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地域ケア会議は、高齢者への適切な支援を図るために必要な検討を行うとともに、

高齢者が地域において自立した日常生活を営むために必要な支援体制に関する検

討を目的に市内の多様な主体が参加する会議で、地域包括ケアシステムを構築する

上での核となる取組です。 

参加者は、介護支援専門員、保健・医療及び福祉に関する専門職だけでなく、高

齢者の支援に関わる民生委員や自治会等の地域の関係者をはじめ、民間企業や警察、

司法関係者等、その課題を解決するために必要な参加者により構成されます。 

なお、地域ケア会議には以下の形態があり、それぞれを連携させることによって、

「ケアマネジメント支援」「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」の機能を持た

せています。 

 

（１）幸せます会議（防府市版自立支援型地域ケア会議） 

幸せます会議は、愛知県豊明市で実施されている多職種合同ケアカンファレ

ス（豊明市版地域ケア会議）を参考に平成３０年度から実施しています。 

主に要支援認定者の実際の事例について、個人情報を伏せ、ケーススタディ

として、高齢者の生活を支える視点で検討しています。 

参加者は、医療・介護専門職や生活支援コーディネーター、地域の様々な主

体の方が自由に参加し、見学も自由に行えるオープンカンファレンス方式を採

用しています。 

会議では、専門職視点のアドバイスを参加者が共有することで、参加者間で

専門職の視点を得る「技術移転」が起きる効果があり、また専門職が生活者の

視点から発言することで、医療・介護サービスだけでなく、地域にある様々な

資源や高齢者の家族や友人、趣味・嗜好をもとにしたアドバイスを引き出すこ

とにつながっています。 

こうした会議を行うことで、ケアマネジメント支援を行うと同時に、ケアマ

ネジャーのアセスメント能力の向上につながり、また、地域資源情報の集約や

開発、政策形成にもつながっています。 
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  １ 地域ケア会議の推進  
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 幸せます会議は、各地域包括支援

センターがケースを提供し、定期的

に開催しています。 

 

 会議では、地域包括支援センター

等が実施するアセスメントに基づ

き、対象者の元の生活と現在の生活

を共有し、どのような暮らしを目指

すか、目指す暮らしと現在の暮らし

のギャップを埋めるサービスとは

何かについて議論を行います。 

 

 会議における議論は、ＩＣＦの視

点を活用し、健康状態に基づく議論

だけでなく、対象者がいかに廃用症

候群から脱却・予防できるかを生活

支援の視点から議論し、活動量を増

やす方法を考えます。 

また、対象者の個人因子や環境因

子から自立支援を促す地域資源を

見出し、社会参加を促すための方法

について議論します。 

 

 最も重要なことは、すべての高齢

者には心身の状態や生活機能を回

復できる可能性があると考え、議論

していることです。 

 

こうした議論を支えるために生

活支援コーディネーターは地域資

源を収集しており、会議内で情報提

供を行うとともに、議論で明らかに

なった地域課題の解決や地域に必

要な資源等の整備を行うきっかけ

となっています。 

 

 
     

なお、幸せます会議を運営する各地域包括支援センターには、会議を円滑に

かつ有効に進め、ケースの検討によって蓄積した情報や手法をもとにケアマネ

ジャーや介護事業所を支援することで、地域包括ケアシステム構築を推進する

役割を果たす、自立支援コーディネーター※を各 1名配置しています。 
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     実績及び見込量（令和２年度は見込み）                      （単位：回/年） 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実施回数 8 23 18 24 24 24 

感染症拡大防止の観点から、幸せます会議は、インターネットの活用による

ケース検討も実施しており、多くの専門職と情報共有や自由な議論ができる体

制についても状況に応じて検討していきます。 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

（２）個別会議 

    個別会議は、高齢者本人や家族・世帯等の状況により支援等が困難な個別事

例について、課題を解決するために必要な専門職等が参加し、その支援の方法

や今後の対策を具体的に検討する会議です。  

実績及び見込量（令和２年度は見込み）                      （単位：回/年） 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実施回数 26 12 12 15 15 15 

 

（３）地域ケア推進会議 

医療・福祉・行政・地域の各関係機関が集まり、多職種間のネットワークや

地域課題について検討する「はあとふるねっと会議」は、地域ケア推進会議と

して位置づけ、「防府市医療・介護連携推進協議会」や「防府市高齢者生活支

援協議会」と連動しながら、市の課題から必要な施策へと結びつけるための、

協議を行い地域包括ケアシステムの構築を推進します。                    
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（１）生活支援体制整備事業 

高齢者の在宅支援を支え、住み慣れた地域で元気で暮らし続けられるよう、

住民主体の活動をはじめとした多様な社会資源の拡充と支え合いの体制の強

化を目的に、生活支援体制整備事業のさらなる推進を図ります。 

     生活支援体制整備にあたっては、市が中心となって、元気な高齢者をはじめ、

住民が担い手として参加する住民主体の活動や、ＮＰＯ法人、社会福祉法人、

社会福祉協議会、地縁組織、民間企業等の多様な主体による多様なサービスの

提供体制を構築し、高齢者を支える地域の支え合いの体制づくりを推進してい

ます。 

現在、第１層（市職員２名）と第２層（市内４箇所の地域包括支援センター

各 1名）に生活支援コーディネーターを配置し、地域の社会資源や高齢者支援

ニーズの把握、社会資源の創出、支え合い体制に向けた地域の意識醸成などを

行っています。 

また、必要に応じて多様な関係者からなる「協議体」を開催し、生活支援コ

ーディネーターの活動を補完し、強化しています。 

この事業を起点として、自助や互助の力を活用した生活支援・介護予防サー

ビスの基盤を整備していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ２ 生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進 
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（２）生活支援体制整備事業と介護予防サービスの連携 

生活支援体制整備事業は、闇雲に生活支援サービスや住民による互助活動を

生み出すことが目的ではなく、元気高齢者の健康寿命延伸に向けた取組や、虚

弱な高齢者が元気だった頃の元の生活に戻るための介護予防サービスが実施

できるよう、介護予防サービスと一体的に行う必要があります。 

生活支援コーディネーターは、幸せます会議において、対象者の生活周辺の

地域資源を把握し、それらを紹介し、地域の社会資源の活用方法を伝えること

でケアマネジメントを支援する役割を果たすと同時に、地域の課題を把握し、

対象のケースに必要と思われる社会資源が地域になければ、それを創出するた

めに活動し、場合によっては、議論の内容を地域に提供していくことで地域の

意識醸成を図る役割を果たしていきます。      

 

 

（３）協議体の役割 

生活支援コーディネーターは、地域資源の創出や住民からの意見聴取や地域

の意識醸成を目的に協議体を開催することができます。 

この協議体は第２層においては、各地域単位で開催し、地域住民や介護事業

所、社会福祉法人、民間企業等の参加により開催します。 

協議体では、日頃の活動の中で明らかになった地域の課題の解決方法につい

ての意見交換や、実際の事例を通じて地域の意識醸成を図るなど、生活支援コ

ーディネーター主導で開催するものと、住民主体のサービスについて、すでに

地域で検討を行っている団体に、サービス成立のために必要な企業や個人等と

ともに参加することで協議体の役割を果たすものの２通りがあります。 
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また、第１層においては「防府市高齢者生活支援協議会」を年１回開催し、

市全域で行われるべき取組や市全体の課題の解決について検討を行っていま

す。 

 

 

（４）地域の様々な主体との連携と協働 

     本市は、生活支援体制整備事業によって創出した２つの取組（幸せます健康

くらぶ、ほうふ・てごネっと）が、平成３１年３月に厚生労働省が発出したガ

イドライン「これからの地域づくり戦略」に掲載されるなど、生活支援体制整

備事業の実施について高い評価を得ています。 

     これは、いずれの取組も地域との連携の中で、必要に応じて複数の主体が協

働して実施している点を評価されているものです。 

 
 

     今後も、生活支援コーディネーターが中心となり、幸せます会議や地域のあ

らゆる主体との対話の中で、必要な生活支援を介護予防の取組とともに進めて

いきます。 
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医療と介護の両方のニーズを併せもつ状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分ら

しい暮らしを続けられるためには、地域における医療・介護の関係機関が連携して、

切れ目なく支援ができる提供体制を整備することが必要です。かかりつけ医、在宅

療養支援診療所、歯科診療所、病院や地域医療支援病院である県立総合医療センタ

ー等の医療機関や薬局、訪問看護事業所、介護サービス提供事業所等の介護関係機

関の連携を一層強化し、入退院支援から日常の療養支援、急変時の対応、看取り、

認知症の対応力強化、感染症や災害時の対応等様々な局面において在宅を中心とし

て本人と家族を切れ目なく支援できる体制の構築を図ります。 

 

（１）在宅生活を支えるための基盤づくり 

２０１５年度（平成２７年度）に設置した「防府市医療・介護連携推進協議

会」では、地域の現状分析や課題の把握、その解決策について継続的に協議を

行っています。誰もが安心して在宅療養が送れるよう医師、歯

科医師、薬剤師、栄養士、看護職、リハビリテーション専門職

等の医療関係職と介護福祉士、ケアマネジャー、地域包括支援

センター職員等の各職種がチームとして連携していくことが

重要です。 

そのためには、医師会等の医療・介護の関係団体との協働は

もとより市の庁内においても日頃から介護部門だけでなく、

保健部門や防災部門との連携を深め、感染症の拡大や災害等

の発生時には円滑に業務が行えるよう体制作りに努めます。 

また、消防機関と介護事業所においては、救急搬送時におけ

る情報連携の協議が行われ、救急要請の際の手引きも作成さ

れています。 

今後も救急時の対応件数は増えると予想されることから、在宅から医療機関

への適切な情報提供ができる取組を進めます。 

なお、山口防府医療圏の３医師会では、２０１９年度（令和元年度）から、

医療と介護の連携を推進するため、かかりつけ医が中核病院の電子カルテを閲

覧できる医療・介護連携情報システム（県央デルタネット）の医療連携の部門

の運用が開始されました。今後は、医療と介護部門の連携の効果的な活用方法

について検討を進めていきます。 

また、在宅生活を支えるための情報として訪問診療に関わる医療機関や介護

サービスに関する必要な情報を掲載した「在宅医療の手引き」を作成し、市民

や関係機関への配布や市ホームページに掲載するなど情報提供を行います。 

  ３ 在宅医療と介護連携の推進 
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さらに、ケアマネジャー等の介護関係者からの在宅医療等に関する相談窓口

を２０１８年度（平成３０年度）から防府市高齢福祉課内に設置しています。

相談から得たニーズについても防府市医療・介護連携推進協議会にはかり共有

するともに必要な支援等を検討していきます。 

    

（２）医療・介護関係者の情報共有・研修（多職種連携） 

患者・利用者の在宅療養生活を支えるために、患者・利用者の状態の変化等

に応じて、医療・介護関係者間で速やかな情報の連携が重要です。 

医療と介護のそれぞれの立場を理解するため、医療関係者と一緒に看取り等

をテーマに医療・介護双方の課題についてグループワークを行うなどの研修会

を実施しています。 

今後も引き続き看取りや認知症ケアなど医療と介護の多職種のつながりを

深め、高齢者を取り巻くチームとしてより良いケアの提供ができるように努め

ます。 

 

多職種連携の研修会 

 

令和元年度から実施している幸せます会議は、医療専門職が出席しているこ

とから多職種連携としての役割

はさらに高まると考えていま

す。 

     

（３）市民への普及・啓発 

市民が在宅医療・介護連携の

理解を深められるよう、地区組

織、サロン、地域ケア会議等、身

近な場所で在宅医療・介護の現

状や制度について情報の普及・

啓発を行います。 

さらに、三師会(医師・歯科医師・薬剤師)や保健センター等とも連携しなが

ら、在宅医療や介護サービスに関する講演会を開催し、地域住民への普及啓発

に努めます。 

 

           内容 

２０１８年度 
（平成３０年度） 

介護施設等における看取りの事例報告 

グループワーク「看取りにおける課題や自分にできること」 
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    市民対象の研修会 

    

 

 

  

 

 

令和元年度に実施した市民研修会のアンケートでは、延命治療、終末期医療

について家族と話をしたことがあるかという質問に「よく話をしている」と回

答した人は１５.９％、「全く話をしたことがない」と回答した人は３１.７％

でした。 

人生の最終段階における医療は、自分がどのように生きるかを考えることで

もあります。今後も判断能力が低下する前に自らの終末期の医療について考え

る機会として、講演会やリーフレット等を活用し情報の提供に努めます。 

    

（４）ＰＤＣＡサイクルに沿った取組 

切れ目のない在宅医療と介護の提供体制を構築するため、令和２年９月に国

が策定した「在宅医療・介護連携推進事業の手引き」では、まず、地域の目指

すべき姿を設定し、日常療養支援、入退院支援、急変時の対応、看取りの４つ

の場面ごとに、現状を分析し、課題抽出、目標設定を行うことが重要であると

されています。 

現状から見えてきた課題とその課題が生じている背景や原因を検討し、解決

すべき課題とその具体策についてＰＤＣＡサイクルに沿った取組を実施して

いきます。 

また、在宅医療・介護連携推進事業と認知症総合支援事業、生活支援体制整

備事業等の施策との連動を意識し、会議や研修の合同開催など効率的な事業実

施を検討します。 

  

           内容 

２０１８年度 
（平成３０年度） 

「その時 どうする？」みんなで考えよう安心な生活  

知って得する成年後見制度※    医師会と共催 

２０１９年度 
（令和元年度） 

「一緒に考えてみませんか、緩和ケアについて」  
看取りの状況・救急要請についても併せて啓発 

 医師会と共催 
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国が、令和元年６月に取りまとめた「認知症施策推進大綱」では、認知症になっ

ても希望を持って日常生活が過ごせる社会を目指し、認知症の人や家族の視点を重

視しながら「共生」と「予防」を軸として取組を進めることとされています。 

本市における認知症高齢者数（要介護等認定者のうち認知症高齢者の日常生活自

立度Ⅱ以上）は令和２年３月末時点で約３,８００人と介護保険認定者の５８％を

占めています。 

本人や家族、周囲の人が認知症に早期に気づき、早期の診断につなげ、容体の変

化に応じて適切な医療・介護サービス等を切れ目なく提供できる体制の構築を図り

ます。また、認知症の人や家族が地域で孤立することなく、認知症の人が持つ力を

最大限に活かしながら、地域で生きがいをもって生活できるよう、予防を含む認知

症の正しい知識の普及啓発や地域の見守り活動等の支援体制を推進するとともに、

認知症の人が社会参加できる地域づくりを目指します。 

 

（１）認知症の理解を深めるための普及啓発 

認知症に理解のある地域づくりに向けて、地域や職域で認知症の人や家族を

手助けする「認知症サポーター」の養成を推進します。 

キャラバンメイト※による認知症サポーター養成講座を、成長期である小・

中学校・高等学校で実施するほか、認知症の人と関わる機会が多い、地域の通

いの場の参加者や、小売業、金融機関、公共交通機関等の従業員向けにも積極

的に開催します。 

また、認知症サポーター養成講座の修了者に対して、復習も含め次の段階の

学習機会として、座学だけでなくサポーター同士のグループワーク等を含めた

実際の活動に役立つ講座「認知症サポーター・ステップアップ講座」を開催し

ます。 

さらに、世界アルツハイマーデー（９月２１日）及び月間（９月）の機会を

捉えて、市広報やホームページ、テレビ放送等で認知症に関する知識や取組を

紹介するほか、「認知症を考える集い」を開催し、認知症に対する市民の理解

を深めます。 

認知症サポーター養成者数及び計画目標（令和２年度は見込み）        

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

養成者数 513 383 130 300 600 600 

累計 5,568 5,951 6,081 6,381 6,981 7,581 

 

 

一方、認知症は、糖尿病や高血圧症、運動不足等の生活習慣との関係が深い

  ４ 認知症施策の推進 
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ことから、壮年期からの生活習慣病予防が大切です。健康増進課と連携し、高

齢者が要介護状態になる要因のデータ等を分析し、認知症予防の啓発に努めま

す。 

また、社会参加や役割を持つことが認知症予防（認知症になっても進行を緩

やかにすること）に資する可能性が示唆されていことから、住民主体の通所サ

ービスや元気アップくらぶ、幸せますデイステーションなど、高齢者が身近に

通える場を拡充し、認知症のある人もない人も一緒に社会参加や学習のできる

場の確保を図ります。 

         

（２）認知症の容体に応じた適時・適切な医療及び介護等の提供 

認知症が疑われる人や認知症の人及びその家族に対して、認知症の専門知識

をもつ医療・介護の専門職で構成する「認知症初期集中支援チーム※」を配置

し、認知症に関する情報提供、病院受診や介護保険サービスの利用、家族への

支援等の初期支援を包括的・集中的に行い初期対応の充実を図ります。 

また、医療・介護サービスの利用の必要性があるにもかかわらず、本人や家

族が医療・介護サービスを希望しないことで、適切な支援につながらず社会か

ら孤立している人等への対応も行うため、チームの対応の評価やチームのあり

方についても評価を行います。 

さらに、認知症サポート医※や県立総合医療センター内に設置された認知症

疾患医療センター※等の認知症に関わる地域医療体制の中核的な役割を担う機

関と、地域包括支援センターやかかりつけ医の連携がとれるよう、体制整備に

努めます。 

認知症初期集中支援チームの取扱事例数（令和２年度は見込み）        

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

件数 8 4 10 15 20 25 

累計 17 21 31 46 66 91 

 

認知症の状態や段階に応じて、適切な相談先や医療、介護

サービスなどを整理した「認知症ケアパス※」の普及を継続

して行うとともに、定期的に「認知症ケアパス」の点検を行

い、地域共生社会の実現の観点から地域住民の活動（インフ

ォーマルサポート）を盛り込んで内容の充実を図ります。さ

らに、認知症施策の取組については、年度ごとに具体的な  

計画を定めるとともに、進捗状況の評価を行い事業の見直

しを行います。 
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認知症ケアパス配布数（令和２年度は見込み）        

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

配布数 750 500 500 500 500 500 

累計 50,750 51,250 51,750 52,250 52,750 53,250 

 

（３）若年性認知症※施策の強化 

若年性認知症については、医療受診や就労、居場所づくり、社会参加支援等、

様々な分野にわたる支援を総合的に講じていく必要があります。 

そのためには、県の若年性認知症支援相談窓口や障害福祉施策担当課と連携

し、支援体制の構築を図ります。 

また、若年性認知症の人及び家族のニーズを把握し、認知症カフェ専門職等

の認知症に関わる関係者の協力のもと必要な支援を行います。 

 

（４）認知症の人の介護者への支援 

市や日常生活圏域ごとの地域包括支援センター、認知症疾患医療センター等、

認知症に関する身近な相談窓口を市民に周知し、認知症の人やその家族が気軽

に相談できる体制を構築します。また、認知症の人と家族の相談支援を行い、

医療機関・介護サービス事業所や地域の支援機関をつなぐコーディネーターと

しての役割を担う認知症地域支援推進員※を配置し、相談体制の充実を図りま

す。 

また、認知症の人の介護者が孤立せず介護が継続できるよう、認知症高齢者

を支える家族の会（あじさいの会）や認知症の人やその家族、地域住民等、誰

もが自由に参加できる集いの場である「認知症カフェ※」について啓発し、そ

の運営の支援を行います。 

 

（５）認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくり 

認知症になってもできる限り住み慣れた地域で普通に暮らし続けられるよ

う、「認知症バリアフリー」の取組を進め、認知症の人が体験している生活上

の障壁をできるだけ減らしていく必要があります。 

そのためには、まず、認知症の人が困っていること（例えば、買い物や移動

場面など）を可視化し、その情報について民間企業を含め認知症高齢者に関わ

る機関で共有し、対処策を検討することで認知症の人を支える環境整備が少し

ずつ進むと考えられます。 

また、国は、「認知症サポーター・ステップアップ講座」を受講した認知症

サポーターが支援チームを作り、認知症の人やその家族の支援ニーズに合った

具体的な支援につなげる仕組み（チームオレンジ※）を設置するよう進めてお

り、この活動も認知症バリアフリーの取組を推進するものであると言えます。
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「認知症バリアフリー」の取組を推進することにより、認知症以外の人にとっ

ても暮らしやすい『地域共生社会』の実現に努めます。 

さらに、認知症高齢者が行方不明となった時の早期発見や事故の未然防止・

保護につなげるため、高齢者の安心･安全に向けた環境を整備します。事前に

市・警察へ認知症高齢者の身体的特徴を登録して本人の確認、行方不明時に役

立つ「みまもりステッカー」を交付し、行方不明になった場合に速やかに協力

関係機関へ情報が提供できる仕組み「防府市みまもりＳＯＳネットワーク」の

啓発を行います。 

また、介護保険の在宅・施設サービス及び地域密着型サービスの充実を図る

とともに、認知症高齢者の権利擁護を推進するため、関係機関と連携しながら、

高齢者の虐待防止や地域福祉権利擁護事業※（日常生活自立支援事業）・成年後

見制度※の円滑な利用を支援していきます。 

認知症カフェ（令和２年度は見込み）        

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

事業所数 4 4 6 8 8 8 

利用者数 519 788 550 900 960 960 

防府市みまもり SOSネットワーク登録者数（令和２年度は見込み）        

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

新規登録者数 74 87 80 80 80 80 

累計 173 258 338 418 498 578 

 

(６) 認知症の人やその家族の視点の重視 

認知症の理解を深めるためには、初期段階の認知症の人及び家族のニーズ把

握や生きがい支援等、認知症の人やその家族の視点を重視した取り組みが重要

です。認知症の人本人とともに地域住民への普及啓発を進め、常に認知症の人

や家族の視点に立った認知症施策となっているか見直しを行います。 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

                                            
防府市みまもりＳＯＳネットワーク 

（みまもりステッカー） 

 

認知症カフェの風景 
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今後、急速な高齢化が進む中、少子高齢化や家族機能の希薄化等により、単身又

は夫婦ふたりのみの高齢者世帯が増加することが見込まれています。 

個人において確保する持家や賃貸住宅に加え、地域においてそれぞれの生活ニー

ズに合った住まいが提供され、かつ、その中で生活支援サービスを利用しながら個

人の尊厳が確保された生活が実現されることが、保健・医療・介護等のサービスが

提供される前提となります。 

このことから、入居者が安心して暮らすことができるよう、地域におけるニーズ

に応じて高齢者向け住まいが適切に供給される環境の確保に努めます。 

 

（１）居住関係施設の整備・充実 （施設整備計画 第４章８４ページ参照） 

 

（ア）養護老人ホーム 

養護老人ホームは、６５歳以上の方で環境上の理由及び経済的な理由によ

り、居宅での生活が困難な高齢者のための入所施設です。 

本市には、１施設（定員５０人）が設置されており、全室個室、バリアフ

リー化に対応し、居住環境の整備が図られています。 

 

（イ）軽費老人ホーム 

軽費老人ホームは、６０歳以上の方（夫婦で入所する場合はどちらかが 

６０歳以上）で、家庭環境、住宅事情等の理由により、居宅での生活が困難

な高齢者が低額な料金で利用できる施設です。 

本市には、１施設（Ａ型：定員１００人）が設置されており、バリアフリ

ー化等に対応し、居住環境の整備が図られています。 

 

（ウ）ケアハウス 

ケアハウスは、身体機能の低下等により独立して生活することが困難な高

齢者や、介護保険で施設入所が認められない要支援者等を受け入れる居住施

設です。 

本市には、１施設（定員５０人）が設置されており、全室個室、バリアフ

リー化等、居住環境の整備が図られています。 

 

（エ）有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅 

有料料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅は、元気なうちから入

居できる場合と要支援・要介護状態の場合に入居できるなど、入居条件（基

  ５ 高齢者の居住安定に係る施策の推進 
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準）、サービスの内容・費用等は各施設により異なるため、入居に関する問

合せは各施設での対応となります。 

また、空床情報については、「防府市有料老人ホーム・サービス付き高齢

者向け住宅連絡協議会」から提供された情報を防府市のホームページで提供

しており、さらに、県と連携し、施設の情報についても啓発に努めます。 

 

① 有料老人ホーム 

６０歳以上の高齢者が暮らしやすいように配慮した「住まい」に、食事の

提供、介護の提供、洗濯・掃除等の家事、健康管理等、日常生活を送る上で

必要な「サービス」が付いたものです。そのサービスは入居者の心身の状況

に応じて、長い期間にわたって提供されます。 

本市には、令和２年１０月１日現在、２２施設が設置されています。 

 

② サービス付き高齢者向け住宅 

６０歳以上（夫婦で入所の場合はどちらかが６０歳以上）の方を対象とし

た施設です。バリアフリー対応の賃貸住宅において、高齢者が、安否確認や

生活相談等のサービスが受けられます。 

本市には、令和２年１０月１日現在、８施設が設置されています。 

 

（２）住宅施策との連携 

高齢単身世帯や高齢者のみ世帯について、大家が入居制限する理由として、

孤独死や死亡時の残存家財処理等の不安が大きいことがあげられます。 

これらに対応するため、社会福祉法人が不動産関係団体と連携し、高齢者の

入居支援と入居後の見守りサービスを提供する先進事例などもありますので、

こうした対策を研究していく必要があります。 

 

（ア）高齢者向け住まいの確保 

高齢者が安全・安心して生活できるよう、高齢者が日常生活を営むために

必要な福祉サービスの提供を受けることができる良好な居住環境を備えた

高齢者向け住宅等の普及を図るため、住宅担当部局と連携し「高齢者の居住

の安定確保に関する法律（平成１３年法律第２６号）」に定めるサービス付

き高齢者向け住宅の登録制度の内容並びに本市の公営住宅、サービス付き高

齢者向け住宅及び有料老人ホームの設置状況等の情報を周知する等、高齢者

向け住まいの確保を支援します。 

   また、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の

一部を改正する法律（平成２９年法律第２４号）」に基づき、県や住宅担当
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部局等と連携して、住宅セーフティネット機能の強化について検討します。 

 

（イ）公営住宅の建替や優先入居 

現在、本市では、「防府市公営住宅等長寿命化計画（平成２４年２月）」に

基づき、老朽化した公営住宅の建替修繕を進めています。建替に際しては、

エレベーターや手摺りを設置するなど、住戸内のバリアフリー化を行い、子

どもから高齢者までの誰もが安心して暮らすことができる公営住宅を目指

します。 

また、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給に関する法律（平成１

９年法律第１１２号）」の規定に基づき、公営住宅の入居者の選考に当たっ

ては、住宅確保要配慮者（低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを

育成する家庭その他住宅の確保に配慮を要する者）の居住の安定に配慮する

よう努めます。 

 

（ウ）低所得高齢者等住まい・生活支援の推進 

少子高齢化、家族機能や地域社会の連帯の希薄化等により、自立した生活

を送ることが困難な低所得・低資産高齢者については、住まいの確保のみな

らず、家族の代替機能ともいえる生活支援の確保も必要になります。現在、

国では、社会福祉法人やＮＰＯ法人等が、地域支援の拠点となること等を通

じ、既存の空き家等を活用した低廉
ていれん

な家賃の住まいの確保の支援及び日常的

な相談等（生活支援）や見守りにより、高齢者が住み慣れた地域において継

続的に安心して暮らせるような体制を整備するため、「低所得高齢者等住ま

い・生活支援モデル事業」を実施していることから、本市では、今後、この

モデル事業の結果を参考に研究を行います。 

 

（３）高齢者の住宅整備・改修に対する支援 

高齢者の住宅改修における、専門家の助言を行う場として、社会福祉協議会

が行う「住宅窓口相談」等を紹介し、個々のニーズに合った住宅改修が行なえ

るように支援します。 

また、住宅改修に関わるリハビリ専門職、建築士、ケアマネジャーの資質の

向上を目的として、情報交換会や研修会の開催を支援します。 

 

（４）居住環境の整備 

     安全で安心して生活できる空間を確保するため、歩行者の安全性が優先さ

れる道路の整備や、気軽に立ち寄れる公園の整備、さらに小スペースを活用

したポケットパーク※の整備等に努めます。 
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地域包括支援センターは、「介護予防ケアマネジメントや包括的支援事業等の実

施を通じて、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行

うことにより、その保健医療の向上及び福祉の推進を包括的に支援することを目的

とする施設」です。 

高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるように、介護保険事業の運営を核と

して、地域包括ケアシステムの構築に向けて中心的役割を果たすことが地域包括支

援センターに求められています。 

本市においては、以下のとおり、第２章で設定している日常生活圏域ごとに１箇

所の地域包括支援センターを設置しており、東圏域、西圏域、南圏域、北圏域につ

いては、委託により設置し、野島地域を市直営で担当しています。 

各地域包括支援センターにおいて、包括的支援事業及び介護予防事業などを適切

に実施していくために、国の人員配置基準に基づき、社会福祉士、主任介護支援専

門員※、保健師等の３職種を適正に配置しています。本市は委託型地域包括支援セ

ンターに対し、委託方針を示して３職種が一体となって事業が推進されるよう指

導・支援に当たります。 

また、市直営の防府市地域包括支援センターについては、基幹的役割を担い、事

業の推進をしていくことになるため、より専門職の資質の向上を図っていきます。 

 

日常生活圏域 名    称 担 当 地 域 区分 

防府東圏域 防府東地域包括支援センター 牟礼、松崎、富海 委託 

防府西圏域 防府西地域包括支援センター 中関、華城、西浦、大道 委託 

防府南圏域 防府南地域包括支援センター 勝間、華浦、新田、向島、野島 委託 

防府北圏域 防府北地域包括支援センター 佐波、右田、玉祖、小野 委託 

野島は離島であることを考慮し、市の直営包括で担当しています。 

    

（１）包括的支援事業の実施 

地域包括ケアシステムの構築に向け、地域包括支援センターを中核として包

括的支援事業を実施します。 

① 介護支援専門員個人だけでなく、地域住民やサービス事業所に対して介護

予防や自立支援に関する理解を促し、地域で適切なケアマネジメントが行

われる環境作りをする。 

 

　　４　保険給付費総額等と第１号被保険者の保険料基準額６ 地域包括支援センターの体制整備 
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② 地域ケア会議を開催することを通じて、市が多様な職種や機関との連携協

働による地域包括支援ネットワークを進めていけるようにする。 

以上の２つの役割が求められており、ニーズ調査で明らかになった各圏域の

特徴と課題を踏まえ、地域特性に応じた事業実施に努めます。 

 

包括的支援事業 内      容 

①介護予防ケアマネ

ジメント事業 

総合事業のサービス利用者に対して、自立した自分

らしい生活を支援するためのサービス提供に向けた

支援を行います。 

②総合相談支援事業 

地域の高齢者が住み慣れた地域で安心して自分らし

い生活が継続できるように、介護や保健、福祉、医療

や生活等の様々な相談に対応し、適切な機関や制度・

サービスにつなげるなど、継続的な支援を行います。 

③権利擁護事業 

権利侵害を受けている、又はそのおそれのある高齢

者が、地域で安心して、尊厳ある生活が維持できる

よう、専門的・継続的な視点から権利擁護のための

支援を行います。 

④包括的・継続的ケア

マネジメント支援

事業 

多様な生活課題を抱えている高齢者が住み慣れた地

域で安心して自分らしい生活を維持するために地域

の関係機関や多職種と連携を図るとともに、介護支

援専門員に対する個別の相談や支援を行います。 

⑤在宅医療・介護連携

の推進 

医療ニーズと介護ニーズを併せ持つ高齢者を地域で

支えていくため、日常圏域において必要となる在宅

医療・介護連携体制の充実を目的に、医師会、歯科医

師会、薬剤師会、訪問看護事業所、地域包括支援セン

ター等の協力を得つつ、計画的かつ効果的に連携体

制の整備に係る活動を推進します。 

⑥認知症施策の推進 

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

みの構築を目指して、認知症初期集中支援チームの

活用推進や地域の見守りネットワークの構築、認知

症サポーターの養成や活用その他認知症の人とその

家族への支援に関する取組を推進します。 

⑦生活支援サービス

の体制整備 

各包括支援センターに生活支援コーディネーターを

配置し、地域のニーズや資源を把握した上で、高齢

者を支援の担い手として養成することや、資源開発、

活動主体のネットワークの構築、高齢者や地域のニ

ーズと地域資源のマッチングを行い、生活支援や介

護予防サービスの基盤整備を行います。 

⑧地域ケア会議の充

実 

医療・介護等の多職種が協働して高齢者の個別課題

の解決を図るとともに、地域包括支援ネットワーク

の構築、地域課題の発見、地域づくり・資源開発、政

策の形成を行うことで、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図ります。 
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（２）地域包括支援センターの機能強化と適切な運営及び評価 

包括的支援事業を推進していくためには、地域包括支援センターと市の役割

を明確にし、効果的・効率的な運営体制の構築を進めていく必要があります。 

このことから、包括的支援事業のうち、「在宅医療・介護連携の推進」「認知

症施策の推進」「生活支援サービスの体制整備」については、市が中心的役割

を果たし、地域包括支援センターは、専門的なスタッフを配置し、包括的支援

事業及び地域ケア会議を充実させます。 

本計画期間の重点施策である「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」と「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」を実現する上で、地域包括支援センターの役割は非常に大きいた

め、地域包括支援センターの現状と課題を適切に把握し、「業務量及び業務内

容に応じた適切な人員配置」、「業務の役割分担の明確化と連携強化」、「事業の

質の評価を行うことによる効果的な運営の継続」という３つの観点から複合的

に機能強化に努めます。 

 

（３）介護予防ケアマネジメント事業の課題解決について 

高齢者人口の増加により介護予防ケアマネジメント事業の業務負担が非常

に大きくなっているという課題があります。 

第３章において、本計画期間を「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」としていますが、これまでと同様の事業

運営では、この介護予防ケアマネジメント事業の課題は量的な方法でしか解決

できません。 

しかし、高齢者に幸せを提供できる質の高いケアマネジメントを徹底し、虚

弱な高齢者が幸せます状態となった後、介護予防ケアマネジメントＢにより支

援するという新たな取組により、介護予防ケアマネジメント事業の量の課題だ

けでなく、介護保険事業の本質的な課題の解決につながるものであり、事業転

換と質の向上による課題解決を積極的に取組んでいく必要があると考えてい

ます。 

その上で、今後の介護保険制度の動向を注視し、居宅介護支援事業所への適

切な委託方法を検討しながら、本市の介護保険事業・地域支援事業を行う上で

最も重要な役割を果たす地域包括支援センターが効果的かつ効率的に事業運

営できるよう支援していきます。 


