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1 ．講話 「高齢者とそのご家族が知っておきたい高齢福祉サービスについて」 

 ●伊勢崎市役所 高齢政策課 

     

2 ．家族介護体験談 

 ●お母さまが住みやすいように同一敷地内にバリアフリーの別棟を建て、 

       一緒に介護をおこなっている坂庭さまご夫妻にお話を伺いしました 

 

3 ．意見交換会 

 ●利用されている療養棟・サービス別にグループを作り、ご家族 

  同士でお互いの抱えている介護の悩みについて話し合いました 

プログラム 

開 催 日 ：平成30年1月24日（水） 

開 催 場 所 ：美原記念病院1階 講堂 

参 加 人 数 ：25名 

【2階：9名 3階：8名 ユニット：1名 通所リハ：3名 病院：4名】 

美原記念病院・介護老人保健施設アルボース 

公益財団法人 脳血管研究所 
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「高齢者とそのご家族が知っておきたい高齢者福祉サービスについて」  
伊勢崎市役所 高齢政策課   

 伊勢崎市では、高齢者が住み慣れたまちで新たなつながりを見つけるための補助事業を行って 

います。また、高齢者へ敬意を表するために、長寿者へのお祝い事業を行っています。 

65歳 寿証 市内の入浴施設と市内のスポーツ施設を無料で利用できます 

70歳 敬老行事 敬老の日にあわせて、各地区でイベントなどが行われます 

90歳 

敬老祝金 誕生月の翌月に、民生委員を通してお祝い金2万円を贈与します 

写真撮影 希望者に対し無料で写真を撮影し、贈呈します 

記念品贈呈 敬老の日にあわせて、記念品を郵送にて贈呈します 

100歳 

慶祝訪問 誕生日に市長が自宅などを訪問し、慶祝状とお祝い金10万円を贈与します 

記念品贈呈 敬老の日にあわせて、記念品を郵送にて贈呈します 

101歳以上 

敬老祝金 誕生日に市職員が訪問し、お祝い金5万円を贈与します 

慶祝訪問 敬老の日にあわせて、市長などが自宅を訪問し、慶祝状と記念品を贈呈します 

 住み慣れた地域で自分らしい暮らしを可能な限り続けることができるよう、介護保険サービス

とは別に、伊勢崎市独自の高齢者向けサービスを行っています。主に65歳以上で在宅生活をして

いる高齢者が対象となります。 

きんさんは、ふくらはぎを鍛えることで、

自分らしい暮らしを最期まで送りました 

●各年代におけるお祝い  

●在宅サービス  

元気に暮らしている方へのサービス 

① はり・きゅう・マッサージ券 

 市と契約している治療院で使える、1枚1,000円の受療券を年間5枚交付します。 

② ぐ～ちょきシニアパスポート 

 県内の協賛店で、割引や粗品プレゼントなどのちょっとした 

 サービスを受けられるカードを交付します。 

③ 日常生活用具給付事業（マイサポ事業） 

 自分らしい在宅生活の応援を目的として、シルバーカー・入浴補助用具・電磁調理器を 

 支給します。 

 対象は、シルバーカー→要介護1以下の高齢者、入浴補助用具→介護認定を受けていない 

 高齢者、電磁調理器→防火に配慮が必要な一人暮らし高齢者 などです。 
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一人暮らし又は高齢者のみの世帯へのサービス 

④ タクシー券 

 車の運転をせず、同一敷地内や隣接地に車を運転する親族などがいない一人暮らし高齢者 

 又は70歳以上の高齢者世帯に、タクシー利用料金のうち400円を助成する券を年間24枚 

 交付します。 

⑤ 給食サービス 

 栄養バランスのとれた食事を配達し、安否確認を行います。対象は、調理が困難な一人 

 暮らし又は高齢者世帯です。週2回まで市の補助があり、1食の自己負担は300円です。 

⑥ 布団乾燥 

 毎月自宅を訪問して布団を預かり、乾燥または丸洗いを行います。対象者は、著しく寝具 

 の手入れが困難な一人暮らし高齢者などです。 

⑦ 緊急通報装置 

 持病の急変などの緊急事態が発生したときに、ボタンを 

 押すと警備会社へつながる緊急通報装置を貸与します。 

 対象者は、身体上の慢性疾患、障害などにより日常生活に 

 常時見守りを必要とする一人暮らし高齢者です。 

家族の中に身体に不自由を抱える人がいる方へのサービス 

⑧ 紙おむつ支給事業 

 紙おむつや尿取りパッドを毎月自宅へ配達します。対象者は、要介護4又は5の高齢者、 

 あるいは要介護3で重度認知症高齢者です。 

⑨ 訪問理美容サービス 

 寝たきりなどで理髪店や美容院で散髪をすることが困難な方が、自宅で理美容サービスを 

 受けるときに使える3,000円の受療券を年間4枚交付します。自己負担は1,000円です。 

 対象者は、要介護3以上の高齢者、あるいは要介護2以下で座位の保持が困難な高齢者です。 

⑩ 介護車両購入費補助 

 車いす使用車両の購入・改造に対し、上限10万円の補助金を交付します。対象者は、 

 日常的に車いすを使用する高齢者を介護する家族です。 

⑪ 住宅改造費補助事業 

 家のバリアフリー工事に上限50万円の補助金を交付します。対象は、60歳以上で、 

 自立～要介護1で所得税非課税の一人暮らし又は高齢者世帯、要介護2以上で生計中心 

 者の所得税額が8万円以下の高齢者です。 

例えば、底の深い浴槽をまたぎやすい浴槽
に変えるという工事が対象となります 
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家族介護体験談  アルボースご利用者ご家族  

 お母さまが住みやすいように同一敷地内にバリアフリーの別棟を建て、 

 一緒に介護をされている坂庭さまご夫妻にお話を伺いしました 

                私どもは父と母、実家の両親と4人の介護を経験しました。 

                アルボースでお世話になっている母は、今度の夏で93歳に 

               なります。農家の出身で身体は丈夫でした。趣味は、編み物 

               や茶道。農家だったと言うこともあり、庭には草が1本もない 

               ほど、まめに草むしりをしてくれました。私が退職したころ、 

               母が独りで家事をするのが大変になってきました。そんな時 

               に父が肺気腫を患い、酸素に頼る日々となりました。退院後、 

               車いす生活になったため自宅をバリアフリーに直し同居する 

               ことになりました。まもなくして、夜中にトイレに立った母

が転倒しました。病院で大腿骨骨折と診断され、手術をして1週間で退院となりました。その後、

美原記念病院にお世話になることになりました。今は、アルボースの2階に入所しています。冬

は1月～3月。夏は7月～9月。暑い時期と寒い時期にショート利用などを含め複合的にお世話

になり、私たちの生活が成り立っています。在宅では主人が仕事を退職し、ほとんどの時間を

母と過ごしています。 

 母が家に戻ってくるにあたり、バリアフリーの別棟を建てました。また、ケアマネジャーに

相談したところ、介護用品をあつかう業者を紹介され、どのようなものを設置したら転倒しな

いか相談しました。足が悪くふらつくことがあるので、トイレにつっかえ棒のようなものを立

て、ある程度はできるようになりました。今はだいぶ弱ってきてできなくなりましたが、最初

の頃はとてもよかったと思います。それと認知能力が低下し歩けないことを忘れてしまいます。

何かあると歩こうとするので、また転倒してしまうのではと心配でした。そこで、座るとロッ

クが外れ、立ち上がるとロックがかかる車いすを紹介していただきました。そのおかげで立ち

上がって転倒するということはなくなりました。しかし、ときどき間違えて歩き出してしまう

ことはありましたが、大きな転倒に繋がることはありませんでした。ベッドも病院などで使う

介護用ベッドを紹介していただき、柵をつけトイレの近くに設置しました。リハビリの成果も

あり、柵や手すりにつかまりながら自分でトイレに行き、用を足せるようになってよかったと

思いました。私は介護の世界を全く知らなかったので 

専門家に相談してよかったと思いました。 

 アルボースにお世話になっているときに脳梗塞を発症 

して、すぐに病院に入院させてもらい大きな後遺症も 

残りませんでした。自宅にいたらわからなかったこと 

なので、アルボースに入所していてよかったと思いま 

した。現在も介護を継続していますが、だいぶ認知症が 

進んできたように思います。 
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アンケート結果報告  

回答数：23名（回答率 92％） 

性 別 男性：9名  女性：13名 無回答：1名 

住 所 市内：12名 県内その他：5名 県外：3名 無回答：3名 

年 齢 40代：1名 50代：2名 60代：8名 

    70代：7名 80代：4名 90代：1名 

利用先  

    美原記念病院入院中：4名 アルボース利用中：15名  

    無回答：4名 

利用者との関係（ご家族の続柄） 

    夫：5名 妻：5名 息子：4名 娘：7名  

    その他：2名 

Ⅰ. アンケートに回答された方について 

 私と母の1日の流れは、朝起きてトイレに行き、パンツとパッドを交換してベッドに戻り着

替えをします。柵につかまりながらですが、できることは自分でしてもらいます。最近は、

力もなくなってきており、できることが少なくなってきました。介護用品の力も借り転倒し

ないように近くで見守り、できることは自分でやってもらう。これはアルボースから学びま

した。次に洗面台で整容を行い、仏壇にお線香をあげることが日課になっています。その後、

朝食を一緒に食べます。入れ歯は、入所中に訪問歯科にて調整をしていただきました。以前

はすぐに外してしまっていたのが外さなくなりました。しかし、食べ物が口の中に残るよう

で、手を入れてしまうので食後はすぐにうがいをするよう心がけています。服薬を済ませ、

そのあとは様子をみながらトイレなどに付き添っています。 

昼食、夕食も同様です。夕食後は入れ歯を洗って寝巻きに 

着替えるなど自分でやってもらいます。 

 最近は足がさらに弱ってきて、自分の足で歩くことも難しく 

なってきました。排泄もだんだん感覚が衰えてきておりもらす 

ことも増えてきました。夜も一緒に寝るので、24時間一緒に 

います。ときどきはアルボースに入所、私も息抜きをして身体 

を鍛えています。母よりも先に逝くわけにはいかないので。 

 いろいろと試行錯誤しながら介護を続けています。 
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Ⅱ. 話を聞いてのご感想をお聞かせください  

「高齢者とそのご家族が知っておきたい高齢福祉サービスについて」  

                         伊勢崎市役所 高齢政策課 

 

 ・65歳以上で受けられるサービスで知らない内容がたくさんありました。伊勢崎市内在住の 

 義母にぜひ教えてあげたいと思いました 

・これからお世話になる年月を有意義に過ごすことができるよう勉強させていただきました 

・知らなかったサービスなどがあり、直接聞くことができてよかったです 

・伊勢崎市の細かい各種サービス、予算対効果について感心を持ちました 

・初めて知ることがあって、ためになりました 

・“きんさん”のふくらはぎ体操はやってみようと思います。お得なサービスを受けられること 

 がわかり有意義でした。紙おむつ支給の恩恵を受けております。ありがとうございます 

・画面を使いとてもわかりやすく説明していただけました。若い方でしたが親しみやすく上手な 

 お話でした 

・知らないこともたくさんありました。ありがとうございました 

・私は伊勢崎市外ですが、そういう制度があることを知り調べようと思いました。ありがとう 

 ございました 

・私は高崎市から来たのですが、サービス内容は同じでした 

・地元の市役所でいろいろ聞いてみたいと思います 

・大泉町なので調べたいと思います 

・いろいろあるなと思います 

・相談を含めて、とても参考になりました 

家族介護体験談  アルボースご利用者ご家族 

 
・トイレにつっぱり棒をつけるアイデア、実践したいです 

・奥さまの優しい語り口からお母さまへの感謝の気持ちが感じられてとても共感と好感を持ち 

 ました。お話もとても参考になりました 

・他の人の介護の話を直に聞けると言うのは、よい体験ができ私の気持ちも少し軽くなった様な 

 気分です 

・１年後、坂庭さんのように元気に過ごしていけたらいいと励みになりました 

・「相談」できる所があり、それを上手く利用する心構えを教わりました 

・初めての家族会参加です。もっともっと体験談を聞きたいと思いました。ありがとうござい 

 ました 

・まだ、どれくらい自分自身できるかわからないのでなんとも言えません 

・自分でできることはできるだけさせるとの方針が参考になりました。見守りが中心とのこと、 

 それもご苦労だとは思います。住居を新築したことはすごいと思いました。それから脳梗塞を 

 アルボースさんで発見できたことはよかったですね 
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Ⅲ. 家族会に参加されて、ご自身の介護に参考になりましたか  

・とても参考になった：18名 ・少し参考になった：2名 ・無回答：3名  

ご家族同士の意見交換会 

 
・皆さまのいろいろなお話を聞いてとてもよかったです 

・体験談をたくさん聞かせていただきありがとうございました 

・周りの方の姿勢に勇気をいただきました。長い年月頑張ってこられた方もいて、私はまだまだ 

 だと思い、明日からまたやさしい気持ちで主人に接していこうと思います 

・とても参考になり、初めて出席したのでよい体験となりました 

・次回もぜひ参加させていただきます 

・皆さまのお話がとても参考になりました。できれば名刺を用意していただけると「○○さん」 

 と声をかけやすいのでありがたいです 

・いろいろなお話が聞けて楽しかったです 

・よかったです 

・他の病院で服用していた薬を全部止めたと、認知症で薬を止めたら回復したのと同じですね 

・夜のトイレが心配でしたが、介護者の方が活き活きしていたので少し安心感がでました 

・皆さま普通に受けとめて、共に生活している姿にとても励まされました 

家族会でやってほしいこと（複数回答可） 

・制度についての講話 

    介護保険制度：3名 後期高齢者医療制度：2名 その他：2名   

・病気についての講話 

    脳血管障害：3名 認知症：6名 その他：1名  

・介護方法についての講話 

    おむつ介助：8名 入浴介助：4名 食事介助：6名 その他：5名   

・リハビリについての講話 

    自宅でできるリハビリ：7名 その他：6名   

・実技をともなう講話 

    介護教室：3名 治療食の作り方：5名 その他：3名  

Ⅳ. 今後の家族会についてのご意見・ご提案  

・これから待っている介護の不安が少し取り除けました 

・実体験は有用だと思いました 

・明るく前向きな姿勢に私も頑張ろうと思いました 

・日々の生活が詳しく聞けてよかったです 

・とても参考になりました 
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・時間帯はいつ頃がよろしいですか（複数回答可） 

  午前：2名 午後：10名 夕方：1名 無回答：10名  

介護老人保健施設アルボース 

住所：群馬県伊勢崎市太田町427-3 

TEL：0270-21-2700 

FAX：0270-21-2704 

Email：arbos@mihara-ibbv.jp 

URL：http://mihara-ibbv.jp/arbos/ 

発行：アルボース広報部会 

・曜日はいつがよろしいですか（複数回答可） 

  火曜日：2名 水曜日：5名 木曜日：1名 金曜日：1名 土曜日：2名 無回答：14名   

Ⅶ. アルボースに対するご意見・ご要望  

Ⅵ. 開催時期についてご意見・ご提案  

・外食ツアーなどいろいろなイベントがあるので、今後も続けていただけると変化のあること 

 が本人にとってもいいと思います 

・今回、このようなお話を聞いたり、今後の不安が少し取り除ける会でした 

・これからもよろしくお願いいたします 

・いつも本当にお世話になります。ありがとうございます 

・いつもよくしていただいて感謝しています 

・いつもお世話になり感謝しています 

・とてもよくしていただき感謝しています 

・こういう病院、施設があり心強いです 

Ⅴ. 介護についてのお悩み  

・朝トイレをすませたあと、なかなか便座から立ち上がらないこと 

・母に対する運動はどこまでしたらいいか 

・トイレ。夜一人にできない。子供と留守ができない 

・介護者の腰痛対策、体操ストレッチなど知りたいです 

・母が今後寝たきりになった場合、介護に関することすべて 

・最近は会話が少なくなった。声掛けにも悩む 

・これから自宅介護がどうなるか 

美原記念病院 

住所：群馬県伊勢崎市太田町366 

TEL：0270-24-3355 

FAX：0270-24-3359 

Email：mihara-hosp@mihara-ibbv.jp 

URL：http://mihara-ibbv.jp/hp/ 


