐ）、地域への情報提供 
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３ 高齢者福祉専門分科会における協議体（第一層）の役割 

（１） 地域課題やニーズ、既存の地域資源を踏まえた、市の施策立案や方針への意見 

  第二層（日常生活圏域）にて実施する協議体で検討された課題やニーズのうち、地域主体で解決

することができない事項（市全域で検討する内容や新たな施策が必要と思われる課題等）への対応

について協議し、次期高齢者計画・介護保険事業計画や生活支援コーディネーターの活動方針への

反映等に繋げる。 

 

（２） 自助・互助の地域づくりにおける関連機関の意識統一 

  生活支援体制整備事業に関する活動内容（生活支援コーディネーターの活動や地域主体で行われ

ている取り組み）や今後の展開等について情報共有を行う。 

 

４ 生活支援体制整備の実施状況（中間報告） 

（１） 第一層生活支援コーディネーター（市）の取り組み 

ア．介護支援専門員向け「地域援助技術」の講師（生活支援体制整備の研修） 

ケアマネ現任研修Ⅱ 概要 

介
護
支
援
専
門
員 

日時 平成 30年 6月 15日 18時 30分～21時 

八王子市における生活支援 
生活支援体制整備事業説明、住民主体活動の事例紹介 

講師：第一層生活支援コーディネーター 林 一矢 

住民主体の活動紹介 
館ヶ丘団地の取り組み 

講師：元シルバーふらっと相談室館ヶ丘室長 今泉氏 

主
任
介
護
支
援
専
門
員 

日時 平成 30年 10月 19日 18時 30分～21時 

八王子市における生活支援 
生活支援体制整備事業説明、住民主体活動の事例紹介 

講師：第一層生活支援コーディネーター 林 一矢 

住民主体の活動紹介 
新しい地域社会資源の使い方（フードバンクとは何か？） 

講師：一般社団法人フードバンク八王子代表 國本氏 

 

        ＜受講者の声（主任介護支援専門員向け）＞ 

        ・地域の方々が作り上げたネットワークを 

         是非使ってみたいと思うようになった。 

        ・地域資源を知ることができた。 

        ・新しい切り口での講義でとても学びに 

         なった。 

        ・まずは地域のネットワークを知るところ 

                     から始めたいと思う。 

        など 

できた, 

52% 

だいたいで

きた, 

37% 

あまりでき

なかった, 

11% 

講義内容について理解できたか 
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イ．地域資源の見える化「地域包括ケア情報サイト」の公開 

 高齢者の日常生活における多くの困りごとの支援情報（医療機関や介護施設の情

報、地域のボランティアの皆さんによる「生活支援サービス」など）を目的や地図

によって、検索することが可能なWebサイトを公開。（平成 30年 8月 1日～） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ．担い手養成研修の開催 

 高齢者の日常生活における様々な困りごとに対し、住民が主体となって支援する際に必要となる

基本的な知識を習得するための研修（地域助け合い活動応援講座）を実施。 

 

項目 内容 

開催回数 

・場所 

年 4回（8月 6日、9月 21日、11月 21日、1月 25日） 

横山南市民センター、クリエイトホール、南大沢市民センター、浅川市民センター 

受講者数 平成 30年度受講者数 ７７人（平成 31年 1月開催申込者含む） 

講座内容 

（30年度） 

9時 45分～16時 30分 

プログラム① 高齢者福祉の概要・地域の助け合い活動 

プログラム② 高齢者の心身について 

プログラム③ 個人情報と緊急時の対応・生活支援のコツ 

プログラム④ ロールプレイ 

プログラム⑤ 地域活動の支援・団体の立ち上げ支援について 

プログラム⑥－1 住民主体による訪問型サービス事業について 

プログラム⑥－2 既存の活動団体の紹介 

プログラム⑦ 意見交換 
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参考：住民主体による訪問型サービスの提供団体数と助け合い活動応援講座受講生の推移（目標） 

 

 

エ．先進自治体への視察 

  生活支援体制整備の充実と生活支援コーディネーターの質の向上を目的とした先進市への視察を

行い、八王子市における生活支援コーディネーターの活動（主に協議体の運用）の参考とする。 

項目 視察概要 

日程・場所 平成 30年 12月 26日 群馬県 福祉部長寿社会課 地域包括支援担当 

状況 

・人口 374,333人 高齢者人口 102,703人 高齢化率：27.4％（11末現在） 

・日常生活圏域 26圏域 

・生活支援コーディネーター：第一層 3名、第二層 地域包括支援センター（26） 

（１層の内訳：市職員、社協職員、ＮＰＯ法人） 

視察者 
高齢者福祉課 3名、高齢者いきいき課 2名、生活支援コーディネーター10名 

（一層 1名、二層 9名）、社会福祉協議会 CSW 1名  計 16名 

主な 

内容 

 国の先進事例で紹介される高崎市の生活支援体制整備事業の進め方や生活支援コ

ーディネーターの活動、協議体の立ち上げプロセス等に関する意見交換 

・ 活動意欲のある個人が地域課題に取り組む場として「協議体」を立ち上げ。 

・ 住民意識の醸成が重要であることから、時間をかけて普及啓発に取り組んでいる。 
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訪問Ｂ団体数 受講者数（延べ） 

第二層生活支援コーディネーター配置（6名） 

訪問Ｂの試行実施（H29本格実施） 

第二層生活支援コーディネーター増員（9名） 
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（２） 第二層生活支援コーディネーターの取り組み及び協議体の開催状況 

ア．第二層生活支援コーディネーター取り組み紹介 

 第二層生活支援コーディネーターが実施した好事例の一部を紹介する。 

いずれも地域課題やニーズに基づき、地域主体で解決するための仕組みづくりに取り組んだもので、

その内容は社会資源の状況により多様である。 

 

  【活動地域別の好事例紹介】 

① 北部（左入） 

【地域課題から】 

高齢者あんしん相談センターか

ら、認知症当事者の方が集える

居場所がないかという相談あり。 

 

地域にある空き家（以前より生活支援コーディネーターが把握してい

た活用可能な空き家）を活用した居場所に関する情報を提供。 

認知症当事者も集える居場所のひとつとして、新たな通いの場の立

ち上げを支援した。（地域資源に関する情報共有と有効活用） 

 

 

 

 

 

 

 

② 西部（元八王子、もとはち南、川口、恩方） 

【地域課題から】 

山間部が多い地域のため、高

齢化もあり移動や買い物といった

日常生活における困りごとが増え

ている。 

また、バスの本数も少ないため

特に買い物が困難な地域があ

る。 

 

地域課題を解決するため、生活支援サービスを提供する住民団体の

立ち上げを積極的に提案・支援。（本年度 6団体立ち上げ） 

また、団体の創意工夫によりサービス内容のひとつとして、スーパーの

移動販売車が駐車する場所まで高齢者を送迎する、移送支援と一体

になった新たな生活支援の取り組みも始まっている。 
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③ 西南部（めじろ、高尾、長房、寺田） 

【地域ニーズから】 

社会福祉法人が運営する保

育園から、地域に開かれた保育

園として住民との交流を図りたい

という相談あり。 

社会福祉法人が運営する保育園と連携し、高齢者の介護予防を

目的とした園児との交流（会食）や講座の開催をコーディネート。 

保育園を会場とすることで、高齢者も楽しく通うことができ、園児にとっ

ても高齢者と触れ合う機会が生まれた。 

 

平成 30年度 全 3回実施 

・言語聴覚士による健康講座 

（口腔機能の維持・向上） 

・園児と一緒に体操 

・希望者は園児と一緒に食事 

（保育園の給食を提供） 

④ 中央部（旭町、中野、子安、大横） 

【地域ニーズから】 

障害者支援団体から、事務ス

ペースが空いているため、地域向

けに幅広く開放し、誰もが利用で

きる通いの場としたい。 

 

中心市街地にある障害者支援団体の拠点を活用し、誰でも集える

居場所の開設に取り組むため、高齢者あんしん相談センターや民生委

員、地域住民等が参加する協議体を開催。 

地域共生社会の実現に向けた新たな 

居場所の開設に向け、分野を越えた関係者 

間の連携した取り組みを推進している。 

 

⑤ 東南部（長沼、片倉） 

【地域課題から】 

坂道が多く、高齢者が歩いて

バス停やスーパー等まで行くことが

困難である。 

高齢者の免許返納が増えてき

たことから、車を運転することがで

きず、買い物に行けない高齢者も

増えてきた。 

 

坂道が多く高齢化の進行が著しい地域で活動する住民主体の団体

から買い物支援の提供に関する相談を受け、スーパーまでの送迎を含め

た買い物ツアーの実施に連携して取り組む。ボランティアが車で送迎を行

うとともにスーパーでの買い物に付添い、見守りと買い物した荷物の持ち

運びを行っている。 
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⑥ 東部（南大沢、堀之内） 

【地域ニーズから】 

ドラッグストアから、店舗内にあ

るフリースペースを地域住民に活

用してもらいたいので相談したいと

連絡あり。 

ドラッグストアと住民、高齢者あんしん相談センター等を含め、地域課

題やニーズの情報共有を図り、様々な催しが可能となる地域交流の場

として活用することとなった。 

健康測定会の実施や介護に関する相談会といった専門的なものか

ら、今後はＮＰＯが主体となる地元野菜の直売等が企画されるように

なり、ドラッグストアが大きな地域資源として機能している。 

 

 

 

 

 

 

※ 生活支援コーディネーターは、地域課題やニーズを踏まえ、解決できる関係機関をひとつの社

会資源として取り組みの提案（相談）や事業化に向けた調整を行う。 

※ 第一層生活支援コーディネーターは、第二層生活支援コーディネーターからの相談を受けるほ

か、各地域にも同行した現地での支援も実施する。 

 

イ．日常生活圏域を対象とした第二層協議体の開催状況（平成 30年 12月末現在） 

項目 実施圏域 概要 

開催済み 

11圏域（旭町、左入、中野、南大

沢、元八王子、片倉、堀之内、子

安、もとはち南、大横、恩方） 

日時：平成 30年 11月～12月にかけて開催 

参加：高齢者あんしん相談センター、高齢者サロ

ン団体・生活支援ボランティア団体、民生児童委

員、居宅介護支援事業所、NPO 法人、住民協

議会、町会・自治会 等 

※内容については、平成 31 年度第１回生活支

援協議体にて報告予定 

今後開催 6圏域（高尾、めじろ、長沼、川口、長房、寺田）※年度末までに開催 

※ 上記のほか、町会・自治会や団地等を範囲とした小規模の協議体を、平成 30 年 9月末現在

各圏域内で延べ 39回開催している。（地域課題やニーズにより随時開催） 
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（３） 八王子市の生活支援体制整備事業の周知 

  地域住民をはじめ、医療や介護の専門機関、民間企業といった多様な主体による重層的な生活支

援体制を構築するため、地域団体の活動状況や生活支援コーディネーターの活動紹介、推進のプロ

セス等、様々な手法や機会を活用した普及啓発を実施。 

項目 概要 

普
及
啓
発
活
動
（
例
） 

リーフレットの配布 生活支援コーディネーター紹介、事業説明リーフレット配布 

ＰＲ動画の作成 東京造形大学と連携したＰＲ動画を作成（シンポジウム等で活用） 

イベントへの参加 健康・食育フェスタ、お父さんお帰りなさいパーティー等への参加 

広報 広報紙やホームページでの地域活動団体紹介 

市民向け研修・講座 

の開催 

（H30.12月末現在） 

・地域住民向け「助け合い活動応援講座」の開催 

・大学での「地域包括ケアシステム」講義（薬科大学、創価大学） 

・市内外の団体からの依頼による講義やシンポジウムへの登壇 

・出前講座「地域包括ケアシステムってなに？」開催（5回 83人） 

 

５ 今後の展開（予定） 

地域福祉推進拠点（コミュニティ・ソーシャルワーカー）との更なる連携や生活支援コーディネー

ターの活動充実に取り組むとともに、第二層協議体での議論を踏まえ、地域課題の解決に向けた住民

主体の取り組みを推進する。 

 

 【今後の第二層生活支援コーディネーターの配置予定】 

地域（日常生活圏域） 高齢者人口 現在配置 今後 増減 

北部（左入） 12,264人 1名 2名 1名増 

西部 

（川口、元八王子、もとはち南、恩方） 
31,127人 2名 2名 - 

西南部 

（高尾、めじろ、長房、寺田） 
30,182人 2名 2名 - 

中央部 

（旭町、中野、子安、大横） 
31,672人 2名 2名 - 

東南部（長沼、片倉） 20,136人 1名 2名 1名増 

東部（南大沢、堀之内） 22,716人 1名 2名 1名増 

計 148,097人 9名 12名 3名増 

※ 高齢者人口は平成 30年 9月末時点 


