
介護者が介護に追われない介護へ

小田原市 福祉健康部 高齢介護課

地域包括支援係 海老原・鈴木



1.小田原市について
（基礎データ）
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神奈川県西部の中心都市
【総人口】188,331 人（県内10位）
【高齢者人口】57,420 人
【高齢化率】 30.49 ％
【面 積】 113.60 ㎢(県内５位)
【連合自治会】26地区
【日常生活圏域】12圏域

※連合自治会ベースで構成
山エリア

海エリア

川西地域

川東地域酒匂川

小田原駅

前羽

富士見
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１.小田原市について（基礎データ）
本市の概況（令和４年６月末日時点）



▶市に 海、山、川、里、平野、街があり、

第１次、第２次、第３次産業が揃う

▶戦国～大正時代の重層的な歴史

⇒ 社会科教科書のモデル都市＝日本の縮図

１.小田原市について（基礎データ）
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１.小田原市について（基礎データ）

年度 相談件数

2018（H30） 50

2019（R1） 136

2020（R2） 355

2021（R3） 368

《移住相談者数》

５

▶移住希望者が増えている
▶市として公民連携、デジタルイノベーションを進めている

【具体例】
キリンホールディングス株式会社との包括連携協定
中北薬品株式会社との包括連携協定
富士フイルム株式会社との包括連携協定
eスポーツコンテンツ造成業務に係る公募型プロポーザルの実施
令和4年度「地域課題解決のためのスマートシティ推進事業」に採択！

（総務省）



2.小田原市の課題
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同規模市：平塚市、大和市、茅ヶ崎市、厚木市、大和市

（国保データベースシステムより）

比較 小田原市 神奈川県
小田原市と

同規
模の市

国

認定率 18.8 20.0 19.1 20.3 

（％）
小田原市の要介護認定率（令和３年度）

県や同規模市、国と比べて認定率が低い！
⇒介護認定がないなかで介護が行われている可能性も

２.小田原市の課題

７



3.ペルソナ
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小田原 梅雄さん（介護者）

▶男性 ７７歳

▶妻８０歳と同居し介護中

▶夫婦ともに介護認定はまだない

▶昔からの性格で人に頼りたくない

▶妻は最近、物忘れが多く、近隣の人がお金を盗った等と言うようになる

▶妻は梅雄さんに当たりが強くなっており、梅雄さんも言い返してしまう

▶梅雄さんは慣れない家事や自治会活動のことでいっぱいいっぱい

▶梅雄さんはスマートフォンを持っているが遠方に住む息子とラインをする
のみの使用

３.ペルソナ
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介護している人

介護されている人



4.課題の方向性
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＜課題＞
介護をする人にとって、介護は負担。

＜課題解決のため市が考えたこと＞
介護者の精神的負担は、知識を得ることで軽減できるのではないか。

４.課題の方向性
介護に対する知識が身に付いていれば
精神的負担が軽減できるのでは…

１１

⇒小田原市では、
これから介護をする人や介護を
している人に対し、介護知識を
提供する取組として、

「家族介護教室」を行っています。



＜小田原市家族介護教室参加者の声＞

・介護する側にも段階があるということを知れ、
自分が（精神的に）おかしくなっているのでは
という不安がやわらぎました。

・介護を楽しくする方法を色々教えて頂き、
心に余裕を持っていきたいと思います。

・心を楽にするヒントが沢山あることを教えていただいて心が軽くなります。

・「介護は、介護者の生活のうちの10％ほどでよい」という言葉に涙が出て、とて
も気持ちが楽になりました。怒る事が多いので鏡のお話のごとく笑って行きます。

⇒参加者の声からわかったこと：
家族介護教室で介護に関する知識を提供することで
精神的負担が軽減されている。

４.課題の方向性
介護に対する知識が身に付いていれば
精神的負担が軽減できるのでは…

１２



しかし、小田原市で行われている家族介護教室は…

・来所参加定員30名のうちほぼ満員の参加申込み
⇒でも市内で30名だけって少ない…もっと需要があるのでは？

・令和３年度にスタートしたオンライン形式の参加定員は100名
⇒参加者は多くて毎回５名程度。みんなオンライン参加に抵抗がある？

・開催は年に８回
⇒８回以上の開催は講師の確保が難しい

もっと介護者に介護の知識を普及し、
精神的負担の軽減を促進したい！

→そうすれば介護者も介護に追われずに自分らしい生活が送れ
るのでは！？

４.課題の方向性
介護に対する知識が身に付いていれば
精神的負担が軽減できるのでは…

１３



5.小田原市の介護負担軽減のための
既存の取り組み
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（家族介護教室 以外）

独居老人等緊急通報システム
ご自宅で、体調不良を感じたときや、突発的な事故などのために助けを求め
たいときに、簡単な操作で緊急事態を通報できます。

救急要請カード配付事業
予め持病やかかりつけ医などの緊急時に役立つ情報を記載しておく、「救急
要請カード」を配付しています。いざという時の救急搬送に備えて自宅に置
くほか、外出、地震や台風などで避難する際には保険証と一緒に携帯するこ
とをおすすめしています。

食の自立支援事業（配食サービス）
調理された食事を高齢者の自宅に直接届けることで、栄養状態の改善と安否
確認を行っています。

紙おむつの支給
寝たきりや重度認知症の高齢者等を家庭で介護している
ご家族に、紙おむつを支給しています。

５.小田原市の介護負担軽減のための既存の取り組み
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おだわら・はこね家族会
認知症の方を介護するご家族の集いの場です。箱根町と共同で開催しています。

認知症カフェ
認知症の方やそのご家族・地域の方や専門職が交流し悩みを共有したり、情報共有
をする場です。

認知症を知る講座（認知症サポーター養成講座）
認知症について正しく理解し、住み慣れた地域で安心して暮らせるように学ぶ講座
です。

認知症等高齢者ＳＯＳネットワーク
認知症高齢者等の情報を事前に登録しておき、行方が分からなくなった場合、警察
の捜索と並行して、関係機関への協力依頼や防災無線の活用により、早期に発見・
保護し、安全にご家族のもとに帰ることができるようにしています。

介護マーク
トイレの介助や買い物の時などに、介護中であることを
周囲に理解してもらうことを目的に身につけるマークです。
認知症の高齢者等を介護する方に配付しています。

５.小田原市の介護負担軽減のための既存の取り組み
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５.小田原市の介護負担軽減のための既存の取り組み

１７

実用的
交流・共
感・理解

知識
提供

独居老人等緊急通報システム ○

救急要請カード配付事業 ○

食の自立支援事業（配食サービス） ○

紙おむつの支給 ○

おだわら・はこね家族会 ○ △

認知症カフェ ○ △

認知症を知る講座
（認知症サポーター養成講座）

○ ○

認知症等高齢者ＳＯＳネットワーク ○

介護マーク ○

家族介護教室 ○

既存の取り組みを分類してみると、介護知識を市民に提供
する取り組みが少ない。

⇒知識の提供をもっと充実させたい！



6.目指す姿
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＜目指す姿＞

市民が介護についての知識を
いつでも気軽に得ることができる

→「こんなどきどう対応すれば？誰に相談すれば？」がわかる

→知識があることで精神的負担の軽減をはかることができる

→介護者が介護に追われることなく
自分らしい生活を送ることができる

６.目指す姿

１９



7.企業様、こんな提案ありませんか

２０



市民が介護に関する知識をいつでも気軽に
得ることができるツールの提案をお願いします！

▼例えば…

①課題：デジタル化したいが、シニア世代はあまりデジ
タル機器を使いこなせない…
⇒スマートフォンでライン程度しか扱えない人

でも利用できるアプリ

②課題：家族介護教室の内容をいつでも聞いてほしい
が、教室の開催回数と開催場所に制限がある…
⇒市役所の開庁時間内に来て、図書館のように

介護の知識を得られる空間（iPadを貸し出し
て個室のような場所で動画を見たり…オンデ
マンドで見たり…）

７.企業様、こんな提案ありませんか
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７.企業様、こんな提案ありませんか

２２

③課題：介護の悩みなどを対面で人に相談するのは恥ずか
しいという人がいる…

⇒・チャットボットでいつでも相談をし、答えがも
らえる仕組み

・AIによって何に困っているかが可視化できるよ
うな仕組み（どこに相談をすべきかも教えてもらえる）

・介護知識等を匿名で共有できるSNSのようなもの

④課題：行政主導だとお堅い事業になりがち…
⇒・１日１問介護の知識を学ぶことができるクイズ

の出題
・シチュエーションを理解しながら知識を身に付

けることができる仮想介護ゲーム

👉内容(コンテンツ)の作成は小田原市も協力できます！



8.小田原市と組むメリット
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＜小田原市ができること＞

・実証フィールドの提供（実用化に必要なものや場をご用意できます）
→コンテンツの作成に協力できます
→ツール等を実際に使ってみた人の感想・意見の収集を支援できます

・信用度の付与

８.小田原市と組むメリット
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＜小田原市と連携をするメリット＞

・移住者が増えている
→高齢分野以外も参入できる可能性もあるかも

・市として公民連携を進めている
・地域包括支援センターやケアマネジャー、保健師などとの連携調整
・高齢介護課は市内の民間企業に認知症高齢者のアンケートを実施したり
あいおいニッセイ同和損保との連携など民間企業との事業経験多数

小田原市を実証フィールドとして商品開発をしませんか。
商品のブラッシュアップや利用者の声を聞くことができます。
担当者が笑顔で頑張ります！



9.まとめ
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＜市がしたいこと＞
ITを活用し、いつでもどこでも気軽に介護についての知識を
得られる環境にしたい。

＜市が求めるもの＞
いつでもどこでも気軽に介護についての知識を得られるツー
ルを求めています。

＜市との連携メリット＞
官民連携として、市を実証フィールドとした商品開発ができ
ます。

9.まとめ

2６

ますます高齢化が進む
＝介護者が増える時代への挑戦

企業の皆様からのご提案をお待ちして
おります！


