
視察報告書 
 
１ 実施年月日 平成２９年７月１３日～１４日  
２ 調査場所及び調査項目 

調査場所：鳥取県境港市、鳥取県南部町 
調査項目：境港市「認知症予防事業における行政・地域・施設との連携」 

南部町「鳥取型地域生活支援システムモデル事業」 
３ 参加者  

横田典之、田中志摩子、中山真由美  
４ 視察の概要（７／１３境港市）  
（１)視察の目的  

国内各地で地域包括支援システムの構築が行われつつある。それぞれの

地域で課題はさまざまであり、進捗もまちまちである。地域包括支援シス

テムでは、医療と介護が地域と連携して、住み慣れた自宅でいつまでも住

続けたいという住民希望や、特別養護老人ホームや介護付き有料老人ホー

ムの入居には、待機者が多かったり費用が高かったりすることの解決策と

して整備することを目的としている。 
伊勢原市では東海大学病院、伊勢原協同病院という３次医療、２次医療

病院が整っている一方、かかりつけ医を持つことや、自宅での介護サービ

スが十分受けられているとは言えないなどの課題がある。 
これらの課題解決のために、市の地域包括支援センターが活動を起こし、

地域と連携した医療や介護サービスを地域社会福祉協会の整備により充

実させている境港市の事例を学び市政に反映させるために訪問した次第

である。 
（２）境港市の歴史と特徴 

人口約３４、５４１人、面積２９．０２㎢ 
境港市は鳥取県北西部に位置する米子市の北側に隣接し、島根半島により

日本海から守られている地形で、古くから海運の要衝として栄えてきた街

で、昭和２９年に境町が周辺の渡村・外江町・上道村・余子村・中浜村の

5 か町村と合併して「境港町」になり、昭和３１年４月に「境港市」とし

て市政を施行した。 
 市内の境漁港は昭和２８年に第３種漁港に指定されたが、漁獲高の伸び

が著しく、昭和４８年には特定第３種漁港の指定を受けた。特定第３種漁

港は全国約３千ある漁港のうち１３港だけが指定を受けている、水産拠点

として位置づけられた漁港の証となっている。境港の漁業は、まき網、沖

合いいか釣、かにかご、沖合底引網等の沖合漁業と小型底引網、刺網、一



本釣等の沿岸漁業があり、中でもまき網漁業は本市の漁業の中心的な役割

を担っている。また堺港は日本海側の物流・人流の拠点として、中海・宍

道湖圏域の活性化と日本経済の発展に大きく貢献している。平成２２年８

月に国から重点港湾の指定を受け、直轄事業での港湾整備を重点的に行う

港湾に位置付けられた。さらに平成２３年１月にリサイクルポートに選定

され、循環資源の広域流動を促進するため静脈物流の拠点港としての第一

歩を踏み出し、平成２３年１１月には日本海側拠点港に選定された。 
 市内全域が平坦のため移動は大変し易い地形で、市役所、境港駅、米子

空港を発着する２ルートの市営コミュニティーバス（はまーるバス）が運

行して市民の利便性を図っている。 
（３）視察事業の内容 

あ 各種利用実態 
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い 認知症になっても安心して暮らせるまちづくり 
① 境港市地域包括支援センターの活動内容 

現在は市直営による地域包括支援センターを保健福祉部長寿社会

課内に設置し、社会福祉協会、医療機関、介護事業者及び地域ボラ

ンティアと連携しつつ、各種生活支援事業を行っている。従来は市

内２カ所に配置し委託業務で行っていたが、直営として市役所内に

事務所を移動したことにより、種々の手続きが一度に可能となった

点など、利用者からは好評とのことで、センター利用も２～３割増

加している。 
境港市の地域包括支援システムの特徴は、小学校区ごとに作られ

ている地区社会福祉協議会で、地域ごとの課題をそこが中心となっ

て住民と連携して対応している点である。この動きは元々当地の風

習として社協の活動が活発であったことに起因する。認知症予防事



業は地域包括支援センターが主導して各地に自主サークルを設置し

ている。 
現在の課題としては認知症サポーターの継続や増加をいかにする

かということになっている 
② 認知症予防自主サークル活動のあゆみ 

 平成１７年度より認知症予防のモデル事業として１２回の予防教

室を実施した。このことが地域に高評価を受け、継続したいとの要

望が強く出され、平成１８年度に「認知症予防自主サークル活動」

を開始した。サークル内では、認知症予防の目的、実施計画などを

検討。その協議には地域包括支援センターからも職員が参加し支援

した。サークルには２５人程度が参加し地域のサポートを行ってい

る。 
③ サークル活動は「自分たちの健康づくり」 

サークル活動の実施事項として、「認知症の理解者づくり」を行っ

た。これは認知症はだれでもかかるとのことから、正しい理解を広

めるとともに、身近の認知症患者を地域の全員で見守る体制を構築

するためのものである。具体的には後援会（８回３４３人参加）に

よる認知症の正確な理解、認知症患者と触れ合う認知症市民大会（１

回３００人参加）などを行った。 
これら認知症知識の普及活動と共に、認知症に関する相談窓口も

開き、本人及び家族に寄り添う個別相談を行った。これにより相談

から治療がスムーズに移行するなどにより、認知症の進行を遅らせ

ることや症状の改善が図られるなどの効果が上がっている。 
サークルは「自分たちで取り組める認知症予防のすすめ」を講座

として行うことにより認知症要望の推進役になっている。この自主

サークルの輪は市内全地区に広がり、活動開始から１２年を経て現

在では１５サークル２４６人が活動し市内の認知症予防に効果を挙

げている。 
５ 主な質疑応答  

質問１：サークル活動はどういったメンバーで構成されているのか。自治会

メンバーか。費用はどこから出ているのか 
回答１：地域社協で行っており、￥５００～￥１０００の会費で活動してい

る。会費は主な事務用品代などで、食事会や小旅行などのイベント経費（食

事代、交通費など）はその都度参加者から徴収している 
質問２：自主サークルが活発になった仕掛けは何か 
回答２：もともと地域社協に香典返しを渡す（香典返し分の費用を社協に渡



し、社協が飴などを購入して地域に配る）など、地域社協の活動が定着して

いた。そうした活動に認知症予防活動を加えたことで、地域に根差したサー

クルが発生した 
質問３：認知症で相談に来た人の悩みは、順調に解決できているのか 
回答３：相談の内容に応じて種々の資格を持ったメンバーが対応しているの

で概ね解決できている。特に認知症や介護にならないように、あるいは状態

が悪化しないようにという指導が多く、口腔ケアーや運動指導などを重点に

行っている 
質問４：口腔ケアーが必要というのはどのようなことから導き出したのか 
回答４：認知症相談者のニーズ調査からデータを分析したところ、認知症の

患者には「歯の疾患者が多い」「運動不足の人が多い」ことがわかった。そ

のことを対応することにより、認知症患者の増加や悪化の防止につなげてい

る 
質問５：この事業は地域包括ケアシステム全体の構築にも役立っているか 
回答５：少しずつ役立ってきている 
質問６：サークルの他に何か活動があるか 
回答６：ふれあいの家という高齢者の居場所づくりも行っている。サークル

やデイサービスと併用して参加している。ふれあいの家は￥３００／日の参

加費 
質問７：課題は何か 
回答７：人材の確保。サポーター講習会を継続的に行っているが、サポータ

ーも高齢化してきている。近年では小学校４年生の授業で、認知症サポータ

ーの講習を実施して底上げを行っている。諸学生が受けることにより家庭へ

の進展も図れるように期待している。 
質問８：小学校４年生向け講習会はどのような方法で実施できるようになっ

たのか 
回答８：はじめは教育委員会に交渉した。市内には核家族化は進展している

が、幸いにも近所におじいさんやおばあさんが住んでいるケースが多い。そ

うした家族が認知症になる可能性があるため、そうなったらどう対処すべき

かが重要であり、それを市民に浸透させるには小学生にまずは教えるべきだ

と話し納得してもらった。その後は毎年学校長に直接お願いしたりして継続

している。小学校側も積極的に取り組んでくれていて、学区側から問い合わ

せをいただくことも多い 
質問９：小学校でその他に行っている福祉関連の事業はあるか 
回答９：「赤ちゃん登校日」を５年生を対象に行っている。赤ちゃんと触れ

合うことで、命の大切さや小さいことのかかわりの大切さを実感できるよう



に工夫している。同様に高齢者や障碍者ともふれあいの機会を設け、社会で

支えることの大切さを学べるようにしている 
６ 視察の所感 

 市直営の地域包括支援センターの活動により、地域内に活動していた地域

社協と連動して認知症予防をはじめとする地域包括支援システムが、理想的

に動き出している様子を学ぶことができた。特に境港市では市の地域包括支

援センターが先導して地域包括支援システムの構築に効果を挙げていると

ころが特徴であった。 
 境港市を含むこの地域では、風習として行われている香典返しを地域社協

に預けるなど、地域でのお世話活動が地域社会協議会の活動として自治会活

動とは別に定着している点は注目するところであった。また市職員が地域の

人々と連携して、地域のための役に立つ活動を、地域の人が自主的に出来る

ようにうまく導いている点も学ぶべき点と思った。 
 伊勢原市で同様のことができるためには、活動をリードしていく職員と地

域のリーダーをいかに見つけ育てていくかがポイントであると感じる。関係

者と協議しながら、地域貢献を皆で行うムード作りを行っていきたい 
 
７ 視察の概要（７／１４南部町）  
（１) 視察の目的 

 堺港市と同様、島根県米子市に隣接する南部町では、県のモデル事業

地として開始された「鳥取型地域生活支援システムモデル事業」の終了

後、事業費１００万円／年を町が継続することにより、民間主導で事業

を行っているものである。南部町の特徴は、行政が計画し実施した事業

を、地域の民間人が協力し合いながら「自分たちの福祉は、自分たちで

行う」との精神で実施している点である。これらのことがどのように行

われているのかを視察し、伊勢原市での活用に生かすために訪問した次

第である。 
（２) 南部町の歴史と特徴 

人口１１，０９４人、面積１１４．０３㎢ 
鳥取県西部に位置する南部町は、平成１６年１０月１日、西伯郡西伯

町と西伯郡会見町が合併して誕生した。 
町域は豊かな自然に恵まれるとともに、県下有数の古墳密集地帯で、

大国主命の古事に由来する史跡・地名が多く見られ、律令国家以前から

豊かな文化が栄えた場所である。 
町の南側に鎌倉山（731m）など日野郡に連なる山地、北側に手間要害山

（329m）を挟んで平地・丘陵地が広がり、水田地帯と町の特産物である



柿・梨・いちじくなどの樹園地が形成されている。 
（３) 視察事業の内容 

あ 南部町の地域振興協議会 
町内を７つの振興区に分け、地域課題を解決する団体として設置。そ

の役割として以下の４つを定めた 
① 住民自身による安全安心なまちづくり 
② 住民自身による地域課題の解決 
③ 町民の意思集約及び調整 
④ 地域づくり計画の策定とその実行 

地域振興協議会の活動内容としては、従来の区長会が行っていた 
各集落の自治会活動と地区公民館が行っていた運動会、文化祭、

貸館業務などを、一括して行う組織とした。このことにより区長

が毎年変更したり、地区ごとの課題が異なっても、それぞれの地

区に応じた対応を行うことにより、課題解決を行えるようにした。 
い 地域振興協議会開設以前の活動状況 

社会福祉協議会が委託した「愛の輪協力隊１０人」が、独居高齢者

の見守り活動を行っていたが、見守り対象者数が少なく、地区を挙

げて行う活動ではなかった 
う 地域振興協議会開設 

平成１９年１０月に「地域振興協議会」が発足し、同事務局が独居

高齢者の安否確認などを、地区を挙げて行うことを地域福祉委員会

に提案。平成２０年９月より、地域福祉委員、愛の輪委員、民生委

員、地域振興協議会事務局などで、見守りやお世話が必要な独居老

人をリストアップ。見守り人と世話人の人員数を増強。 
平成２１年２月より、地域福祉力向上事業のモデル指定を受け、住

民流福祉総合研究所の木原先生を講師に支えあいマップを作製。マ

ップの特徴として 
① 当人に見込まれた（同意を得た）人を見守り人にする 
② 独身の息子と老母のペアも対象にする 
③ 助けられ上手の事例を収集しノウハウつくりを行う 
④ 協議会に入っていなくとも、困った人がいれば見守りを行う 
⑤ 一人も見逃さないをモットーに活動を行った。実施に向けて独

居高齢者へは面接アンケートを行い、どのようなサービスが必

要かを確認した。その後対象者の情報などを総見直した。実施

内容は以下。 
① 見守り対象者及び見守り人・世話人の見直し 



② 緊急連絡先の見直し 
③ 寝室の確認 
④ デイサービス利用状況の確認 
⑤ 異常時の確認方法や情報の伝達方法の協議と確認 

従来の課題として責任者の日中不在があげられ、昼間でも対応 
可能な自主防災体制の確立を急いだ。 

え コミュニティーホーム「西町の郷」開設 
① 開設の目的 

高齢者や障がい者などが、地域住民とのつながりの中で、可能な

限り地域で暮らせる住まいをモデル事業として、地域住民や高齢

者自身などのボランティアによる「地域コミュニティーホーム」

事業を県のモデル事業として平成２４年度～平成２６年度までの

３年間実施。事業費として空き家住宅の施設改修費として１，０

００万円、運営費として２００万円を受ける。実施内容として、

地域住民が必要に応じてホームを訪問し、見守り、食事の提供な

どの生活支援サービスを受けることを実施。医療や介護サービス

は、訪問医療や訪問介護を外部委託で実施。利用料金は￥３００

／日で利用者負担を極力軽減した。これにより、住宅の持つ地域

の人間関係の維持、低額でのサービス提供と「施設」のもつ安心

感などの両面をカバー。第３の住まいの在り方を提供している 
② ホームの概要 

デイサービスがない日や家族が勤務などで日中不在の高齢者や障

がい者を対象に、仲良しグループが集い安心な時間を過ごせるス

ペースを提供。登録料￥３０００／年、利用料￥３００／日（昼

食及びおやつ代含む）、開設日は月水金の１０：００～１６：００。

近所の方は徒歩で通うが、遠い方には男性スタッフ数名で自家用

車による送迎も行っている。 
ホームの概要は、ダイニング、リビングの他、個室が４室用意さ

れている。ショートステイの他、長期滞在も受け入れ可能。￥２

０００円／泊で食事代は別途となっている。それぞれサポート員

が宿泊するため、夜間のサポートも受けられる。 
③ スタッフの状況 

チーフ事業統括として協議会副支部長１名、施設長として介護士

及び民生委員が１名、サポート員として介護し１名、初任者研修

資格者５名、ケアマネージャー２名、栄養管理士１名、看護師２

名、歯科衛生士１名が従事。その他送迎スタッフが１４名。利用



者自身もその中に含まれ、自身で出来ることはできるだけ一緒に

行動するようにしている。 
 

８  主な質疑応答 
質問１：利用数の推移などの程度か 
回答１：平成２５年７月の開設当初は２．８人／日。その後順調に利用者数

を増やし、平成２８年１月には８．９人／日と最大になった。その後利用者

数は減少し、平成２９年６月現在は６．４人／日である 
質問２：地域コミュニティーホームの効果とメリットは何か 
回答２：効果としては、毎回日の利用開始時にバイタルチェック（体温、血

圧）を行っており、各種数値に対する意識が高まり体調管理が行き届くよう

になった。健康管理が行き届くようになったため、病気の早期発見、早期治

療が可能となり、医療費削減に役立っている。メリットとしては、同居家族

から「不在時の心配がなくなった」、サポート員が「僅かではあるが小遣い

が稼げる」、サポート員の生きがいになる、利用者の「定期的な外出の機会

になる」などが寄せられている 
質問３：今後の展開と課題は何か 
回答３：今後の展開としては、自宅付近で利用可能なようにホームの設置増

加を行い、サポート員とも昔からの知り合いで集える安心感と自由度の高い

ホームの設置が期待されている。また医療や介護施設との連携により、ショ

ートステイや長期滞在が更に可能になるように進展させることや、要支援者

への訪問支援を可能とする中で、地域の雇用確保にも役立てていきたい。課

題としては、運営資金の不足があげられる。現在は町より１００万円／年で

予算化されているが（実質は８５万円～９０万円／年）、ホームの増加によ

る予算増加は困難な状況。運営資金不足が懸念される。またボランティアが

利用者と共に高齢化をむかえている。ボランティアの効果的な確保も課題と

なっている 
質問４：独居高齢者の状況はどのようになっているか 
回答４：都道府県別高齢者の年金受給額は、２００９年度資料での全国平均

が８９，３２６円のところ、鳥取県は８４，１６５円と５，１６１円低い。

因みに平均賃金の全国平均は３１５，２９４円のところ、鳥取県は２６８，

９３９円で、４６，３５５円低い 
９ 所感 

地域包括支援システムの様々な先進事例の一つとして、住民側の自主的な

活動により効果を挙げている鳥取県南部町の活動実態を視察した。開始当初

は県のモデル事業として立ち上がったようであるが、実態としてのホームを



どこで行うかがなかなか見つからずに、施設中心者の奮闘により漸く見つか

ったようであった。また開設してからは利用者自身もその運営に関わり、食

事の準備や配膳の準備など、自分ができることは自分で行いこととして活動

している点に、スタッフを含め利用者も生き生きと作業を行っている様子が

うかがえ、とても好感が持てた。 
 地域包括支援システムの構築には、市が企画することによる、地域実態に

即した有効なシステムの立案と、住民の力を効果的に活用した地域力が相ま

って初めて有効に機能すると考える。 
 今回視察した境港市は、前者の市の企画力・実行力に富んだ事例であり、

南部町は後者の地域力を有効に活用したものであった。隣接する地域で、理

想的な両方の事例が視察できたことは大変興味深いことであった。特に南部

町では、この事業の推進にあたった公明党町会議員である細田元教（ほそだ

もとのり）氏からも、南部町は国が想定する地域包括支援システムの需要は

すでに過ぎており、将来形の地域包括支援システムを模索しているとの貴重

なご意見をお聞きできた点は大きな成果であったと思う。 
 伊勢原市では今後、様々な形で地域医療と介護の連携や、地域力を生かし

た住民による住民のための地域包括支援システムが考案されることになろ

う。市民とその実現に向けて、何をどのように構築し、どのような運営がな

されることが市民の希望なのかを、しっかり調査し、確実に立案できるよう

に今回の視察を生かしていきたいと思う。 
１０ 視察写真 

境港市視察 

    
南部町視察 

    
 


