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9 月 16 日（月） 

生活サポート室（老人いこいの家・敬老堂） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

私たちには中央会、指導連合会があり、19か所の老人指導者大学、市町村に 245 か所の支部、

311 か所の老人大学、1997 か所の分会、5 万 7786 か所のいこいの家がある。当施設はいこいの

家である。 

税務署からの登録証、固有番号、番号証を持っていて税務書類は区支部ですべて扱っている。

そして、敬老堂施設支部がある、そこに運営規定、定款がある。また会員名簿があり、会費を集

めている。会費は 1か月 5000 ウォンのひともいれば 1万ウォン出す人もおり、まちまちになっ

ている。会員制のようになっている。また銀行のチェックカードもあり、外部からの後援金があ

る。老人会にどのくらいの資金の入金があり、どのようなことをしていたのかの収支報告が毎月

存在している。それでほかのところから後援金やお米、豆腐などのような現物が入ったかを報告

している。月例会、会議録、財産の目録、運営補助金がありそれらの精算をしている。 

 

 補助金は自治体からではなく、敬老堂からのものになっている。自治体からは補助金は月に 3

万円ほどいただいており、会費を含めると年間で 70 万円ほどになる。また、自治体だけでなく

ここのアパートからも補助金をいただいている。 

 

自治体から優秀いこいの家だという指定を受けた。また、ニュースレターみたいなものも存在

している。定例会議、経過報告があり、プログラムの中では訪問保健相談を行っている。これは、

保健所から看護師が出向いて血圧や糖尿病とかのチェックを行っている。  また健康体操、歌

謡教室、折り紙教室、ハングウ、笑いのセラピーも行っている。さらにコンピューター教育、映

画の上映、お盆の行事、スマート教育、文化活動、ハーモニカや民謡の講演も存在している。地

域との開かれた施設になっている。 
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 出納では、領収書、証票は全部集めて会長と総務担当が管理している。運営は自分たちで行

っている。 

 

（質問：ここに来るための資格はあるか） 

 65 歳以上のこの団地に住んでいるお年寄りだ。外部からも入ることはできるが、団地の自治

体から援助を受けているので遠慮をしている。 

 

（質問：この場所自体は団地を作った時からここに敬老堂を用意しようと設計したのか） 

 その通りだ。専用の建物として設計した。法律上家賃を払う必要がない。 

 

（質問：実際にプログラムを考えたり、お金の計算をしたりという運営は団地の自主的な活動な

のか） 

 そうだ。福祉館がここに援助をする職員を決めている。福祉館は 25 か所を担当しており、ソ

ーシャルワーカーが派遣されてプログラムを援助したり連携をさせたりしている。 

 

 

 

（質問：保育園のお子さんと世代間交流をしたりする機会はあるのか） 

している。お盆など何か祝祭があるときに子供たちと交流をさせていろいろな行事をやってい

る。 

 

（質問：この団地はできてからどれくらいなのか） 

 10 年間。比較的新しい団地だ。 

 

（質問：日本でも住民の高齢化と孤独化が進んでいる。一番大事にしたいことは何か） 

 65 歳くらいの少し若い方でもどんどん会に入れていくようにしている。 
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（質問：今団地の中の 65 歳以上の方はどのくらいの割合でここにきているのか） 

 この団地に住んでいるお年寄りの中でごく一部になっている。60 代、70 代はみんな外で働い

ている。みんなが経済活動をしている。 

 

（質問：この 10 年間で団地に通ってくる高齢者はずっと同じ人か、新しい人もどんどん変わっ

ていくのか。引っ越し先としてはどこに行くのか） 

 入れ替わりは少ない。引っ越しや病気などになると入れ替わる。大体同居が多く、2年契約で

購入をする。子供がアパートを買ったから親を呼んで一緒に住むという形で引っ越すことがある。 

引っ越し先として施設に入所をする場合もある。 

 

（質問：10 年間で運営を立ち上げる中、どのような苦労が一番大変だったか） 

 おばあさんたちの食事を作る人を探すのが大変だった。 

 

（質問：日本の団地では高齢者の方が一番困ることは毎日の買い物や移動だが、こちらの場合は

どうか） 

 たまにお出かけということがある。バスを乗ってここに行ってみたいということがあるが、お

金がないのでいろいろな行事をやりながら集めている。それがどのように続くか心配な部分もあ

る。皆の協力が多く、何かしようと思うとお金を少しずつ寄付していただいてありがたく思って

いる。 

 

（質問：普段のお出かけ、買い物の不便はないのか） 

 ほとんどない。この団地の中にスーパーもある。ここを運営するために買い物にも出る。また、

ここからちょっと離れたところに問屋があり、節約するためにそこまで行っている場合もある。

町役場や婦人会、自治体などのところでいろいろ援助をしてもらっている。 

 

（質問：日本の場合、85 歳を過ぎるとこういうところに集まるのも難しくなり、家に引きこも

り歩いて 10 分の買い物ができなくなってしまう方が増えている） 

 ここでも生活しながらお手洗いに行くときに倒れ、救急車を呼んで大きな病院に移し、家族に

連絡を済ませたということもあった。年をとってこちらまで出られない方には見守り訪問を行っ

ている。 

 

（質問：10 年間ここで帳面をつけて運営するのは大変だと思うが、運営をする方というのはこ

の 10 年間同じ人がやっていたのか） 

 任期は 4年になっている。 

 

（質問：来ている人でも体が弱くなって来なくなる方も結構いるのか） 
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 何人かいる。 

 

 
 

（質問：具体的な体操や、専門の人を呼んで体を動かすとかはやっているのか） 

 福祉館で資格を持っているトレーナーがこちらにきて週に 1 回 30~40 分体操をしている。 

 

 
 

（質問：女性の方が多いように見える。男性の方を入れる取り組みはしているのか） 

男性も 4 人くらいはいる。 

 

（質問：この団地自体で 65 歳以上の方はどれくらいおり、その内この会員になっている方はど

れくらいいるのか） 

 団地の中でお年寄りはいっぱいいるが、ここを利用している方は少ない。働いていたり、家に

閉じこもったり他の人との交流を嫌がったり、大体一人住まいか二人住まいでいるのでこういっ

たところには参加しない方が多い。70 以下の方は孫の面倒を見るのに精いっぱいでここに来ら

れない方も多い。 

 

（質問：今ここにいる方には大体何歳くらいの人が多いのか） 
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 だいたい 80 歳。 

 

（質問：会員は何人くらいいるのか） 

 23 人。 

 

（質問：団地の部屋の戸数はどれくらいか） 

 1000 戸。だいたい 2,3000 人以上ほど住民がおり、その内 10%が高齢者と考えたとしても 300

人の高齢者がいることになり、会員は 1割程度になる。 

 

 

 

（質問：ここにきて何をやるかというのは皆で相談して決めるのか） 

 その通りだ。最近人気のプログラムは歌、笑うセラピー、マッサージ。 

 

（質問：ここでの活動以外に地域で活動をしてはいるのか） 

 特にしていない。以前アメリカに行ったことがあるが、向こうでは申し込みを行うとボランテ

ィアがいろいろな教室を運営するというのがあったが、ここではどうしても教える先生が足りな

い。 

 

（質問：ここのいこいの家に来ている方は増えているのか、減っているのか） 

 減ることもあるし、増えることもある。 

 

（質問：利用者は何時から何時くらいまでいるのか） 

 9 時ころにオープンし、10 時ごろからいらっしゃり、4時か 4 時半ごろにお帰りになる。 

 

（質問：お食事は当番でどなたかが作るのか） 
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 誰かが来て作ってもらっている。当番が決まっている。 

 

（質問：会員のうち、一人暮らしの人はどれくらいいるのか） 

 一人だ。  
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9 月 16 日（月） 

松坡区老人福祉館 

 

・イ・ギョンス（館長） 
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ソンパ老人総合福祉間の運営方針と、参加施設運営現況、独居老人現況、在宅福祉サービス関

連内容について説明する。ソンパ老人総合福祉間の運営法人は社会福祉法人チャオガン老人福祉

財団としてお年寄りを人権と尊厳を保ち、人生の先輩として尊敬し、家庭的な人気で個人の生活

に会う様に包括的なケアを提供して老人福祉施設に寄与しようとする運営理念を持っている。 
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参加した施設では、療養施設になるチャオガン老人療養院とソンパ痴ほうケアセンター、在宅

施設のミドレディケアセンター、ソンパ痴ほう日中夜間保護センター、利用施設のソンパ老人総

合福祉館、非営利団体の韓国シーオー、痴ほう家族教会を運営している。ソンパ老人総合福祉館

は、地域社会の老人とその家族たちへ各種サービスを提供し、介のある老後生活、自立的に日常

生活を営みできる老人福祉向上に寄与することを目的とし、1996 年 11 月に設立し、現在まで 23

年間運営している。また、成功的な老年、活動的な幸福な老後、安心して生活できる地域社会を

目指してさまざまな老人福祉事業を運営している。ソンパ老人総合福祉館の組織状況は館長以下

運営委員会、を市の教授団が運営しており、部長以下総合支援課、生涯教育課、地域福祉課、施

設機関のソンパ痴ほうケアセンターとソンパ痴ほう日中夜間保護センターが運営している。特に

地域福祉課では今日共にサッスル地域福祉事業が運営している。 
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12 
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 ソンパ老人総合福祉館の職員現況について説明する。現在、館長 1 人、部長 1名、生涯教育課

9 名、総合支援課 10 名、地域福祉課 63 名の計 84 名の職員が勤務している。 

 

 

 

利用状況を見ると福祉館利用対象者はソウル市 60 歳以上のお年寄りで、2019 年 1月、登録人員

9781 名、日計平均利用人員 1220 名、利用者の平均年齢は 75.4 歳である。また、現在福祉館で

登録したボランティアの数は 8261 名であり、日平均 62 名のボランティアが活動している。 
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続いて、韓国の独居老人現況を説明する。韓国は 2000 高齢化社会進出以降 17 年ぶりに 2018

年高齢社会へ進出し、2025 年には超高齢か社会へ進出を予想している。また、2019 年現在少子

化へ進出し、社会問題を抱えている。特に老人人口の増加により人口の中で 75 歳から 79歳まで

の独居老人比率が 24.6%と最も多く、80 歳以上の独居老人比率 21.7%よりも高く表れている。独

居老人の高い比率により老人孤独死も毎年増加している流れがあり、この中でも男性独居老人の

死亡率が女性よりも高く、社会的問題に台頭している状況となっている。 
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 ソンパ区の総人口は約 68 万人に対し、この中で 65 歳以上老人人口は 11.8%の 8 万 4000 人余

りであり、さらにこの老人人口の中で独居老人人口は 18.2%の 1 万 5398 人となっている。 

 

 

 

 
 

ソンパ区では政府の独居老人保護総合対策が2018年から2022にかけてソウル市を中心として

行われており、移動するトン住民センターを畝委して細かく福祉の見張りを構築している。出向

いていくトウの住民センターは 27 か所あり、社会福祉士 4 名から 5 名ほど、訪問看護師 1 名が
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配置されている。ソンパ区では地域社会保障協議会、事例管理文化があり、民と官が連合、統合

して事例管理を運営している。機器緊急支援事例を発掘したり、資源を開発して連携をしている。

町役場の中には幸福を囲む運営もしている。私もその自治体の中の一人の会員であるが、そこで

いろいろな支援を連携、発掘などを行っている。また、うちの福祉館では 2015 年からワンスト

ップサービスのシステムを構築した。 

 

 

 

 続いて、地域福祉課の事業内容について説明する。総合サービスと基本サービスに分かれてい

るが、老人の面倒を見る基本サービスについて説明する。福祉館では基本サービスだけを運営し

ている。毎年一人暮らしのお年寄りの調査を行い、その順位を作っている。そのうち 20%の 1557

人を予備対象として置いている。48 名の生活管理士が週に 1 回の家庭訪問、週に 2 回の安否電

話を行い、その他に生活協力とサービス連携などを行っている。基本サービスは無料となってい

る。総合サービスでは訪問し、いろんな日常生活のことを行ったり、デイケアサービス、家庭奉

仕員のサービスを行っている。本人負担は 0~9 万 7000 ウォン(日本円で約 9000 円)までとなって

いる。次に福祉サービス事業がある。この事業は 20%の予備対象の方を対象としている。企業の

ボランティアさんと連携したり、安否電話を行っている。その他に住居の環境改善事業や一人暮

らしお年寄りの健康安全管理、おかずの支援などを行っている。その他に一人一人に合わせたサ

ービスを行っている。この事業は昔の家庭奉仕員派遣事業になっている。89 年度に始まったソ

ウル市の家庭奉仕員派遣事業を一人暮らしのお年寄りに家事援助や近郊のお手伝い、行政の業務

を支援している。今ソンパ区には 4 人の在宅管理しがおり、28 人の生活保護者を管理している。

この事業は 28 名のつながりが全部終わり、在宅管理士が定年となると自然に終了となり、現在

やっている長期療養保険サービスに転換される予定となっている。 
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 続いて在宅福祉事業について説明する。現在 29 名の対象者に対し事例管理とともに日常生活

支援を行っている。ノノケアというお年寄りがお年寄りの家を訪問し、配達や相談といったこと

を行っており、その人たちの集まりを運営するお年寄りの社会活動支援事業となっている。お年

寄りの経済的な支援。人材斡旋事業を行っている。今 545 名が参加しており、その内お年寄りが
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お年寄りの家庭を訪問するのが 76 名となっている。また、お年寄りの共同生活、グループホー

ムといった支援を行っている。これは 65 歳以上のお年寄り、生活保護者を対象に 11 名が行って

いる。そこで 4 か所を今運営している。 

次に、いこいの家の事業がある。今訪問しているところでお年寄りの生活教育や虐待のあるとこ

ろのシェルターの役割もしているインジ支援サービスとなっており、6 等級にあたる。韓国では

2017 年ムン政権が入ってから認知症国家の推進の計画を発表した。2018 年 1 月から軽度の認知

症患者の認知支援等級を新設した。老人福祉館で専門家された認知機能プログラムを提供され、

認知機能が落ちるのを防止して老後の生活を支援するつもりである。今全国の事業として全国

46 か所、地域としては 50か所の老人福祉館で運営されている。 
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 続いて、外部から支援を受けて行う事業がある。韓国の保健福祉部が 50%。ソウル市が 25%、

ソンパ区が 25%の事業になっている。お年寄りのお友達をつくる事業となっており、孤独死、自

殺の予防を目的にこのサービスが作られた。現在 60 名を担当しており、こもっている方は 5 名、

活動がなかなかできない方が 10 名、憂鬱の方が 45名と分かれている。この中では個別的に事例

管理をして散策を行ったり、憂鬱病の診断と治療、集団活動プログラムを実施している。次に、

ソウル市の独自の事業を説明する。貧困な方たちのお年寄りに IoT 機器を活用して孤独死を予防

をしており、今 125 か所の家庭を支援している環境改善事業となっている。自動的に電気が全部

消されるようなシステムを設置し、ガス安全遮断器を 178 か所支援している。また、管内区 10

か所で安全確認が必要なお年寄り 15 名をトウ住民センターで推薦してもらい、健康体操を行っ

ている。健康管理とともに孤独死を予防することを目的としており、集まっていない人は個別に

訪問し、管理している。今年は特に社会福祉共同募金会、ソウル市老人総合福祉館協会からの援

助を受け、おかず支援を行っており、今十数名の方に週 2 回提供している。 
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（質問：長期療養保険の範囲がどこまでなのかが知りたい） 

 長期療養保険は認知症を受け、本人、家族が公団に直接申請をするようになっている。今紹介

したのはそれ以外の等級外の人になっている。 

 

（質問：長期療養保険で等級を受けているが、その保険のサービス以外としてここにきている方

はいるのか） 

 等級をもらうとここには参加できないようになっている。6 等級の認知支援等級はここでまか

なっている。 

 他のところでは一つの区に老人福祉館が何か所かあるところもあるが、ソンパ区はここ 1 か所

だけになっている。そのため、ここで全部集中的なプログラムを行っている。韓国で老人福祉館

が最初に作られたときはソウル市の方も理解できず、私は簡単にいうと保険と福祉を統合された

ものを作りたかった。日本では縦割りの行政なのでいつも連携連携の言葉が出ていたが、韓国で

は何もない更地だったのでそれを一緒にしたかった。そのため、老人福祉館からホウメンパ事業

も始まり、認知症のことも始まっていった。さらにデイケア、短期保護、ショートステイも始ま

り、それが予算化され、全国に広まっていくことになった。それから施設も生活保護者のみでな

くボーダーラインの 120%までやり、それがソウル市で 5 か所始まってから長期療養保険、介護

保険に変えた。 

 

（質問：日本では要支援 1から要介護 5 まであるが、韓国ではどうなっているのか） 

 1 が一番重く 2,3,4,5,6 となっている。日本でいう要介護 3,4,5 くらいの方が韓国で認定され

ている。また、要支援は無く、日本の要介護 1,2 くらいは 6 等級くらいとなっており、施設サー
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ビスがメインとなっている。 

 

（質問：韓国の社協ではどのようなことを事業として行っているのか） 

 フードバンクや調査事業、評価などを行っている。在宅福祉を直接には行っていない。施設評

価では障碍者や児童のものが多い。お年寄りの施設の評価は健康保険公団が行っているため、ほ

かのところの評価を行っている。 

 

（質問：ボランティアが 8000 人いるというのは韓国では一般的なことなのか またボランティ

アをどのようにマネジメントしているのか） 

 ここでは登録するといろいろなオリエンテーションがあり、その中でボランティアのことをや

ってくださいと言っている。利用者兼ボランティアとなっている人が多い。来る人をボランティ

アにするようにしている。また、中央社会福祉協議会にボランティアの登録システムがあり、こ

こで募集を行うとこちらに連絡が来るようになっている。中央社会福祉協議会が韓国のボランテ

ィアの方の全てのデータを持っている。また、区ごとにボランティアセンターがあり、近いとこ

ろからだとここのボランティアセンターに頼むという風になっている。 

 

（質問：社会福祉士の数は高齢者何人に対して社会福祉士何人とかいう決まりはあるのか） 

 ない。職員として働いているし、外部事業でファンドをもらうと人件費として 2人つけられる

というところ。ファンドの規模によって決まるわけではない。 

 

（質問：韓国の介護保険は日本のものよりカバーしている範囲が小さいと受け取っていたが、そ

れ以外のサービスがたくさんあるように思えた） 

 たくさん存在している。昔から行っていた事業がたくさんあるし、町役場で婦人会が中心とな

って行っている。私が聞いた話ではソンパ区で一人暮らしの方だけでも 1500 人くらいがボラン

ティアになっているが、町役場でも婦人会を通して 2000 人くらいはそれ以外はちょっとできな

いという状態になっている。また、老人保護世帯で一人が入院し、一人ぼっちで熱中症で亡くな

ったという例があり、今度は一人暮らしだけでなく老人保護世帯のことも考えなければいけない

ということもあった。 

 

(質問：韓国の等級が 6、日本でいう要支援 1,2 になる前の方々に活動的に社会に出ようという

ことを紹介したり案内する方は 1番は誰が担っているのか) 

 そこはまだできていない。いこいの家を利用したり、福祉館のプログラムを利用したり基本は

自分でアクセスしなきゃいけないようになっている。それ以外に閉じこもりの人や憂鬱の方への

3,4 種類のプログラムがこちらにあり、それで社会福祉士がお友達を作ることができるようにプ

ログラムを行ったり活動的なことはやっている。 
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（質問：等級以外の方でケアマネジメント機能を担っている方はいるのか） 

 友達作りが 1 つの答えとして挙げられるとは思う。憂鬱の方を集めて活動したり活性化するつ

もりで今やっている。 

 

（質問：友達を作るところで成功するまでアテンダントするのか、組織を利用してみたらという

紹介で終わりなのか） 

 紹介され、ソーシャルワーカーが中に入って連携してという形になっている。ボランティアも

一緒に管理をしている。 

 

（質問：例えば病院で骨はくっついたがすごく弱ってしまったという方が退院してきたらどのよ

うにサービスに入るのか） 

 貧困のお年寄りだったら在宅福祉サービスプログラムの投与、一般の方だったら短期的にホー

ムヘルパーさんを使う。在宅リハビリの制度はまだない。 

 

（質問：この老人福祉館がになっているサービスのいくつかは老人ドルボムのサービスと考えて

も大丈夫なのか） 

 基本やっているところは結構ある。この老人福祉館では老人ドルボムによる在宅福祉サービス

も提供している。 

 

（質問：老人ドルボムのサービスは長期療養保険でまず等級がいであり、その上でこのサービス

を使えると認定をしているのだと思うが、だれがどのようにしているのか） 

 生活管理士が毎年全部調査をしている。それをソウル市に送るとソウル市がソートを行ってい

る。私の元には名簿がただ来るだけで、全部集めると福祉部から何点以下が対象となるといった

感じに点数が来る。 

 

（質問：短期の生活ヘルプはどのくらいの期間か） 

 長ければ 2か月。1日に 3 時間から 5 時間、週 2階か 3回を継続することができる。 

 

（質問：そこに行く人のトレーニング期間はどのくらいなのか） 

 別にヘルパーの教育機関があるのでそこでやっている。半年よりも短く、昔のホームヘルパー

教育みたいな感じ。  
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9 月 16 日（月） 

・清岩高齢者介護センター／ソーシャルワーカー 
Sung-Hee Lee, President, Alzheimer’s Association Korea／Director, Chungam Silver Care 

Center 
Hyemin Kim, Social Worker, Chungam Silver Care Center 
 
社会福祉法人清岩老人福祉財団 
・李聖姫 Sun-Hee Lee(清岩老人ホーム院長、韓国アルツハイマー協会理事長) 
・金恵珉 Hye min Kim(清岩老人福祉財団社会福祉士) 

 

 施設概要を説明する。79 年度に出来はじめ、今の職員厚生は 47 名になっている。ここは 2.5

対 1 で 3 交代制になっており、ヘルパーさんが 30人くらいいる。また、作業療法士もいる。主

な内容としては 70 名の定員の中で男性が 5名、女性が 65 名になっている。等級別では 1 級から

5 級まであり、大体 3,4 級が多くなっている。年齢別を見ると 100 歳以上の方も結構おり、最少

年齢が 63 歳、最高年齢が 101 歳の平均 87 歳になっている。疾患別ではご覧の通りで、ここで

10 年以上住んでいる方も結構いる。総合病院がソウル市からの病院もあるし、警察病院もある。

個人病院もこの近くに 7,8 か所をエモユをもらってそれでやっており、一般の人が 40%入ってお

り、生保の方が 60%となっている。もともとは法人も全部 100%長期療養保険の仕組みになって、

私立で社会福祉法人の場合は 6 対 4 という仕組みになっている。 

 

 ボケという言葉、脳の病気だという言葉を先に使っており、94 年に韓国代表として正会員、

エイディアンとなった。1991 年からの家族会の歴史が書いてある。 

 

 また、日本の等級センター方式も取り入れている。2006 年にリゾナル大会をここで、アセア

ンパシフィックのことを行った。それからは国のことになり、DBD を作ったりサポーターズの協

力もずっと行い、毎年シンポジウムを行った。それからはエーザイや保険会社などいろいろと事

業をやっており、今でもエーザイとの関係がある。ブレスレットはもともとうちのブレスレット

がある。これをやっていたのは冬の間ドラム缶の中で凍死をしてた方がおり、ブレスレットをつ

け始めて 24 時間回り相談をしている。政府リターンプログラムであり、ほとんどが生きてお家

に帰るというプログラムになっている。1 万 2000 人くらいの会員がおり、3000 くらいの今会員

がいる。また、ここはタンポポデイケアというデイケアが併設されている。これは 6対 1 の体制

なので職員体制が 23 名の定員になっている。これは長期療養の導入とともに倉庫だったのを改

造してデイを作った。基本サービスや活動の内容はこの通りになっている。 

 

（質問：4 等級がメインなのか） 

 3 級、4級が多く、夜の 9 時までやっている。食事のことだけ済ませてお家に帰るという仕組

みになっている。 

 

(質問：資料に 114 万 2000 ウォンとあるが、これは利用料なのか) 
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 80%を国からもらい、20%を合わせるとこの金額になる。実際に払う金額は 2割なので夕食を食

べるかによっても変わるが月に 2万円弱になる。 

 

（質問：週に何回通ってこの金額になるのか） 

 日曜日を除く毎日。 

 

（質問：午前中だけとか途中までで帰るというよりは朝来たらずっと夜までいらっしゃるのか） 

 健康保険公団で時間単位でお金が決まっているので運営ができない。8時間やってもらわない

と人件費がなかなか賄われない。 

 

（質問：特養の利用料について生活保護以外の一般の方はいくらくらい払っているのか） 

 食事等を含めて 7万から 8 万円。 

 これが徘徊ブレスレットになる。今作っている 3000 円くらいのもので、エーザイから QR コー

ドでできてるものになる。 

 

（質問：QR コードをかざすとどういう情報が伝わるようになっているのか） 

 個人情報が入っている。スマホで撮ると情報が出てきて、そこでお送りするということになる。 

 

（質問：長期療養保険制度について、標準長期療養利用計画書と実際のサービスとの関係を知り

たい） 

 国民健康保険公団からくるのは包括的な整理した大まかなもので、内でやるときは細かな計画

を立てる。うちの場合は本人が申請を公団に直接する。そこから二人の調査団がでて、それを調

査していく。家族は全然関与できない状態でやっていることになる。それを等級判定に回し、委

員会もあるので、この等級を貰う。そうすると自分で機関、施設を探すようになっている。イン

ターネット上で施設のグレードが全部出ている。 

 

（質問：標準長期利用計画書にはどれくらいの拘束力があるのか） 

 ここに書いてあるものは必ず守らなければいけない。それ以外のサービスはやってもいいとい

う風になっている。 

 

（質問：例えばトイレの利用についての目標があるとして、その目標は達成しなければいけない

が、その方法については自由ということなのか） 

 方法は決まっていない。補助なのか、ちょっと助ければいいのか、寝たきりでおむつを使わな

ければいけないのかと、全介助か一部介助かに分かれる。 

 

（質問：標準長期利用計画書はあくまで長期療養保険制度の中の話だけしか扱っておらず、それ
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以外の部分をこういう風にした方がいいですよといったことは一切扱っていないのか） 

 決まりはあるが、24 時間全部公団が見るわけではないのでそれ以外のことは必要な時に援助

できる。標準療養利用計画書は最低目標であって、もっとやるのであれば記録して報告するとい

う形。昔は 3級が 4級、5級になってよくなったらインセンティブがあったが、今はなくなって

いる。 

 

（質問：インセンティブがなくなった理由を知りたい） 

 お金が決まっている中で等級を貰う人数が増えたから。 

 

（質問：現場の感覚として、経営的には重い人がたくさんいた方が助かるというのはあるのか） 

 ある。グループホームが弱い方を入れなきゃいけないが、今は一番重い方が入っている。施設

庁の考え方で、うちは最初 100 人いたが、長期療養保険が入って整理をしたら 50%が対象外とな

った。そしたらその人がすごく泣いて、30 名を養護の方に移して 70名で切ってしまった。運営

する人の運営理念による部分がある。 

 

（質問：日本の場合、昔社会福祉を担ってきた方々は志をもって福祉を提供してきた方もたくさ

んいると思うが、現在は民間の営利企業や NPO などいろいろな法人に提供することによってそう

いう思いがあるとは限らない方もたくさん入ってくる。こんな中で今の仕組みをやると、ひどい

人を集めてもっとひどくしてもっと儲かるという状況になりかねないと思うが、韓国では本人の

利益にならないことをどのように防ごうとしているのか） 

 議論までは出ていないが、法人の理事会の協会では、前よりも何か質が落ちたのではないかと

いつも言っている。人がお金に見える時代になっているし、自分の権利を主張する人が多い。前

は全然訪問してなかったのに、今は家族がこんなにたくさんいたのかと感じることもある。等級

には有効期限があり、最初もらったときは 1年、再認定を受けて同じ等級だったら 2年、同じよ

うにまたもらうと 3年という風になっている。更新によって等級が下がると経営者にとっては困

ることになる。 

 

（質問：実際に軽度化して状態がよくなり、退所される方の割合はどれくらいなのか） 

 ほとんどいない。大体の人が亡くなるか入院するかになってしまう。 

 

（質問：日本では比較的幅が広い範囲で介護保険を扱っており、要支援まで入っているが、韓国

の長期療養保険制度は制度のとしてよくなる発想はあるのか。現場の人としてできるだけ等級を

よくしていこうとは考えているのか） 

 3 等級から 4等級になっても認知症の場合はどんどん落ちるので、退所することはほとんどな

く、家族もそんなには思っていない。一度認定を受けると長期療養保険制度を利用し続けること

を考えていることがほとんど。 
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（質問：リハビリ―テーションがここに入っていないのは、そもそも長期療養の対象になってい

ないということなのか） 

 リハはある。うちは PT よりも一人作業療法士を入れている。施設入所が一番最後の段階だと

思っているので、前はリハをしていたが、今は楽しく生活をするようなレクリエーションが中心

になっている。機能訓練というよりも楽しさみたいなものを作業療法士がプログラムする形にな

っている。機能訓練は体力がないとできないとできない中、重度の方が入ってくるので前よりは

低くなっていく感じになっている。 

 

（質問：標準長期療養利用計画書は大まかに目標を設定していて等級が認められれば自分でサー

ビスを探すとあったが、基本は本人とサービスプロバイダーがネゴシエーションして立てるとい

う形でいいのか） 

 標準長期療養計画書を持ってくるとサービスを本人が施設を探す。それでうちに入りケアプラ

ンを立てるが、こちらの場合はソーシャルワーカーと看護師を見にきてもらう。病院なら病院、

家庭なら過程で行っていることが同じなのか、伝染病などはないのかを先に行って見る。それか

らケアプランを立てることになるが、空室管理をしており、栄養なら栄養などと各々のことにつ

いて計画を出し、このくらいのサービスをするという同意を得てサービスを始める。その後 2

週間たったら様子を見る。また、3か月ごとにアセスメントをしてケアプランを立て直し、PDCA

サイクルを出している。 

 

（質問：日本では自分でサービスを探して交渉してくださいというと、そんなことできない、専

門でなくわからないためケアマネージャーが必要ですといった議論をすることもあるにだが、こ

の議論について韓国からはどのように聞こえるか） 

 ケアマネはいないが、施設としては社会福祉士がケアマネになるしかなく、そのような仕組み

となっている。また、ケアマネといっても韓国では支援サービスの種類が 5 種類しかない。サー

ビスなのか、マネジメントなのか区別できないくらいということになるので、ケアマネの役割が

どのくらい必要なのかを今質問されているのではと思っている。 

 

 地域住民さんたちに施設の理解や、違う世代に自分たちの未来の姿の共有をどのように共感し

ているかについて、ここにボランタリーでいろいろな団体の方や地域の方から差 0ビスを持ち込

んできたりということもある。施設によってグレードが違うとあったが、最近できた施設ではな

かなか地域との交流が難しかったりする場所もあり、活動は施設で大分違いがあり、例えばデイ

の場合 10 種類以上講師を招いているという施設もある。また、居住している地域と入所してる

施設の距離によって、全然違うところに入らざるを得ないような現状もある。ソウル市で居住し

てる方が田舎にいる自分の親をこちらに予備、家族が支援しやすい場所の施設に入ってもらうケ

ースも多い。 
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（質問：看取り合意形成について、あと 2 週間で亡くなってしまいそうだというときに自分はも

う病院には運ばないでほしいとか、静かに命を引き取らせてほしいみたいな場合、本人の意思が

尊重されて選択されるのか） 

 こちらでお亡くなりになりたい方が多いことには多く、昔はほとんどの方がこちらで亡くなっ

た。しかしこの頃では病院で亡くなるということもあり、それはほとんど家族の方の合意によっ

て決めることが多い。 

 

（質問：ソーシャルワーカーの方が一緒にケアプランを作るときにその人の地域生活みたいなも

のが考慮しながらプランを考えているのか） 

 標準長期利用計画書も地域との関係を決められてある。また、評価を貰うときも大きくパーセ

ントをとっており、ケアプランを作るときにうちでも努力している。 

 

（質問：公団の方で評価の項目等は公開しているのか） 

 科目は公開されており、説明会もある。われわれでもホームページを見てどのような評価をし

ているのかが分かる。 

 

（質問：こちらにご紹介される紹介元は病院が 9 割くらいなのか） 

 その通り。ただ個人病院もわずかにある。近いところに個人病院もよく使っており、それで自

分がいつも通っていたところも、家族と一緒に病院通いはしている。薬もそこからもらうように

している。 

 

（質問：例えば標準の利用計画書では身体活動、認知、ヘルスケア、機能回復訓練、緊急サポー

ト、生活環境があるが、地域というのは基本的に生活環境の部分が対象となるのか） 
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9 月 17 日（火） 

韓国国民健康保険公団（江原道原州市） 

・林裁龍リム・ジェリョン Lim Jae-lyong (長期療養常任理事 Managing Executive Director) 
・朴煕斗パク・ヒズ Park Hee-doo(長期療養室長) 
・李雲容（療養審査室長） 
・孟鎮永メン・ジンヨン Maeng Jin-young (療養給与部利用支援部長 Head of department) 
・韓英美（療養評価部長） 
・柳愛貞ユ・エジュン Yoo, Ae Jung(長期療養制度研究センター副研究員/社会福祉博士 Head 

Researcher/Ph,D. Social welfare)) 
・キム・テギュン Kim Tae-kyun(療養給与部療養基準室長代理 Dept. of LTC Benefits / Deputy 

Manager) 
・宋英子(利用支援部 3 係長) 
・韓利植（療養評価部 1 係長） 
 
 

国際長寿センター質疑応答 

 

<軽度者に対する対応、介護予防制度> 

（質問の1）日本に介護保険では軽度者に対するサービスが非常に多いですが、韓国ではほぼ重

度の患者が中心の対象になると認識しています。 

（韓国の老人長期療養保険では軽度者に対してどのような政策がありますか？） 

 

 老人長期療養保険制度の等級体系 

❍ 老人長期療養保険制度が施行される当時は等級体系が1～3等級の重度者を中心に始まる。 

―（2013.7.1）3等級の等級認定点数の引き下げ評価認定点数の引き下げ（53点→51点） 

―（2014.7.1）長期療養等級体系の改編で1〜5等級体系になり軽度の受給者まで拡大する。 

―（2018.1.1）長期療養認定支援等級を導入し軽度の認知症患者まで拡大施行する。 
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❍ 長期療養等級の区分 

― 長期療養等級判定委員会が6か月以上に一人で日常生活を営むのに支障が生じると認める場

合、心身状態と長期介護が必要な程度など等級判定基準に基づいて以下のように受給者

を判定する。 

 

長期療養等級 

内容 

1等級 

心身機能の障害により日常生活を営むのに完全に他人の援助が必要であ

り、長期療養認定点数が95点以上である者 

2等級 

心身機能の障害により日常生活を営むのにかなり他人の援助が必要であ

り、長期療養認定点数が75点以上95点未満である者 

3等級 

心身機能の障害により日常生活を営むのに部分的に他人の援助が必要であ

り、長期療養認定点数が60点以上75点未満である者 

4等級 

心身機能の障害により日常生活を営むのに一部分他人の援助が必要であ

り、長期療養認定点数が61点以上60点未満である者 

5等級 

認知症患者として（老人長期療養保険法の施行令第2条の規定による老人性

疾患に限定）長期療養認定点数が45点以上51点未満である者 

認知支援等級 

認知症患者として（老人長期療養保険法の施行令第2条の規定による老人性

疾患に限定）長期療養認定点数が45点未満である者 
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 老人長期療養保険制度の給付内容 

❍ 長期療養給付の種類 

― 長期療養給付は大きく在宅サービス、施設サービス、特別現金給付に分けられ重なって利用

することはできないが、特別現金給付（家族療養費）の支給対象者の場合は他の在宅サ

ービス（福祉用具）は、追加して利用できる。 

 

給付 詳細種類 主な内容 

在 宅 サ ー

ビス 

昼夜間保護 

受給者を一日のうち一定時間に、長期療養機関で保護し身体・認

知活動支援や心身機能の維持・向上のため教育・訓練などを提

供する（昼夜間保護施設内の認知症専担室を含む） 

訪問療養 
療養保護士（介護職員）が受給者の家庭に訪問し、身体活動や家

事活動などを支援する  

認知活動型の

訪問介護 

認知症専門教育を履修した療養保護士が認知訓練道具を活用し認

知リハビリ活動を提供、洗濯物を畳む事、食事準備、個人衛生

活動などの日常生活を受給者とともに行い、残っている身体・

認知機能の維持・向上のために訓練を提供する 

訪問看護 

看護師・看護助務士・歯科衛生士が医師・漢方医又は歯科医師か

らの訪問看護指示書に基づき受給者の家庭などを訪問し、看

護・診療のサポート、介護に関する相談や教育・口腔衛生など

を提供する 

訪問入浴 
2人の療養保護士がお風呂の設備を備えた機器を利用して、受給者

の家庭などを訪問し入浴サービスを提供する 
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ショートステ

イ 

受給者を一定期間、長期療養機関に保護して身体活動支援と心身

機能の維持・向上のために教育・訓練などを提供する 

 

老人介護施設 

長期療養機関に入所している受給者に対して身体活動支援と心身

機能の維持・向上のために教育・訓練などを提供する 

（老人介護施設内に認知症専担室を含む） 

※入所定員：10人以上 

 

老人療養共同

生活家庭 

長期療養機関に入所している受給者に対して家庭のような住宅環

境で身体活動支援と心身機能の維持・向上のために教育・訓練

などを提供する 

（認知症専担型の老人療養共同生活家庭を含む） 

※入所定員：5〜9人 

別 現 金 給

付 

家族療養費 

- 長期療養機関が非常に少ない島・僻地に住んでいる場合、天災

地変・身体/精神または性格などに理由（老人長期療養保険法

の施行令第12条2項に該当する場合に限る）で長期療養機関が

提供する長期療養給付を利用しにくい認める者に支給する現

金給付である。 

（家族などから訪問療養に相当する程度の介護サービスを受ける

場合支給する） 

- 家族療養費受給者として認められた者が、他の長期療養給付を

利用するためには、国民健康保険公団に長期療養給付の種類・

内容変更の申請が必要である。変更申請をせずに、他の長期療

養給付を利用した場合、その給付費用はすべて自己負担にな

る。 

その他の 福祉用具 受給者の日常生活・身体活動の支援と認知機能の維持・向上に必
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在宅給付 要な用具を提供する 

 

 等級別に利用可能な給付の種類 

1等級 2等級 3等級 4等級 5等級 認知支援等級 

在宅サービス又は施設サービ

ス 

在宅サービス 昼夜間保護サー

ビス 

認知症家族休暇制 

一日訪問介護 

特別現金給付（家族療養費） 

認知症家族休暇制；ショートステイ、その他の在宅サービス（福祉用具） 

 

❍ 長期療養1等級または2等級の受給者は、在宅サービスや施設サービスを利用することが可能

であり、3〜5等級の受給者は、在宅サービスを利用することができる。 

❍ 3〜5等級や施設サービスが必要な場合、長期療養給付種類の内容変更を申請することができ

る。 

 

（質問の2）軽度者に対する家事援助サービスがありますが、どのように行っていますか？（軽

度者に対する対応、ケア予防に関する具体的な活動内容） 
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 軽度等級及び利用可能な給付 

❍ 軽度者の等級（5等級、認知支援等級） 

― 5等級：認知活動型の訪問介護、昼夜間保護、昼夜間保護施設内の認知症専担室 

― 認知支援等級 ：昼夜間保護、昼夜間保護施設内の認知症専担室 

 家事援助サービス 

❍ 家事や日常生活支援サービスは受給者本人に限られて提供するべきであり,1回の訪問あたり

最大120分以内で提供するように、長期療養機関に勧告している。 

 認知活動型の訪問介護 

❍（利用対象）医師の診断書に認知症傷病がある場合又は最近2年以内に認知症の診療履歴があ

る1～5等級の受給者 

❍（提供方法）認知活動型プログラム管理者が立てたプログラムの管理計画に基づいて認知症専

門教育を履修した「認知症専門療養保護士」が提供する。 

― 週3回、または月12回以上提供し、受給者ごとに1日1回限って1回120分以上180分以下に提供

し、その中60分は、認知リハビリ活動を、残り時間は受給者の残存機能の維持・向上の

ための共に日常生活をする訓練を提供する。 

 昼夜間保護機関の認知活動型プログラム 

❍（利用対象）1〜4等級の認知症受給者、5等級及び認知支援等級者 

❍（提供方法）認知活動型プログラム管理者が立てたプログラムの計画に基づいて、プログラム

管理者、認知症専門療養保護士が提供する。 
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 予防給付 

❍ 受給者（等級認定者）の予防給付種類は、現在は整えていない。 

❍ 長期療養等級外判定者に対して評価判定の審議終了後、長期療養認定申請の結果通知書とと

もに地域保健福祉サービスの利用案内書の発送する。 

<介護対象者（個別対象者）に対する相談支援、ケアプラン作成、モニタリングの実施、ケアマ

ネジメントについて> 

（質問1）韓国には、日本のようなケアマネージャー制度はないと聞いています。軽度者又は利

用者はどのようにサービス事業者を選択しますか？ そして韓国の療養保険から認定受けた申

請者に提供する「標準長期療養利用計画書」は、サービスを提供ぅる時にどのような役割をし

ますか？」 

 給付利用の案内  

❍ 長期療養等級判定の結果、初めて判定された受給者に対して長期療養認定書と標準長期療養

利用計画書の内容について1：1の個別相談で説明を行う 

―（相談内容）最初の給付利用に必要な情報や手続きと方法などを案内し、受給者のニーズに合

わせる給付利用に困難がないよう相談する。 

―（提供書類）長期療養認定書、標準長期療養利用計画書、福祉用具の給付確認書、給付利用パ

ンフレット、長期療養機関の現況 

―（給付利用説明会）等級認定を受けた受給者の保護者に対して、給付種類及び利用手続き、費

用、サービス利用時の留意事項、介護に必要な介護情報等を説明する。 
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❍ 長期療養機関の選択 

― 公団が提供する長期療養機関の現況、長期療養機関ホームページに掲示されている長期療養

機関の情報や評価結果を確認して受給者または保護者が長期療養機関を選択しサービス

利用契約を行う。 

― 受給者は長期療養機関とサービス利用契約の際に長期療養認定書・標準長期療養利用計画

書・福祉用具の給付確認書を提示しなければならない。 

― 長期療養機関は給付契約を締結する時に受給者の長期療養等級、長期療養認定の有効期間、

長期療養給付の種類と内容、標準長期療養利用計画書、自己負担金減軽に関する内容を

確認しなければならない。 

 標準長期療養利用計画書（ケアプラン） 

❍ 長期療養受給者が給付を円滑に利用できるように保険者が提供する個人給付利用計画書 

― 個人の心身状態、生活環境や受給者とその家族のニーズ・選択を総合的に考慮して、月限度

額の範囲内で適正な給付を利用できるように作成する。 

― 受給者の意思と能力に応じて、できるだけ自立的な日常生活を営むことができるように作成

し、受給者が家族と共に生活しながら介護を受ける在宅サービスを優先に利用するよう

にする。 

❍ 長期療養給付利用時の標準長期療養利用計画書の役割 

― （受給者）長期療養給付利用の際に長期療養機関に提示する。 

― （機関）保険者の標準的な長期療養利用計画書をもとに、受給者のニーズ調査を実施し長期

療養給付提供計画書を作成して受給者（保護者）の同意を得て公団に通知してからサー
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ビスを提供する。 

 韓国のケアマネジメント 

❍ 老人長期療養保険制度が導入される際に行政的のことでケアマネジメントが導入できなく、

利用支援相談という狭義概念として受給者に情報の提供や案内・相談などを行う。 

❍ 第2次（'18〜'22年）の長期療養基本計画に長期療養等級判定とサービス利用の全過程を支援

する韓国型ケアマネジメントを導入する。 

― 高齢者が住み慣れた地域でサービスが利用できるように、利用者別のオーダーメード型長期

療養の給付利用支援を強化する。 

❍（システム）公団「ケア調整者」と在宅サービス機関の「事例管理者」が連携し受給者ニーズ

に基づいた個別ケアプランを作成し事例管理を行う。 

―（公団のケア調整者）認定調査とアセスメント調査に基づいた「個別利用計画」を作成しサー

ビス機関との協力を主導する。 

―（機関の事例管理者）公団の標準長期療養利用計画書をもとに、具体的で詳細な長期療養給付

提供計画を作成する。 
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< 장기요양 케어매니지먼트 체계(안) > 

  

 

 

<研修・連携> 

（質問1）韓国では、医療とケアに関する研修はどのように行われていますか？ 

 韓国のケアマネージャー教育（研修） 

❍ 公団（保険者）の従事者は、周期的な職務教育を通じて専門性の向上を行っており、老人性

疾患・認知症に関する理解などが教育内容に含まれている。 

― ケアマネジメントの導入によって、公団職員と長期療養機関の事例管理担当者の専門性向上

のための研究を行っている。 

― 研究結果をもとにして'20年度から、より体系的で専門的な教育課程を設けて実施する計画で

ある。 
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<実績評価とその他> 

（質問）家族ケアについて、実際の家族負担と実態はどうですか？  

ケアのお困りで離職（家族や親族を介護するために仕事を辞める場合など）の問題はあります

か？ 

 家族ケア 

❍ （受給者の家族等である療養保護士）家族の受給者への訪問介護を提供する場合、給付費用

は毎月20日内で1日60分の算定する。 

― （例外）65歳以上の療養保護士がその配偶者に訪問介護を提供する場合と認定調査票に「認

知症」と表記されている場合、行動変化領域に告示で定めている問題行動；BPSD（4つ項

目）に該当する場合は1日90分・月20日を超えて給付費用の算定する。  

❍ （家族療養費）島嶼・僻地など長期療養機関が非常に少ない地域と保健福祉部長官が定めて

告示する地域の居住者、天災地変などの理由で長期療養機関が提供する給付利用が困難

な場合は、身体・精神・性格など、法が定める理由で家族から介護を受けるべきの場合

は長期療養等級に関係なく、月15万ウォンを支給する。 
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【P1】 

地域社会統合ケア 2026 ビジョンフォーラム（2019.7.3） 

 

地域が主導する統合ケアの推進方向 

 

カン・ヘギュ 

（韓国保健社会研究院 社会サービス政策研究室室長） 

 

【P2】 

目次 

1．議論の趣旨・・・・01 

2．地域社会統合ケアの方向性と要件・・・・02 

3．地域の現状と伝達システムの変化のあり方・・・・06 

4．備えるべき課題・・・・12 

 

【P3】1 

1．議論の趣旨 

□地域社会統合ケアは、単一の政策、制度、事業ということのできない、複合性が非常に高い政

策の方向、多次元の立体的な準備が必要な課題として、 

 〇地域社会統合ケアリーディング事業ガイドライン（保健福祉部発刊）では、推進システム、

事業運営の方策が詳細に提示されている 

□本稿では、地域社会統合ケアのための、様々な次元の議論をすべて扱うのではなく、統合的ケ

アのための「地域社会」の役割と備えるべき課題を点検するものである。 

 〇地域社会統合ケア（community care）の方向性と要件を考慮するとき 

 〇なぜ、地域に注目した議論が必要なのか 

 〇地域にどのような変化と準備が必要なのか 

 〇特に、地域の伝達システムで重点をおくべき改善課題は何か 

 

【P4】2 

2．地域社会統合ケアの方向性と要件 

□コミュニティケアは「住んでいた家‐町を離れず自立した生活が可能となるよう（目的）、地

域の隣人‐資源とした支援（手段）」をするという二重の意味が込められている 

 〇生涯周期に必要なほとんどの社会サービスは、自宅を訪問するサービス又はサービスを提供

する場所を訪れて利用するサービスであり、人と人が対面する human service で、居住地と近

い距離に所在（およそ市・郡・区の範囲）していることが望ましい 

 〇サービスの需要をとらえて適時に対応し、サービスの状況を持続的に把握（モニタリング、
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事例管理）しなくてはならないという点で、 

 〇地域を中心としたサービス利用システムの構築が重要であり、コミュニティケアは先進的サ

ービスの必要不可欠なあり方である 

 〇特に健康な（healthy）日常のために、保健・医療サービス（health care）と多次元の福祉

サービスを結合する social care の性格として、保健医療‐住居‐福祉等の部門どうしの理解と、

これまでとは異なる実質的な協力体系づくりが鍵となる 

 

【P5】3 

□「ケア」は一定レベル以上の保障性が求められるという点で、中央政府が主導する普遍的制度

の基盤が必要であり、個々人のニーズによって多様な制度・サービスを組み合わせ、持続可能な

提供システムが構築されなくてはならないため、「地域社会」の主導性が欠かせない 

 〇地方自治法（第 9 条事務範囲）を言及せずとも、すでに住民の福祉は自治体の中心的な業

務となっており、地域社会の多様な主体が福祉に対する関心と努力を高めている 

 

住民の福祉増進に関する業務（地方自治体法第 9 条 2 項） 

ア．住民福祉に関する事業 

イ．社会福祉施設の設置・運営及び管理 

ウ．生活困窮者の保護及び支援 

エ．高齢者・児童・心身障がい者・青少年及び女性の保護と福祉増進 

オ．保健診療機関の設置・運営… 

 

【P6】4 

〇地域福祉は、中央政府による適切で十分な社会保障事業だけでなく、地域別の条件を考慮した、

自治体ごとの福祉基盤づくりと福祉の方向性を共有する必要がある 

‐地域社会の住民に、身体的、心理的、社会的な健康を保障し、市民に多様な機会と資源を提供

し、コミュニティ内での自己実現が可能となるようにし、 

‐コミュニティの暮らしが幸福な生活になるよう、自己実現の機会と基本的な暮らしの質を保障

することが、地域社会、特に自治体の責務となるだろう。 

‐不足の無い町、住民が健康で長生きできる町、住民がお互いに助け合う協力的な町、地域の教

育と文化が福祉へとつながる町を目指す 

〇お互いが助け合う町 

‐現在、韓国の都市と農村等すべての地域で、最も大きなニーズのある領域がケアサービスであ

り、これは基本的に国家の公的責任と課題であることに間違いないが、重要な条件は、地域社会

の住民相互の関係を回復させることである 

‐これにより、住民が生涯周期ごとに直面するケアサービスのニーズに応えられる 
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【P7】5 

公共と民間のサービスが、より効率的で効果的に設計され、実行が可能となる 

‐地域社会は、それぞれの地域で高齢者、障がい者、児童を中心に、地域社会保護（community 

care）の重要な社会的課題を抱えており、最近は女性、多文化、性的マイノリティ等、多様な集

団とサービスの領域に分化して拡大している 

・社会的ケアの需要が増えるに従い、老人長期療養施設、児童福祉施設、障がい者リハビリサー

ビス機関等、公共及び営利サービス機関が増加しているが、ケアのニーズを満たすことは難しい

のが現状である 

‐「自治体」は適正レベルのサービス供給基盤づくりのために、既存の関連機関のサービス機能

を最大化/最適化し（適正な人材確保、働く環境づくり、連携基盤づくり）、新規サービスの拡充

のため努力し、 

‐「住民の参加と自治」を通じ、日常生活の中の福祉を実現し、ケアとサポートのための社会的

資本を蓄積する必要がある 

・共同育児組合、慈善企業、生活協同組合など共同経済組織は、経済的資本がなくても十分にケ

アの財貨とサービスを供給することが可能であることを示している 

 

【P8】6 

3．地域の現状と伝達システムの変化のあり方 

□地域社会統合ケアと関連した地域の現状 

 〇現在韓国は、社会サービス制度が成熟の過程（高齢者、児童ケアサービス等）又は初期の定

着段階（障がい者サービス、保護サービス等）にあるため、地域で準備すべきサービス資源の負

担は、ほとんどの地域で大きいのが実情である 

 〇現在は、可能で強力な選択肢として施設への入所があるが、これを選択しないためには、昼

間‐夜間の社会的活動とケア機能を担うサービスの大幅な拡充が必要 

 －（地域格差）地域の環境により、すでにあるサービス環境を積極的に活用することができる

地域もあるが、利用可能なサービスや人材が非常に脆弱である場合が多い 

 〇サービスの連続性を担保することは、コミュニティケアの具体的業務の中でも非常に重要で

あるが、現在は「サービス利用以降、終結と依頼‐連携の管理」がとても脆弱なのが現状である 

 

【P9】7 

‐（部門間の連携が脆弱）地域住民の健康と福祉のため、自治体、公共機関、民間機関、病院等、

多くの領域で努力しているが、各部門に対する相互理解、情報共有、協力するシステムが非常に

脆弱である 

・特に、病院を退院した患者や老人長期療養等級外の者、社会福祉施設の退所者等が、その該当

の施設や事業管理の領域で終結した時、日常生活の場へと復帰するよう支援することや自立した

生活のためのニーズが満たされているかを把握することが、地域社会統合ケアの鍵であるが、非
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常に脆弱なのが実情 

・リスクが高いため自治体で管理することになった統合事例管理の対象者の一部を除き、サービ

ス利用者の持続的な事例管理は、そのシステムを構築できていないのが実情である 

・自治体、公共サービス行政機関（公団等）、サービス提供機関すべてが、事例管理に対する負

担を抱えながら事例管理をしており、体系的で十分な運営が可能となるよう整備する必要がある 

・「事例」「管理」は、事業の現場ごとで行われるが、複合的なニーズをもつ対象者への公的な責

任を担保する、地域内の統合的体系づくりが鍵となる 

 

【P10】8 

〇施設で保護した（隔離した⁈）住民（対象者、障がい、精神健康、高齢、認知症…）を、隣人

として受け入れ、どのように配慮して何を助けてあげるのかを地域社会が準備するとき、コミュ

ニティケアの選択が可能となる 

‐（ケアの認識）社会的排除に対応し、社会の統合を増進しようとするソーシャルミックス

（social mix）の物理的戦略が、社会的関係と認識のレベルでも普及することが必要 

〇地域社会統合ケア体系に対する信頼の構築 

‐施設で暮らす生活よりも、より満足した日常を過ごし、その家族が安心して過ごせるかどうか

が鍵 

 ・衣食住、余暇、ケア、健康、医療支援、心の支えといったシステム 

 ・ケア提供者に対する期待（家族に対する期待を満たす）、家族の回復と支え 

 

【P11】9 

＜地域伝達システムと行政機能の変化のあり方＞ 

 

 現在 変化のあり方 

運営方向 ・各公的給付制度を中心に対象者を支

援 

・領域－機関別に縦割りで運営 

・施設保護を中心とした措置 

・官が主導 

・利用者のニーズを中心に給付・サー

ビスを組み合わせる 

・包括的、統合的なサービス対応 

・コミュニティケア中心の支援 

・民‐官のガバナンス強化 

主な対象 ・社会保障制度の受給申請者 

・高リスク世帯 

・普遍的社会サービスを必要とする者 

主な機能 ・（邑面洞）対象者の発掘及び選定中心 

・（市郡区）予算執行中心の事業管理、

地域社会保障計画策定・運用の実効性

が不十分 

・地域単位サービスの需要と供給の管

理 

・サービス全体の適正レベル維持のた

めの地域方策づくり 

・サービス提供のための地域基盤協力
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システムづくり、連携‐依頼の活性化 

・民間、住民主導の地域の力量を強化 

 

【P12】10 

□自治体福祉行政の主な機能 

政策管理 地域単位の社会サービス 

需要‐供給‐資源管理 

供給基盤づくり 

‐サービス（施設） 

拡充計画及び実行 

サービス提供主体間における

供給基盤の形成‐管理 

（地域社会保障協議体含む） 

 

利 用 者 管

理 

初期相談 ニ ー ズ 把 握

（assessment） 

サ ー ビ ス

支援計画 

サ ー ビ ス

資 源 把 握

及び動員 

サ ー ビ ス

連 携 及 び

支援 

サ ー ビ ス

利 用 モ ニ

タリング 

第一線の窓口（邑面洞） 

情報提供及び相談の力量を備

える 

サービス機関同士の円滑な協力システム構築 

（必要時に事例会議） 

 

事業管理 ■施設登録・設

置届け出業務 

■施設委託業

務 

■機能補強事

業支援 

■予算（運営

費、人件費等）

支援‐精算 

■予（決）算書

の検討‐公告 

■施設の後援

金品の使用内

訳を公告 

■利用者管理 

■施設居住者

の相談等の管

理 

■施設入所者

の資格調査 

■施設の入退

所管理 

■人材管理 

 －職員教育 

 －待遇改善 

■機関の指導

点検及び行政

処分 

 

【P13】11 

□自治体機能の再構造化/業務調整のあり方 

 〇事業管理に偏っていた福祉行政を、政策管理、利用者管理の領域へと強化し、サービスの手

続き全般の責任性を強化する必要がある 

事業管理 ■給付対象者の

選定＆資産の調

査 

■民間委託 

強化の

方向 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

政策管理 コントロールタワー機能の強化 

■需要供給の管理 

■供給基盤づくり（サービス拡充） 

■自治体の事業を企画 

 

利用者管理 利用者ごとの福祉ニーズを満たす

ためのサービス支援（事業対象者管
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理ではない） 

■統合事例管理とサービス利用者

管理の縦割りを解消 

■民間委託事業の利用者管理をモ

ニタリング、持続的管理を実施 

 

【P14】12 

4．備えるべき課題 

 

□地域社会統合ケアの段階的主要課題（保健福祉部・韓国保健社会研究院、2018） 

リーディング事業推進段階の

区分 

主幹又は主体 主要課題及び考慮すべき事項 

 

1 段階 リーディング事業の

企画及び計画策定の

準備 

市・郡・区地域社会統合ケア

リーディング事業推進団（仮

称）/市・郡・区融合サービス

チーム 

‐地域社会の環境診断 

‐地域社会統合ケアのニーズ

診断 

‐地域社会の利用可能な資源

の現況把握 

‐リーディング事業基本推進

主体の構成 

▼ 

2 段階 リーディング事業 

基本推進体系の構成

及び対象者の選定 

市・郡・区地域ケア会議 

邑・面・洞ケア案内窓口 

‐邑・面・洞ケア案内窓口の設

置及び運営方策の策定、ケア専

担実務チームの構成 

‐市・郡・区地域ケア会議の構

成及び運営方策づくり、融合サ

ービスチームの業務再分掌及

び役割分担 

▼ 

3 段階 基本ニーズ調査と統

合ニーズ調査、地域社

会ネットワーク稼働 

邑・面・洞ケア専担チーム 

市・郡・区融合サービスチー

ム 

‐基本ケアニーズの調査 

‐統合ケアニーズ（ICP）の調

査 

‐基本連携、サービス申請代行

又は「重点的事例管理対象」区

分 

▼ 
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4 段階 ケア対象者の事例管

理 

市・郡・区地域ケア会議 ‐統合ケアプランの策定 

‐ケアプランに則ったケアパ

ッケージの構成 

▼ 

5 段階 在宅サービス実施 市・郡・区融合サービスチー

ム 

地域サービス提供機関 

‐ニーズ調査の結果によりケ

アプランが策定した統合サー

ビス提供計画の履行 

▼ 

6 段階 成果管理と成果評価 市・郡・区融合サービスチー

ム 

市・郡・区地域ケア会議 

‐成果指標の選定 

‐リーディング事業モニタリ

ングと成果評価 

資料：パク・セギョン他(2018)、コミュニティケアリーディング事業モデル開発研究、保健福祉

部・韓国保健社会研究院 

 

【P15】13 

リーディング事業実施以前 病院又は施設生活者の日常 

医療 療養 食事 住居 日常生活 社会生活 

24 時間医療

関係者のアク

セ ス が 可 能

（過剰 /過少

診療の懸念が

常にある） 

医療関係者又

は看病人を通

じてケアのニ

ーズが満たさ

れる 

病院又は施設

のスケジュー

ルに従い３食

配食 

追加の居住費

用を支出する

ことなく、住

居の解決が可

能 

別途のプログ

ラムが無く、

退屈な時間を

過ごす 

地域社会に参

加する機会が

断たれ、生涯

計画が無意味 

↓ 

リーディング事業実施以後 在宅復帰の場合、健康な地域社会に定住（Healthy Living in Place）

が期待される 

医療 療養 食事 住居 日常生活 社会生活 

在 宅 健 康 管

理、一次医療

慢 性 疾 患 管

理、訪問治療

の活性化等 

総合在宅セン

ター及び地域

内のケアサー

ビス提供機関

の連携により

ケアのニーズ

が満たされる 

お弁当宅配、

食事支援、栄

養相談、投薬

支援サービス

の連携・提供 

グループホー

ム連携、ケア

安心住宅、住

居環境の改善

等 

家事看病サー

ビス、総合在

宅センターサ

ービス連携、

病院同行サー

ビス等 

老老ケア、自

助サークル、

ボランティア

活動等、地域

社会への参加 

資料：パク・セギョン他(2018)、コミュニティケアリーディング事業モデル開発研究、保健福祉

部・韓国保健社会研究院 
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【P16】14 

推進主体別の主要業務 

推進主体 主要業務 

保健福祉部 ‐リーディング事業の総括及び支援 

‐リーディング事業の自治体公募及び選定審議委員会構成・運営 

‐リーディング事業実施のための情報共有システム運営及び関連法制度

制定・改正推進 

‐リーディング事業の中央評価団及び地域評価団の総括 

‐リーディング事業の地域別実績資料の DB 構築及び分析支援 

自治体－市・郡・区 ‐地域社会統合ケアリーディング事業実施のための地域ケア会議構成及

び運営 

‐対象別統合ケアプランの策定及びサービス連携・依頼 

‐地域社会ケアサービスリスト作成及び利用実態の定期モニタリング 

‐リーディング事業のサービス提供機関選定及びサービス品質管理 

‐サービス提供に伴う費用の支給 

‐重点的事例管理のためのケアマネジャー採用、配置及び服務管理 

自治体‐邑・面・洞 ‐邑・面・洞ケア案内窓口の設置及び運営 

‐ケア対象者及びケアする側のアクセスを考慮したサービス申請と受付 

‐地域社会ケアサービス利用関連情報の伝達、案内及び申請代理 

‐市・郡・区の事例連携 

‐地域社会におけるケア資源の発掘及び連携 

例示） 

国民健康保険公団

支社 

‐統合ニーズ調査のための専門ニーズ調査ツールの診断 

‐認定調査人材の市・郡・区融合サービススタッフへの派遣、又は人材支

援 

‐統合ケアプランの策定及びサービスの診断 

‐サービス連携及び提供機関の協力支援 

例示） 

総合在宅センター 

‐統合ケアプランの策定に伴うサービス提供計画の策定支援 

‐統合ケアプランに伴うサービスの伝達 

‐サービス満足度の確認等 

例示） 

社会サービス提供

機関 

‐リーディング事業実施に伴う地域社会統合ケアサービス新規提供 

‐リーディング事業新規サービス提供に伴う事業費支給の請求 

‐市・郡・区が構成・運営している地域ケア会議への参加 

‐リーディング事業への参加状況についてのモニタリング及び事後管理

と評価協力 

資料：パク・セギョン他(2018)、コミュニティケアリーディング事業モデル開発研究、保健福祉

部・韓国保健社会研究院 
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【P17】15 

□地域業務の点検事項 

主な業務 点検ポイント 

（企画‐総括管理） 

環境診断、利用可能な資源

の現状把握、統合ケアニー

ズの診断 

■地域社会保障計画等、保健・福祉をはじめとした自治体事業全

般に統合ケア事業が反映されているか 

■自治体関連部署が、統合ケア事業に対して理解しているか 

（行政基盤） 

ケア案内窓口の設置、融合

サービスチームの業務分担 

■統合ケア事業が一部の部署（ケア窓口、融合サービスチーム）

だけの仕事なのか 

■邑面洞の窓口と市郡区チームに、需要に対し適切な人員数が配

置されているか 

■他の業務を兼任したりしていないか 

■窓口及びチームの提供者が、統合ケアの専門性を備えており、

業務全般のスーパービジョンが可能か 

■統合ケア関連相談の際、関連情報が十分に提供され、必要なサ

ービスのために関連機関へ直ちに連絡し、協力を得ることができ

るか 

 

 

【P18】16 

（協力基盤） 

地域ケア会議構成 

■健康保険公団、保健所、精神健康センター、老人長期療養施設、

老人福祉館、障がい者福祉館等の関係者が、各機関の公式業務と

して統合ケア関連業務を認められているか 

■統合ケアの共同主体として、関連公共機関、民間サービス機関

が認識を共有できるよう、機関長とスタッフに対する認識向上及

び関連教育を十分に実施しているか 

（サービス手続き） 

ケアのニーズ調査、サービ

ス連携、ケアプラン及びパ

ッケージ構成、重点的事例

管理 

■担当者が何をすべきか明確に認識しており、 

■個人の力量の問題により、サービス提供に問題が生じていない

か 

■関連機関（病院・療養病院、健康保険公団、保健所、精神健康

センター、老人長期療養施設、老人福祉館、障がい者福祉館等）

には、統合ケア対象者が発生した際、自治体に繋いで統合管理が

できるよう、公式業務との認識を持っており、 

■その手順が整えられているか 
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【P19】17 

□健康な日常を支援するため、保健所、病医院における「地域社会」「統合」ケアのための実質

的な事業のあり方の共有、具体的な業務内容及びプロセスづくりが重要 

〇地域社会統合ケアのための保健医療サービスの主なメニュー 

 

ニーズを基盤としたサービ

スの範疇 

具体的なサービス内容 

保健医療サービス 

・健康増進及び健康管理 

・慢性疾患管理 

‐診療、検査、診断、治療、処方、診断に伴う上級病院又は協力

病院との連携 

‐訪問診療、訪問看護、口腔衛生、投薬指導、予防接種 

‐運動処方、物理治療、言語治療、作業治療 

‐栄養状態、診断及び栄養管理、食事管理 

‐心理治療、相談及び心理的支援 

‐慢性疾患管理教育 

‐医療給付受給権の登録支援 

‐医療費及び看病費の支援 

‐障害診断支援 

‐義歯支援、インプラント支援 

‐補聴器支援、眼鏡支援 

‐福祉用具、補装具支援 

‐健康管理情報の提供：応急処置、転倒予防、認知症予防 

‐アルコール、薬物等の中毒管理 

資料：パク・セギョン他(2018)、コミュニティケアリーディング事業モデル開発研究、保健福祉

部・韓国保健社会研究院 

 

【P20】18 

医療 医療サービス（医

療機関中心） 

病院訪問 外来/入院時の交通費支援、交通手段支援等 

在宅医療 在宅医療/在宅看護/在宅リハビリ等 

健康管理・増進（保

健所中心） 

健康管理 疾病予防及び健康管理、検診・診断及び治療等 

服薬指導 医薬品・医薬部外品支援、薬物管理等 

その他支援 補装具支援 車いす、補聴器等 

緊急対応 夜間相談（24 時間対応）及び応急サービス等 

治療 言語治療、心理治療等 

資料：パク・セギョン他(2018)、コミュニティケアリーディング事業モデル開発研究、保健福祉

部・韓国保健社会研究院 
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【P21】19 

〇保健医療部門の準備 

関連病院地域連携室 参加病院の担当者（医

療社会福祉士含む） 

退院及び定住支援 ・対象者の医療情報共

有 

・地域社会サービス連

携支援 

資料：パク・セギョン他(2018)、コミュニティケアリーディング事業モデル開発研究、保健福祉

部・韓国保健社会研究院 

 

‐（周知のとおり）地域社会統合ケアのためには、関連機関がこれまでとは異なる方法で働き、

対象者が持っている多様なニーズに対応するサービスを包括的に考慮し、該当の領域と仕事に限

定した業務ではない、領域間の連携と協力を通じ、統合的なサービスが可能となるよう変化する

必要がある 

・該当サービスの後（退院、サービス/プログラムの終了以降）の回復、定着、正常化に焦点を

当てて持続的なモニタリングを行い、 

・必要なサービス領域へ繋ぎ、関連情報を共有することができる体系が整えられるよう、自治体

－保健所－病院等が協力基盤をつくることが重要 

※「（療養）病院の退院者連携中心モデル」が統合ケアの中核的な方策として提示されている 

 

【P22】20 

‐自治体 

・保健所、市郡区管内の病医院に、該当自治体が「地域社会統合ケア（事業）対象者」で定めた

対象者の条件を共有（例示、高齢者、障がい者、成人精神健康治療者等の、自立した生活環境診

断のための点検リスト等を提示） 

・保健所、病院等でフォローアップ支援が必要な退院患者、サービス終了者等について、対象者

を自治体に伝えられるよう、担当部署（担当者）、通知方法（情報システム等の方策づくり）を

共有 

・保健所、病医院等で、社会的支援の必要なサービス内容がある場合、自治体（融合チーム等）

で一元化したルートで対応できるよう担当者に業務を付与する 

‐保健所及び病医院 

・自主的な判断だけでなく、自治体で示した地域社会統合ケアの対象について、常に発掘及び管

理ができるよう、すべての担当者に業務を共有させる 

・自治体（融合サービスチーム等）と協議した統合ケア対象者の退院以降の自立した生活環境の

診断、（自治体への）連携及び依頼等に関する業務を付与（担当部署） 
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【P23】21 

□地域社会統合ケアは、その対象の発掘と管理に集中すると同時に、地域社会サービス基盤づく

り、地域社会全体の認識変化が立体的に並行してこそ可能である 

 〇施設での保護よりも良い日常環境（衣食住、医療、療養、余暇、心理的支援等）を準備する

ためには、コミュニティケア推進団（タスクフォース）、特定部署/人材の努力だけでは難しい 

 〇地域社会全般でコミュニティケアの認識を共有/認定/配慮：包容、隣人‐家族の説得 

□多次元の事業領域間で、すでにある資源を把握して共有するとき、相乗効果を創出できる 

 〇地域社会保障計画、地域社会保障調査のニーズ、資源調査結果の活用 

 〇自治体、公共機関、民間機関/福祉、保健（医療）、住居部門の関係者が共有する資源データ

ベースの確保 

 〇関連機関の協力を公式なものにする準備：全ての関連機関が同じレベルで認識し、機関の運

営規定に反映させる 

 

【P24】22 

‐対象者依頼 

‐対象者情報共有（共有レベル協議） 

‐サービス情報提供 

‐主要書式を統一して使用することに努める 

 

□民官協力、地域住民の参加 

 〇地域社会保障協議体の活用 

 －市郡区の地域社会保障協議体は、関連実務分科（高齢者、障がい者、児童、ケア、住居、事

例管理等、多様な分科運営中）で、統合ケアのイシューと課題を共有できるよう準備 

 －邑面洞の地域社会保障協議体は、ケアの死角にいる対象者を発掘し、法定給付/公的サービ

ス利用が難しいケースに対するケア方策を策定する 

 －地域社会保障協議体の担当者を確保し、働く環境を整える必要がある 

 

【P25】23 

□働く環境と人に注目 

 〇「良いサービスを提供する人が、必要な仕事を満足に行うことができるのか」が、地域社会

統合ケアの動力になると考えられ、地域はその変化のためのあらゆる課題を考慮する必要がある 

 －個人のニーズ把握と、集合的問題に対する認識/合意 

 －適正な人材確保、業務付与、組織ごとの機能及び協力基盤づくり 

 〇業務を十分熟知して能力を発揮できているか 

 －個人の能力を高める機会が提供され、支援システムが整えられているか 

 〇社会福祉部門の人材が、燃え尽き（burn-out）状態になっていないか 
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 －過度なストレスを誘発したり、危険度の高い業務が続いたりしているか 

 －こうした状況を関連部署（スタッフ）が全て認知して共有しているか 

 〇社会福祉部門の人材が協力に関心を持っているか 

 

【P26】24 

‐部署間/関連公共機関‐民間機関どうしの業務、事業を容易に知りえるか 

‐協力（依頼、連携等）をする際、非公式な人的繋がりや個人の力量に頼っているか 

〇互いに配慮して働く文化なのか 

‐上・下級者、同僚間のスーパービジョン（業務についてサポートしてもらう議論）が行われて

いるか 

〇相当期間（望むだけの間）安定的に仕事ができる環境なのか 

 

【P27】25 

ありがとうございました。 
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 韓国の介護保険は 2008 年に導入されて 11 年になる。高齢者たちの QOL向上のためのことと、

社会的、経済的に国民を助ける社会保障の制度として位置づけられている。韓国は世界的にもす

ごく早い高齢化になっている国といえるが、休息される高齢化の対策のことで、対応できるよう

な政策的コミュニティーケアとケアマネジメントの制度、政策を作ろうとしている。日本の方は

先に高齢化も進んでいる中で介護保険等の勉強になると思うし、実際の現場の話の交換、交流が

できるのではと期待している。 

 

私たち国際長寿センターは世界 17 か国に姉妹センターを持っている国際組織である。主に国

際比較研究とそれに基づいた広報、啓発を国内で行っている。数年にわたり研究委員会を組織し

て主にヨーロッパと日本との介護に関する国際比較を行ってきた。それらの研究は日本の厚生労

働省からの補助金に基づいており、厚生労働省との打ち合わせによって中身を決めて進めてきた。

今年度は厚生労働省の希望もあり、韓国に勉強に来ている。日本の介護保険は韓国よりも早くス

タートしているが、現在非常に満足すべき状態であると言い切れない部分も多いと感じている。

特に高齢者が地域の中で力を発揮していくことに貢献できているのか、制度の持続可能性に関し

十分な検討がなされているかどうかに関してである。本日は韓国の皆様からいろいろ教えていた

だき、勉強させていただきたいと思っている。 

 

 初めに、韓国の介護保険制度を紹介する。 

 

 私は韓国健康保険公団の政策研究所で働いている。日本で勉強したことがあり、主に日本の制

度に対したような研究をしている。そのため、今日は韓国の介護保険制度を 3つに分けて簡単に

紹介させていただく。まず、韓国では長期療養保険と呼ばれている韓国の介護保険について紹介

する。 

 

 長期療養保険は 2008 年の 7月に始まり、始めた当初は 21 万の対象者であったが、2019 年の 7

月では 72 万人まで増加している。介護保険と同じような形となっており、等級認定を受けたら

いくつかの等級に分け、家庭、生活支援、身体支援を一緒に支援している。韓国の介護保険の財

源は日本と全く同じようなシステムとなっており、保険料と国の政府の支援、本人の自己負担金

で構成されている。日本では第 1号と第 2 号に分かれているが、韓国は 20 歳以上になったら介

護保険料を払うことになっている。これは日本の制度ではいろいろな財政の問題があったという

背景があったため、韓国においては 20 歳から保険料を出すことにして財源の設計をしている。

20 歳以上の健康保険の加入者であれば、65 歳以上の高齢者でも保険料を払っており、その額は

月平均で 1人 950 円ほどとなっている。また国の支援では介護保険の長期療養保険の負担として

2 割を国の政府が負担することになっており、また自己負担金の方は施設を利用している方は 2

割、在宅を利用している方は 1.5 割となっている。長期療養保険自体が始まったのは 2008 年 7

月からであるが、2005 年からモデル事業を始めており、3年くらいいろいろな試みがあり、それ
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に基づいている。最初は 1,2,3 段階の介護認定であったが、2010 年 7 月から 5 段階となり、韓

国の方は日本とは少し違うシステムであり、認知症がある方でも介護認定を受けられるシステム

を持っている。これはドイツが最初に段階を入れたものと同じような感じであったが、韓国も特

別に認知症の方をもっと介護認定の中に入れたというところが特徴である。2016 年にはまた認

知症の方に向けた施設などを特別に作る制度も始め、2018 年 1 月には軽度の認知症の高齢者を

介護認定が受けられるようにした認知支援等級というところで新しく介護認定を入れた。 

 

日本と同じような流れとして長期療養保険を利用しているが、介護認定を受け、保険者が公団

であるため、日本とは全く違うシステムとなっている。日本の方は各市町村にその申請をするこ

ととなっているが、韓国のは全国 1 か所の公団に認定を受けるというところが特別なシステムと

なっている。公団の職員が認定調査を行って等級判定をしてその後サービスが利用できるような

システムを持っている。1段階から認知支援段階ということで上から下に軽度の方となっている。

1 段階は日本の等級と比べると要介護 5くらいとなっており、6 段階に分けられている。介護認

定を受けると施設と在宅と特別現金給付という 3 つの分け方の給付を少し利用することとなる。

施設の方は、日本の介護保険施設は 3つに分けられてあるが、韓国では老人療養施設という日本

のグループホームと同じような感じの合同生活家庭というところの 2 種類の施設でセットアッ

プして施設サービスを利用できるようになっている。在宅の方は訪問介護、訪問入浴、訪問看護、

デイサービス、ショートステイ、の 5つ中心となっており、福祉用具まで入っている。また、今

準備しているものとして、統合在宅給付というものをモデル事業として始めており、来年から本

事業に入るようになっている。特別にこのようなサービスが利用できない方に現金給付を上げて

るシステムを持っており、要介護 1 と 2 は在宅または施設の利用ができるが、要介護 3 から 5

は在宅のみとなっている。在宅のみであるが、在宅の方で家族の見守りができない方とかは例外

に施設サービスを利用できるようなサポートをしている。認知支援等級という方は予防の段階と

同じような感じであるので、デイサービスを利用するようになっている。日本と同じような感じ

ではあるが、特別なところとして寛子 k 杖は在宅で生活している高齢者の認知症のための認知活

動訪問介護という名前でホームヘルパーが家庭を訪問して認知症の予防のためのサービスを提

供し、その内容が特別に働いている。日本と運営の仕方が似ているところがあり、韓国でも各等

級に合わせた月限度額がある。月限度額の中で自分に必要なサービス、ケアプランを作ってそれ

に基づきサービスの利用ができるようになっている。 

 

 韓国でのケアマネジメントというのは、保険者の公団の職員が各等級に合わせたサービスのガ

イドラインを作り、それに合わせて各事業所で個人に合わせたサービスプランを作るシステムの

流れになっている。施設の方も 3段階までの金額が決まっており、1段階は 1 日いくらという包

括となっており、包括保守、各等級に合わせた施設を利用している。最後に今長期療養保険を利

用している方の数値を紹介する。認定者は合わせて、72 万人くらいであり、内実際に利用して

いる方は 60 万人ほど、利用率は 83%くらいになっている。その中でいくつかの等級はもらった
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が、介護保険のサービスを利用していない方が 12 万くらいいる。 

 

続いて、日本の介護保険について紹介する。 

 

 私は今医療経済研究機構にいるが、以前厚生労働省の老健局で働いていた。本日はコミュニテ

ィーケアやケアマネジメントやそのあたりの介護保険の日本の制度の経緯を紹介する。65 歳以

上の人口の推移を見る。介護保険ができたのは 2000 年になるが、日本が高齢化率 17,8%の頃に

できたということになる。日本は高齢化率が世界一をずっと保っていくということであるが、高

齢者が多いというだけでなく少子化が絡んでいる。日本の人口ピラミッドを見ると、5年後にベ

ビーブームの方々が 75 歳を超えることになり、それ以降の支える人がどんどん減っていくとい

う困難に直面している。これが介護保険制度ができるまでの日本の高齢者福祉の歴史になる。 

 

 ホームヘルプができ、デイサービスができてというこれまでの歴史がある。日本でケアマネジ

メントを必要としたのはこの歴史の家庭が深く関与している。介護保険制度を作る議論の中で課

題となったのが 2 つあり。まず老人福祉に関して利用者がサービスを選べないというところが大

きな課題であった。サービスの内容を決めるのが政府であり、また所得によってサービスの量が

変わってくるために申請する人は自分の所得を言わなければならず心理的な抵抗感が存在して

いた。また、政府によるサービスであるので競走が働かないという欠点もあった。また、基本的

に低所得者向けのサービスであるので一般階級、ミドルやアッパーは非常に負担が重いという欠

点があった。そして老人医療の方で福祉はこの中で課題を抱えていたので医療の必要がないのに

長期的に入院するということがあった。続いて、介護保険制度の基本的な理念になる。最も重要

な考え方が自立支援、利用者本位であり、負担と給付の関係がはっきりしている介護保険、保険

制度をとるということになる。したがって、介護保険制度の下では利用者とサービス提供者は対

等な関係になり、利用者は自分で好きなサービスを使うことができるようになる。しかし、要介

護認定を必要とするような高齢者が自分で適切なサービスを選べるのかという問題がある。そこ

で日本の介護保険制度はケアマネジメントという仕組みを導入した。これまでのサービスと介護

保険制度を比較すると、かつては市役所がサービスを決めていたが自分で決める。かつては医療

は医療、福祉は福祉で申し込んでいたものを総合的にサービスを受けられるようにしたという違

いがある。総合的に受けるためのケアプランを作ることにしたということである。政府によるサ

ービスだけだったころから民間企業も含めたさまざまなサービスに変更した。また低所得者向け

のサービスだったのを、所得がいくらであっても 10%ないし 20%の負担で使える風にした。これ

は前回の改正のいよって 30%までいっている。 

 

 続いて、介護保険制度の財源的な仕組みを説明する。日本でも税金が半分、介護保険料が半分

という仕組みとなっている。65歳以上の方々は直接保険料を払い、40 歳から 64歳の方は医療保

険と一緒に介護保険料を払っている。利用者数を見ると、65 歳以上の方は 607 万人に対し 40 歳
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から 64 歳では 14 万人となっている。人口では 40 歳から 64 歳の人の方が多いが、ほとんどの方

は使っていないということになる。理由として、障碍者福祉の制度が別になっているということ

と、介護保険の対象となる疾病が限定されていることがある。リウマチや、末期がんといった加

齢を原因とする病気だけになっている。続いて現在の介護保険の利用の流れについて、非常に複

雑となっている。日本の場合はケアレベル 1から 5とサポートレベル 1と 2 の 7段階、施設サー

ビスはケアプランを必要とせず、この施設だけでサービスが成り立つようになっている。しかし、

自宅に暮らしながらサービスを組み合わせる場合はケアプランが必要になる。日本の在宅サービ

スは、非常にたくさんの種類が存在している。しかし、高齢者がこれらを自分で適切に組み合わ

せるのは非常に難しい。また、ケアレベルとサポートレベルに分かれている理由は、サポートレ

ベルの目的は介護予防であるということである。このサポートレベルは基本的に ADL は自立して

いるが IADL に支援が必要な方、歩けるけれども買い物が難しいといったレベルの方がいる。お

そらく韓国よりも広い、軽い段階から認定しており、日本では早い段階で見つけて予防するとい

うところに今力を入れている。ここで、コミュニティーサポートのようなサービスが今どんどん

増えているというところになる。 

 

 日本のデータを見ると、地域によって状況が全く違うということがある。日本では介護保険を

今後運営するにあたって地方分権が必要だという考え方になってきている。日本の介護保険料の

推移を見ると、介護保険を作った当初は一月 5000 円が上限という風に言われていたが、2015 年

にはもう 5000 円を超え、介護保険が 2000 年にできたわずか 15 年の段階で制度がここまで持つ

のかという局面に直面した。そこで 2015 年に大きな改革を行い、地域包括ケアシステムの構築

を全力で行った。様々な細かな仕組みをここで作り直し、コミュニティーサポートを推進する総

合事業という仕組みとした。 

 

 こちらがイメージ図になる。これは介護保険だけでは生活を支えることはできないことを意味

している。高齢者の方が住み続けられる住宅を確保することが重要であり、できるだけ施設に入

らないようにしようという考え方から生まれたものである。そのときに介護保険のサービス、ヘ

ルパー、デイサービスをいくら使っても生活を支えることはできず、24 時間 365 日の生活の中

で介護保険のサービスはごく短い時間に過ぎないことにになる。そこで、コミュニティーによる

サポート、予防が重要だということになる。医療を適切に利用することも重要であり、全体をコ

ーディネートするのがケアマネージャーの役割となっている。 

 

（質問：日本の場合介護保険制度の対象である方の幅が広いので介護予防であったり、等級を下

げていく、回復していくということを想定しているが、韓国では回復を前提としたサービスをど

のように考えているのか） 

 日本では要介護の幅が広いが、韓国の介護保険が導入された当時は重度の方を中心に設計され、

1 から 3レベルの等級に設定された。2014 年に 1から 5 までとして軽度の方も受け入れることに
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なり、2018 年に軽度の方の中で認知症の方の対象者を受け入れることになった。法律には明示

されてないが 5 段階と認知症の等級は予防のことだと思っている。 

 

（質問：日本では保険料がどんどん増え、このままでは財政的にも安定しないのでできるだけ等

級を下げるようにインセンティブをつけようという話があり、この理由として何もしい場合、事

業所は状態が悪くなった方が儲かるという点がある。韓国も日本と似た仕組みを導入されている

と思うが、このような問題が起きた時どのような想定をしているのか） 

 以前は等級の改善になるようにインセンティブを上げるという政策はあったが今はなくなっ

た。評価の指数としては、等級の介護度の健康を見せる内容であるが、評価の内容から高齢利用

者たちの介護度を間然することが出来てると見ている。その評価から全体の要介護度の改善のこ

とを見ているし、その中で褥瘡とか排泄なぢ、機能の改善を見ている。 

 

（質問：要介護度という非常に抽象的な指標でなく具体的に利用者の方に褥瘡があるかというよ

うな具体的な状況を見ながら改善を評価しているということか） 

 その通り。 

 

（質問：現在韓国では在宅に関してリハのサービスがないと聞いている。韓国の場合リハビリテ

ーションは医療保険の方から出ているのだと思うが、介護保険としてリハビリテーション等をど

のように考えているのか） 

 政策的に必要性はみんな感じており、保健福祉府から在宅サービス、在宅給付の中に研究的に

リハビリのプログラム、サービスを入れることを検討しているが、財源のことでなかなか進めな

い段階ではある。ただ施設の中では PT や OT が配置されているので一部分でその機能を持ってい

くことになっており、どんどん韓国においても専門家のいろいろ話で介護保険で見られるリハビ

リの機能が大切になると言っており、ほぼこれからと思っている。 

 

（質問：韓国では公団が保険者として基本的に国で一つの保険者となっているが日本は自治体が

保険者となっている。日本のメリットとして利用者の社会生活がそれぞれ地域ごとに違うので社

会生活に合わせてケアプランを考えたり介護保険の重点を考えることができると思っている。韓

国のように規模が大きい方が安定するメリットがあることは理解しているが、その場合具体的サ

ービスにおいて地域の状況や個々人の利用者の地域生活をどのように加味しているのか） 

 韓国は保険者が公団一つになっているのでやはり地域ごとの特徴を受け入れることがなかな

か難しい状態ではある。なので日本のように自治体が保険者になり、地域の中の医療と介護が総

合的にサービスできるようになっていることはすごくいいことだと思っている。韓国は保険者で

ある公団の方が医療と介護のことを担当しており、自治体が社会福祉の部分を担当している。去

年政府がコミュニティーケアのことを発表して今年から2年間6自治体でモデル事業をやってい

る。公団からの医療と介護のことと地域の社会福祉の連携が重要であるので、これから連携をよ
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くして持続できるような政策を作ることが大事だと思っている。 

 

（質問：介護認定を受けて標準利用計画書を作る上で、この中には地域の状況、本人の社会生活

等はあまり入っておらず全国で一律にできるような内容になっている理解で正しいか） 

 公団の本部はここに一つあるが、227 か所の下部のセンターがあり、そこから認定調査とかに

も行く。その時に利用者のニーズ等を把握してケアプランを作っているので、ある程度は利用者

のニーズを把握して入れようとしている。 

 

（質問：日本では要介護認定で行うことは等級を決めることだけであり、にんていちょうさをす

るときにこの人が歩けないとかお風呂入れないとかは分かるけれどもケアプランでは使わない。

韓国では要介護認定の段階である程度このサービスを使ってくださいという標準的な量や内容

を決めているのか） 

 韓国の場合は認定調査の時に ADL や IDL、IADL などリハの領域、看護の領域をすべて把握して

ケアプランを作っている。サービスの内容は介護度のレベルと利用するサービスに関するアルゴ

リズムを作って標準化されている。1 段階として標準給付モデルというシステムでこういうレベ

ルの方はこういうサービスが必要だということが分かる。次の段階で職員さんや公団の人が利用

者のニーズを把握してケアプランを作ることになる。日本の場合はケアマネージャーがいてサー

ビスの内容と費用のことまで担当しているが、韓国の場合はケアマネージャーの役割がなく種類

だけをケアプランに入れている。保険者がケアマネジメントの機能を持ち、ある程度の標準利用

計画書の内容に基づいて利用ができるようになっている。給付や費用までの連携はしておらず義

務化まではまだいっていないが、ある程度アウトラインの意味で活用をしている。 

 

（質問：公団が作る標準長期療養利用計画書と具体的に事業者がサービス提供計画書を作るので

ずれても構わないとの紹介を見たことがあるが、二つの計画書は実際のところよくずれることが

あるのか、かなり一致しているのか） 

 皆さんが見た内容は日本に紹介された韓国のケアマネジメントのモデルの話だと思うが、それ

に書いてあった通り韓国が 2016 年からその取り組みをしようという試みであり、標準計画書に

基づいた事業所で保険者公団で職員の足りないところもあったりするので 1 人当たりに何人か

の利用者を直接に計画を立つのは無理ということで、ある程度公団が保険者としての管理監督の

役割で実際の個別計画は事業所で立つように役割分担をした。この試みがあり実際に計画書には

基づいた個別計画書を策定するように今年の 6月から法律化している。実際にやってみると公団

のシステムの中でそれが上がってき、エイの受給者の個別計画を見てあまり会わないところがあ

れば機関と保険者が連絡しながら修正するようにちうプロセスを持ち、調整していくようになっ

ている。 

 

（質問：標準計画書の中でサービスの種類と量をある程度決めていくとあったが特に量のところ
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でどのような量の決め方をしているのか。例えば時間なのか、訪問介護だと週に何回だとかどれ

くらいまで詳細に決めているのか） 

 他の国を見てもサービス量を決める決め方になっている。2 つあると思うが、1 つ目は専門家

が判断して量を決めること、2 つ目がアルゴリズムのシステムで決めることがあり、韓国の場合

その 2つを全部やっているといえる。まず標準給付モデルというシステムで高齢者の利用者の体

やいろんな状態を把握してこういう方にはこういう量が必要だということを決め、その次に専門

者たちが高齢利用者の状態を把握して必要なサービスを追加して決めるというシステムになっ

ている。 

（質問：訪問介護の場合、この方は週に何分とか、何回の訪問とかどのような決め方をしている

のかを知りたい） 

 週何回とかのように具体的にやっている。 

 

（質問：事業所の方で個別サービス計画書を作るということであったが、その方の資格、経験年

数の条件はあるのか） 

 個別サービス計画は今年から始まったので今その資格の基準はまだない。その施設の事業所の

看護師や看護師と社会福祉士が主にやっている。来年その基準がきちっと分かると決めると思う

が、考えでは PT と OT や施設長等資格を持っている人を基準にしようとしている。 

 

（質問：利用者は急な増悪をすることもあれば改善していくこともあると思うが、韓国ではその

ような状態の変化をオンタイムでどのように把握し、いつプラン変更を立てているのか） 

 ケアマネジメントのことは公団の職員と事務所の職員が協力してやっている。訪問介護のこと

については、訪問介護をやっている事業所の社会福祉士が月 1 回家庭に訪問して事例管理をやり、

ケアプランを変更することにしている。公団からの方は在宅の場合半年に 1 回、認知症の場合 3

か月に1回、施設の場合1年に1回であるがその間で何かある場合は随時訪問することもできる。 

 

（質問：改善のアウトカムはどのように判断しているのか） 

 まずモニタリングを記録している。ホームがあり、認定の結果で方針調査が入る。また、利用

の支援をするときの利用者の状態の変化を内容を含め全部把握している。利用支援調査は公団か

ら周期的な調査を行っている。その時に利用者改善する場合標準計画書をまた作成し、3時間 15

回利用した人が良くなった場合 3時間に 13回に変更したりもしている。利用支援はケアマネジ

メントを意味している。なのでケアマネジメントの一つの使途として利用支援をする職員が相談

する記録紙の中に ADL はどのくらいかといった状態に対した指標にチェックをし、対象の方がど

ういう風に変化があったかというのを指標に元づいっれ見ている。 

 

（質問：日本の場合ケアマネージャーの質や経験に多く左右されているが、これに対し各専門職

の方がケアマネージャーと共に作業しなければいけないと思っている。地域ごとに違う資源をう
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まく使えるケアマネージャーもいれば、非常に難しさもあると思うが、この辺りに関してどのよ

うに考えているか） 

 ケアマネージャーの専門性や認識といった部分は非常に大事だと思う。ケアマネージャーの専

門性を高めるために教育内容を充実しようと思い、今研究をやっている。またケアマネージャー

の役割をしている公団、事業所の職員がいるが、公団の場合は地域ごとに下部センターがあるた

め職員は地域の状況がよくわかる人になっている。その中でも新人でなく経験が多い看護師や社

会福祉士がケアマネジメントをするようにしている。また機関、事業所の方にも経歴が高い人に

するよう、社会福祉士や看護師、OT、PT といった専門職の人がケアマネジメントをするように

計画している。 

 

 

 日本と韓国の違いとしては、医療と介護のサービスを提供する側が異なり、韓国はもう分かれ

ている。そのため韓国のケアマネジメントの設計についても、韓国の民間事業所では主に個人で

やっているものが多い。そのため事業所の専門性がそんなに高くなく、専門性を求めて公団と事

業所が協力してケアマネジメントをするように設計している。これは今年から本格的にやろうと

している。そのため、ケアマネジメントの内容も見直し、修正しながら続けていくようにしてい

る。日本と韓国では経営者に違いがあり、韓国はコミュニティーケアの導入を考えているが、そ

れには地域内の福祉サービスとの連携がやはり重要になっていく。その部分をどのように上手に

やるかという部分について公団と政府が考えており、公団の中に連携の部分、推進団を作り、仕

組みを作成している。 

 

（質問：公団とコミュニティーケアの連携について、具体的に連携をする仕組みはあるのか） 

 コミュニティーケアについてモデル事業を行っている。その中の内容として、日本の地域包括

センターがやっている地域ケア会議を月 2回行っている。地域内の対象者がいると会合を、その

他福祉サービスが仏ような対象者については地域の資源の連携を可能にするようにしている。そ

のために実たいと公団の連携で行っている。地域ケア会議の 1 つの関係部署として公団のケアマ

ネージャーが一緒に入り、その方と公団の利用支援の担当者が一緒に協議をしながらという形に

なっている。 

 

 韓国のモデルを検討する中で日本のモデルをずっと分析していた。その中で日本のケアマネジ

メントも日本に合うものであると私は考えた。そのため、韓国の今の公団の役割と市町村の関係、

また民間のいろんな状況を考えて韓国ではこれから公共性を中心に置いたケアマネジメントの

モデルが似合うのではと考えたモデルになっている。日本とは少し違う環境になっている。 

 

（質問：韓国の場合は財源に少し問題があるが、日本の介護保険の財源の方は問題があったりす

るのか） 
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 日本も同じ財政的には非常に厳しい状況にあり、今は介護保険で 11 兆円の給付があり、もっ

と伸びていくと言われている。日本の場合介護保険法で給付された、実際に使われたものには必

ず払わなければいけないということになっており、日本の国債はどんどん増えているという状況

にある。 

 

（質問：保険業の財源の問題で負債が増えてることを警戒していたのか） 

 まず故人が支払う介護保険料も 5000 円くらいが限界といわれていたのにすでに超えてきてい

る。また、残り 50%の税金から負担する方も、国が借金をしないと負担できない状況になってし

まっている。国の借金が増える原因としては一番多いのが年金、続いて健康保険と介護保険にな

っている。 

 

（質問：介護保険制度の改正によって介護度 3以上にならないと施設に入れなくなったが、要介

護度 1とか 2の方でも施設に入りたいという要望があった場合がどのように対応しているのか） 

 要介護度 3以上に絞った時、日本で混乱は起きていない。要介護度 1、2で施設サービスを希

望する人は非常に少ない。また、要介護 1、2 でも特別養護老人ホームという介護保険制度の中

の施設以外に民間が行っている施設サービスに非常に近い形のものが日本で増えてきているの

で、それを利用している方が今増えている。また、要介護 3,4,5 の方で在宅サービスを希望され

る方は日本では包括報酬型のサービスと呼んでいる小規模多機能型居宅介護であったり、ホーム

ヘルプ、訪問介護を随時対応できる定期巡回随時対応型の訪問介護、看護のサービスを今後増や

していこうとしている。 

 

（質問：ケアマネージャーの専門性を高めるための AI の活用について詳しく知りたい。また、

ケアマネージャーの教育についてその内容がどのようになっているのかを知りたい） 

 AI の活用に関して、マネージャーの専門性を高めるためではなく、ケアマネージャーの作る

ケアプランの標準化のために導入している。日本も介護保険を 20 年やってきているため、どう

いう体の状態の人がどういうプランを使っているかということがビッグデータで分かるように

なってきている。そこで AI を用いることにより、適切なプランのモデルが出てくるという使い

方になっている。標準的なプランは AI で出てくるようにするということがケアマネジメントが

単に介護サービスの組み合わせだけでなくコミュニティーケアや医療という本来生活全体を支

えたいそちらのプランを作る余力をもたらすといわれている。 

 研修に関しては、都道府県が研修を行っているが、大きな柱は自立支援にある。そこで重要な

のが日本は介護保険の財政が厳しく、給付をいかに適切に使うかというところが強調されている。

例えば買い物ができない人に買い物をするヘルパーのサービスを提供するという方法が 1 つあ

るとする。しかし、その人にリハビリテーションをして買い物ができるようにしたり、地域の住

民同士の助け合いで隣近所の方が代わりに勝ってくるという風にすることもできる。そこで最近

は在宅サービスの量を決めるのはケアプランだが、そのケアプランをつくるのはケアマネージャ
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ー1人ではないという教育を始めている。医師の意見、コミュニティーの意見も必要なので、さ

まざまな方々の意見をまとめてケアプランを作るという訓練を研修で受けている。 

 

（質問：日本の場合認定調査の時に現場に訪問して調査をするが、そのときに現場のことだけを

調査するのか、それとも今までの医療の記録も把握をするのか） 

 日本の要介護判定の判断材料は 2 つあり、1つが認定調査票、もう 1つが主治医の意見書にな

る。そこで、認定調査ではどんな医療を受けていたかということも聞いている。コンピュータに

よる判定では認定調査の内容を使うが、最終的な等級の判定は 5人の専門職による委員会が行わ

れる。そこで主治医の判断と認定調査員の判断をぶつけてどちらが正しいのかということを決め

ている。日本でよくある話としては認知症の判断が主治医と調査員で違うことが多く、調査員の

方が正しいという場合が多い。これは医師がないかが専門であったり、診断で接している時間が

短く認知症の判断が正確にできないからと言われている。そのため、日本では両方が必要である

と考えている。 

 

（質問：日本の場合事業所で使っているサービスの記録シートがあると思うが、その内容をパソ

コン等から確認することができるのか） 

 日本の評価の仕組みは 3 種類あり、1 つ目が指導監査。2 つ目が給付適正化、3 つ目が地域ケ

ア会議になっている。指導監査は国が定めた基準通りに実施されているかどうかをチェックする

ものなので、基本的には紙面上で記録ができているかをチェックできる。2 つ目の給付適正化で

級の実績のデータを用いる。これは市町村が行うが、他の事業所と傾向の違う使われ方がされて

いるということがデータを見てわかる。また、例えば入院しているのに杖を借りているとか、本

人の状態と会わない給付がされているかをこの給付適正化でチェックする。3つ目の地域ケア会

議は、セラピストを含めた多職種の方が参加し、多職種から見て適切なプランになっているかを

点検する機能がある。そこでは旧服の実績などではわからないその人が暮らしたい暮らしに迎え

ているかどうかをチェックする。事業所の評価として、指導監査は 6 か月間の営業停止であった

り、事業所としての指定を取り消されるといった強制力があるが、2つ目と 3 つ目には強制力は

ない。 

 

（質問：日本の事業所の場合は社会福祉情人が主にやっていて民間の事業所がこれから増えてい

くのだと思うが、実際に民間事業所は増えているのか。また、民間が入るときの基準や条件はど

うなっているのか） 

 特別養護老人ホームや老人保健施設は社会福祉法人だったり医療法人であるが、在宅サービス

はすでに 7割が民間企業になっている。入るときの基準について、日本の基本的な考え方は国の

基準に適合してさえいれば自由に市場に参入できるとなっており、民間企業は基準さえ満たせば

事業を始めることができる。基本的な考え方はそこで競い合い、質の悪いところは選ばれず事業

が続けられなくなるというものであったが、そこはうまくいっていない。利用者はサービスを使
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いたいし事業者はサービスを売りたいという関係にあり、なかなかつぶれていくというふうには

ならず、給付がどんどん増えていくという方向になっている。 

 

 本日の会議が研究に役立つかどうかいろいろ考えているが、私たちが勉強になって面も多い。

いろいろな話を聞き、韓国と日本が起これている今の段階でも問題は結構似ているのではないか

と思っている。財源やケアマネジメントのこと、いろいろな問題点と考えていることも結構似て

いるのだと思う。4月に大阪に行ったが、その時に地域包括センターと福祉用具、博覧会に参加

した。そのときにもいろいろな方にお会いしたが、今日はその時よりいい勉強ができたのではと

思っている。今は韓日の関係があまり良くないということもあると思うが、研究に役に立つこと

かあったら、試料等必要な時に遠慮なく言ってほしい。こちら側からも何かあった時にお願いし

たい。本日は皆さま来ていただいてありがとうございました。 

 

 本日このような機会を設けていただいたこと、時間をいただいたことにお礼を申し上げる。今

後とも追加で教えていただくこともたくさんあると思うので、ぜひよろしくお願いしたいと思っ

ている。ケアマネジメントに関して一言だけ言わせてもらうと、今の日本ではケアマネジメント

について大きな議論がある。ケアマネージャーの仕事自体がサービスを提供する知王仕事である

ので、要支援者中心であるが元の生活に戻すとか、生活が不活発になることが原因で問題が起き

ているという場合はサービスが必要でなくてもサービスを提供するという事例もよく語られて

いる。そのため、日本の介護保険のサービスが供給過剰の要因になっているという見方に関して

も個人的にはそのような思いを持っている。 
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9 月 18 日（水） 

独居高齢者総合支援センター 

・キム・ヒョンミ Kim Hyunmi（センター長、社会福祉博士） 
・ジャン・ソヨウン Chang Seoyoung（部長） 
 

 今韓国は高齢者人口が約 700 万人いるのに対し、その中で独居高齢者が約 150 万人いる。独居

高齢者の数が多いため、保険福祉部から依頼されて事業を行っている。スライドに合った通り韓

国の孤独死、高齢者自殺率などは増加しており、これは大きく社会問題として注目されている。

日本でも孤独死問題が大きく社会問題になっていると思う。独居高齢者は健康状態または自殺率、

慢性疾患や運動実践率などすべての項目でショウトク、健康、社会的関係などすべての分野で脆

弱であることが表れている。そのため 2011 年に保険福祉部から急速な高齢化、核家族化などの

変化により急速な増加傾向で示している韓国の独居高齢者に対して総合的なサービスを提供す

るために設立された。全国の独居高齢者、初期の独居高齢者の管理も行われている。 

 

 独居高齢者総合支援センターの主要事業を説明する。独居高齢者の介護基本サービスの拠点お

よび総合管理を行っている。また、独居高齢者の愛のつながりという事業を進め、民間の企業、

団体と連結してボランティア事業を管理している。その他にも独居高齢者に対する政策、提案な

どいろいろな事業を行っている。これから独居高齢者保護事業に関して説明する。全国の独居高

齢者の約140万人のなかで最初の介護が必要な方は全体の約45.6%の 66万人ほどいる。その内、

社会危機高齢者、脆弱高齢者が約 20%である。66 万人全体を管理するのが少し難しく、今政府か

らは支援対象者 43 万人を対象として高齢者介護基本サービスなどの事業を行っている。独居高

齢者保護事業は高齢者介護基本サービス、高齢者介護総合サービス、独居高齢者の友達作り、初

期潜在の独居高齢者の適応支援事業、愛のつながり事業などがあるが、今から高齢者介護基本サ

ービスに関して説明する。 

 

 高齢者介護基本サービスは独居高齢者に対する定期的な安全確認および保健福祉サービスへ

の連結、生活教育などを通じて総合的な社会セーフティーネットを構築することである。事業対

象者は 1 人で住んでいる 65 歳以上の高齢者であり、日常的なリスクに弱く、定期的な安全確認

が必要な方、精神が悪くて老人関係のサービス支援が必要な方が対象となっている。また、他の

サービスを貰っている方は対象から除外されている。続いて、サービス内容を説明する。まず、

独居高齢者の現行調査を行い、高齢者介護基本サービスまたは独居高齢者の愛のつながりに研究

資料として活用している。また、週 1 回以上の訪問、週 2 回以上の電話により定期的な安全確認

を実施している。また、保険、福祉、文化などに対するいろいろなプログラム教育及び情報を提

供しており、独居高齢者の保健、福祉のニーズを把握して福祉サービスへ連結されている。この

図は高齢者介護基本サービスの伝達体系を表しているが、保健福祉部、独居高齢者支援センター、

自治体、また全国の約 245 か所の就業期間があり、支援、報告などの体系を通じて連結または疎

通を行っている。続いて、高齢者介護基本サービスの対象者及び従事者に関して説明する。独居

高齢者は約 30 万人、従事者は約 1 万 2000 人くらいであるが、サービス管理者、社会福祉者は事
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例管理を重要に行って全国に 531 名いる。また、生活管理者は直接高齢者にサービスを提供する

人であるが、全国に約 1 万 1000 人いる。サービス管理者の性別は約 90%が女性であり、年齢は

40 代が 40%と一番多い。韓国の介護従事者は女性が多く、これは日本と同じだと思っている。サ

ービス管理者は男性の割合が 11%くらいであるが、直接サービスを提供する生活管理者は女性が

99%である。年齢はサービス管理者は 40代、30 代、50 代とかが大体の割合でいるが、生活管理

者は 40 台、50代が大体である。 

 

次に、高齢者介護総合サービスについて説明する。高齢者介護総合サービスは長期療養保険を

審議する前に独立生活が難しい高齢者に活動支援、または習慣歩行サービスなどを提供して安定

した老年生活などを支援することである。高齢者介護総合サービスを利用している方は約 5万人

くらいである。訪問サービスは基本的に食事、お風呂、選択、掃除などの家事活動を支援してい

る。高齢者介護総合サービスと基本サービスで一番差があるのは本人負担金があることである。

次に、独居高齢者友達づくり事業について説明する。これは独居高齢者のうつ病の軽減、孤独死

と自殺予防のための 1 人以上の友達を連結してあげて見守りシステムを構築することである。事

業の対象者は引きこもり型独居高齢者、活動制限型独居高齢者、うつ病型独居高齢者であり、現

在、全国に約 100 か所の機関で進行している。 

 

 次に、初期独居高齢者適応支援事業について説明する。これは、今は独居高齢者ではないが独

居高齢者に侵入する前の対象者を発掘して支援する事業である。事業対象者は初期独居世帯、疾

患を持っている夫婦世帯、障碍者子供と一緒に住んでいる世帯などである。今までの事業は政府

の事業であり、それだけではちょっと限界があるということで、今からは民間、法人が一緒に行

っている、孤独死予防のための事業を説明する。これは、韓国の民間の企業、また団体の電話相

談に例えば保険会社の電話相談人がボランティアとして独居高齢者とつながり、電話及び訪問を

通じて高齢者の安定の確認をするなどの社会的セーフティーネットを構築することである。愛の

電話はボランティアが週 1回以上高齢者に電話しており、他に企業の幹部たちがボランティアを

直接することもある。また、その他の独居高齢者保護事業として 4 次産業を活用して独居高齢者

の孤独死を予防し、また例えば AI スピーカーを使った高齢者の応急安全お知らせサービスなど

の介護サービスモデルを開発している。例えば高齢者の冷蔵庫や洗濯機などの電気料とかを社会

福祉者のタブレットや携帯に連結し、電気を長期間使っていたなっからちょっと確認するという

事業もある。他のサービスでは AI スピーカーを高齢者のテレビとかに設置してテレビと連結し

て、高齢者がこのお額を聞きたいとか、使ってくださいと口でいうことにより高齢者のしゃべる

話題とかを使うという事業もある。 

 

 最後に、現在の高齢者介護体験の問題、改善の必要性に関して説明する。韓国の高齢者介護体

系は分割されているものが多く、これを総合的に扱うのが今の事業の課題となっている。細部内

容はスライドに記載されている通りである。 
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（質問：独居高齢者総合支援センターの事業は国の事業と考えていいのか） 

 保険福祉部から独居高齢者に関するいろいろな問題や事業を依頼され、政府の事業をしている

ところになる。 

 

（質問：基本的に予算はすべて国から出ているということなのか） 

 政府から 70%、自治体で 30%。 

 

（質問：日本の場合、独り暮らしに特化はしていないが、高齢者の総合支援事業は自治体が基本

的に中核を担っている。理由として地域ごとに状況が違うために自治体が計画を立てたり実施し

ているからであるが、韓国ではどの地域に行っても同じサービスが行われているのか） 

 基本的には同一のサービスだが、細部の内容は地域の特性によって変更して進行している。 

 

（質問：細部の特性は地域ごとで選ぶことができるとのことだったが、自治体が基本的にいくつ

か計画を立てて実施するという形なのか） 

 基本的に自治体が計画するのは OK だが、中央からのルールがある。国の基本ルールは守る必

要がある。 

 

（質問：資料にサービス管理者と生活管理者という方がいるが、この方々は具体的にどう云った

方々で、何か必要な資格とかはあるのか） 

 サービス管理者は社会福祉者という資格が必要。生活管理者は資格はいらない。社会福祉、ソ

ーシャルワーカーがサービス管理者である。また、生活管理者は教育とかの課程がある。 

 

（質問：サービス管理者、生活管理者の方々は公務員なのか） 

 そうではない。 

 

（質問：独り暮らし高齢者総合支援センター自体は国の事業でおこなってるものの自治体の外に、

行政機関の外にある独立の団体と考えていいのか） 

 民間でやっている。そのため、委託になる。 

 

（質問：今回の支援事業に関しては特に独居高齢者の社会参加の活性や総合サービスが基本サー

ビスの部分だと思うが、このようなところが予防的になっているということはあくまでも保険と

は切り離し、この人たちに保険を使わせないというような形の発想がまず強くあるのか） 

 ここら辺は社会サービスであるが、この療養サービスは国から予算を貰って社会保険というこ

とになる。 
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（質問：介護保険を使っている方は独り暮らしのサービスを受けることはできない、両方を使え

ないということであったが、考え方としてはこちらに行かせないという発想なのか、違うものだ

からそれぞれでやってくださいという発想なのか） 

 こちらのサービスを利用している方がこちらに行かせないようにすることが目標 

 

（質問：例えば管から栄養を得るような状態、ご飯が食べられなくて経管栄養のような状態だと、

療養病院、介護保険ではそういう医療が必要な人は対象外なのか） 

 その通り。そのような人は病院で対応することになる。長期療養のレベルがあり、それが高い

と療養病院に行くことになる。 

 

（質問：長期療養保険の等級が 6 段階まで広がり、状態が軽い方の人たちはここに混じるのでは

と思ったがどうなるのか） 

 等級を貰ったがちょっと軽い方たちは高齢者介護総合サービスを貰うことができる。 

 

（質問：総合サービスの中で家事援助といわれる料理、掃除、洗濯をするのは分かるが、食事が

取れなくなった場合そこもカバーするのか、食事作りだけになるのか） 

 自分で食事はできるがちょっと弱いとか、自分で準備はできるけどちょっと難しいという方は

手伝っている。 

 

（質問：この人はもう総合サービスでは無理ですとなった時に介護保険に渡すということか） 

 その通り。 

 

（質問：日本では、薬を準備するまではいいが飲む支援はダメといったルールがある。これは医

療になってしまうからであるが、薬に関わることでルールがあったりするのか） 

 韓国でも飲ませるとかはダメ。ダブって飲むことを予防するために飲む時間をチェックしたり

観察することはできる。 

 

（質問：友達作りのところで引きこもりやうつ病の方がいると保健師、精神保健福祉士といった

精神の専門家のヘルプや協働が必要だと思うが、そのあたりはどこと連携しているのか） 

 引きこもり型の高齢者たちには精神科医師と 6 回以上の相談が必要になる。この人のための集

団プログラムも提供しているが、こういう相談のため専門相談人や専門医師とかの連結が今行わ

れている。そういう事業を担当の方の皆でするのが難しいので、地域別に享受や医師とかの専門

家が行っていろんな管理や相談、アドバイスを聞きながら事業を行っている。 

 

（質問：社会関係の活性化事業について、社会関係を作っていくときに何と一緒にタイアップし

ていくのか、その人だけを支援するというか、周りにつないでいくというのも大事だと思うが、
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そういうことは行っているのか） 

 今までは高齢者本人だけを支援している。 

 

（質問：高齢者に対してまずは見守り等の支援を提供することが中心でその人を外に出してほか

の友達をたくさん作っていこうというところまではまだ進んでいないということか） 

 その通り。この事業は段階があり、最初は家から外に出る、そのあとで治療とか、これを通じ

て社会的関係や活動をするようにそれまでの目標を持っていくことである。 

 

（質問：孤独死の定義が日本ではあいまいな部分があるのだが、韓国では定義があるのか） 

 韓国でも明確に法律的とかでの定義はない。 

 

（質問：独居の方が途中から家族と同居した場合これらのサービスが外されてしまうのか） 

 中断される。 

 

（質問：ニーズが高くて人手が足りないサービスが幾つかあると思うが、どんどん増えていくニ

ーズに対して今人手は足りているのか） 

 韓国でも介護ニーズが高いところに行くほどニーズを満足するのが難しい。そのため、今韓国

の体系の一番重要な目標は長期療養サービスまでに行かせないことであり、分割されている事業

たちを合わせて予防的サービスをすることが重要になっている。 

 

（質問：日本では予防の話になると専門家がいつまでも生活支援を続けるのではなく専門家が短

期間だけ入る仕組みがあるが、精神科、医者とのコラボレーション以外にほかの専門かとの連携

はあるのか） 

 今からの韓国は福祉、保健が分割されているが、例えばうつのための福祉サービスが必要だが

この人が医療サービスも必要という場合もあるので、来年からは分割されているサービスを全部

合わせて一緒にコミュニティーケアとしてすることを考えている。 

 

（質問：自治体が 30%お金を出してくれるとあったが、他にはどのようなことをしてくれるのか） 

 中央でルールを作るが、自治体には地域の事業就業期間の管理などがある。例えば予算の管理、

従事者の管理、対象者の管理をよくしているのかとかを自治体が評価する。政府の役割は全体的

な政策とかを作ることであるが、実際の事業は自治体が行っている。 

 

（質問：政府の監査はなく、自治体の監査だけがあるということか） 

 政府からの評価は 1 年に 1 回くらいある。自治体や地域の機関がよくしているかを年に 1 回評

価している。 
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（質問：独居高齢者保護事業の生活管理者は日本でいう民生委員とケアマネージャーのあいのこ

のように見えるが、ここに対する研修とかは市町村の仕事なのか） 

 日本のケアマネージャーはサービス管理者の概念であり、生活支援者はヘルパーよりちょっと

下。センター長はボランティアよりは上だが、介護福祉士よちは下のイメージ。ただし給料は定

期的に出る。 

 

（質問：人を探したり研修したりというのは国全体でやっているのか、自治体レベルでやってい

るのか） 

 生活管理者は最初は中央の教育を必ずもらう必要があり、それ以外に自治体別に 1 年に 50 時

間以上の教育が必要となる。 

 

（質問：50 時間の教育は毎年必要なのか） 

 毎年必要。ただ新規の方と既存の方では少し異なり、新規の方は必ず中央での 16 時間の教育

が必要になる。 

 

（質問：実際に本人にとってどのサービスがどの程度必要なのかを本人と一緒に考えていくのは

サービス管理者の方が行っているのか） 

 その通り。サービス管理者がこの方にはこのサービスが必要ですと本人と相談して決めている。

いわゆる予防的なもののケアプランを考えるのがこの方々になる。 

 

（質問：例えば何らかの理由で少し困っている独り暮らしの高齢者がいるという情報がセンター

に来た時、一番初めに誰が何をするのか） 

 一時的に独居高齢者の現況調査を生活管理者が行い、こちらの段階でちょっと困る高齢者を発

見したら二次に生活管理者が訪問していろんな調査を行い、それでも足りない場合はサービス管

理者が訪問していろんな情報を貰う。生活管理者がメインになる。 

 

（質問：サービス管理者や生活管理者は実際にどういう事業所にいるのか） 

 福祉課にいる。基本的には一緒の事務室を使うのがいいが、スペースがなく、生活管理者は直

接に訪問するのがメインなので事務室にいる人はサービス管理者であるが全体的な会議の時に

は会議室を利用することもある。 

 

（質問：生活管理の方は自宅から出勤して自宅に帰ることもあるのか） 

 在宅勤務とかはないが、週 3 回程度は必ず事務室に出勤する必要がある。 

 

（質問：問題がある高齢者がいたときにその人に誰のところで相談してもらうかというのは誰か

決める人がいるのか） 
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 サービス管理者が決めている。サービスが必要だと見つけるのは生活管理者が行っている。 

 

（質問：独りで住んでいてこの人は問題がある、困っているなというのは誰がどのようなけいろ

でその情報が入ってくるのか） 

 対象者と選定する前にうつとかそういう問題をチェックするスクリーニング尺度がある。それ

で尺度としてサービス管理者がそういう方をうちの対象者と判定し、生活管理者とかの報告もあ

るが、いろんなサービス管理者の集中管理とかがある。 

 

（質問：韓国の仕組みはいい面もあるものの縦割りになっているところが指摘され、改変が必要

なので全体的な構築を連携していきたいとあったが、だれがその中心になるのか。具体的な地域

の中でどういった組織が中心になるということをぎろんしているのか） 

 今からもだいたい同じであるが保険福祉部が中心として絶対的ルールを決め、自治体が地域別

の特性を考慮して修正し、実際の事業、就業を行っている。 

 

（質問：イニシアチブは政府が持ち、痴ほうは政府のイニシアチブに従いながら自分たちのこと

をやるという形なのか） 

 その通り。政府が中心で自治体は協力する。 

 

 

独居老人保護対策履行状況点検表 

分野 主な点検事項 点検結果 

基本現況 

〇独居老人全体数（名） 

〇独居老人のうち現況調査の対象

者数（名） 

〇現況調査 

‐独居老人全体数：13,204 名 

‐除外対象者 6,161 名 総 7,043 名 

‐（確定対象者 6,284 名、情報未確認 759 名） 

〇追加現況調査 

‐独居老人全体数：2,415 名 

‐除外対象者：1,291 名、既存対象者 73 名 

‐（確定対象者：1,051 名 

〇サポートの対象となる独居老人

数（名） 

‐老人ドルボミ基本サービス対象

者数（名） 

‐独居老人応急安全通知サービス

対象者数（名） 

‐老人ドルボミ基本サービス対象者数：1,287 名 

（高リスク老人支援システム 1 月 23 日基準） 

‐独居老人応急安全通知サービス対象者数：0 名 

‐‘愛のバトン’対象者数：38 名 

（高リスク老人支援システム 1 月 23 日基準） 
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‐その他事業 

〇寒波被害の現況 

‐寒冷疾患の届け出及び人命被害

の発生件数等 

〇該当事項なし 

独居老人保

護対策推進

の現況（自

治体） 

〇冬季に備えた保護対策の策定及

び推進現況 

‐自治体独自の保護対策の有無 

‐非常連絡システムの構築ができ

ているか 

‐災害メッセージシステムが活用

されているか 

‐11/27 寒波に備えた独居老人保護対策の策定 

‐ソンパ老人総合福祉館の非常連絡網システム構築 

〇災害メッセージシステム活用の有無 

‐災害メッセージシステム登録人数：総 53 名 

‐生活管理士：43 名 

‐在宅管理士：4 名 

‐社会福祉士：6 名 

‐現在、新たに生活管理士及びサービス管理者を追加、

7 名の申請を完了 

〇寒波、大雪被害の予防関連 PR

の実績 

〇寒波に備えた行動要領のポスター配布 

‐12/18 ソンパ老人総合福祉館、ソンパ第 2 敬老堂、ソ

ンパファインタウン 8 団地、ワンチョン敬老堂、計 5

件 

〇民・官の協力による、後援連携

支援の実績 

〇民・官の協力による後援連携支援 

‐11/9～11/13 韓国電気工事協会から米 80 名 

‐12/11 ボドゥル小学校から米 50 名 

独居老人保

護対策推進

の現況（遂

行機関） 

〇冬季に向けた、高リスク独居老

人世帯の事前点検実績 

‐10/16 冬支度用品の需要調査 

〇寒波被害の予防関連教育の実績 

‐生活管理士の教育の有無 

‐寒波に備えた行動要領、健康の

心得、高齢者生活教育の実績等 

〇寒波被害の予防教育 

‐教育日時：11 月 27 日 

‐生活管理士：総 35 名 教育履修 

‐2018 年 12 月、生活教育（冬季の転倒事故の原因と

予防法）実績：1,200 名 

〇気象警報発令時の独居老人に対

する安全確認の実績 

‐日ごとの安全確認の実績 

‐12/05 1,208 件 

‐12/08 1,207 件 

‐12/09  1,207 件 

‐ 12/27  1,209 件 

‐ 12/28  1,209 件 

‐ 12/29  1,209 件 

‐12/30  1,209 件 

〇民・官の協力による福祉サービ

ス支援実績 

○民・官の協力による福祉サービス支援 

‐11/6 ソンパ区役所 白菜 102 名  
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‐暖房用品、暖房費支援等、民間

資源との連携支援等 

‐11/9~11/13 イーマートガーデン 5 店 米 71 名 

‐11/23 チャムシル教会 キムチ 59 名  

‐11/30  イーマートガーデン 5 店 キムチ 88 名 

‐11/30 ユ・グァンイム（個人後援者）米 1 名 

‐12/4~12/6 ソンパ区在宅福祉連合会 キムチ 12 名 

‐12/18 ミレアセット社 食品キット 102 個 

‐12/28 ユ・ジョンヒ（個人後援者）米 7 名 

‐12/28 ハッピーピープル 生活用品キット 50 名  

‐01/07 愛のソルロンタン 10 名  

‐01/08 韓国ヤクルト 20 名  

‐01/09 飢餓対策希望のバスケット 21 名 

〇非常連絡システムの構築及び報

告体系の構築 

‐11/27 冬季に備えた保護対策の策定に伴う非常連

絡網の構築 

‐1/21 スタッフの交代による非常連絡網再構築 

その他の意

見 

  

点検結果

（総評） 

  

 

2019 年 1 月 24 日 

［点検者］所属：ソンパ老人総合福祉館 職位：サービス管理者 氏名：チョン・ヒョジョン（印） 

［点検者］所属：ソンパ老人総合福祉館 職位：地域福祉課長  氏名：ジョン・ヒョスク （印） 

［点検者］所属：         職位：        氏名：         （印） 

 

 

ファイ

ル１ 

1 「ドルボミ」という単語 

例「老人ドルボミ支援事

業」 

「ドルボミ」とは「ケア」「サポート」「見守り」などの

意味。事業名など日本語の定訳がまだないのでそのまま

「ドルボミ」とし、一般名詞や動詞で使用されている場

合は「ケア」「サポート」「見守り」など日本語のニュア

ンスに合うよう訳してます。 

1 敬老堂 「敬老堂」とは、社会福祉施設の一形態。高齢者が集ま

っておしゃべりや趣味、娯楽活動をする場所で「老人亭」

とも言われます。 

 


