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うるま市介護予防・日常生活支援総合事業 
説明会 

うるま市 介護長寿課 
地域支援係  
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65歳以上 

１万人以上 

  増加 

65歳未満 

１万人以上  

  減少 

将来推計人口（うるま市） 
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うるま市の高齢化の見込み 
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このままいくと、どうなる？うるま市 

★「支える側」と「支えられる側」のバランス（６５歳以上）は年々難しくなる！ 

高齢者（65歳以上）は増加する一方、生産年齢人口（15歳～64歳）
人口は継続的に減少することが予測されています。 



    2015年 2040年 2025年 

75歳以上1人
に対して 

15～74歳は 

75歳以上1人
に対して 

15～74歳は 

75歳以上1人
に対して 

15～74歳は 
7.0人 5.6人 4.0人 

出所）国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（うるま市）」 
                                 （平成２５年３月推計） 

  

介護予防の効果をこれまで
以上に高め、できる限り元
気な生活を継続できるよう

にしよう！ 

高齢者であっても生活支援
の担い手（支える側）とし
て活躍できる地域を作ろ

う！ 

このままいくと、どうなる？うるま市 

★高齢者（65歳以上）も「支える側」に加わることで、支えあいのバランスを保つ 

 高齢者でもそれぞれの能力に応じてできる活動を行うことが、結果として介護予
防につながる。また地域の中で生きがいや役割をもち、支え手として活躍できる地
域をつくることで、これから迎える超高齢社会をみんなで支え、安心して生活でき
るうるま市を目指す。 
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１）認定者数と事業対象者数の推移 
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H28年3月から総合事業開始・・ 

介護認定・給付状況 
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２）要介護度別認定者と介護サービス給付費の推移 
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４）一人当たり給付月額費 
              （近隣保険者・人口規模が近い保険者との比較） 

介護認定・給付状況 
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１）総医療費における外来費と入院費の割合 

外来費が低い 

入院費が高い 

医療の状況 
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２）総医療費に占める生活習慣病の割合 

※慢性腎臓病においては、原疾
患に糖尿病や高血圧等の生活
習慣病が関係するので、生活習
慣病に含めています。 

医療の状況 
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３）透析導入者の状況 

10 

医療の状況 
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４）介護認定者の有病状況 

医療の状況 
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５）患者データからみる健康課題 
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地区

H28年度
国保加入者
40～７４歳
患者数

H28年度
国保加入者
40～74歳
人口

人口比率

具志川 759 12,495 6.07%
石川 366 4,400 8.32%
与那城 175 3,218 5.44%
勝連 154 2,899 5.31%
合計 1454 23,012 6.32%

地区

H28年度
国保加入者
40～７４歳
患者数

H28年度
国保加入者
40～74歳
人口

人口比率

具志川 1234 12495 9.88%

石川 367 4400 8.34%

与那城 225 3218 6.99%

勝連 179 2899 6.17%

合計 2005 23012 8.71%

   脳血管疾患 
（H２８地区別患者数） 

   虚血性心疾患 
（H２８地区別患者数） 

   透析合計数 
（H13～平成27年度） 

石川地区・・・・・青 
具志川地区・・・ピンク 
勝連地区・・・・・きみどり 
与那城地区・・・赤 

石川地区・・・・・青 
具志川地区・・・ピンク 
勝連地区・・・・・きみどり 
与那城地区・・・赤 

（地区の特徴） 
🌺うるま市の健診受診率はすべての年齢において40％未満と低い。また継続して健
診を受ける方はさらに低く、特に勝連地区においては健診未受診者が多いことが課
題である。 
 
🌺具志川地区は内臓脂肪蓄積、高血糖を示す検査データの有所見者が多く、患
者数を人口比率でみると脳血管疾患、脳出血の患者数が多い。 
 
🌺石川地区は内臓脂肪蓄積、メタボリックシンドローム該当者、また高血糖を示す
検査データの有所見者が多く、患者数を人口比率でみると、虚血性心疾患、狭心
症、脳出血の患者数が多い 
 
🌺与那城地区は腎機能低下の有所見者が多く、患者数を人口比率でみると、人
工透析治療中の方が多い 
 

医療の状況 
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【うるま市現状】 
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１）介護認定者の 
   状況 

2）総医療の状況 3）透析導入者の 
  状況 

4）健診・患者データ 
  から見える状況 

5）ケマネジメントに
求められること 

介護認定情報と医療
受診情報を突合 
 
高血圧、糖尿病、脂
質異常症などの基礎
疾患をもっている方
（89％） 
認定者の循環器疾患 
１位脳血管疾患
（42%） 
２位虚血性心疾患
（28%） 
※血管疾患92.1％占め
る 

●介護サービス給付
費が84億円を超える
見込み 
●要介護度２～４の
重度認定が増える 
 

①総医療費に占め
る生活習慣病の割
合は30% 
②高血圧、糖尿病、
脂質異常の基礎疾
患を有している方が
多く、重症化して脳
血管疾患者、虚血
性心疾患を発症し
ている 
③外来が少なく入
院が多い（重症に
なってから受診する
傾向にある 

①新規透析患者
34%が糖尿病性腎
症である 
②透析患者の約
3~4割に脳血管疾
患や虚血性心疾患
が合併している 
③与那城地区は他
地区に比べ人工透
析治療中の方が多い 

①HbA1c6.5%以
上、7.0%以上は増
加傾向 
●3年連続継続健
診受診率24.５％ 
②具志川地区は脳
血管疾患、石川地
区は虚血性心疾患
患者の割合が高く、ど
ちらも高血糖の検査
データの有所見者多
い 

①悪化させないような
受診 
②医療機関との連携 
③食生活に関するア
セスメント 
④病気についての理
解 
⑤地域の情報 
⑥ケアマネ、事業主と
の課題の整理 
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うるま市の総合事業の目指す姿 

• 高齢者人口の増加と生産年齢の減少の状況から、地域の多様な主体による多様な生活支援を
地域の中で確保し、年齢に関わらず高齢者が社会参加できる地域づくりに取り組みます。 

• 高齢者自身が自分の心身の状態に応じた効果的な介護予防に取り組むことができるよう、 

 「自立支援」を目指し取り組みます。 

• 介護保険認定又は重症化予防のためには大血管障害のリスクを抑制することが重要であり、自
立支援ケア会議の中でターゲット疾患を定め、ケアマネジメントの標準化を図っていきます
。 

 

不適切な生活習慣が引き金となり、病気を発症し重症化していくことを予防するためには、本人自らが健康状態を
自覚し、生活習慣改善の必要性を理解し実践できるよう働きかけていかなければいけない 

 

              健診受診・保健指導→介護予防→自立支援・重度化防止 

                 にむけた地域ケアマネジメントを構築する必要がある‼ 

     

           

高齢になるほど多くの
疾患をもちながら日常
生活を過ごしている 

高齢者の抱えている疾
患のリスクや心身機能の
見極め、見通しを立てる
ことは、ケアマネジメントを
行うにあたり重要 

より良いケアマネジメント
を実現するために地域の
環境を整えていかなけれ
ばいけない 
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介護予防・
日常生活支
援総合事業
（新しい総
合事業 

介護予防・生
活支援サービ
ス事業 

（従来の要支援者） 

・要支援認定を受けた
もの（要支援者） 

・基本チエックリスト
該当者（介護予防・生
活支援サービス対象事
業者） 

一般介護予防事業 

訪問型サービス 

（第1号訪問事業） 

その他の生活支援
サービス（第1号生活
支援事業） 

介護予防マネジメント 

（第1号介護予防支援事業） 

通所型サービス 

（第1号訪問事業） 

現行の訪問
介護相当 

現行の通所
介護相当 

多様なサー
ビス 

多様なサー
ビス 

①訪問介護 

②訪問型サービスA（緩和した基準によるサービス） 

③訪問型サービスB（住民主体による支援） 

④訪問型サービスC（短期集中予防サービス） 

⑤訪問型サービスD（移動支援） 

①通所介護 

②通所型サービスA（緩和した基準によるサービス） 

③通所型サービスB（住民主体による支援） 

④通所型サービスC（短期集中予防サービス） 

①栄養改善を目的とした配食 

②住民ボランティア等が行う見守り 

③訪問型サービス、通所サービスに準ずる自
立支援に資する生活支援（訪問型サービス・
通所型サービスの一体的提供等） ①介護予防把握事業 

②介護予防普及啓発事業 

③地域介護予防活動支援事業 

④一般介護予防事業評価事業 

⑤地域リハビリテーション活動支援事業 

平成31年4月 
本市で実施するサービス 

●自立支援・重度化防止に向けた取り組み 
   ①介護予防・生活支援サービス事業の充実 
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  現行の訪問介護相当 多様なサービス 

区分 訪問型サービス （独自） 短期集中予防サービス 

訪問型サービスC 

移動支援 

訪問型サービスD  ※検討中 

提供者 指定事業者 直接実施 補助／助成  

内容 ■訪問介護員による「身体介護」
及び「生活援助」 
※従前の介護予防訪問介護と同
様のサービス 

■専門職による居宅での相談指導等 

①生活機能等の評価を基に、日常生活動
作の改善等を指導 

②通いの場への参加支援 

③健康管理や介護予防に関してセルフコ
ントロールが行えるよう助言・指導 

①送迎前後の付き添い支援（病
院、買い物） 
※通院等乗降介助のイメージ 

②地域支援事業（一般介護予防
事業・サークル）への送迎 

  

想定する
対象者 

①既にサービスを利用しており、
サービスの利用の継続が必要な
方 

②認知機能の低下により日常生活
に支障がある症状・行動を伴う方 

③退院直後で状態が変化しやすく、
専門的サービスが特に必要な者 
等 

①短期間の集中的なアプローチで、課題
の改善が見込まれる方 

②現在の活動状況や社会参加状況等の
広がりが期待できる方 

③閉じこもり期間の延長による筋力低下
や体力低下等で生活に支障が出ている方 

①買物や通院の移動支援をする
ことで、外出への意欲を持ち、自
立した生活を送ることが見込ま
れる方 

②通所型サービス（独自・多様）
を卒業し、通いの場へ参加する
ことで、地域の方との交流や活
動により生活意欲の向上が見込
まれる方 
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  現行の訪問介護相当 多様なサービス 

区分 訪問型サービス （独自）  訪問型サービスC 
（短期集中サービス） 

 訪問型サービスD 
（移動支援）※検討中 

提供者 指定事業者 直接実施 補助／助成  

内容 ■訪問介護員による「身体介
護」及び「生活援助」 
※従前の介護予防訪問介護と同
様のサービス 

■専門職による居宅での相談指導等 
①生活機能等の評価を基に、日常生
活動作の改善等を指導 
②通いの場への参加支援 
③健康管理や介護予防に関してセル
フコントロールが行えるよう助言・
指導 

①送迎前後の付き添い支援 
②地域支援事業 
（一般介護予防事業・サークル）   
 への送迎 
  

想定する対
象者 

①既にサービスを利用しており、
サービスの利用の継続が必要な
方 
②認知機能の低下により日常生
活に支障がある症状・行動を伴
う方 
③退院直後で状態が変化しやす
く、専門的サービスが特に必要
な者等 

①短期間の集中的なアプローチで、
課題の改善が見込まれる方 
②現在の活動状況や社会参加状況等
の広がりが期待できる方 
③閉じこもり期間の延長による筋力
低下や体力低下等で生活に支障が出
ている方 

①移動支援をすることで、外出への
意欲を持ち、自立した生活を送るこ
とが見込まれる方 
②通所型サービス（独自・多様）を
卒業し、通いの場へ参加することで、
地域の方との交流や活動により生活
意欲の向上が見込まれる方 

●自立支援・重度化防止に向けた取り組み 
 ②－１ 訪問型サービス 

≪サービスの内容≫ 
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  現行の訪問介護相当 多様なサービス 

区分 訪問型サービス （独自）  訪問型サービスC 
（短期集中サービス） 

 訪問型サービスD 
（移動支援）※検討中 

提供時間 
提供回数 

介護予防ケアマネジメント基づく 
従前の介護予防訪問介護と同様 

介護予防ケアマネジメント基づく 
・1～2週間に1回  
・３カ月を目安 

介護予防ケアマネジメント
基づく 

サービス単価 １回あたりの単価 
（ひと月の提供回数が一定回数を超え
た場合のみ定額単価） 

― ― 

加算 従前の介護予防訪問介護と同様 なし なし 

利用者負担 サービス費の１割又は２割 なし 検討中 
（ガソリン代のみ負担） 

サービスコードﾞ A2 ― ― 

請求方法 国保連合会へ請求 ― ― 

ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ類型 ケマネジメントA ケアマネジメントA ケアマネジメントB 

限度額管理 ○ なし なし 

生活保護の介助
扶助 

○ なし 検討中 

高額介護予防
サービス費 

○ 対象外 対象外 
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●自立支援・重度化防止に向けた取り組み 
 ②－２ 訪問型サービス 

≪サービス単価及び回数≫ 



Yellow 

RGB= 255,255,153 

Blue(corporate color) 
RGB= 0,117,191 

Grey 

RGB= 221,221,221 

JRI  colour balance 

  現行の通所介護相当 

区分 通所型サービス （独自） 

提供者 指定事業者 

内容 ■生活機能向上のための機能訓練 
※従前の介護予防通所介護と同様のサービス 

想定する対
象者 

①既にサービスを利用しており、サービスの利用の継続が必要な方 
②多様なサービスの利用が難しい方 
③生活機能の向上トレーニングを行うことで改善、維持が見込まれる方 
※状態像を踏まえながら、多様なサービスの利用を検討していく 

18 

●自立支援・重度化防止に向けた取り組み 
 ③－１ 通所型サービス 

≪サービスの内容≫ 



Yellow 

RGB= 255,255,153 

Blue(corporate color) 
RGB= 0,117,191 

Grey 

RGB= 221,221,221 

JRI  colour balance 
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  多様なサービス 

区分 緩和した基準によるサービス 

通所型サービスA 
（認知機能向上型） 

通所型サービスA 
（運動機能向上型） 

提供者 委託実施 委託実施 

内容 ■社会参加の場で行われる認知機能向上を目的とした
自立支援サービス 
①認知機能・生活機能等の評価を基に、認知機能向上
プログラム（脳トレ、コグニサイズなど）を実施 
②健康づくりに関してセルフコントロールが行えるよ
う助言・指導 
③利用者の状態に応じ、社会参加活動への支援 

■社会参加の場で行われる生活機能向上を目的とした自立
支援サービス 
①身体機能・生活機能等の評価を基に、運動機能向上プロ
グラム（筋力、バランス力、柔軟性等）を実施 
②健康づくりに関してセルフコントロールが行えるよう助
言・指導 
③利用者の状態に応じ、社会参加活動への支援 

想定す
る対象
者 

■認知機能の軽度低下者 
（物忘れ相談プログラムにて認知機能軽度低下疑いが
あり、行動観察方式（AOS）にて境界型同等と判断 
※中核症状・行動・心理症状に関連する症状がみられ
る方は対象外とする 
①認知機能の軽度の低下がみられるが、利用者本人が
目的意識をもち、認知機能向上、生活機能向上に向け
た取り組みが行える方 
②身体機能や意欲低下により自宅内で過ごすことが多
くなっているが、社会参加状況等の広がりが期待でき
る方 

■身体機能の軽度低下者 
①身体機能の軽度の低下がみられるが、利用者本人が目的
意識をもち、身体機能向上、生活機能向上に向けた取り組
みが行える方 
②身体機能や意欲低下により自宅内で過ごすことが多く
なっているが、社会参加状況等の広がりが期待できる方 
  

●自立支援・重度化防止に向けた取り組み 
 ③－２ 通所型サービス 

≪サービスの内容≫ 



Yellow 

RGB= 255,255,153 

Blue(corporate color) 
RGB= 0,117,191 

Grey 

RGB= 221,221,221 

JRI  colour balance 
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  多様なサービス 

区分 短期集中予防サービス 
通所型サービスC（認知機能向上型） 通所型サービスC（運動機能向上型） 

提供者 委託実施 委託実施 

内容 ■専門職による認知機能向上を目的とした自立支援 
 サービス 
①保健・医療の専門職が自宅を訪問し、支障をきたし  
 ている日常生活行為やその原因、家屋や周辺環境等  
 のアセスメントを実施 
②生活環境及び認知機能・生活機能等の評価を基に、 
 認知機能向上トレーニングを実施 
③健康づくりに関してセルフコントロールが行えるよ 
 う助言・指導 
④サービス終了後は本人にあった活動場所の提案 

■専門職による生活機能向上を目的とした自立支援 
 サービス 
①保健・医療の専門職が自宅を訪問し、支障をきたして 
 いる日常生活行為やその原因、家屋や周辺環境等のア 
 セスメントを実施 
②生活環境及び身体機能・生活機能等の評価を基に、運 
 動機能向上トレーニングを実施 
③健康づくりに関してセルフコントロールが行えるよう 
 助言・指導 
④サービス終了後は本人にあった活動場所の提案 

想定する
対象者 

■認知機能の軽度低下者 
（物忘れ相談プログラムにて認知機能軽度低下疑いがあ
り、行動観察方式（AOS）にて境界型同等と判断 
※中核症状・行動・心理症状に関連する症状がみられる
方は対象外とする 
①認知機能の軽度低下等により自宅内で過ごすことが 
 多くなっている方 
②短期間の集中的なアプローチで、課題の改善が見込 
 まれる方 
③利用者本人が目的意識をもち、認知機能向上、生活 
 機能向上に向けた取り組みが行える方 

■身体機能の軽度低下者 
①身体機能の軽度の低下により自宅内で過ごすことが多 
 くなっている方 
②短期間の集中的なアプローチで、課題の改善が見込ま 
 れる方 
③利用者本人が目的意識をもち、身体機能向上、生活機 
 能向上に向けた取り組みが行える方 
  

●自立支援・重度化防止に向けた取り組み 
 ③－３ 通所型サービス 

≪サービスの内容≫ 



Yellow 

RGB= 255,255,153 

Blue(corporate color) 
RGB= 0,117,191 

Grey 

RGB= 221,221,221 

JRI  colour balance 

  現行の通所介護相当 多様なサービス 

区分 通所型サービス （独自） 緩和した基準によるサービス 
通所型サービスA  
（認知機能向上・運動機能向上） 

短期集中予防サービス 
通所型サービスC 
（認知機能向上・運動機能向上） 

提供時間 
提供回数 

介護予防ケアマネジメント基づく 
従前の介護予防通所介護と同様 

1回あたり概ね３時間程度 
頻度：1回／週 

１回あたり概ね３時間程度 
頻度：2回／週 
期間：3カ月を目安 

サービス単価 １回あたりの単価 
（ひと月の提供回数が一定回数を
超えた場合のみ定額単価） 

― ― 

送迎 従前の介護予防通所介護と同様 あり あり 

加算 従前の介護予防通所介護と同様 なし なし 

利用者負担 サービス費の１割又は２割 1回あたり200円 １回あたり200円 

サービスコードﾞ A６ ― ― 

請求方法 国保連合会へ請求 ― ― 

ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ類型 ケマネジメントA ケアマネジメントB ケアマネジメントA 

限度額管理 ○ なし なし 

生活保護の介助
扶助 

○ ○ ○ 

高 額 介 護 予 防
サービス費 

○ 対象外 対象外 

21 

≪サービス単価及び回数≫ 

●自立支援・重度化防止に向けた取り組み 
 ③－４ 通所型サービス 



Yellow 

RGB= 255,255,153 

Blue(corporate color) 
RGB= 0,117,191 

Grey 

RGB= 221,221,221 

JRI  colour balance 
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  多様なサービス 

区分 緩和した基準によるサービス 短期集中予防サービス 

通所型サービスA 
（認知機能向上型） 

通所型サービスA 
（運動機能向上型） 

通所型サービスＣ 
（認知機能向上型） 

通所型サービスＣ 
（運動機能向上型） 

提供者 委託事業 委託事業 委託事業 委託事業 

時間 
場所 

●具志川ドーム研修室 
      月曜日（ＰＭ） 
●うるみんスタジオ 
      水曜日（ＰＭ） 
●石川保健相談センター 
      木曜日（ＰＭ） 
●与那城地区公民館 
      火曜日（ＰＭ） 
●勝連地区公民館 
      火曜日（ＡＭ） 

●具志川ドーム研修室 
     水曜日（ＰＭ） 
●うるみんスタジオ 
     金曜日（ＰＭ） 
●石川保健相談センター 
     火曜日（ＡＭ） 
 
●与那城地区公民館 
     金曜日（ＡＭ） 
●勝連地区公民館 
     木曜日（ＡＭ） 

●地域交流センター 
 多目的ホール 
    水曜日（ＰＭ） 
  
●ＰＬＩＦＥ 
    土曜日（ＰＭ） 

●こもれび 
  月・火・木・金 
  （ＰＭ） 

≪実施場所・時間≫ 

●自立支援・重度化防止に向けた取り組み 
 ③－５ 通所型サービス 



STEP３生活期 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

★通いの場への移動 
 支援 
 

一般介護予防教室 
・うるま体操習得塾 
 （運動機能） 
・うるま体操習得塾 
 （認知機能） 
・体操サークル 
・高齢者サロン 
・男性向け介護予防 
 教室 
 

福祉サービス 
・ミニデイ 
・津堅ｷｬﾛｯﾄふれあい 
 サロン 
 
 
 
 
 
 

STEP１ 
集中介入期 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

社会参加活動 

ｻｰﾋﾞｽ開始 社会参加活動 

趣味活動へ
の参加 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活
動 通所型サービス(独自) 

訪問型サービス(独自) 

役割の再獲
得 

交流の場へ
の参加 【新規】 

通所型ｻｰﾋﾞｽC 
(認知機能) 

通所型ｻｰﾋﾞｽC 
(運動機能) 

訪問型ｻｰﾋﾞｽC 【新規】 
通所型ｻｰﾋﾞｽA(運動） 

【新規】 
通所型ｻｰﾋﾞｽA(認知） 

 
 

★
事
業
対
象
者 

 
 

★
要
支
援
１ 

 
 

★
要
支
援
２ 

認
定
者 

ケアマネジメントC 

 ＋社会参加加算 
STEP２移行期 
＜多様なサービス＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜現行サービス＞ 
 

ケアマネジメン
トA 

＋初回加算 
ケアマネジメ
ントC 

＋社会参加
加算 

ケアマネジメントB ケアマネジメントA 

ケアマネジメ
ントB 

ケアマネジメン
トA 

＋初回加算 

ケアマネジメ
ントA 

ケアマネジメ
ントA 

ケアマネジメ
ントB 

ケアマネジメントB 

＋初回加算 

【新規】※検討中 

訪問型ｻｰﾋﾞｽD 
(通いの場への移動支援)   

【新規】※検討中 

訪問型ｻｰﾋﾞｽD 
(送迎前後の付き添い支
援） 

●自立支援・重度化防止に向けた取り組み 
   ④Ｈ31年度 自立支援に向けた体制の構築 
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Grey 
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JRI  colour balance 
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※１ 明らかな要介護認定申請が
必要と判断する場合 

年齢 
□サービスを必要とする方の年齢   

が65歳未満 

 

歩行状態等 
□一人で歩くことができない、寝 

たきりの状態 

□食事、排泄、着脱に何らかの介 

助を要する 

 

もの忘れ 
□認知機能低下により日常生活に  

支障を来している 

希望するサービス 
□家事援助（訪問サービス）を  

希望  

 
□入浴や清潔を保つためにサー 

ビス利用が必要 

 
□病状管理のために訪問看護の 

利用が必要   

 
□福祉用具のレンタルや購入、 

住宅改修が必要 

 
□長時間の預かりの場や施設入 

所を求めている 

●自立支援・重度化防止に向けた取り組み 
 ⑤－１ 事業対象者の決定（新規者） 
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●自立支援・重度化防止に向けた取り組み 
 ⑤－２ 事業対象者の決定（更新申請） 
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JRI  colour balance 
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●自立支援・重度化防止に向けた取り組み 
 ⑤－２ 事業対象者の決定（更新申請） 



Yellow 

RGB= 255,255,153 

Blue(corporate color) 
RGB= 0,117,191 

Grey 

RGB= 221,221,221 

JRI  colour balance 

自立支援型ケアマネジメント 
 ◎状態像を「できない」ことだけでなく「できること」「できそうなこと」も踏まえ、 
  的確にアセスメントする 
 ◎高齢者の自立支援を考えながら、生活機能の低下やその影響について認識してもらい、 
  向上のイメージをから利用者がどうなりたいかという目標を設定すること 
 ◎目標の達成に取り組んでいけるよう、サービス（介護予防生活支援サービス事業や一 
  般介護予防事業など）や社会資源等も選択し、提案していくこと  

自立支援型地域ケア会議 

●自立支援重度化防止に向けた取り組み 
  ⑥－１ ケアマネジメントの質の向上 
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疾患（糖尿病・高血圧）コントロールの視点をもったケアマネジメント

の標準化を目指す  

★うるま市の自立支援型地域ケア会議の活用 
 → ◎会議の視点を「疾患別アプローチによるケアマネジメントの標準化に向けた取り組みの 
    機会」とすることを確認 

   ◎うるま市の疾患別アプローチ対象疾患を「脳血管疾患」とし、血糖、血圧のコントロール 

    を図ることで重症化を予防する 

   ◎糖尿病・高血圧の疾患についてのアプローチ方法、アセスメントの視点、ケアに対する 

    考え方の統一を図る 
      

                             

対象事例を：「生活習慣病（糖尿病等）の既往のある者及びその合併症のある者」  

●自立支援重度化防止に向けた取り組み 
  ⑥－２ ケアマネジメントの質の向上 



Yellow 
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Blue(corporate color) 
RGB= 0,117,191 

Grey 

RGB= 221,221,221 

JRI  colour balance 
介護予防・
日常生活支
援総合事業
（新しい総
合事業 

介護予防・生
活支援サービ
ス事業 

訪問型サービス 

（第1号訪問事業） 

通所型サービス 

（第1号訪問事業） 

現行の訪問
介護相当 

現行の通所
介護相当 

多様なサー
ビス 

多様なサービ
ス 

訪問介護相当サービス ※指定事業所 

訪問型サービスC（短期集中予防サービス）※直営実施 

通所介護相当サービス ※指定事業所 

通所型サービスC（短期集中予防サービス）※委託 

一般介護予防事業 

①介護予防把握事業 

②介護予防普及啓発事業 

③地域介護予防活動支援事業 

⑤地域リハビリテーション活動支
援事業 

介護予防マネジメント 

（第1号介護予防支援事業） 

【対象】 
①要支援者 

②事業対象者 

【対象】 
①第1号被保険者
の全ての者 

元気アップ塾・脳いきいきクラブ 

生きがい活動支援通所事業（地域型）ミニデイ 

津堅ｷｬﾛｯﾄふれあいｻﾛﾝ 

介護予防出前講座 

自主サークル立ち上げ支援事業 

人材育成・学べる場の創設（うるまシニア大学）検討中 

介護予防応援隊講座・修了生交流会 

高齢者交流サロン 

その他の生活支援
サービス（第1号生活
支援事業） 

②訪問型サービスA（緩和した基準によるサービス） 

③訪問型サービスB（住民主体による支援） 

⑤訪問型サービスD（移動支援） 

②通所型サービスA（緩和した基準によるサービス）※委託 

③通所型サービスB（住民主体による支援） 

①栄養改善を目的とした配食 

②住民ボランティア等が行う見守り 

③訪問型サービス、通所サービスに準ずる自立
支援に資する生活支援 

④一般介護予防事業評価事業 

  ●地域における通いの場の充実 
  ●市民が介護予防活動に取り組める活動場所の確保等 

うるま男塾 
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区分 一般介護予防事業 

脳いきいきクラブ 
（認知機能向上） 

元気あっぷジム 
（運動機能向上） 

提供者 委託事業者（株式会社 フォスタ） 委託事業者（株式会社 フォスタ・株式会社トータ
ルライフサポート研究所） 

内容 ■高齢者の身近な場所で、適切な運動方法の
習得と習慣化を支援し、認知症予防への意識、
自助力を高めることを目的とした教室 
■日常生活の活動を高め、家庭や社会への参
加促進により、生きがいや自己実現の取組に
つなげることを支援する。 
（流れ） 
１．ウォーミングアップ・ストレッチング 
２．ミニ講話（認知・生活機能改善のための
生活指導やセルフケアに関する講話等） 
３．認知機能向上トレーニング（脳トレ等） 
４．クールダウン 

■高齢者の身近な場所で、適切な運動方法の習得と
習慣化を支援し介護予防への意識・自助力を高める
ことを目的とした教室 
■日常生活の活動を高め、家庭や社会への参加促進
により、生きがいや自己実現の取組につなげること
を支援する。 
（流れ） 
１．ウォーミングアップ・ストレッチング 
２．ミニ講話（介護予防に関する講話等） 
３．トレーニング・筋力トレーニング 
４．クールダウン 

想定する 
対象者 

うるま市在住の概ね65歳以上の者 
※通所型サービスA【脳活型】、通所型サー
ビスC【脳活型】の卒業生も含む 

うるま市在住の概ね65歳以上の者 
※通所型サービスA【運動型】、通所型サービスC
【運動型】の卒業生も含む 

送迎 なし なし 

利用者 
負担 

なし なし 
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  ●地域における通いの場の充実 
  ●市民が介護予防活動に取り組める活動場所の確保等 
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  場所 曜日・時間 内容 

① 
うるマルシェ 

会議室1・2・3 
毎週火曜 10時～12時 

ストレッチや立った姿勢で

の運動、座って出来る筋ト

レやボール・ゴムチューブ

などの道具を使っての筋ト

レなど、ご自身の体調に合

わせて運動や体操を行う教

室です。 

② 
ゆらてく 

多目的ホール 
毎週木曜 10時～12時 

③ 
うるみん 

うるみんスタジオ 
毎週木曜 13時半～15時半   

④ 川崎公民館 毎週火曜 14時～16時 

⑤ 
石川保健相談センター 

２Ｆ ホール 
毎週水曜 13時半～15時半 

⑥ 石川前原公民館 毎週金曜 13時半～15時半 

⑦ 
与那城地区公民館 

ホール 

毎週月曜 13時半～15時半      

第1・3金曜 14時～16時 

⑧ 
勝連地区公民館 

中ホール/研修室１・２ 

毎週水曜 10時～12時         

第2・４金曜 14時～16時 
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元 気 あ っ ぷ ジ ム ( 市 内 ８ ヵ 所 ) 

  ●地域における通いの場の充実 
  ●市民が介護予防活動に取り組める活動場所の確保等 
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場所 曜日・時間 内容 

⑨ うるマルシェ      

会議室1・2・3 

毎週木曜  

10時～12時 
ストレッチや体操のほか、

認知症の予防につながる

体操や身体を使う脳トレ

などを行います。 
⑩ ゆらてく 

多目的ホール 

毎週月曜  

10時～12時 
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脳 い き い き ク ラ ブ ( 市 内 ２ ヵ 所 ) 

う る ま 男塾★ ( 男 性 限 定 の 運 動 教 室 で す ) 

場所 曜日・時間 内容 

⑪うるみん 

１Fスタジオ及び 

毎週月曜 

13時～15時 

男性限定でストレッチや

器械を使っての筋力運動

を行います。 

  ●地域における通いの場の充実 
  ●市民が介護予防活動に取り組める活動場所の確保等 
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                 【具志川きた地区】 

 

 

 

【目的】              【具志川きた地区】 

高齢者が所属する団体や集まりの場 

の中で親睦を深めながら、適切な介護 

予防活動を行い、継続することで一人 

ひとりが要介護状態になることなく、 

健康で生き生きとした生活を続ける 

ことができるよう、サークルの立ち 

上げ支援及び継続支援を行う。 

 

 

  ●地域における通いの場の充実 
  ●市民が介護予防活動に取り組める活動場所の確保等 

地域介護予防活動支援事業 
（自主サークル立ち上げ支援事業） 

 

場所 対象地区 曜日 
問い合わせ先

公民館 

1 西原公民館 西原 毎週金曜 10時～12 時 098-973-3427 

2 みどり町 3・4丁目公民館 
みどり町 

3・4 丁目 
毎週月・金 14～16 時 098-974-5839 

3 みどり町 5・6丁目公民館 
みどり町 

5・6丁目 ※ 

毎週火曜 10時～11 時     

  木曜 14 時～15 時 
098-972-5606 

4 昆布公民館 昆布 毎週金曜 10時～11 時 098-972-3574 

5 赤野公民館 赤野  
毎週水曜 14時～15 時 

金曜 10時～11時 
098-973-9212 

6 具志川公民館 具志川 ※ 毎週火・木 14 時～15 時 098-973-3407 

7 大田公民館 大田 毎週水曜 14時～15 時 098-973-3581 

8 上江洲公民館 上江洲 
第１・第３・第 4木曜  

１０時～10 時半 
098-973-3555 

9 安慶名公民館 安慶名 ※ 

毎週火曜 14時～15 時 

金曜 9時半～10 時 

   (金曜は体操後に三線) 

098-972-6052 

10 天願公民館 天願 
毎週火・木 11 時～12 時      

体操前10時～グランドゴルフを

しています。体操のみの参加も可 

 

098-972-3573 
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  ●地域における通いの場の充実 
  ●市民が介護予防活動に取り組める活動場所の確保等 

地域介護予防活動支援事業 
（自主サークル立ち上げ支援事業） 

 

場所 対象地区 曜日 
問い合わせ先

公民館 

1 江州公民館 江州 毎週金曜 10時～11 時 098-973-3001 

2 髙江洲公民館 髙江洲 毎週火曜 10時～11 時 098-973-3571 

3 豊原公民館 豊原 ※ 毎週火・木 13時～14 時半 098-973-1312 

4 川田公民館 川田 毎週水曜 14時～15 時 098-973-3556 

5 赤道公民館 赤道 ※ 毎週月・木 10時～11 時 098-973-3432 

6 宮里公民館 宮里 ※ 
毎週月曜 14時～15 時 

  水曜 10 時～12 時 
098-973-9013 

7 喜仲公民館 喜仲 毎週金曜 10時～11 時半 098-979-0503 

8 平良川公民館 平良川 ※ 

毎週水曜 14時～16 時 

【カラオケの前に実施】 

毎週日曜 14時～16 時 

【琉舞の前に実施】 

098-973-6059 

9 志林川公民館 志林川 

毎週火曜 10時～11 時半 

【ストレッチ、リズム体操】 

毎週金曜 10時～11 時半 

【ストレッチ、百歳体操】 

098-973-9009 

10 米原公民館 米原 ※ 毎週月・水 14 時～15 時 098-973-3431 

11 
大原団地自治会 

集会所 
赤道 ※ 

毎月火曜日 10時～ 

毎週木曜日 19時～ 
098-974-8788 

12 塩屋自治会 塩屋 第 2・4火曜日 10 時～ 098-973-1936 

13 兼箇段公民館 兼箇段 毎週土曜 14時～15 時 098-974-3552 

14 上平良川公民館 上平良川 毎週月・金 14時～15 時 098-973-3493 

15 新赤道公民館 新赤道 毎週水曜日 14時～15 時 098-973-6076 

【具志川ひがし地区】 

 

場所 対象地区 曜日 
問い合わせ先公

民館 

1 東恩納公民館 東恩納 毎週水曜 14時～15 時 098-964-3255 

2 中央公民館 石川中央 毎週月曜 10時～12 時 098-964-3630 

3 宮前公民館 宮前 毎週木曜 10時～12 時 098-965-1113 

4 南栄公民館 南栄 毎週木曜 １４時～１６時 098-964-4263 

5 美原公民館 美原 毎週木曜 14時～15 時 098-965-4713 

6 石川第二団地 嘉手苅団地 ※ 毎週月・水 15時～17 時 080-8564-8513 

7 城北公民館 城北区 ※ 毎週月・金 14時～15 時 098-964-5022 

8 旭公民館 旭区 ※ 毎週木曜 10時～11 時 098-965-4520 

9 嘉手苅公民館 嘉手苅 第 1 水曜 9：30～11 時 098-964-4350 

【石川地区】 
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  ●市民が介護予防活動に取り組める活動場所の確保等 

地域介護予防活動支援事業 
（自主サークル立ち上げ支援事業） 

【与那城地区】 【勝連地区】 

 

場所 対象地区 曜日 
問い合わせ先

公民館 

1 南風原公民館 南風原 毎週水曜 10時～11 時 098-978-2235 

2 
南風原公民館の隣 

（まあるの家） 
南風原※ 

毎週水曜 １５時～17 時 

 金曜 10時～12 時 

098-987-2235 

(問合わせは公民館へ) 

3 平安名公民館 平安名 毎週金曜 14時～15 時 098-978-2237 

4 平敷屋公民館 平敷屋 第 1・3・5 火曜 14 時 098-978-2231 

5 内間公民館 内間 毎週水曜 14時～15 時 098-978-2238 

 

場所 対象地区 曜日 
問い合わせ先

公民館 

1 与那城公民館 与那城 

毎週月・木  

13 時半～14時 

（木曜…体操後に三線） 

098-978-2230 

2 池味公民館 池味 毎週金曜 14時～15 時 098-977-8256 

3 上原公民館 上原 毎週水曜 10時～12 時 098-977-8166 

4 伊計いこいの家 伊計 毎週月曜 10時～11 時半 098-977-7373 


