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柏市役所 保健福祉部  

地域医療推進課 

柏市における 
地域包括ケアシステム構築に 

向けた取組み 
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人口：４１７，２１８人 
 ※うち，高齢者人口： 
   １０５，７９９人 
 高齢化率：２５．３６％ 
（平成３０年４月１日現在） 

柏市について 

 柏市は，東京都心から約３０kmにあり，高度経済成長を 
機に人口が増加し発展したまち 

ＪＲ柏駅から 
 上野駅まで約２９分 
 東京駅まで約３２分 
 （上野東京ライン） 

つくばエクスプレス 
 柏の葉キャンパス駅から 
  秋葉原駅まで約３０分  
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手賀沼周辺地区（東部ゾーン） 

柏駅周辺の様子（中央ゾーン） 

リフレッシュプラザ（南部ゾーン） 

柏の葉周辺地域の開発（北部ゾーン） あけぼの山農業公園（北部ゾーン） 

3 柏市について 

柏レイソル（中央ゾーン） 
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○全人口は平成37年をピークに増加し，その後は減少傾向に転じる見込み。 
○しかし高齢者人口は増加傾向で推移し平成62年まで増加。 
   高齢化率は平成37年には27.0%，平成62年には33.1%になると予測。 

柏市が直面する高齢化の状況 
 柏市第７期高齢者いきいきプランより 
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○平成30年4月1日現在，高齢者人口は 105,799人（高齢化率25.36%） 
○今後，前期高齢者は減少する一方，後期高齢者は増える。平成33年には後期高齢者 
 が前期高齢者を上回る見込み。 
○また，平成42年には後期高齢者人口が70,000人に達する見込み。平成22年には約 
 30,000人であったが20年で2.17倍となり，同時期の全国1.61倍や千葉県2.02倍に 
 比較して急激に増加することが予測されている。 

柏市第７期高齢者いきいきプランより 
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○要介護認定者はH27年には14,385人でしたが，H37年には26,095人 
 と，8割程度の増加の見込み。第1号被保険者のうち，要介護認定者の割合 
 （認定率）は ，H27年：14.2%⇒H37年：22.9％へ達する見込み。 

柏市第７期高齢者いきいきプランより 
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柏市豊四季台地域高齢社会総合研究会 協定の締結 

平成22年５月から５ヵ年 

１ 在宅医療の推進 
２ 在宅医療を担う医療・介護職の育成 
３ 生きがい就労・生きがい支援 
４ 生涯学習 
５ 高齢者等の住宅 
６ 移動手段 
７ その他，必要と認める事項 

当初協定の主な連携事項 

１ 在宅医療の推進 
２ 在宅医療を担う医療・介護職の育成 
３ 生きがい就労・生きがい支援 
４ 生涯学習 
５ 高齢者等の住宅 
６ 移動手段 
７ 生活支援サービス 
８ 健康づくり・介護予防 
９ その他，必要と認める事項 

平成27年５月から 継続中 

変更後の主な連携事項 

H22年当時，高齢化率が40%を越えていた豊四季台団地地域をモデルとして，「高齢社会の安心で豊かな暮し方
・まちのあり方」を柏市，東京大学，ＵＲ都市機構の三者で議論し，実践するために協定を締結 
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柏市豊四季台地域高齢社会総合研究会 第1フェーズから第2フェーズへ 

H22 23 24 25 26 27 28 29 

【体制・ルールの構築】 

【モデル開発】 

【調査研究】 

【普及と定着，質や機能の向上】 

【生きがい就労の全市展開】 

【フレイルチェックの実践・拡大・定着】 

第1フェーズ 2010～2015 

在宅 
医療 

介護
予防 

社会
参加 

住まい 

情報共有システムの構築 
  ICTを活用し，患者の情報を医療・介護職で共有し，多職種連携を推進 

生活
支援 

2千人の追跡健康調査 
       ⇒フレイル予防プログラム開発 

生きがい就労創成 

拠点型サ高住の誘致 

更なる在宅医療推進体制の構築 
 主治医・副主治医制の機能強化，訪看STの基盤強化 

地域支え合い会議設立・運営支援 

フレイル 
チェック事業 

フレイル予防プロジェクト2025 

在宅医療・介護サービス拠点の検討 

【豊四季台】 

【各コミュニティエリア】 

シルバー人材センターによる全市展開 

セカンドライフプラットフォーム事業 
（厚労省モデル事業第１期） 

セカンドライフプラットフォーム事業 
（厚労省モデル事業第２期） 

【その他の地域】 

市民への啓発 
  民生委員等地域住民への啓発，在宅医療情報誌「わがや」の発行 

在宅医療を行う医師等の増加及び多職種連携の推進 
  顔の見える関係会議，在宅医療研修の開催等 

在宅医療に対する負担を軽減するバックアップシステムの構築 
  主治医・副主治医制度の構築，病院のバックアップ機能を確保（10病院会議にて） 

柏
地
域
医
療
連
携
セ
ン
タ
ー
開
業 

多職種連携の質，機能の向上 
 「患者，家族の意思決定を支える」ためのプログラムの開発 
 総合特区事業所を核としたトータルヘルスケアステーションの創設 

在宅医療への取り組み成果の見える化 
 ICTシステムから抽出した患者・家族の声等をHP等に掲載する
など，市民が在医療のイメージをしやすい情報を発信 

在宅医療・介護連携の評価指標の設定 

在宅医療 
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１．在宅医療の取り組み 
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在宅医療・介護連携に取組んだ背景ときっかけ 

千葉県の都市部 
 

入院患者は 

増え続ける 

柏市の病床利用率は８５．１％（Ｈ２３） 

このままでは近い将来，病床は高齢者
でいっぱいになる恐れがある。 

（出典）：千葉大学による推計 

○ 病床利用率 
 （出典）平成23年病院報告（厚生労働省） 

病床利用率（％） 

（再掲） 

精神科病院 

（再掲） 

一般病院 

柏市 87.0 92.6 85.1 

全国 81.9 90.6 80.2 

千葉県 79.7 90.0 77.6 

千葉市 76.6 78.2 76.3 

船橋市 81.5 92.6 76.7 

①長寿化進展による慢性疾患患者の増加 

 「病院完結型」から，在宅生活を支える 

  「地域完結型」の医療・介護サービスが必要 

②終末期の療養場所 

 市民の希望は「自宅」が多い， 

 実際は病院で亡くなる方が８割の状況 

【★プロジェクトの推進方針★】 
市と医師会が理念を共有し、多職種と手をつ
なぎながら，在宅医師等の増加、連携づくり、
市民啓発を行おう！ 
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当初の課題認識 目指したもの ５つの取り組み 

 
 医師の24時間356日対応

への負担感や，専門領域
外への診療への不安感も
あり，そもそも在宅で診
療を行う医師が少ない 

 
 医療職・介護職それぞれ

がサービスを提供してい
るため，連携に乏しい 
 

 患者・家族は，そもそも
入院以外に「在宅医療」
という選択肢があること
を知らない場合が多い。 
 

 
 在宅医療が必要な患者を一

部の医師により「点」で支
えるのではなく，市域全体
をカバーすることによって
「面」への広がりを持たせ
る 

 
 医療職・介護職等の「多職

種が連携」することにより，
安心で質の高いチームケア
を提供することができる体
制の構築 
 

 市民に「在宅医療の必要
性・重要性」を理解しても
らう 

1. 在宅医療に対する負担を軽
減するバックアップシステ
ムの構築 
⇒主治医・副主治医制の構
築(P10)，病院のバックアッ
プ体制の確保(P15) 

2. 在宅医療を行う医師等の増
加及び多職種連携の推進 
⇒在宅医療研修(P30)，顔の
見える関係会議(P4) 

3. 情報共有システムの構築 
⇒クラウドを使い，関係職
種同士がリアルタイムに患
者の情報を共有(P27) 

4. 市民への啓発，相談・支援 
⇒地域への啓発活動，在宅
医療情報紙「わがや」発行
(P31) 

5. 上記を実現する中核拠点
（地域医療拠点）の設置 
⇒H26年4月に柏地域医療
連携センターを開設(P6) 

 

これまでの主な取り組み 

・柏市と医師会がタイアップ 
・多職種を巻き込んだ関係づ 
  くり 
・市民啓発 

※Ｐ＝柏モデルガイドブック対応ページ 
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【在宅医療の推進にあたり必要な視点】 
●住み慣れた地域（日常生活圏域）におけるサービスの整備 
●訪問看護，ケアマネ，地域包括支援センターなどの各種介護保険サービスとの連携調整 
  
  （都道府県ではなく）市が主体性を持ち，地域の医師会と連携して取り組むことが必要 

●平成22年（プロジェクト開始年）に保健福祉部（介護保険部署）にプロジェクト専属の 
 組織「福祉政策室」を設置（当時4名） 
●在宅医療を推進するにあたっては，介護保険事業と一体的に取り組む必要があるため， 
 第5期介護保険事業計画（H24年度～H26年度）において，「在宅医療の推進」を明記 

【柏市の組織体制と計画への位置づけ】 

＜参考＞組織体制の沿革 

H22：福祉政策室を設置（4名） 
H24：室内の業務を政策担当と在宅医療支援担当に分け，8名に増員 
H25：11名に増員（うち歯科衛生士1名，保健師4名） 
H26：臨時職員（専門職）3名を配置し，13名体制 
H27：在宅医療支援担当を課内室へ（地域医療推進室） 
H29：課内室を単独課へ（地域医療推進課） 
H30：現在の体制→課長1名（事務職），職員９名（事務職3名，保健師6名）， 
         臨時職員3名（医療相談員2名，事務補助員1名） 

 在宅医療の推進主体：行政としての組織体制 
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事務局：柏市 
委   員：柏市医師会（診療所，病院），柏歯科医師会 
      柏市薬剤師会，柏市訪問看護ステーション連絡 
      会，柏市介護支援専門員協議会，地域包括支 
      援センター，柏市在宅リハビリテーション連絡会， 
      東葛北部在宅栄養士会，介護サービス事業者 
      協議会，柏市社会福祉協議会，柏市ふるさと協 
      議会連合会 ほか 

柏市における在宅医療・介護連携の体系 

柏市在宅医療・介護多職種連携協議会 

・在宅医療・介護多職種連携ルールの作成 
・在宅医療推進のための行政施策への反映 など 

多職種連携・ 
情報共有システム 

部会 
研修部会 啓発・広報部会 

情報共有システム
や多職種連携ルール
について議論 
必要に応じ個別症
例の検討 

在宅医療多職種連
携研修，顔の見える
関係会議等の計画と
実施 
通年で在宅医療・
地域医療をテーマと
した研修を企画運営 

在宅医療を始め
とする地域医療に
関して，市民に向
けた普及・啓発活
動の方向の検討 
広報・啓発ツー
ルの作成と実践 

10病院地域連携会議 在宅医療第2フェーズWG 意思決定支援検討WG 
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○ 柏市医師会・柏歯科医師会・柏市薬剤師会の共同で，柏市豊四季

台団地の中心部に建設（２階建て：約１，０００㎡） 

○ １階では柏市地域医療推進課が執務 

○ 地域医療の推進と多職種連携の拠点 

 

○ 患者が病院から在宅に戻る際の調整支援機能 

   主治医・副主治医，多職種の調整 

○ 医師・多職種による在宅医療・看護・介護のコーディネート機能 

○ 在宅医療に係る主治医及び副主治医の研修機能 

○ 市民相談・啓発機能 

柏地域医療連携センターの概要 

柏地域医療連携センターの機能 

平成２６年４月に運営開始 

 
○ 正規職員・・・一般行政職：４名， 保健師： ６名 

〇非常勤職員・・医療相談員：２名（看護師・介護支援専門員資格あり），事務職員：１名 

柏地域医療連携センターの職員配置 

 中核拠点（柏地域医療連携センター）の設置 
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柏地域医療連携センターの相談機能 

 市民からの医療や介護に関する相談は，柏地域医療連携センターと地域 
 包括支援センターが相互に連携し，総合相談窓口として対応します 

①患者様・ご家族・ 

 市民からの相談 
②病院・ケアマネ  
 ジャーからの相談 

・訪問診療が必要 
 な患者・利用者 
 について，在宅 
 チーム編成を依 
 頼したい 
・在宅医師等との 
 連携について相 
 談したい 

 
・訪問診療をして 
 くれる先生を教 
 えてほしい 
・在宅療養を考え 
 ているがどうし 
 たらよいか 
・在宅への不安 
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■地域包括ケアのモデル拠点の整備■ 

サ高住に様々な医療・介護サービスを組
み合わせたモデル拠点を豊四季台団地に
整備（URによる公募。平成26年５月完成） 
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     ○在宅療養支援診療所数 
 
  ・１４箇所（H22年4月） 
    →３３箇所（H30年4月）  

 

  ○訪問看護ステーション数 
 
      ・１１箇所（H23年12月） 
    →２７箇所（H29年12月） 
      
 
      〇平均常勤換算数 
  ・４.２人（H23年） 
  →５.３人（H29年） 
 
  

在宅医療 

※見なし含む。サテライト除く。 

19 

※市内平均常勤換算数は「柏市訪問看護ステーショ
ン連絡会」に所属する事業所が対象 

※H29年全国平均常勤換算数は公表されていないた
め不明(H30年7月時点） 

在宅療養支援診療所数の推移 

訪問看護ステーション数と平均常勤換算数の推移 

取組みの成果 



20 

○在宅医療研修 修了者数  
 (通算９回実施） 
  
・４６２人（うち，医師６５人） 
 

   ※受講者総数 ４７９人 

 

○カシワニネット（情報共有シス
テム）ID保有者数・事業所数 
 
・１,３３６人 
 
・３７０事業所 
       
 
〇カシワニネット通算利用症例数 
 
・３３２件  

在宅医療 

※H30年3月末現在 

20 

修了者職種別内訳 
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○ 介護保険法の地域支援事業の包括的支援事業に位置づけ 

○ 可能な市区町村は平成27年4月から取組を開始し、平成30年4月には全ての市区町村で実施 

○ 各市町村が、原則として（ア）～（ク）の全ての事業項目を実施 

○ 一部を郡市医師会等（地域の中核的医療機関や他の団体を含む）に委託することができる 

○ 都道府県・保健所が、市町村と都道府県医師会等の関係団体、病院等との協議の支援や、都道府県レベルで

の研修等により支援。国は、事業実施の手引書や事例集の作成等により支援。都道府県を通じ実施状況を把握 

○事業項目 

（ア）地域の医療・介護の資源の把握 

（キ）地域住民への普及啓発 

（イ）在宅医療･介護連携の課題の抽出と対応策
の検討 

（オ）在宅医療・介護連携に関する相談支援 

（エ）在宅医療・介護関係者の情報共有の支援 

（カ）医療・介護関係者の研修 

（ウ）切れ目のない在宅医療と介護提供体制の構
築推進 

（ク）在宅医療・介護連携に関する関係市区町村
の連携 

・在宅医療マップを市HPで公表 

・在宅医療・介護多職種連携協議会の設置 
・地域ケア会議への医療職助言者派遣調整 

・地域医療連携Cで相談及び多職種コーディネートの
実施 

・ＩＣＴを活用した情報共有システムの運用 

・在宅医療多職種連携研修会の開催 
・顔の見える関係会議の開催 

・主治医-副主治医制の構築 
・病院のバックアップ体制の構築 
・訪問看護ステーション基盤強化 

・各地区社協単位での在宅医療勉強会開催 

・二次医療圏域在宅・医療介護連携推進事業担当
者意見交換会等 

○柏市の主な取組み 

※厚生労働省資料を改変 

在宅医療・介護連携推進事業(介護保険の地域支援事業 H２７年度～) 



➡現状では市民の在宅医療への認知度は低い。 
 啓発ツールごとにターゲットを絞り，優先順位をつけて戦略的に啓発活動を展開していく。 

在宅医療第2フェーズWGの設置（構成：柏市医師会，柏市訪問看護ステーション連絡会，東京大学，柏市） 

在宅医療・介護連携の評価指標の設定 

多職種連携の質の向上 

➡主な議論内容は，①主治医・副主治医制の更なる機能強化   ②在宅医師と病院医師との連携強化 
 ③訪問看護ステーションの基盤強化 
 

  ①医師会主導による，主治医・副主治医制の更なる機能強化に関する研究 
   （勇美記念財団在宅医療助成事業）をH29年度実施⇒研究から得られた検証結果を発信予定。 
   ②病院と在宅のシームレスな連携体制を構築するため，「病院と在宅との更なる連携強化に向けた研修会」 
    を実施した。引き続き病院と在宅の連携を図るための効果的な取組みを進める。 
   ③基盤強化の考え方として，事業所常勤換算数の増加に加えて，看護体制強化加算等の要件を追加。 
    訪問看護STマップの作成等を活用して，戦略的な訪問看護STの配置誘導等の政策を検討。 

➡レセプトデータや将来推計を基に，在宅医療・介護連携に関する評価指標を設定 
 介護保険事業計画に合わせて３年ごとに分析・評価を実施，各職能団体と共有し取組みの方向性を協議 

➡これまで培ってきた多職種連携をベースに，連携の質の向上を目的として，患者家族の意思決定支援 
  勉強会，事例検討会を開催。これらを通じて作成した教育プログラムを地域で実施できるよう検討する。 

課題を解決するための新たな取り組み（第２フェーズ） 

在宅医療見える化プロジェクト 
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  在宅医療・介護多職種連携における行政の役割 

〇事務局機能：各事業の推進 
           細やかな調整と橋渡し 
           ⇒ 多職種，市民の意見の把握・集約 
             キーマンとの丁寧な調整 
             会議の段取りの調整，実施（支援） 
 
〇事業の評価：評価指標の設定 
          データ分析と見える化・発信 
          ※市民の満足度・幸福度にどう反映できたか 
            というアウトカム指標に対する評価が重要 
 
〇仕組みづくりと施策化 
 PDCAサイクル，予算の確保 
 近隣市（二次医療圏）や県との情報交換と効果的な連携 
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在宅医療を推進して、地域を病院に 
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２．介護予防（フレイル予防） 



高齢期における新たな健康概念～「フレイル」～ 

 フレイルとは年齢に伴って筋力や心身の活力が低下した状態（身体，精神心理，
社会性の虚弱）のことで，多くの高齢者が健康な状態から，フレイルという中間的段
階を経て，要介護状態に。言い換えれば，このフレイル状態は，適切な介入によって
健康状態まで改善することが可能な状態。 
 このため，できるだけ早く，自分の状態に気付き，意識変容、行動変容に結びつける
ことが必要。 

東京大学高齢社会総合研究機構 飯島勝矢教授資料より引用 

健康 

第１段階  
社会性・心のフレイル 

第３段階 
身体面のフレイル 

第２段階 
栄養面のフレイル 

第４段階 
重度フレイル 

生活の広がりや人 
との繋がりの低下 

フレイルへの様々 
な要因とその重複 

生活機能の低下 要介護状態 

健康 

 〝フレイル〟 
        ↓ 

 健康な状態と 
 機能障害との間の 

  「移行状態」 

加齢 

前虚弱 
（プレ・フレイル） 

虚弱 
（フレイル） 

身体機能障害 
（要介護） 

「フレイル予防」に取り組むまち， 柏 
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               ２０２５年には団塊の世代が７５歳を迎え，現在の１．６２
倍になることが予想されている。７５歳以上になると疾病や介護リスクが高くなることから，そ
れまでに徹底した健康づくり施策が必要。  

 

 

                介護予防事業は「高齢者いきいきプラン２１」に基づき行ってい
るが，参加者が関心のある方々に偏りがちで，地域への広がりやマクロ効果としての要介護
者の抑制に限界が見られることから，無関心層はもとより，誰でも気軽に楽しく参加できる
地域の実情に応じた効果的な取り組みを推進することが必要。 

 
 

               健康づくり事業は，「高齢者いきいきプラン２１」「健康増進計
画」「スポーツ推進計画」等に基づき実施しているが，類似した事業が個別に行われ，市
民にも分かりにくく，非効率。 このため，組織横断的に連携し，施策の連動し合う効果的
な事業実施が必要。 

現状・課題と推進方針 

2025問題 

参加者の偏り解消 

縦割り事業の改善 

 健康づくり事業の効果的な連動と地域を基盤とした市民主体の活動展開を目指すため，
新たに「フレイル（虚弱）」という概念を位置付け，市民や関係団体，学識経験者，
市による推進組織（柏フレイル予防プロジェクト2025推進委員会）を設置し，市民の
健康づくりと健康長寿を推進する。 

柏フレイル予防プロジェクト2025ができるまで 
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プロジェクト目標 
 フレイル予防の概念の下，より早期からの「三位一体（栄養 ・ 運動 ・ 社会参加）」への 
 包括的アプローチにより，いつまでも健康で充実した生活を営める健康長寿のまちを目指す 

フレイル予防の 
担い手の増加 

健康な 
市民の 
増加 

フレイル予防 
につながる 
多様な活動 
・場の増加 

職能団体 

フレイル予防の 
活動・場・推進者 

活動団体 

住民組織 

地域包括 

支援センター 

柏市 

社会福祉 
協議会 

介護予防 
センター 

その他 

連携 

気づき・自分事化の場 

フレイルチェック 

フレイルチェックの担い手 

フレイル予防サポーター 

健康長寿 
３つの柱 

チェック・効果判定の場として活
用 

フレイル予防を促す
環境を構築 

フレイル予防活動への参加 

フレイル予防によるまちづくりの実現 福祉 

商業 都市 

教育 地域 

健康 

既存事業の進化・
見える化 

市民の意識・行動変容 
エビデンス基盤 
【柏スタディ】 

柏フレイル予防プロジェクト2025 目標 
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 柏市で実施した『栄養とからだの健康増進調査』から得られた知見を基に，心身の虚
弱度を簡便かつ効果的にスクリーニングし，フレイル予防の必要性を「自分事化」し「気
づき」を促進するための方法として開発された手法。身体面，精神面，社会的側面 

 の要素が盛り込まれた包括的複合型フレイルチェックとなっている。 

●指輪っかテスト   

 両手の親指と人差し指で輪をつくり，利き足と逆 

 の足のふくらはぎの周囲を囲むセルフチェック 

●イレブンチェック 

 栄養・運動・社会性に関する11項目の 

 チェック  

①指輪っかテスト
と 

イレブンチェック 

●口腔   

 咬筋触診，滑舌，お口の元気度 

●運動  

 いす立ち上がりテスト，ふくらはぎ周囲長 

 測定，握力，手足の筋肉量 

●社会性 

 人とのつながり，社会参加 

②深堀チェック 

「気づき」を促す“フレイルチェック” 

フレイルチェックを通じたフレイル予防の推進 (1) フレイルチェック講座 
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平成27年度 平成28年度 平成29年度 

開催方法 出前講座 拠点型 出前講座 拠点型 出前講座 拠点型 

開催回数 17 - 15 27 13 33 

述べ参加者数 449 - 418 425 334 513 

■フレイルチェック講座 

■フレイルチェック・リピーターの結果及び意識・行動変容 

○チェック項目や測定項目の結果に，大きな変化は見られなかった（赤から青に改善
した者もあった）。 
 

○「フレイルチェックを受けたことによって，フレイルにならないように気をつけるようになった
か」という質問では，「気をつけるようになった」と回答した者が72.7%であった。 
 

○また，同じくアンケートより，「栄養（以前よりもしっかり噛んで食べるようになった）」
と「運動（以前よりも運動するようになった）」という質問について，６割の高齢者に行
動変容が見られた。 

H29年6月 東京大学高齢社会総合研究機構「柏市フレイルチェック実績報告書」 より 

フレイルチェックを通じたフレイル予防の推進 (1) フレイルチェック講座 

フレイルチェック実績 
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かしわフレイル予防サポーター養成 

○「サポーター活動を通して，自分の健康状態や社会生活に新たな気付きがあったか？」  
 …「あった」90％ 
○「サポーター活動を通して，自分の普段の行動に変化はあったか？」…「あった」67％ 
○「サポーター活動を通して，地域に貢献したい気持ちに変化はあったか？」 
 …「あった」63％ 
H29年5月 東京大学高齢社会総合研究機構  「AMED研究『住民主導の新たな包括的フレイル予防プログラムを通した快活なまちづくりのモデル構築に関する研究」 第２回班会議資料より 

■かしわフレイル予防サポーター養成講座 

開催日 参加者数 

-(東大） 20人 

平成28年6月23日・24日 32人 

平成29年1月12日・20日 24人 

平成29年6月20日・22日 16人 

平成30年1月11日・12日 20人 

平成30年6月26日・27日 12人 

※かしわフレイル予防サポーター登録者数（平成30年7月10日現在） 107名 

■かしわフレイル予防サポーターアンケート 

フレイルチェックを通じたフレイル予防の推進 (2) フレイル予防サポーター 
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 ○フレイルチェックにより，市民にフレイルを自分事化させ，主体的な予防を支援する。 

 ○地域団体の力を活用し，生活圏域においてフレイル予防の仲間づくりを進める。 

 ★上記に高齢者の１割（約1万人）※が参加することを目指す。 

   介護予防センター 
○介護予防講座の実施 
○介護予防グループ支援 
○人材育成 
       

  地域包括支援センター 
○専門職による効果的なフレイル予防 

○市民主体のフレイル予防活動への 

  支援 

○フレイル予防活動を通じた地域づくり 

  の推進 

※平成２８年度は５，０１１人（推計値）が，市・包括等のフレイル予防事業に参加。 

柏フレイル予防プロジェクト2025推進委員会（方向性の決定） 

連携し，個人・グループ及び地域の活動を支援 

健康寿命の延伸・要介護認定率の低下 

地域ぐるみのフレイル予防活動の支援   
※介護予防センターと地域包括支援センターが連携して展開 
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３．生活支援 



 
 
 
 
 
 
事   務  局：柏市・柏市社会福祉協議会 
コーディネーター：柏市社会福祉協議会 
委      員： 

   地域支え合い体制整備事業 生活支援 

柏市地域支え合い体制整備研究会(     ) 
Ｈ27.2 

～Ｈ28.3 

生活支援サービスの充実に向けて，「地域支え合い体制」
のあり方を検討する 

柏市地域支え合い推進協議会(H28４～) 

20地域に設置（日常生活圏域） 

○○地域 
支え合い会議 

○○地域 
支え合い会議 

○○地域 
支え合い会議 

支え合い会議 

ボランティア 
NPO 

ケアマネ 
福祉施設 事業所 

市社協 
地区担当 

職員 

地域包括 
支援センター 

民生 
児童 
委員 

ふる協 
（地区社協） 

町会 
自治会 

地域支え合推進員 

地域支え合い推進員の役割 

支え合い会議の進め方 

・支え合い会議の運営 
・支え合い活動の情報共有と連携調整 
・地域内の人材育成，資源開発など 

現状把握と課題整理 

情報収集・発信方法の検討 

必要な支え合い活動の検討 

団体間の連携方法の検討 

人材育成と活動作りの検討 

▼どんな支え合い活動があって，どんな課題がある？ 

▼支え合い活動の情報を集めて，地域内に周知 

▼今後，私たちの地域に必要な支え合い活動は？ 

▼各団体の持ち味を出し合って支え合いの充実 

▼大事な担い手確保と新しい活動作りの検討 

ふるさと協議会（地区社協），民生児
童委員，NPO・ボランティア団体，地域
包括支援センター，介護支援専門職員，
社会福祉法人，学識経験者 
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現在の主な取り組み 

豊四季台地域支えあい会議について 

○ 平成28年２月，人と人のつながり（ネットワーク）により地
域内の課題を解決する仕組みづくりを目指す，豊四季台地域支え
あい会議を設置。ふる協・地区社協・町会・ボランティアなど多
くの関係者が参加。 

〇 平成29年２月，支えあいを広めるためのさん愛まつり等のイ
ベント実施に向け，ささえ愛実行委員会を発足。 

〇 現在は，実行委員会内に３つのWGを設け，毎月１回程度，検
討を実施。 （実行委員会・WGの様子） 

◆支えあいWG 
 ・支えあいに関する住民アンケート実施 
 ・アンケート結果をもとに町会・自治会等で支えあいについて議論する  
 ワークショップの検討 

◆健康づくり・居場所WG 
 ・サロン等地域の居場所でのフレイルチェックの実施 
 ・より多くの方が地域に参加できる働きかけの検討（チラシの作成等） 

◆普及啓発・ネットワークWG 
 ・豊四季台団地ふるさと祭りに合わせたイベントの企画 
 ・町会のない地域等も含めた新たなつながりづくりの検討 

（第２回さん愛祭り（２月）） 
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地域の支えあい体制のイメージ 

【豊四季台地域支えあい会議】 

地域周辺の活動を取込み、イベントなどを繰り返しながら 
様々なテーマに対して、WGをつくり行動する 

【実行委員会】 

支えあいWG 

健康づくり 
居場所WG 

地域全体を代表し支え合いに 
関する共通認識と評価 WGコーディネーター 

【実行委員会】 
イベントを繰り返し、課題を
共有する 

【ワーキング（WG)】 
 
実行委員会の傘下 
     ⇓ 
イベントを実施する中で
地域住民の声を聞き、
捉えられた共通課題につ
いての取組みを検討する
WGを設置 
①普及啓発 
ネットワークWG 
②健康づくり 
居場所WG 
③支え合い、 
見守り相談WG 
    ⇓ 
実行委員会でWGの結
果を反映する 
    ⇓ 
①地域支え合い会議を
通した活動へ 
②イベントで普及啓発 

【支え合い会議】 
各地域町内会に共通認
識を伝える 

会長 

地域商店会会長 

老人施設長 

UR 訪問看護・介護 サ高住所長 

地域包括支援センター 

コミュニティ食堂 

スタンド 

スーパー 

新聞販売店 

配食 

宅配便 

レストラン 

タクシー 

郵便局 

豊四季台地域 

地域を支える様々な人材 

普及啓発 
ネットワークWG 

診療所（医師） 

生協 

児童施設 

拡大 
拡大 
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４．社会参加 



※230名就労（Ｈ25.９月末時点） 

生きがい就労事業の安定化と全市展開を目指すため， 
H25年10月から，柏市シルバー人材センターとの連携を強化 

 
 
①仕事の開拓 
②就労希望者の募集 
③就労セミナーの開催 
 H23.11～26.3(計8回) 591名 
④就労体験等 
⑤各事業者で面接 
⑥各事業所と雇用契約 → 就労 

生きがい就労の 
オペレーションプロセス 

生きがい就労（2010～2013年） 

生きがい就労の創成 

柏市シルバー人材センターとの連携 

ジョブコーディネーター（ＪＣ）を新規配置 
（本人と事業者の希望に即した丁寧なマッチング） 

背景 現役生活⇒地域生活 「地域で活躍場所があるか！」 

そこで 

働く 生きがい 生きがい就労 

長年の慣れ親しん
だ生活スタイル 

地域貢献・無理ない
範囲・人との関わり 

新たな 
就労の形 

→既存の働き方では，リタイヤ層のニーズに応えきれない 
→地域との係わりが少なかったため，敷居が高い 

＝ 

ジョブコーディネーター実績（H26.1～28.3） 

人員体制 2名 →４名（H27.4～） 

開拓分野 農業，保育，教育，福祉，不動産，食品， 
官公庁 など 

マッチング実績 144名 

その他 会員の増加  
約1,300名（H25）→1,605名（H27.12）  
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●H28.5.14 窓口をパレット柏に移転 

実績（H26.11～H28.3） 
＊職業安定局緊急期雇用創出事業（地域人づくり事業） 

●セカンドライフ応援窓口 
  利用者 1,208名（男：女 ６：４）  

●セカンドライフ応援サイト（ＷＥＢサイト） 
  アクセス数 22,363件 

●セカンドライフ応援セミナー 
  １期 65名 ２期 20名 ３期 64名 
  ４期 27名 ５期 51名   計 227名 

⇒進路決定者 就労94名 ボランティア50名 

柏市セカンドライフプラットフォーム事業（2014～2016年） 

 
 
 
 
 
 
事   務  局：柏市 
構  成  者： 

柏市セカンドライフネットワーク会議 

高齢者等の就労・社会参加を促進するため，公民学の関
係機関が連携し，必要な協議を行う 

商工会議所，沼南商工会，社会福祉
協議会，シルバー人材センター，東京大
学IOG，柏市，一般社団法人セカンドラ
イフファクトリー（事業受託者） 

▲セカンドライフプラットフォーム事業のイメージ 

●H28.10.～ 生涯現役促進地域連携事業に継承 
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 プラットフォーム事業から生涯現役促進地域連携事業へ 

緊急雇用創出事業 ＰＦ事業 

生涯現役促進地域連携事業 

H26.7～H28.3 市の事業として実施 

協議会が国の事業として実施 

第70回労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会（厚労省） 

H28.4 

生涯現役社会の実現に向けた雇用・就業環境の整備に関する検討会（厚労省） H27.6.5 

H27.12.18 

＊柏市の「生きがい就労」「プラットフォーム事業」が好事例として紹介 
＊高年齢者の多様な就業ニーズに対応するには，柏市のように地域の関係機関と綿密な
ネットワークを構築するための協議体が必要 

＊多様な雇用・就業機会を確保するため，地方自治体や関係機関との協議会を設置でき
るようにし，国が事業の実施を支援することが必要 

高年齢者雇用安定化法・雇用保険法改正 

H28.10～ 

H27.6.5 生涯現役社会の実現に向けた就労のあり方に関する検討会（厚労省） 

＊柏市の「生きがい就労」が好事例として紹介 
＊就労・社会参加情報のプラットフォームの構築と地域ニーズと高年齢者をマッチングするコー
ディネーターの活用が重要 

４０ 



 
 
 
 
 

実績（H28.10～H30.3） 

●生涯現役窓口 
  利用者 718名  

●かしわ生涯現役ネット（ＷＥＢサイト） 
  アクセス者数 29,978件 

●生涯現役セミナー 計 ５９９名 

⇒進路決定者 就労８２名 

 
 
 
 
 
 
事   務  局：柏市生涯現役促進協議会 
構  成  者： 
 
 
 
 

高年齢者等の就業機会を確保するため，公民学の関係
機関が連携し，必要な協議を行う。 
また，事務局員を雇用して必要な事業を実施していく。 

商工会議所，沼南商工会，社会福祉
協議会，シルバー人材センター，東京大
学IOG，柏市，一般社団法人セカンドラ
イフファクトリー，日本政策金融公庫，松
戸公共職業安定所（オブザーバー） 

柏市生涯現役促進協議会 

重点分野 

●福祉（子育て・介護・生活支援） 
●小売・サービス 
●ものづくり（農業・製造業） 
●公共サービス 

「入口」と「出口」をサポートする複合的アプローチ 
① 事業所啓発により高年齢者のニーズにマッチした仕事を
増やす=「出口」戦略，② 高年齢者を再教育し、仕事へ
の再適応を支援する＝「入口」戦略を展開し，ハローワーク
（無料職業紹介機能）とシルバー人材センター（請負・
人材派遣・有料職業紹介機能）を補完する第3のエンジ
ンを動かし、各会員が「地域課題」の解決に主体的に取り
組み，有機的な協働を行っていく体制（柏市モデル）の
確立し，日本の未来社会づくりに貢献していく 

事業コンセプト 

 柏市生涯現役促進協議会の概要（事業構想） 
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○「在宅医療・介護サービス拠点」等の展開 

その他 介護サービスの基盤の整備 

  

  

今後，要介護度の高い高齢者が増大
することが見込まれていることから，
可能な限り在宅生活を継続できるた
めに，24時間を支える定期巡回随
時対応型訪問介護・看護と小規模多
機能型居宅介護，または看護小規模
多機能型居宅介護等が密接に連携し
た「在宅医療・介護サービス拠点」
を日常生活圏域ごとに公募等により
整備します。 

           【第７期介護保険事業計画より】 
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ご清聴ありがとうございました！ 


