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高齢化が更に進む中、２０２５年には、いわゆる団塊の世代が７５歳以上とな

り、２０４０年には団塊ジュニア世代が６５歳以上となることで高齢人口がピー

クを迎え、ひとり暮らしや夫婦のみの高齢者世帯、認知症高齢者の増加による高

齢者支援ニーズが高まる反面、現役世代人口の減少により高齢者を支援する人材

不足が予想されます。 

このような超高齢社会を迎えるにあたり、高齢者一人ひとりの尊厳を保ち、自

らが自立することに努める自立自助の精神と、身近な地域で安心して生活できる

よう高齢者が身体的にも精神的にも社会的にも満たされた状態（Well-being）を

維持し、または回復できるよう、様々な主体が連携しながら自立を支援する社会

連携の考え方に立ち、地域の活力を高め、｢心のかよう健康福祉社会｣を実現して

いくことが必要です。 

そのため、介護保険制度の持続可能性を維持しながら、保健・医療・介護・介

護予防（住民主体の多様なサービスを含む。）にわたる総合的なサービスの提供

体制や住まいの安定的な確保等を推進しつつ、高齢者が可能な限り住み慣れた地

域で、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことを支援するとともに、

地域において高齢者が積極的に社会参加しながら、自分らしく健康で充実した生

活が送れるよう、思いやりと支え合いの輪が広がる体制、地域包括ケアシステム

を推進させていく必要があります。 

本市はこの課題に対応するため、次の基本目標により、計画の総合的な推進を

図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 計画の基本目標 

《基本目標》 

高齢者がいつまでも住み慣れた地域で、自分らしい生活が送れるよう

思いやりと支え合いによる幸せの提供ができる地域社会を目指す 

１ 基本目標 
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  （１）本計画期間の位置づけ 

     本市の特徴と課題から、本計画期間に優先的に実施すべき施策は、団塊世代

が７５歳以上となる２０２５年及び団塊ジュニア世代が６５歳以上になる２

０４０年を見据え、元気高齢者の介護予防と虚弱な高齢者の自立支援・重度化

防止を軸に、高齢者が身体的にも精神的にも社会的にも満たされた状態の維持

により、広く高齢者の健康寿命を延伸する取組であり、生産年齢人口の減少や

介護人材不足といった環境に対応できる事業へとパラダイムシフト※を起こす

必要があります。 

     また、こうした事業展開を支える地域づくりを、市、医療・介護職、住民、

企業といった多様な主体の協働によって支えることによって、地域包括ケアシ

ステムは完成に向かっていくため、保険者はその機能をさらに強化していく必

要があるといえます。 

このことから、令和３年度からの３年間の計画期間の位置付けを、「ポピュ

レーションアプローチ※を基に事業のパラダイムシフトにより地域包括ケアシ

ステムの深化・推進に導く期間」としました。 

 

 

 

 

 

 ※ポピュレーションアプローチとは 

要介護リスクの高い人に限定せず多くの人々を対象に働きかけることで少しず

つリスクを軽減させ、集団全体を良い方向へシフトさせ、高いリスクの母数を軽減

させる手法。 

    

 ※パラダイムシフトとは 

その時代や分野においてこれまで当然のことと考えられていた物の見方や考え方

(価値観）が劇的に変化することを言う。     

《本計画期間の位置付け》 

 ポピュレーションアプローチを基に事業のパラダイムシフトに

より地域包括ケアシステムの深化・推進に導く期間 

２ 本計画期間の位置付けと重点施策 
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  （２）本計画期間の重点施策 

   本計画期間の位置づけをもとに、重点施策を次の２項目としました。 

 

   

全国平均に比べて高い要介護１の認定率やサービスにつながっていない要

支援認定者割合の高さという課題の解決に向け、介護予防・日常生活支援総合

事業を中心に介護保険事業にパラダイムシフトを起こす必要があると考えて

います。 

本計画期間においては、生活機能が低下した高齢者に対して、リハビリテー

ションの理念を踏まえて、「心身機能」「活動」「社会参加」のそれぞれにバラ

ンスよく働きかけ、単に高齢

者の運動機能や栄養状態とい

った「心身機能の改善」だけ

を目指すのではなく、ＩＣＦ
※の視点に立ち、日常生活の

「活動」を高め、また、家庭や

社会への「参加」を促す支援

を行うことで、一人ひとりの

生きがいやＱＯＬ※の向上へ

とつながる取組に重点を置き

ます。 
※ＩＣＦとは 

生活機能と障害を判断するための分類方法。人間の生活を障害の有無のみで

判断するのではなく、活動や参加の状況、周囲の環境等、広い視点から対象者

を理解し、サポートにつなげることを目的とする。 

 

ア 要支援者等に対する適切な支援 

何らかの支援が必要な状態であるにもかかわらず、生活機能の改善に向け

た必要なサービス等につながっていないことは、最初の関りの時点で適切な

対応が取れていないと思われます。 

これまでの要支援者等へのサービスは、被保険者が要介護等認定によりサ

ービスを受ける権利が発生し、サービスを「給付」として受けていましたが、

平成２９年度に移行した介護予防・日常生活支援総合事業の「訪問」「通所」

サービスは、保険者が虚弱な高齢者の生活機能向上を積極的に行う「事業」

に変わったことから、保険者は虚弱な高齢者に対して積極的にアプローチし、

効果的に事業を実施する必要があります。 

高齢者の自立支援、介護予防・重度化防止に向けた取組の重点的な実施 
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要介護等認定申請窓口では、虚弱な高齢者が生活のどの部分に困っている

のかを把握し、その解決方法を見出すことが事業の入口であることを改めて

徹底する必要があります。 

また、事業の対象となった全ての虚弱な高齢者に対して、地域包括支援セ

ンターが行う訪問アセスメントにリハビリテーション専門職が同行し、適切

なサービス等につなぐ取組を進めていきます。 

さらに、医療等のデータの活用や地域の連携等により、虚弱な高齢者の掘

り起こしを行い、心身の状況が悪化する前に必要なサービスにつなげる取組

も必要です。 

このような取組は、令和元年度から実施していますが、さらに本市の医療・

介護専門職や市民に対して、事業の在り方や事業方針について周知する必要

があります。 

 

イ 「幸せます状態」を目指す取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまで要支援者等に対するサービスは、「心身等の状態の維持」や「で

きないことに対する支援」を中心に行われてきました。 

「高齢者は支えられる者」で、「できないことを補うこと」「誰かに何かを

してもらうこと」が中心の仕組みでは、高齢者は役割を失い、できないもの

はできないままになり、活動量の減少や社会への参加もなくなり、それによ

り更なる悪化を招くなど、自立と尊厳は失われていきがちです。 

 「幸せます状態」とは、防府市介護予防・日常生活支援総合事業の第 1 号

介護予防支援事業に関する基準第 3 条第 1 項で防府市独自に定めた状態で、

以下のいずれかを利用しながら、自分らしい生活を送るためのセルフマネジメ

ント※が継続できることにより、介護予防給付（住宅改修、福祉用具購入及び

貸与を除く）、地域密着型介護予防サービス及び別表のサービスを利用しない

状態をいいます。 

 （1）地域にある住民主体の活動やサービス 

 （2）企業や商店のサービスまたはそれらの事業そのもの 

 （３）地域の活動や家族や友人など、対象者が元気に過ごしていた元の生活

を支えた社会資源や対象者の生活を支えることができるあらゆる社会

資源 

 別表 

事業の種別 サービスの種別 

第 1号訪問事業 予防給付型、生活補助型 

第 1号通所事業 予防給付型、生活維持型、生活維持短時間

型、短期集中予防型 
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また、現状の介護・支援のあり方のままでは、高齢者人口の増加により給

付量・事業量は一層増加し、それを支える人材が不足する局面から、現在の

事業のあり方では行き詰まっていくことは明らかです。 

制度の持続可能性を考えると、「できないことを補うこと」が中心の仕組

みから、誰もが「いつまでも元気で生活したい」という当たり前の感情を支

え、高齢者が自分らしい生活を送ることを諦めなくて済む仕組みを整備する

方向に転換する必要があると考えます。 

生活機能の改善する可能性のある高齢者が、あらかじめ期間を定めて集中

的に行うサービスにより生活の中でできることが増え、元の生活を取り戻す

ことができれば、現在のサービス供給体制でも回転率が上がるため、より多

くの要支援者等の生活機能を向上させるサービスの提供が可能となり、要支

援者の要介護リスクを軽減させることができると考えます。 

「いつまでも元気で生活したい」という高齢者の思いを支えるためには、

事業を行う誰しもが高齢者の可能性を信じることが必要で、虚弱な高齢者の

生活機能の向上に向け、地域全体で知識と意識を共有する取組や、その理念

に沿ったサービス体系の構築を進める必要があります。 

本市では、令和元年度から幸せます状態を目指すサービスの提供体制と、

幸せます状態になった方を地域包括支援センターの専門職が支援する体制

の整備を進めており、本計画期間から本格的に実施します。 

介護保険事業のパラダイムシフト

は、事業の中心を介護「給付」から介護

予防・自立支援「事業」へシフトするこ

と、心身が虚弱になっても元の生活に

戻れるサービスを提供し、より多くの

被保険者がこれを利用すること、更に

事業を高齢者の可能性を信じる様々な

主体が参加する「チーム」によって行っ

ていくことで起きると考えます。 

なお、中重度の要介護認定者に対す

るハイリスクアプローチは、上記のポピュレーションアプローチによる重度

化防止リスクの軽減を図るなかで、施設定員増といった量による対応ではな

く、訪問系サービスを軸とした包括的なサービスの利用体制の整備や医療と

介護の連携の強化などによって在宅限界点を向上させる取組や、事業の生産

性の向上に対する支援などで対応していきます。 
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ウ すべての高齢者が介護予防や社会参加を行う場の充実 

国民健康づくり運動である「健康日本２１（第２次）」では、最上位目標

に「健康寿命の延伸」を掲げています。医科診療費の３分の１以上が生活習

慣病関連であることから、高齢者に対する医療は予防や進行管理が中心とな

り、高齢者本人の関与が不可欠です。 

これは、今後進めていく保健事業と介護予防を一体的に実施できる仕組み

であり、高齢者の健康寿命延伸にとって重要な取組です。 

これまで要支援者等の生活機能の維持は介護事業所を中心に行っていま

したが、今後は、要支援者等を幸せます状態にするサービスを整備すること

で、元気高齢者が虚弱な状態にならないように取り組む場所と同じ場所で幸

せます状態を維持することが可能となります。 

このことから、すべての高齢者が介護予防の取組に参加できる場を作るこ

とで、高齢者の健康寿命の延伸、要介護リスクの軽減を図ります。 

さらに、通いの場やボランティア・就労などの仕組みを整備することで高

齢者が社会で役割を得たり、生活の周辺の資源を活用する方法や高齢者の

「やりたいこと」を支援することで、高齢者の社会参加の場が増え、これに

より高齢者の活動量が増え、健康寿命の延伸と生きがいの創造につなげるこ

とができると考えます。このように生涯現役で暮らしていける可能性を提示

していくことも重要な取組であることから、一般介護予防事業と生活支援体

制整備事業を特に重要な施策として推進していく必要があります。 

また、今後は、医療・介護のデータ活用や専門職との意識統一や情報共有

を進め、高齢者の活動を促進する仕組みを整備するとともに、地域団体や医

療・介護事業所だけでなく、様々な産業に対してアプローチする必要があり

ます。 

こうした地域全体での取組により、「高齢者が役割を得る場」や「高齢者

を支える市場サービス」が増えれば、超高齢社会・生涯現役社会に新たな可

能性が生まれ、「高齢者が支え合う地域づくり」や「地域の活性化」につな

がるものと考えます。 
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持続可能な社会保障制度の確立を図りつつ、高齢者がいつまでも住み慣れ

た地域で自分らしく生活できる幸せを提供するためには、介護保険法の基本

理念を踏まえ、地域全体で以下の長期課題を考慮して、２０２５年を目標と

する地域包括ケアシステムの構築に取り組んでいく必要があります。 

 

    ① 地域包括ケアシステムの構築に向けた取組 

 

     

 

 

 

 

 

 

② 保険者機能の強化 

地域包括ケアシステムの構築のためには、市民はもとよりサービス提供を

行う事業所や地域の様々な主体に向けて、保険者としての機能を十分に発揮

する必要があります。 

上記の取組を重点的に実施しながら、事業の効率化・生産性の向上や地域

包括ケアシステムを支える人材の確保と介護人材の資質の向上という視点

も重要となります。 

これまでの介護保険事業にパラダイムシフトを起こし、保険者、地域、サ

ービスの利用者とサービスを提供する事業所がひとつのチームとしてつな

がっていくことで、制度

の持続性を確保しつつ、

本市の高齢者福祉が充実

していくよう、保険者と

しての機能を強化してい

く必要があります。 

 

  

  

地域包括ケアシステムの構築に向けた保険者機能の強化 

○自立支援、介護予防・重度化防止の推進 

○介護給付等対象サービスの充実・強化 

○地域ケア会議・生活支援体制整備事業の推進 

○在宅医療・介護連携の推進  

○認知症施策の地域社会における総合的な推進 

○高齢者の住まいの安定的な確保 
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幸せを提供する 

未来に可能性や選択肢が見出せないとき、人は未来を悲観します。 

支援が必要と感じている高齢者に、「施設に入るしかない」「解決するにはこのサ

ービスしかない」という対応では、未来に可能性や選択肢が見出せません。 

様々な支援方法や社会資源の提案、本人や家族が見出せなかった可能性を複数提

示することこそ、幸せを提供することと考え、それを実現するための施策を推進す

るとともに医療・介護の専門職がこの考えを共有することが必要です。 

 

支えられる側が、支える側にもなる 

心身が虚弱になったら必要な支援により改善を目指し、別の支えられる側の高齢

者等を支える役割を担える社会参加の仕組みがあれば、地域の支え合いが広がりま

す。 

介護保険事業の持続可能性が求められる状況において最も重要なのは、高齢者や

地域に介護専門職の代わりに「してあげる介護」を担わせるものではなく、支えら

れる側も支える側に回れるという互助の仕組みです。 

また、就労型通所サービスに見られるように、例えば周囲が、認知症の高齢者の

方のできる能力を見出し、それを活かすことで社会に参加することもできます。 

こうした考え方が今後、実現していく地域共生社会の礎になっていくため、互助

の取組を適切に進めていく必要があります。 

 ３ 各施策におけるキーワード 
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社会資源は無限 

地域に高齢者を支える資源（公的サービス、民間サービス、住民主体の場など）

が少ないため、高齢者の自立が進められないという意見を聞きますが、必ずしもそ

うとは言えません。高齢者の周りには、たとえ心身が虚弱でも、家族や友人、住み

慣れた環境があり、元気だった頃からその高齢者を支えた趣味や嗜好があります。 

例えば、コーヒーが好きな方であれば、いつまでもおいしいコーヒーが飲みたい

と考えます。たとえ歩行が困難になっても、移動手段がないから、近所に喫茶店が

ないからコーヒーを飲みに行けないという視点ではなく、おいしいコーヒーを入れ

る方法を人に伝えたり、それを誰かに飲ませる場を見つけるなど、今ある能力を活

用することで高齢者自身の活動量は増え、社会に参加する意欲がさらに高まります。 

高齢者の活動や参加を促すものは、必ずその方の身近にあるはずで、それを的確

にアセスメントしていくことで、社会資源は無限に見出せます。その上で地域に必

要な取組や資源の創出を行うことが効率的な取組であると考えます。 

このような地域資源の捉え方を医療・介護の専門職が共有していくことが、地域

包括ケアシステムを推進し、生活支援体制を向上させると考えます。 

 

してあげる介護から元の生活を取り戻す支援へ 

上記の取組を推進する上で最も重要なのは、支援や介護が必要な高齢者を適切に

アセスメントすることですが、改善の可能性がある限り、改善や元の生活を取り戻

すことを目指し、それを実現する体制（サービスや専門職の意識）を構築すること

が重要です。そのためには、「できないことだけに目を向ける」のではなく、「でき

ることについて考える」ことが重要であり、それが元の生活を取り戻す支援へ向か

うものと考えています。 

例えば、家事援助であれば、要介護認定があるから家事全般を支援してあげるで

はなく、できる家事を見つけ、心身の改善によって可能になる家事を増やしていく

取組が必要です。こうした取組により、高齢者が自信を持っていきいきと生活を送

れるようになり、それが結果的に超高齢社会の課題の解決につながりますし、こう

した取組がなければ、普通に暮らせる幸せを提供することはできないと考えます。 

本市の特徴からも、特に軽度の認定者が適切な支援を受け、元の生活に戻れる取

組が必要で、その状態の維持を元気な高齢者とともに行う体制を整備することで、

本市の高齢者の健康寿命の延伸につながると考えます。 
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本計画期間の重点施策に従い、次の基本方針を基に各種施策に取り組んでいきます。 

 

介護保険制度は、高齢者の介護を全体で支え合う仕組みとして、家族による

過度な介護負担を軽減していますが、今後増加することが見込まれる重度の要

介護者、ひとり暮らしや夫婦のみの高齢者世帯及び認知症高齢者、並びに働き

ながら要介護者等を在宅で介護している家族等の負担軽減の必要性等を踏ま

え、高齢者一人ひとりの介護ニーズに即したサービスの確保と適切なサービス

の利用促進、働く家族等に対する支援等の充実について取り組んでいく必要が

あります。 

また、サービスを「目指す生活」と「現状」のギャップを埋めるものと位置

づけ、高齢者の幸せとは将来や目指す生活の選択肢が多い状態であるという視

点のもと、充実したサービス等の提供体制を目指します。 

しかし、介護ニーズが増加する反面、現役世代が減少する局面において、中

重度の方に対する介護サービスを充実させるには、軽度認定者の自立支援と重

度化防止の取組や介護事業所の生産性向上についての取組を積極的に行う必

要があり、今期はこうした取組を基本方針に組み込む必要があります。 

 

    介護予防・生活支援サービス事業の提供体制の改善 

平成２９年に介護予防・日常生活支援総合事業に移行するまで、すべての介

護（予防）サービスは、要介護等認定を受けた被保険者が「給付」を受けてい

ましたが、要支援者に対する介護予防・自立支援・重度化防止を積極的に行う

ために、訪問介護と通所介護については、保険者が「事業」として被保険者に

対して実施する位置づけとなりました。 

虚弱になった高齢者の相談を受け付け、サービスにつなげる際に「被保険者

がサービスの給付を受ける」という考え方によって対応していたことで、要支

援認定者については、必要以上のサービスにより自立を遠ざける結果が生じる

場合や要支援認定は受けたもののサービスを利用せず心身の状態の悪化を招

く状況が生じていました。 

全ての高齢者が望む暮らしを獲得するために、フォーマルサービス※だけで

なく、インフォーマルサービス※も含めたサービスを積極的に、また適切に提

供できる体制へと改善していく必要があります。 

 

１．介護等サービスの充実（第４章） 

４ 計画の基本方針と施策 
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    介護予防・生活支援サービス事業の強化と保健福祉事業の実施 

介護保険サービスの提供において改善すべき最大の課題は、生活機能が改善

できる状態像の高齢者が元の生活を取り戻すことができる体制が整っていな

いということです。 

これを解消するためのサービスの整備、生活機能が向上した高齢者と元気な

高齢者がその状態を維持するための仕組みを確立する必要があります。 

 

介護（予防）給付対象サービスの充実 

高齢者が要介護状態になっても、自分の意思で自分らしい生活を営むことを

可能とする「高齢者の自立と尊厳を支えるケア」を確立するためには、地域密

着型サービス等のサービスや、在宅と施設の連携等、地域における継続的な支

援体制の整備を図る必要があります。 

市の将来の高齢者人口や高齢者及び介護者のニーズを把握した上で施設等

の定員の整備を検討する必要がありますが、介護人材が増えない現在の状況で

の施設整備は、単なる人材の事業所間移動を招くだけで、問題の根本的な解決

につながらないと考えます。 

事業のあり方を見直すことで事業の効率化を図り、軽度認定者割合を減少さ

せることで中重度の要介護認定者に専門職を効果的に配置できる体制と、定期

巡回・随時対応型訪問介護看護等のサービスや、訪問系サービスを軸とした包

括的なサービスの利用促進等で在宅限界点を向上させ、２０２５年及び２０４

０年の社会構造を想定して事業体制をデザインする必要があります。 

 

制度の安定的な運営に向けた取組の強化 

介護保険サービス等の円滑な提供には、安定的な財政運営を行うとともに、

介護職の人材確保や定着、介護事業所の生産性向上に向けての取組や自立支

援・重度化防止に向けてのケアマネジメント支援などがあります。 

また、介護人材の資質の向上や介護給付等適正化への取組などを実施するこ

とにより、保険者機能を強化します。 
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高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ、自立した日

常生活を営めるよう、地域資源を効率的かつ効果的に活用しながら、医療、

介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される

地域包括ケアシステムの構築に向けて、各事業を進めます。 

また、地域共生社会の実現に向けて、地域住民や企業等の様々な主体と行

政等が協働し、公的な体制とあいまって、地域や個人が抱える生活課題を解

決していくことができる、「我が事・丸ごと」の包括的な支援体制の整備に向

け地域包括ケアシステムの推進に努めます。 

 

    地域ケア会議の推進 

地域包括ケアシステムの構築を進めるためには、地域の支援者・団体や専門

的視点を有する多職種を交え、「個別課題解決機能」、「ネットワーク構築機能」、

「地域課題発見機能」、「地域づくり・資源開発機能」及び「政策形成機能」の

５つの機能を有する地域ケア会議により、高齢者個人に対する支援の充実と、

それを支える社会基盤の整備を同時に図っていく必要があります。 

本市においては、地域ケア会議を発端に生活支援サービスを創設した実績が

あり、これによって地域ケア会議と生活支援体制整備事業の連携が重要である

ことを全国に発信してきました。 

また、個別課題解決機能を強化した幸せます会議（防府市版自立支援型地域

ケア会議）の開催により、地域資源の発見や開発、自立支援のあるべき姿につ

いて規範的統合を行ってきました。 

今後も、地域ケア会議と生活支援体制整備事業の連携により地域包括ケアシ

ステムの構築を加速させていきます。 

 

    生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進 

本市には、高齢者の通いの場の開催、見守り・安否確認・外出支援・買い物・

調理・掃除などの家事支援等、生活支援ニーズが高い高齢者世帯や軽度認定者

が多いという特徴があります。今後もひとり暮らしや夫婦のみの高齢者世帯、

認知症高齢者の増加が見込まれる中、高齢者が地域で安心して在宅生活を継続

していくために、生活支援の必要性はますます高まると考えられ、多様な主体

による生活支援・介護予防サービスを充実させることが必要となっています。 

今後、社会参加意欲が高いと言われる団塊の世代が高齢化していくことから、

高齢者が生活支援の担い手として活躍することが期待されます。こうした高齢

２．地域包括ケアシステムの構築（第５章） 
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者の活躍の場を整備することや、虚弱な高齢者の自立促進策として社会参加の

場を整備し「支えられる側が、支える側にもなる」という新たな時代の福祉の

形を実現していくことで、生活支援・介護予防サービスを充実させていくこと

が必要です。 

また、地域住民の互助のみならず、高齢者の自助を促す企業サービス・活動

や、企業や介護事業所等の地域の多様な主体が協働して行う生活支援活動にも

力を入れていく必要があります。 

こうした取組は生活支援体制整備事業を通じて行っていきますが、本市は生

活支援体制整備事業について先進的に取り組み、特に地域の様々な主体との協

働による支援に成果を出していますので、より一層こうした活動を積極的に行

っていきます。 

 

 

 

在宅医療と介護連携の推進 

高齢者が住み慣れた地域において継続的に日常生活を送るためには、在宅医

療の提供体制は日常生活圏域での整備が必要であることから、国や県の支援の

もと、市が主体となって医師会等と協働し、在宅医療の実施体制の整備等を推

進する必要があります。 

また、慢性疾患や認知症等の医療ニーズと介護ニーズを併せ持つ高齢者の増

加が見込まれることから、入退院支援、日常生活の療養支援、急変時の対応、

看取り等の様々な局面において、在宅医療・介護連携を推進するための体制の

整備を図っていく必要があります。 
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認知症施策の推進 

本市では、要介護等認定者のうち、半数を超える方が何らかの認知症を有し

ていますが、今後増加する認知症高齢者に適切に対応するため、認知症になっ

ても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域の良い環境で暮らし続

けることができる社会を目指した取組を進める必要があります。 

本市は、新オレンジプラン※に基づき、認知症の状態に応じて、適時・適切

に切れ目なく保健医療サービス及び福祉サービスが提供される仕組みの構築

と、医療や介護に携わる者の認知症対応力の向上や、認知症高齢者を支える者

を育成する取組をさらに進める必要があります。 

また、地域ケア会議において認知症対策が議論として多くなっており、在宅

介護実態調査においても、介護者が不安を抱える主な介護として「認知症への

対応」が挙げられていることから、在宅限界点の向上に向け、精神的・身体的

な負担が大きい家族への支援が求められています。 

     

    高齢者の居住安定に係る施策の推進 

本市は、在宅サービスの利用が多い特徴がある中で、在宅生活を継続する上

で高齢者の住まいの安定的な確保は重要であり、地域におけるニーズに応じて

適切に供給される環境を確保する必要があります。 

また、今後、生活困窮者や社会的に孤立する高齢者等、多様な生活課題を抱

える高齢者の増加が見込まれることから、適切な入居支援と入居後の生活支援

体制の整備も必要です。 

 

       地域包括支援センターの体制整備 

地域包括支援センターは、高齢者が住み慣れた地域で生活が継続できるよ

う地域包括ケアシステム構築のための中心的な役割を担っており、医療・介

護の専門職をはじめ地域の様々な関係機関との連携が重要です。 

今後も業務量の増加が見込まれることから、業務の効果的・効率的な見直

しや専門職の適切な人員配置及び資質向上などに取り組み地域包括支援セン

ターの機能強化を図ります。
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地域の高齢者が健康長寿を目指し、また要介護状態等となることの防止を目

的に、生活機能の維持・向上に効果的な取組の強化と、地域全体で積極的にこ

の取組に参加する環境づくりが必要です。 

また、高齢者が健康長寿で自立した生活を目指すためには、生活機能の維持・

向上だけでなく、社会参加等により、活動的で生きがいの持てる日常生活を過

ごすことも重要です。 

また、これからの地域共生社会の実現のためには、サービス提供者と利用者

とが「支える側」と「支えられる側」という画一的な関係性に陥ることのない

ような取組や、生きがいを持って地域で活躍する高齢者と、互いに支え合える

地域の育成の取組を同時に推進していく必要があります。 

このため、生活支援サービスは地域住民の問題意識も高く、幸せます会議や

協議体、ほうふ・てごネっとを通じてニーズを把握する体制もできているため、

地域づくりや生きがいづくりを進める環境は整いつつあります。 

こうした互助を向上させる取

組だけでなく、高齢者の自助を強

化するための市場サービス等の

充実を促すなどの取組も行って

いきます。 

さらに、高齢者の自立した生活

の継続と、高齢者の生活を支える

家族に対する支援事業のさらな

る推進に努めます。 

 

    介護予防・自立支援と健康づくりの推進 

高齢者の介護予防・自立支援と健康づくりには、リハビリテーションの理念

を踏まえて、高齢者の社会参加の促進や日常生活における活動量の増加により、

廃用症候群からの脱却・予防を目指した事業に取り組みます。 

これらの取組は、機能回復訓練等のアプローチだけでなく、活動的で生きが

いを持って生活を営むことができる支援により、生活機能全体を向上させるこ

とを目的とします。 

特に一般介護予防事業(ポピュレーションアプローチ)を強化しつつ、高齢者

の通いの場の整備、就労・ボランティア活動や学習・文化・スポーツ活動など

の地域活動の促進が本計画期間の中心となります。 

３．支えあい活動が活発な生涯現役社会の実現（第６章） 

 

生涯現役社会

介護予防
自立支援
健康づくり

高齢者等を
支える制度と
サービスの

充実

支え合う
地域づくり
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生活を支える制度とサービスの充実 

高齢者の生活や安心安全を支援する制度やサービスの充実に加え、高齢者を

支える家族への支援や高齢者や家族の相談体制の整備、高齢者の虐待防止・権

利擁護※の推進に取り組みます。  

 

支え合う地域づくりの基盤となる互助の促進 

介護保険制度等による「共助」や「公助」による各種制度、「自助」を促す意

識醸成や仕組み、民間事業者等のサービスに加え、地域住民の「互助」によっ

て支え合い活動を増やし、これを浸透させていくことで、自助・共助・公助を

緩やかに支えることができれば、地域全体で高齢者を支えられる体制が整い、

高齢者が生涯現役として社会に参加できる生涯現役社会が実現されると考え

ます。 

こうした取組は、労働者人口の減少局面を迎えるこれからの社会情勢におい

て実現を目指す地域共生社会の礎になると考えられることから積極的に取組

を進める必要があります。 

 

 

 

                    

          （厚生労働省：「自助・互助・共助・公助」からみた地域包括システム） 

 

 

 

 

 

高齢者を支える４つの「助」 

【自助】「自分のことは自分でする」

ことに加え、市場サービスの購

入も含まれる。 

【互助】相互に支え合っているとい 

う意味で「共助」と共通点がある

が、費用負担が制度的に裏付け

られていない自発的なもの。 

【共助】介護保険などリスクを共有 

  する仲間が負担し合うもの。 

【公助】税による公が負担するもの。 
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【施策体系図】 

 

５ 施策体系と各施策の目標 



第３章 計画の基本目標   

 

 

  - 59 - 

 

【事業体系図】 
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