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群馬県介護予防サポーター育成の理念 
 

１．「高齢者が自立して尊厳を保ちながら安心して暮らせる地域

社会」を創るには、元気高齢者が最大の人材 
 

２．元気高齢者に「真の自立支援」「介護予防」「安心して暮ら

せる地域づくり」を理解してもらい、そして元気高齢者が活

動の中心になって、それを行政が支えるような仕組みを作る 
 

３．市町村や事業者が全てを提供する構図ではなく、高齢者が

自ら介護予防や介護に取り組むという視点の変換が大切 
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「１．介護予防サポーター制度の概要」は、「介護予防サポーター育成マニュアル」（平

成２０年３月）の再掲です。 

 

 

 

 

 



 

 

はじめに 

 

広域支援センターならびに市町村の関係者の皆様には、介護予防サポーターの育成

ならびに活用にご尽力くださり、感謝申し上げます。 

平成 18 年度にスタートした介護予防サポーター育成事業は大きく発展しました。

サポーターの数は累計で初級 7669 名、中級 5344 名、上級 2319 名となっています。 

今やサポーターは群馬の介護予防の担い手としてなくてはならない存在といえます。 

この間、平成 19 年度には「群馬県における介護予防サポーター育成による介護予

防意識の普及とその効果の研究」が老人保健健康増進等事業に採択され、平成 20 年 3

月に介護予防サポーター育成調査検討委員会によって、『介護予防サポーター育成マ

ニュアル』が発刊されました。さらに、平成 22 年 3 月には、上級サポーターの育成・

活用に関する情報不足を補うために『2009 介護予防サポーター育成・活用事例』がま

とめられ、続いて『2011 介護予防サポーター育成・活用事例』を作成させていただき

ました。また、実際に “顔のみえる交流”を行うためのイベントとして高崎イオン

のホール、伊勢崎スマークのホールを利用して『介護予防サポーター交流大会』を開

催しました。 

今回、寄稿を依頼したのは『第 3回介護予防サポーター交流大会』にご出展いただ

いた団体の皆様です。おかげさまで 5団体よりご協力を賜り、このたび発刊の運びと

なりました。 

それぞれの地域にあった介護予防サポーターの育成・活用を進めていくために

『2013 介護予防サポーター育成・活用事例』が活用されることを願っています。 

 

群馬県地域リハビリテーション支援センター 

        センター長 山崎 恒夫 

 

 
 



 

「介護予防サポーター育成マニュアル」（平成20年3月）より再掲 

１．介護予防サポーター制度の概要 

介護予防サポーター制度は、群馬県独自の認定制度である。地域で自主的に介護予

防活動を行おうとする人や、市町村等の介護予防事業にボランティアとして活動した

い人など高齢者を主な対象者として、介護予防に関する知識や技術を身につけていた

だく研修を行い、認定する。 

 

Ⅰ 背景 

平成 18 年度の介護保険制度改革により、予防重視型システムへの転換が重要施策の

柱の一つに掲げられ、特に介護予防を推進し、地域において誰もが自立した日常生活

を営むことができるよう支援することを目的として、地域支援事業が創設された。こ

れを受け、群馬県では、平成 18 年度より介護予防サポーターの育成に取り組んでき

た。その背景は以下の点である。 

１）人口約 200 万人の群馬県では、年間約千億円の介護給付費が支払われており、

さらに毎年増え続けている。このままでは、介護保険の財政破綻が危惧される。 

２）高齢者が地域の中で自ら役割を演じて人の役に立つことが、その人への効果的

な介護予防になると考えられる。 

３）高齢者が自ら元気になる、そして周りの人を元気にする仕組みを地域に作る。 

４）その仕組みを行政が支える。つまり行政主導ではなく住民主導の介護予防が望

まれる。このことは鬼石町（現藤岡市）での住民主導型筋トレ・転倒予防教室の

実践から示されている。 

５）そしてこのような地域に根ざした介護予防活動が地域づくりにつながることを

確信した。 

 

Ⅱ 理念 

以下の３点を介護予防サポーター育成の理念とした。 

１）「高齢者が自立して尊厳を保ちながら安心して暮らせる地域社会」を創るには、

元気高齢者が最大の人材 

 



 

介護予防サポーター初級研修の様子 

高齢者を中心にたくさんの方が集まり、会場は熱

気にあふれた。この初級研修では、終了後に約半

数の参加者が中級研修への参加を希望した。 

「介護予防サポーター育成マニュアル」（平成20年3月）より再掲 

２）元気高齢者に「真の自立支援」、「介護予防」、「安心して暮らせる地域づくり」

を理解してもらい、そして元気高齢者が活動の中心になって、それを行政が支え

るような仕組みを作る 

３）市町村や事業者が全てを提供する構図ではなく、高齢者が自ら介護予防や介護 

に取り組むという視点の変換が大切 

 

Ⅲ 研修 

研修は、初・中・上級研修からなる。初

級研修は高齢者を中心に一般の方を対象

として、中級研修は初級研修修了後に介護

予防活動へのボランティア参加を志願し

た方を対象として実施した。初級・中級研

修カリキュラムは県下一定とし、中級研修

修了者には県から認定証を交付する。その

後、市町村ごとに独自の上級研修を行うも

のである。 

ボランティア等の人材育成については、地域支援事業の中の介護予防一般高齢者施

策である地域介護予防活動支援事業に位置付けられており、本来は市町村が取り組む

べき役割である。しかし、群馬県では市町村の介護予防事業推進を支援するため、県

から地域リハビリテーション広域支援センター（広域支援センター）への委託事業と

して、平成 18 年度から２年間の予定で、介護予防サポーター育成研修を実施してい

る。なお、平成 20 年度以降は、市町村が主体的に介護予防サポーターを育成する予

定となっている。 

群馬県では平成 15 年から本格的に地域リハビリテーション支援体制整備推進事業

を展開し、群馬県地域リハビリテーション支援センター（県支援センター）１か所と、

広域支援センター12 か所の指定を行い、平成 18 年から県単独事業（100％県費）とし 

て地域リハビリテーション（地域リハ）を推進してきた。介護予防サポーターの育成 

は、この地域リハ支援体制を活用して進めた。すなわち、県支援センターが、群馬大 



 

「介護予防サポーター育成マニュアル」（平成20年3月）より再掲 

学医学部保健学科の地域貢献事業および県栄養士会、県歯科衛生士会、日本健康運動

指導士会県支部等の協力により、カリキュラムと教材（パワーポイント解説資料）を

作成した。パイロット事業として前橋市芳賀地区で介護予防サポーターを育成して教

材をバージョンアップし、さらに研修内容及び実施方法の伝達講習として、群馬会館

で「介護予防サポーター養成準備研修会」を開催し（平成 18 年６月 13 日）、213 人の

市町村介護予防担当者や広域支援センター担当者が参加した。 

平成 18 年秋より、県内 12 か所の広域支援センターが担当保健医療圏域内の市町村

と相談しながら初級・中級研修を始めた。原則として、市町村がどれだけ介護予防サ

ポーターを育成し、どのように介護予防事業の展開を図っていくかの計画に基づき、

広域支援センターが研修を計画実施した。例えば、研修の実施（日程、会場の確保、

講師の選定など）については、広域支援センターが担当し、実際に介護予防サポータ

ーの活用を図るのは市町村であることから、市町村あるいは地域包括支援センターが

受講者を募集し、相互に連携して開催した。 

 

Ⅳ 認定証 

中級修了認定証については、広域支援センター又は市町村からの報告を

受け、県介護高齢課において作成し、広域支援センター又は市町村から

各修了者に交付している。（注）上級研修は各市町村が独自に実施・発行

している。 

 

Ⅴ サポーターの活躍場所 

育成された介護予防サポーターについては 

１）地域の公民館などで筋トレ中心の介護予防教室等の自主開催 

２）市町村が実施する介護予防事業へのボランティア参加 

３）特定高齢者のフォローなど地域包括支援センターの地域活動に 

ボランティア参加などの役割が期待される。 

 

（注 ）県 介 護 高 齢 課 での作 成 は平 成 23 年 度 で終 了 し、平 成 24 年 度 からは各 広 域 支 援 センタ

ーまたは、市 町 村 が作 成 ・交 付 している。 



介護予防サポーター養成研修実施状況（平成２５年度） 平成26年3月31日現在（予定）

会場 修了者数 期日 会場 修了者数

前橋市 8月1日 中央公民館 101 8月27日、8月29日 中央公民館 89

1月27日、2月3日 東公民館 72

高崎市 5月8日 高崎市役所３階３１会議室 107 5月13日、5月28日、5月30日 高崎市役所３階３１会議室 67

桐生市 10月31日 桐生市総合福祉センター101会議室 2 11月6日、11月13日、11月21日
桐生市総合福祉センター101会議室
※最終日のみ川内公民館

2

伊勢崎市 6月20日 絣の郷円形交流館交流室 41 7月11日、7月18日、7月25日 絣の郷円形交流館交流室 28

太田市 8月29日 宝泉行政センター 17 9月12日、9月19日、9月26日 宝泉行政センター 15

沼田市 7月16日 利根沼田県民局 3 7月29日、7月30日 利根沼田県民局 0

川場村 7月16日 利根沼田県民局 0 7月29日、7月30日 利根沼田県民局 0

昭和村 7月16日 利根沼田県民局 25 7月29日、7月30日 利根沼田県民局 6

みなかみ町 7月16日 利根沼田県民局 6 7月29日、７月30日 利根沼田県民局 3

館林市 6月26日 館林市文化会館小ホール 10 ７月3日、７月10日、7月17日 館林市文化会館小ホール 8

板倉町 6月26日 館林市文化会館小ホール 8 ７月3日、７月10日、7月17日 館林市文化会館小ホール 8

明和町 6月26日 館林市文化会館小ホール 10 ７月3日、７月10日、7月17日 館林市文化会館小ホール 9

渋川市 8月27日 渋川ほっとプラザ 42
9月3日、10日、17日／3日目欠席者へ追加研修
11月12日

渋川ほっとプラザ／渋川市役所 32

安中市 10月9日 安中市役所３０５・３０６会議室 31 10月16日・10月23日・10月31日 安中市役所３０５・３０６会議室 23

みどり市
10月22日、10月29日、
11月5日、11月12日

みどり市笠懸公民館(初級・中級を同時に開催） 18 10月22日、10月29日、11月5日、11月12日 みどり市笠懸公民館(初級・中級を同時に開催） 18

長野原町 1月31日、2月3日 嬬恋村農村環境改善センター 3 2月10日、2月14日、2月28日 嬬恋村農村環境改善センター 2

嬬恋村 1月31日、2月3日 嬬恋村農村環境改善センター 15 2月10日、2月14日、2月28日 嬬恋村農村環境改善センター 16

計 511 326

市町村名

初級コース 中級コース

期日



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．介護予防サポーター育成・活用事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（１）前橋市 介護予防サポーターの育成と活用 
前橋市 介護高齢課 

１．前橋市でのサポーター養成状況 

 前橋市の介護予防サポーター養成は、平成２５年度で９年目となる。今年度は、例

年どおり市内全域を対象とした養成研修を１コース（初級１日、中級２日、上級４日）

実施し、登録者数は６９９名となった。その後、東地区公民館からの要請で、社会福

祉協議会と共催の「サロン担い手研修会」のプログラムの一環として初級研修を組み

込むこととなり、１月、２月に急遽２日間に渡って実施した。 

 

表１．前橋市介護予防サポーター養成研修修了者数（人） 

年度 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 計 

初級 116 69 86 294 242 242 90 171 173 1483 

中級 34 52 71 151 98 148 64 133 91 842 

上級（登録者） 11 23 57 122 87 109 97 124 69 699 

 

２．活動報告～平成２５年度の新たな取り組み～ 

１）地域活動 

 前橋市では、サポーターを地域包括支援センター設置圏域を基本として組織化し、

１５の圏域毎に活動目標を定めて活動を行っている。平成２５年度は、市からの課題

として「地域内での PR 活動」を挙げ、

それぞれに工夫を凝らして PR 活動を行

った。下川淵地区では、公民館が主催す

る世代間交流イベントや地区運動会で、

地域住民の前で「ピンシャン！元気体操」

や脳トレなどを披露した。また、高齢者

サロンの担い手である民生委員への研修 

受講勧奨を行い、現在ではこの地域だけ

で９５名のサポーターが登録するまでに

写真１．              

下川淵地区世代間交流イベントの様子 
 



 

なった。そのほか、東地区、南橘地区、永明地区などでも、文化祭や敬老会などの地

域行事に参加してサポーター活動の発表を行い、サポーターの存在を地元にアピール

した。 

 また、これまでの活動の中心であったサロンや自主グループ運営に加え、ふじみ老

人福祉センターでの体操実施、かすかわ老人福祉センターでのふれあい活動（参加者

との歓談、レクリエーション等）など、その圏域の特色を生かした活動も徐々に広が

っている。 

 

２）市内全域での活動 

 １０月より「介護予防活動ポイント」制度が開始となったことをきっかけに（詳細

は後述）、サポーター活動の拡充を図るべく、市が主催している介護予防の各種教室

（二次予防事業）への運営協力の取り組み（任意）を開始した。サポーター自身はほ

とんどが一次予防事業対象者であり、二次予防事業へ参加する機会がないために二次

予防への理解が希薄なこと、また、二次予防事業を修了した高齢者を地域のサロンな

どに誘いたくても情報がなく、直接声かけをする機会がない、などの意見が出ていた

こともあり、この取り組みがこれらの問題を払拭する一助になることを期待している。

二次予防事業参加者へのアンケートでは、地域のサロンなどに参加するきっかけとし

て、情報提供だけではなく「直接誘われる」ことが重要であることがわかっており、

サポーターが一次予防と二次予防の橋渡し役となるよう、今後発展させていきたい活

動である。 

 

３．サポーターへの支援 

１）「介護予防活動ポイント」制度の導入 

前橋市では、高齢者の社会参加・地域貢献を通じた介護予防を支援するため、地域

や施設での高齢者支援活動に対して景品と交換できるポイントを付与する「介護予防

活動ポイント」制度を開始した。介護予防サポーターの活動は、まさにこの制度の目

的と合致するものであり、今年度からサポーター活動もポイント化できる形となった。

このポイントは、個人の活動に対して付与されるものだが、これまでまったくの無償

もしくは会費持ち出しで地域活動を行っていたサポーターに対し、微々たる額ではあ



 

るが、活動費に代わるものとして活用してもらいた

いと考えている。現在、２５年度のサポーター活動

者５５５名のうち、６割強に当たる３４８名がこの

制度に賛同し、登録している。 

  

  

 

 

 

２）スキルアップ研修の実施 

 サポーター数の増加に伴い、全員参加という形での研修会開催が難しくなっていた

ため、この２年ほどは圏域毎に企画をし、介護予防に関するスキルアップ研修を実施

してきた。今年度は、各論的な内容にとどまらず、サポーターの資質向上を目的とし

て企画し、８月に「サポーターアンケートの結果報告と行動変容」について、３月に

は「地域での高齢者の居場所づくり」について、それぞれ外部より講師を招いて講演

会を実施した。 

 

 ３）「介護予防まつり in まえばし」でのパネル展示表彰 

 サポーターが企画・運営の中心となって実施している介護予防の普及啓発イベント

では、毎年、圏域別に活動内

容をまとめて発表するパネル

展示のコーナーを設けている。

これまでサポーターはスタッ

フとして来場者をもてなす立

場に徹していたが、サポータ

ーの頑張りを称え機運を盛り

上げるため、今年度初めてサ

ポーターを対象としたパネル

 写真２．「介護予防活動ポイント手帳」 

写真３．金賞を受賞した粕川地区サポーター 



 

表彰を実施した。まつりのゲストや関係者などの投票により金賞・銀賞・銅賞が決ま

り、受賞圏域には賞状とささやかな賞品が贈られる。金賞に輝いた粕川地区のサポー

ターからは「やはり頑張りを認めてもらえる機会があるのは嬉しい、今後の活動の力

になる」との喜びの声が聴かれた。     

 

４．今後の課題と方向性 

 これまでのサポーターの活躍により、地域のサロン・グループ数は大幅に増えたが、

一方で新規グループの立ち上げが難しい時期にさしかかっており、サポーターの新た

な活動の場の確保が困難になってきている。このような状況の中、民生委員などのバ

ックグラウンドがありスムーズに地域活動に入れる人がいる反面、登録はしたものの

地域で役割を見つけられずモチベーションを失ってしまう人もおり、個々の自主的な

取り組みに任せる形は限界に来ている。養成研修の受講者数の増加を見ると、高齢者

の介護予防への意識、地域貢献活動への関心が高まっているのも事実であり、高齢者

（サポーター）が活動できる場の拡充が急務となっている。 

地域包括ケアシステムの確立、平成２７年度の介護保険法改正などを見据え、今後

ますます地域で支えあうしくみづくりとそれを担う人材が重要となってくる。このよ

うな状況の中で、サポーターはさらに重要な位置を占めるようになると考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（２）藤岡市介護予防サポーターの取り組み 

                  藤岡市役所 介護高齢課 元気高齢者係 

 

平成 18 年から養成が始まった介護予防サポーターは、現在６期生までが活動して

いる。藤岡市の介護予防サポーターは、介護予防事業の２本柱である筋力トレーニン

グ事業と、ミニデイサービス事業に協力している。『参加者のためのみならず、自分

自身のため』と積極的に事業にかかわり、楽しみながら充実した時間を過ごしている。 

 

１ 介護予防サポーターの現状 

  平成 18 年度から平成 25 年度までに養成されたサポーターは 246 名になり、 

 ８割以上を女性が占め、平均年齢は 67 歳である。 

藤岡市では、上級認定基準を『１年間介護予防事業の現場で経験を重ねた者』と

定め、該当者には上級認定証を交付している。平成 25 年度末までに上級認定され

たサポーターは 174 名になる。 

２ 筋力トレーニング事業 

  市内 78 会場で実施している筋力トレーニング教室の支援者として、介護予防サ

ポーターの役割は大きなものになっている。7 割弱の会場にサポーターが参加し、

自主活動で行われている教室への協力や、新たな参加者への指導を行っている。ま

た毎週筋力トレーニングを続ける中で、各サポーターは準備体操・整理体操を行っ

たり、脳トレなどを取り入れたりと、参加者がより楽しく参加できるよう工夫し、

熱心に取り組んでいる様子がうかがえる。また参加者同士の交流の機会を深めるた

めに、食事会やお花見など楽しい企画をしている会場も見られる。 

３ ミニデイサービス事業 

  藤岡市では、ミニデイサービス（高齢者サロン）を社会福祉協議会に委託し、65

会場で月１回実施している。内容は歌やダンベル体操・ゲーム等で、スタッフの補

助として介護予防サポーターが活躍している。  

 地域で馴染みのあるサポーターが協力することで、参加者には親近感を与えるこ

とができている。また参加者が安全に楽しく過ごしていただけるように、心のこも

ったおもてなしをしている。 



 

４ フォローアップ研修 

  サポーターに意向調査を行う中で研修希望を把握し、年数回の研修会を開催し、

サポーターとしての知識や技術の向上を図っている。例年秋の研修では多野藤岡地

域リハビリ研究会の協力を得て、多野郡の町村との合同で介護予防サポーターフォ

ローアップ研修として実施している。 

            平成 24 年度・25 年度の研修内容 

 実施日          内  容 参加者数 

平成24年

11月27日 

○軽体操 （講師 作業療法士） 

○ラフターヨガ 

 (講師 ラフターヨガクラブ代表者） 

 

９５名 

平成25年

3 月 27 日 

○DVD「藤岡市介護予防ポーターの取り組み」 

(市で作成した DVD の視聴） 

○各地区の活動紹介 

（地区リーダー9名からの活動発表） 

 

１２７名 

平成25年

10月24日 

○軽体操  (講師 作業療法士・理学療法士) 

○口だけで終わらない口腔ケア (講師 歯科医師) 

   

６９名 

平成26年

3 月 12 日 

○口腔ケアの実際  (講師 歯科衛生士) 

○地区別活動の紹介 (資料配布) 

  

９２名 

         

       

 ≪研修会の様子≫  



 

５ サポーターの地区支部活動 

  平成 23 年度から市内を 9地区に分け、地区ごとに支部活動を展開している。年 1

～2 回地区毎の打ち合わせ会を開催し、自主活動を開始している地区もある。自主

活動の内容としては、筋力トレーニング教室参加者の体力測定会の開催や、施設見

学・学習会などを行っている。また年 1回リーダー会議を開催し、各地区の情報交

換を行っている。平成 25 年 3 月のサポーター全体研修会ではリーダーが活動発表

を行った。 

  1 行政区に複数のサポーターがいる地区では、筋力トレーニングやミニデイサー

ビスの支援にあたり、1 人のサポーターへの負担軽減が図れるよう、協力体制の打

ち合わせを行っている地区も見られる。 

         

≪リーダーによる活動発表の様子≫ 

 

６ 今後の活動とサポーターに期待するもの 

  6 期生のサポーター養成では、活動している 5 期生までのサポーター自身が直接

新たな仲間を誘い、呼び掛けを行ったことで、86 名のサポーターが仲間に加わるこ

とができた。また新しいサポーターもスムーズに活動に加わり、地域の高齢者を支

える活動を開始できている。今後も新たなサポーターの養成を継続し、活動中のサ

ポーターが身近な仲間を誘い、地区活動がより活発になるよう働きかけを行う。 

  今後、高齢者が住み慣れた地域の支えにより過ごしていけるために、介護予防サ

ポーターへの期待はますます大きくなってきている。地区別の特色を活かした活動

を展開していけるよう期待している。 



 

（３）沼田市における介護予防サポーターの育成と活用 
沼田市役所高齢福祉課 

 

１）介護予防サポーター養成状況 

本市では、平成１８年度から介護予防サポーターの養成に取り組んでいる。初

級及び中級養成については、「利根沼田地域リハビリテーション広域支援センター

うちだ」が実施し、中級修了者を対象に、市が主催する介護予防事業への参加（ボ

ランティアスタッフとして協力）を上級養成課程（上級コース）に位置づけて実

施している。 

 

沼田市介護予防サポーター養成状況 

年 度 初 級 中 級 上 級 

１８年度 １００名 ８１名  

１９年度 ３４名 １９名 ４９名 

２０年度 １１名 ９名 ２１名 

２１年度 ７名 ７名 １８名 

２２年度 ４名 ２名 ５名 

２３年度 ８名 ３名 ４名 

２４年度 ８名 ２名 ２名 

２５年度 ３名 － － 

合 計 １７５名 １２３名 ９９名 

      

各年度の上級コース対象事業終了後

（おおむね３月）、上級認定基準を満た

したサポーターを対象にネームプレー

ト型の上級認定証を全員に交付し、今後

の活動時に名札として活用できるよう

にしている。 
ネームプレート型上級認定証 



 

２）「登録介護予防サポーター制度」の創設 

上級を修了したサポーターについては、今後の各地域における自主的な活動が

期待されるが、引き続き市主催事業への協力を依頼するとともに自主的な活動を

支援していくため、「登録介護予防サポーター制度」（任意登録）を設けている。 

 

３）介護予防サポーターの活動状況 

「登録介護予防サポーター制度」に登録しているサポーターは、本市が行うさ

まざまな介護予防イベントで運営補助（会場準備・後片付け、自動血圧測定器の

操作、資料及び用具の配付、参加者の介添え、休憩時の湯茶準備）などを行って

いるほか、合同筋トレへの参加、筋トレ体力測定会測定員として参加している。 

 

平成２５年度介護予防サポーター活動実績 

実施月 事業名称 活動内容 

５月 
１１月 

筋トレ体力測定大会 
会場準備、受付、測定員 
など 

６月 
１２月 

合同筋トレ 会場準備、受付など 

６月～ はつらつ教室（全２４回） 会場準備、受付など 

７月～ 頭すっきりひらめき塾（全６回） 会場準備、受付など 

９月 シニア健脳教室①（全６回） 会場準備、受付など 

１０月 介護予防イベント 会場準備、受付など 

２月 シニア健脳教室②（全６回） 会場準備、受付など 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

４）今後の課題 

ア）新規初級受講者の減少 

介護予防サポーター養成研修の新規受講者は年々減少を続けており、広報

紙等による一般募集のほか、関係団体に参加を呼びかけるなど募集方法につ

いて検討が必要と思われる。 

 

イ）上級修了者のフォローアップ 

上級修了者については、登録介護予防サポーター制度の創設により、継続

的に市主催の介護予防事業への参加を呼びかけているが、更なるスキルアッ

プを希望する方を対象とした研修を実施するなどのフォローアップが必要と

思われる。 

 

ウ）介護予防サポーターの自主的な活動 

市主催の介護予防事業に参加するだけでなく、サポーター自身がそれぞれ

の地域で自主的な活動が展開できるような方策が必要と思われる。 

本市では、サポーター自身が「ふれあいいきいきサロン」を立ち上げて地

域の高齢者や子ども達との交流の場を設けたり、地域の高齢者に呼びかけて

筋力向上トレーニングを始めたり、運動教室において筋トレやレクリエーシ

ョン等を指導するなどの具体例もあるため、このような動きを市全体に拡大

できるよう、サポーターと市が協働してまちづくりを進め

られるような関係づくりを目指していきたいと考えている。 

 

介護予防イベントで運営補助 
介護予防イベントで 

認知症予防カレーの調理運営補助 



 

（４）高崎市介護予防サポーターの育成と活用 
高崎市 長寿社会課介護予防担当、支所市民福祉課 

 

１ 介護予防サポーター養成状況 

 本市での介護予防サポーターの養成は、平成２５年度で８年目となる。介護予防サ

ポーターは「広報高崎」に掲載し、募集をしている。併せて、平成２４年度は、以前

より課題となっていた男性介護予防サポーターを増やすため、６６歳になる男性にボ

ランティアのお誘いということで、介護予防サポーター募集の通知を個別発送した。

その結果、今までは１０人程度であった男性の申込みが、予想を超える反響があり、

４０人ほどの申込みがあった。また、平成２５年度は、介護予防サポーターの地域で

の偏りを少なくするため、小学校区ごとにサポーター数を洗い出し、サポーターが不

在の地域やサポーター数が少ないところを優先に６６歳になる人に介護予防サポー

ター募集の通知を個別発送した。毎年１００人程度の講座申込みがあり、参加者はみ

な熱心に受講している。 

表１ 高崎市介護予防サポーター登録数（人） 

 ～H２０ H２１ H２２ H２３ H２４ H２５ 

初級 ６８２ １２８ ６４ ９７ １０６ １０７ 

中級 ５１２ １１０ ６０ ７５ ８４ ６７ 

上級 １４６ １４ ３９ ４７ ４７ ４０ 

※初級研修については、研修修了者数 

 

 
写真：介護予防サポーター養成研修の様子 



 

２ 介護予防サポーターの活動状況（アンケート結果より） 

 平成２４年度に介護予防サポーターアンケートを実施した。４６５人にアンケート

を送付し、回答があったのは４１１人で回答率は８８％だった。 

（１） 自主活動 

 自主活動を行っているサポーターは２６７人で、そのうち高齢者のふれあい・いき

いきサロンに携わっている人は１８７人だった。また、それ以外に運動の会等の自主

活動に携わっている人は１０５人だった。 

 自主活動の中には、市主催の介護予防事業にボランティア参加し、教室終了後も継

続したつどいの場を立ち上げたいとの声に後押しされ、サロンや自主グループを立ち

上げるサポーターが増えている。 

（２） 事業参加 

 市主催の介護予防事業に参加したサポーターは、１７８人だった。参加している事

業は「運動器の機能向上」「認知機能低下予防」「閉じこもり予防」教室である。事業

に参加することで、自主活動の際に必要となる教室等の運営方法や関わり方等を学ん

でいる。サポーターは教室運営に欠かすことのできない存在となっている。 

（３） 研修参加 

 平成２３年度までは、１ヶ所の会場で研修を開催していた。しかし、受講者が増え

たこと、日程が少なく都合が合わないと受講できないこと、受講者が固定してきてし

まったことなどのため、平成２４年度からは市を３つのブロックに分け、３会場で研

修を受講できるようにしている。受講者からは、「研修会場が近くなって良かった」「以

前に比べて研修が受講しやすくなった」等の声があり、研修は毎回多数のサポーター

が熱心に受講している。研修は、年間３回程度実施しており、毎年「鬼石の筋トレ」

は行っている。その他はサポーターからの要望や知識・技術として身につけて欲しい

こと等を研修内容として検討している。 

 

３ 介護予防フェスティバルの開催 

 平成２１年度から開催を始め、今年度で５年目となった「介護予防フェスティバル」

は、介護予防について広く市民に普及すること、サポーターの活動を広く周知するこ

とを目的に実施している。平成２５年度は日常生活圏域ごとの地域の活動パネル展示



 

のほかに、介護予防サポーターに今までの経験を活かした企画・アイディアを募集し、

日頃の活動を発表する場を新たに設けた。当日を迎えるまでに、圏域ごとにサポータ

ー同士が集まり、発表する内容の検討や準備を自主的にすすめていた。また、体力測

定や血管年齢測定を単に記録係としてではなく、測定担当として任せたことで、測定

がスムーズに流れるような工夫がみられたり、担当コーナーへの責任感が生まれ、今

までには見られなかった主体的なサポーターの姿がみられた。お手伝いとしての参加

ではなく、担当としてきちんとした役割を持ったことで、サポーターが目立ち、市民

からの感想の中に「サポーターになりたい」等があり、充実した時間となった様子だ

った。フェスティバルは２日間開催したが、延べ７５０人の参加があり、毎年参加人

数が増えている。介護予防への関心が高まるとともに、介護予防サポーターの活動

PR の機会としても市民にフェスティバルが浸透してきたように思う。 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

４ 圏域別会議の開催について 

 介護予防サポーター数が４００人を超え、サポーターが一堂に会して情報交換等を

行うことが難しくなってきており、地域単位での自主的な組織づくりが必要となって

きた。本市では、平成２３年度に介護予防の活動をより地域に普及していくため、主

に長寿センター（老人福祉センター）を使用し、市内１５ヶ所の日常生活圏域に介護

予防の拠点整備をすすめた。また、圏域と市の橋渡し役となる「連絡員」と、圏域内

の小学校区のまとめ役になる「小学校区リーダー」を決めた。しかし、拠点を整備し

ても圏域で集まるということが難しいところも少なくなかった。そのため、平成２５

サポーターの活動 PR ときずなを深めるためにオレンジ色の T シャツを作りました！ 

写真：「第５回介護予防フェスティバル」でのサポーターの活動の様子 



 

年度は、介護予防フェスティバルの準備をきっかけとして、改めて市の働きかけによ

り圏域別の会議を開催した。圏域内でも集まる機会が少なかったので、会議当日は、

現在行っている活動の現状や活動する上での問題等の話が出た。特に地域で活動する

ことの難しさを感じているサポーターが多数おり、なかなか地域の中に入っていけな

い等、活動したいけどできないもどかしさを感じていた。会議では、サポーター活動

や地域の現状を知ることができた。地域がサポーター活動の場であるため、課題等も

サポーターと連携し、地域の中で解決していくことができるよう、これからも定期的

に会議を持ち、一緒に考えていく機会にしていきたい。 

 

５ 今後の課題 

今後は、サポーター数の地域の偏りをなくすことや若い世代のサポーター養成し、

長く地域で活動できるサポーターを増やしていくことが必要である。また、地域での

サポーターの認知度が低く、活動につながらないこともあるため、引き続き、地域の

区長、民生委員にサポーターの周知と理解を得ていく必要がある。 

介護予防サポーターが主体性を持って地域で活動できるよう、サポーター同士によ

る定期的な情報交換が行えるような場づくりや、地域住民や関係機関との連絡調整を

行うなど、サポーターによる活発な自主活動を支援し、地域包括ケアシステムの中で

の大きな力となれるように育成していきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（５）挑戦！協働型介護予防 ～介護予防サポーターとの協働に向けて～ 

渋川市 高齢福祉課 認定予防係 

 
１．渋川市の介護予防サポーター養成状況 

①当市のサポーター養成者数の年度推移（人） 

年度 １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ 

初級 ４５ ２６ ３３ ２４ １５ １１ ４２ 

中級 ２６ ２１ ２８ ２１ １２ ８ ３２ 

上級   １６ １６ ７ ９ 未定 
 ※２５年度上級研修については、２５年度末に決定する。 

②現在活動を行っているサポーター数（人）※平成２６年１月末現在 

中級 ４３ 

上級 ３７ 

合計 ８０ 
 

③サポーターの主な活動内容 

（１）市事業への協力 

 ・高齢者筋力向上教室（名称：シニア筋力ぐんぐん教室。（以下、「ぐんぐん教室」

という。））へのボランティア協力 

 ・介護予防講演会などへのボランティア協力 

（２）サポーター会議・研修（約年４回） 

（３）サポーターによる自主的な活動 

 ・地域の会館などでの筋トレ教室 

 ・サロンなどから依頼を受けて実施する活動 

 
２．平成２４年度からの取り組み 

当市では「高齢者が、最期まで生きがいを持って生活できるような市にしたい」と

の思いから、介護予防のまちづくりを展開することを目標にしている。そのためには、

介護予防サポーターの力が必須である。平成２４年から、介護予防サポーターとの協

働による介護予防を、試行錯誤しながら取り組んでいる。 

 



 

３．取り組み方法 

①第１回ワークショップ 

 平成２４年９月に高崎経済大学の協力を得て、サポーターによる第１回ワークショ

ップを開催した。テーマを「話し合ってみよう！私たちの活動のいままでとこれから」

とし、地区別でグループを分け、サポーター自身が活動の課題を出し合い、その解決

策を話し合った。今までのサポーター会議は、市から報告事項の伝達という意味が大

きく、会議で意見を求めても発言するのは特定の人であることが多かった。今回初め

て、参加者全員の意見を丁寧に引き出すことを行った。そこでは、今まで感じていた

活動の課題や不満が強く表出され、多くの課題が出された。意見が多すぎて、まとま

らない地区もあったほどである。その中には、サポーター自身の課題もあるが、市（事

務局）との意思疎通に関する課題も多く出された。ワークショップの最後に、講師か

ら主に４つの課題があるとまとめられた。 
 

②第１回ワークショップのまとめ 

（１）サポーターの役割がはっきりしていない。 

（２）サポーターのスキルアップが必要。 

（３）横のつながり・連携がうまくいっていない。 

（４）市とサポーター、サポーターとサポーターの話し合い・振り返り・交流が必要。 

以上の４つの課題があり、（４）が解決できれば（１）～（３）も解決できるだろ

う、と講師からお話しいただいた。 

また、市に対しては「地区の特性が強いので地区で活動したほうがよいだろう。」

と助言をいただいたため、まずは地区別の会議を持つことから始めた。 
 

③地区別会議 

 地区別で会議を開催し、「地区活動を行うに当たって市とサポーター、サポーター

とサポーターの話し合いをどのように持てばよいのか」をテーマとし話し合った。「地

区活動」ということについて合意できないサポーターもおり、話し合いは難航したが、

最終的には地区での活動が効果的と合意され地区の代表者を選出した。また、ぐんぐ

ん教室で反省会を設けサポーター間の連携強化を図ることを決め、会議後から改善・

実施されたため、サポーター間、サポーターと市の話し合う機会が持てるようになっ



 

た。 
 

④代表者会議 

 地区別会議後、第１回代表者会議を開催した。この会議ではサポーター活動の課題

や問題が次々出され、意見の衝突もあってなかなか話し合いは進まなかった。それで

も、ぐんぐん教室で直面しているサポーター活動の課題に対するルールは、この会議

で決定できるようになっていった。このとき、市は会議の内容を綿密に計画し、話し

合いの場を持っていたため「代表者会議は市が運営するもの。」という意識が市にも

サポーターにも生じてしまった。 

 その後、サポーター研修後やサポーター交流大会へのパネル出典についてなど代表

者会議を多く設定した。平成２５年２月の代表者会議では、２３年度に市で制定した

介護予防サポーター要領の見直しやサポーター全体会議の内容を話し合うなどし、協

議を重ねることで、サポーター活動の課題が徐々に明確となった。その解決策を全体

会議で話し合うこととなり、翌月の会議でそれを実施した。第１回代表者会議と比較

して、会議の様子は意見の衝突があってもサポーター同士で解決しようという変化が

見られるようになった。依然として、会議の運営は市が行っている。 
 

⑤第２回ワークショップ 

 サポーターとの協働による介護予防を試行錯誤しながら進めていたが、市の役割・

サポーターの役割がはっきりしないという問題が大きくなってきた。会議内容など、

サポーターが決定したほうがよいことも、決定できないという傾向にあり、担当者の

歯痒さが続いていた。 

 そこで、再度高崎経済大学の協力を得て、第２回ワークショップを開催することと

なった。そこでは、サポーター活動の課題や地域の高齢者の課題を出し、その解決策

を話し合い、その解決策を「サポーターができること」「行政ができること」「その他

（自治会・老人クラブなど）ができること」に分ける作業をサポーター自身が行って

いった。この頃になると地区のサポーターの絆が深まり、地区別での話し合いも地区

の現状を踏まえて意見を言うことができるようになっていた。 
 

 



 

⑥講師による第２回ワークショップのまとめ 

（１）サポーターが力をつけていかなければならないという課題が多く出された。こ

れは地区間で連携していったらよいのではないか。 

（２）サポーター活動へのこだわりがあり、それが悩みになっている。これに関して

は、みんなで話し合って考えていくことが必要であろう。 

（３）サポーター活動をサポーターだけで行っていくのは大変である。今後は自治会

との連携・自治会活動の１つにサポーター活動が位置づけられるようになると

良い。 
 

⑦第２回ワークショップを受けて 

 ワークショップ後、代表者会議を開催し、ワークショップで出されたことを今後の

活動にどのように反映していくかを話し合った。その結果、自治会や老人会との連携

が大きな課題であると認識し、それに対し市が行う事、サポーターが行う事を明らか

にした。このことに関しては、２６年度の活動に反映できるよう現在も話し合いを重

ねている。 

 
４．まとめ 

 今回取り組みを行った効果として、サポーターの地区活動が非常に活発になってき

たこと、サポーター同士で活動のルールを決めるなど、自己解決できるような活動に

なってきたことが挙げられる。徐々に「協働」は進んできているが、まだ市とサポー

ターの役割は曖昧であり、道半ばである。「協働」を実践するのは非常に難しく、市

にもサポーターにも「自己変革」が求められている。地域で介護予防を展開していく

ために、今後もサポーターとの協働に取り組んでいきたい。 
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