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（１）通いの場の意義   

高齢者が定期的に体操を行い、又は会話を楽しむことができる場や趣味や特

技、サークル活動等を通じて地域社会と交流できる場は、高齢者の活動量を増

やし、介護予防を促す効果がありますが、これらのものを定期的に提供できる

「通いの場」の存在は、運営に参加する側にとっても社会参加による活動量の

増加や生きがいの創出につながり、また、この活動自体が支え合う地域づくり

の起点となるものです。 

高齢者の介護予防・自立支援を推進する上での土台となり、支え合う地域づ

くりの拠点となりうる通いの場を、地域の実情や高齢者のニーズに合わせて、

様々なアプローチで通いの場を整備していきます。 

 

（２）元気アップくらぶ（保健福祉事業、第４章参照） 

週１回２時間程度、介護専門職等が実施する介護予防教室や社会参加活動等

を提供する高齢者の通いの場「元気アップくらぶ」を市内１５地域で実施しま

す。 

 

（３）住民主体の介護予防教室（一般介護予防事業：地域リハビリテーション活動

支援事業） 

主に６５歳以上の高齢者を対象とする介護予防教室（毎週開催）を住民が主

体となって実施する場合には、リハビリテーション専門職の派遣や、やまぐち

元気アップ体操を視聴できる環境について支援しています。 

住民主体の介護予防教室開催数（令和２年度は見込み。実施団体数は各年度末） 

 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 

実施団体 26 38 38 43 48 53 

 

（４）住民主体の通所サービスＢ（介護予防・生活支援サービス事業、第４章参照） 

主に要支援者等が利用する「通いの場」（週１回２時間以上の開催）を住民

が主体となって実施する場合の活動費等を補助します。 

 

（５）幸せます健康くらぶ（介護予防・生活支援サービス事業、第４章参照） 

高齢者の介護予防や閉じこもり予防と買物支援を一体的に行うサービスで、

地域から大型商業施設までの移動支援と介護予防教室や買物支援を、地域住民

第６章 支えあい活動が活発な生涯現役社会の実現 

  １ 介護予防と自立支援を促す「通いの場」の整備 
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と介護事業所、社会福祉法人、民間企業が協働して開催しています。 

  

（６）幸せますデイステーション（一般介護予防事業：地域介護予防活動支援事業） 

地域の団体が、６５歳以上の全ての高齢者を対象に、地域の施設等において

介護予防と生活支援を一体的に実施する場合に、介護専門職の派遣費用等の費

用を補助します。 

幸せますデイステーション（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 

団体数 2 3 3 3 4 ５ 

 

（７）その他の高齢者の通いの場 

高齢者の通いの場として本市が整備する上記のもの以外に、少なくとも２週

間に１回の頻度で開かれる「場」には次のようなものが考えられます。 

     ①いきいき・ふれあいサロン※（防府市社会福祉協議会） 

     ②高齢者のための趣味サークル活動（防府福祉センター等） 

     ③会員制のスポーツクラブ 

     ④民間企業や地域住民が実施する習い事教室 

⑤友人との定期的な交流や地域で実施する茶話会 

     ⑥その他 

これらもすべて高齢者の活動量を増やし、社会参加を促す重要な社会資源で

あり、これを有効に活用するために生活支援コーディネーターを通じ情報を収

集し、必要な方に提供していきます。 

 

（８）高齢者の通いの場の展開 

高齢者の通いの場は、介護予防・自立支援、健康づくりの拠点として、参加

者数や参加率の把握、参加者の健康状態等のデータの管理と活用を行うことが、

地域全体の健康づくりにつながると考えます。 

国は、この通いの場に参加する高齢者の割合を２０２５年までに８パーセン

トにすることを目標としていることから、まずは、本市の高齢者の通いの場や

参加状況について把握する必要があります。 

今後、この通いの場を広げるための取組を推進していくために、通いの場が

もたらす効果についての啓発や保健部門との連携も必要です。また、「やまぐ

ち健幸アプリ」の活用等も参加率を向上させる方法のひとつと考えられます。

加えて、対象を高齢者に限定せず、障害のある人や子育て世代の人の参加を検

討することは、地域共生社会の拠点としての可能性の検討にもつながると考え

られます。 
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（１）高齢者の技能や経験を生かした社会参加の場の創出 

高齢者が地域社会において自立した生活を送るためには、生活機能の維持と

ともに、生きがいを持って日常生活を過ごすことが重要です。 

生きがいを持って社会に参加する形としては、高齢者がこれまでに得た技能

や豊富な経験を活かして社会に貢献する形や、自身の趣味や嗜好により他者と

の交流を行い、社会を活性化する形があります。どちらも社会貢献につながる

とともに、社会参加する高齢者本人の活動量を増加させ、自身の介護予防にも

つながります。 

このことから、地域に高齢者の活躍できる場を創出する取組を進めていく必

要があります。 

 

（２）ほうふ・てごネっとを中心にした困りごと解決の仕組みへの参加 

      ほうふ・てごネっとは、高齢者の自立支援につながる困りごとや訪問事業所

のサービス提供の効率化に資する困りごとを、介護専門職が市に報告し、市が

地域に解決方法の検討をお願いしたり、個人ボランティア組織等に対して解決

を依頼する仕組みで、平成３０年度に施行実施を行いました。 

この取組は、ごみ捨てや庭の草引きのような高齢者の困りごと解決や訪問事

業の効率化だけでなく、地域団体や個人ボランティアにおいて、高齢者の社会

参加を促す機会や支え合う地域づくりのきっかけになることから、平成３１年

３月に厚生労働省が発出した「これからの地域づくり戦略」において、好事例

として紹介されました。 

 

 
 

   今後は、支える側としての高齢者の参加を促し、特に虚弱な高齢者が幸せま

す状態となった後の活躍の場としても活用できるよう整備する予定です。 

  ２ 実践的な社会参加の促進 
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（３）身近で多様な社会参加活動 

（ア）老人憩の家※ 

老人憩の家は、地域の高齢者の活動拠点として、また、レクリエーション

や教養講座等により、心身の健康増進を図り、地域において誇りと生きがい

をもって生活できることを目的に、気軽に利用できる施設として、市内に 

１５箇所整備しています。 

施設ごとに、地域の実情に応じた自主的な管理・運営を行っているため、

地域性に合った活動が可能です。 

今後、この特性を生かして高齢者の社会参加の場所として広く活用される

よう取り組みます。 

利用実績及び見込量（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 

延利用者数 30,309 29,817 11,926 30,000 30,250 30,500 

 公共施設マネジメントにより、老人憩の家は公民館建替等の際に複合化し、さらに多く

の高齢者の活動の幅が広がるよう取り組む方針です。 

 

（イ）老人クラブ※ 

老人クラブは、地域における高齢者の自主組織として、経験や知恵を生か

し生活と地域を豊かにするという、高齢者の社会活動の中心的な役割を果た

しており、自由で親しみやすく、より開かれた組織づくりを目指し、会員が

相互に支援する友愛活動等、様々な活動を展開しています。 



第６章 支えあい活動が活発な生涯現役社会の実現 

 - 122 - 

高齢者人口は増加していますが、クラブ数・会員数は減少傾向です。 

老人クラブの状況及び計画目標（各年度末の数値・令和２年度は見込み）  

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

クラブ数 84 78 78 

会員数 3,518 3,233 3,178 

 

（ウ）防府市社会福祉協議会 

社会福祉協議会の運営による「老人大学校（幸せます大学）」を開設し、

生きがいのある豊かな生活を創造するための学習機会を提供します。 

高齢者能力開発情報センター事業として、高齢者の就労機会の確保や社会

参加促進の情報を提供します。 

また、「ボランティアセンター事業」として高齢者のボランティア活動へ

の積極的な育成援助等を行っています。 

 

（エ）防府市市民活動支援センター 

市民活動支援センターは、市民活動の活性化を図るために防府市地域協働

支援センター内に設置されたものです。 

市民活動には、福祉、文化、教育、まちづくり等の様々な分野があります

が、高齢者が市民活動に参加しやすいよう、市民活動支援センターでは、情

報の提供、市民活動団体間の交流、市民活動団体の設立・運営に関する相談

等の支援を行います。 

また、市民活動支援センターは、社会福祉協議会のボランティアセンター

とも連携・協力し、それぞれのセンターの機能強化を図っています。 

 

（オ）地域活動を通じた社会参加活動 

地域において高齢者が中心となり、知恵や技術を活かした暮らしや文化等

を若い世代に伝承していく三世代交流等を通じて、高齢者の生きがいを高め

ることを支援していきます。 

 

（４）生涯にわたる学習・文化・スポーツ活動の促進 

 

（ア）学習・文化活動の充実 

時代のニーズに対応した学習機会や、身近な地域での学習情報の提供に努

め、高齢者が生きがいを持って学習することができる機会の充実を図ります。 

また、生涯学習フェスティバルの開催や、各種講演会・シンポジウム等の

イベントの開催によって、様々な学習機会の創出を行います。 
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（イ）スポーツ活動の推進 

スポーツを通じて、健康の保持、孤独からの開放及び生きがいを高めるた

め、「防府市いきいきシルバーふれあいスポーツ大会」への高齢者の積極的

な参加を推進します。 

また、スポーツ協会や体育施設の指定管理者による高齢者が取り組み易い

定期教室等の開催について普及に努めます。 

 

（ウ）学習成果を生かす機会の充実 

学習で得た知識や技術を社会に還元する機会を作ることによって、高齢者

が社会の中でいきいきと活躍する場を得ることとなり、更なる学習意欲にも

つながります。 

学習成果を生かす機会となるボランティア活動や、放課後子ども教室等の

学校支援活動、公民館を中心とした地域活動を推進し、高齢者自らが生涯学

習を通じて、地域づくり・まちづくりに貢献できる場づくりを進めます。 

 

（５）就労機会の確保・働く環境づくり 

高齢者の就労意欲は高く、高齢期においても働きたいと考えている人が増加

しているため、その知識、経験、能力に応じた就労機会の確保や働きやすい環

境づくりを推進していく必要があります。 

 

（ア）高齢者の就労機会の確保 

防府市シルバー人材センターでは、高齢者である会員の就労確保を図って

います。今後、地域社会の多様なニーズに対応できるよう、地域に根ざした

活動により高齢者の生きがいづくりの場となるよう努めます。 

     シルバー人材センターの事業状況 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

会員数 1,000 980 990 

延就労人数 121,012 119,239 120,000 

受注件数 9,127 8,810 9,000 

 

（イ）高齢者職業相談 

人口の高齢化に伴う雇用対策として、防府公共職業安定所（ハローワーク防府）

において、高齢者の求職相談にも対応がされていますが、社会福祉協議会にお

いても、「防府市高齢者無料職業紹介所」において、高齢者の能力の開発や

向上を図るため、各種相談に応じるとともにその能力に応じた就労斡旋の機

会の確保及び高齢者の生きがい対策に取り組みます。 
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高齢者無料職業紹介所の活動状況 （令和２年度は見込み） 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

求職者数   4 １ １ 

延就職者数 ９ ９ ９ 

 

（ウ）「団塊の世代」のＵＪＩターン※の支援 

都市圏の「団塊の世代」に対し、ホームページを通じて定住促進情報発信

を推進するとともに、関係機関と連携した取組を進めます。 

 

（６）就労活動の普及と社会参加による効果を活用した介護サービス 

通所介護サービスにおいて、利用者が可能な範囲で就労やボランティア等の

社会参加を行う就労型デイサービスが全国的にも増えています。 

このサービスは、利用者が事業所職員の見守りのもとで農作物を育て、それ

を販売することで一定の対価を得たり、認知症の利用者が高齢者の通いの場等

で準備作業のボランティア活動をサービスの一環として行うものです。高齢者

が要介護等認定を受けた後も社会に参加することを実感できるこのサービス

は、「いつまでも生きがいを持って生活できる社会」に必要な取組であり、「支

えられる側が、支える側にもなる」という、これからの福祉や自立支援のある

べき姿を象徴するサービスと考えます。 

今後、ほうふ・てごネっとを活用し、農業を含む就労的な活躍の場を提供で

きる団体・組織や困りごとを持った個人と、就労的な活動を実践したい事業所

や個人をマッチングし、高齢者個人の特性や希望に合った活動をコーディネー

トする仕組みを検討します。こうしたサービスは、全国的にもニーズは高く、

実施事業所も増えてくることから、安全に対する配慮等に関しての指針や先進

事例の情報等に注視していきます。 

 

（７）社会参加の本質について 

社会参加とは、住み慣れた地域の中で普通に暮らす日常生活の中にあったも

のを取り戻すことで実現できるものもあれば、これまでの日常生活にはなくて

も、個人の趣味・嗜好として心のうちに潜んでいたものに対してきっかけを与

えることで実現できる場合があります。 

「誰かの役に立つ」という形で社会に参加するものもあれば、自宅に面した

通学路を通る小中学生を見守る行為も社会参加と言えます。 

「個人の嗜好」という形であれば、趣味が写真だった方がパソコンを学び、

それをＳＮＳに載せていく行為も社会参加といえます。 

どちらも社会と関わり、参加することで生きがいを持ち、それを継続するこ

とによって活動量が増え、介護予防や自立支援につながります。 
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（１）一般介護予防事業 

   （ア）地域リハビリテーション活動支援事業 

令和元年度に実施した短期集中予防型通所サービス試行実施等により、リ

ハビリテーション専門職が、高齢者の自立支援に資する取組に関与し、地域

の様々な活動や介護専門職等を支援する効果や、地域包括ケアシステムの構

築に重要な役割を果たすことがあらためて実証されました。 

このことから、次の取組を実施するとともに、医師会やリハビリテーショ

ン専門職及びリハビリテーション専門職が所属する法人・団体と連携の上、

医療機関や介護事業所等の協力を得て、リハビリテーション専門職を安定的

に派遣できる体制を構築するとともに、関係機関の理解促進を図る必要があ

ります。 

 

①住民主体の介護予防教室をはじめとする高齢者の通いの場への派遣 

②訪問アセスメントへの同行訪問 

③リハビリテーション専門職の視点による評価を活用したケアマネジメン

ト支援 

④幸せます会議をはじめとする地域ケア会議への参加 

     ⑤住宅改修や福祉用具購入・貸与のケーススタディや相談支援体制への参加 

 

②については、生活機能が低下した高齢者がＱＯＬの向上を目指す上での起

点となる取組で、その後の支援において、心身機能・活動・社会参加の各要素

にバランスよく働きかけていくために実施する重要な取組です。 

また、③④⑤については、より多くのケースにより多くのリハビリテーショ

ン専門職が関与できるよう、ＩＣＴの活用による事業実施体制の構築について

検討します。 

 

（イ）介護予防把握事業 

高齢者本人や家族、民生委員、医療機関等地域からの情報等の活用により、

閉じこもりなど何らかの支援を必要とする者を把握し、介護予防活動へつな

げます。 

今期は特に、国民健康保険団体連合会が保有する健診・医療・介護の各種

データ（ＫＤＢ）活用により、ハイリスクの高齢者に直接アプローチするこ

とや、ハイリスクの高齢者の多い地域に対して重点的に心身の状況の把握す

る機会の創出について検討します。 

  ３ 介護予防と健康づくりの推進 
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（ウ）地域介護予防活動支援事業 

高齢者が気軽に運動や認知症予防、閉じこもりを予防するためには、身近

なところでの場づくりが大切です。地域の公民館や自治会館、老人憩の家等、

高齢者が集まりやすい場所に、住民主体の介護予防を目的とした集いの場を

つくるために、地域のボランティアの育成及び運営の支援を行います。 

 

①介護予防教室等の開催 

転倒予防や認知症予防など、介護予防を進めるための教室や講話等を地

域の公民館等で開催します。 

また、老人クラブや関係団体等と連携し、高齢者の健康づくりや生きが

いづくり、認知症予防等介護予防活動を推進していきます。 

        介護予防教室の開催数（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 

開催数 159 113 15 100 120 140 

 

②介護予防に関する指導者の派遣 

地域の自主的な介護予防の取組を進めるため、歯科衛生士、管理栄養士

や健康運動指導士等の専門職を、ふれあい・いきいきサロンへ派遣し、技

術的な支援を行います。 

        介護予防に関する指導者の派遣（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 

派遣回数 52 37 20 30 35 40 

      

③生涯学習活動の情報収集・情報提供 

 公民館活動や生涯学習のサークル等で行われる運動や趣味活動も介護

予防に効果的な活動であることから、担当課との連携のもと情報の収集と

情報提供を行います。 

 

（エ）介護予防普及啓発事業 

健康づくりや介護予防に関する住民の関心が高まるよう、市広報やケーブ

ルテレビ、コミュニティＦＭラジオ等を活用し、転倒予防や認知症予防等の

具体的な方法について、創意工夫しながら普及・啓発を行います。 

介護予防に取り組む意識づけを高齢者の健康づくりを担当する保健セン

ターと連携をしながら行います。      

 

（オ）一般介護予防事業評価事業 

一般介護予防事業が効果的に実施されているか、評価を行います。 
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（２）「みんなでつながり思いやる健やかなまち防府」を目指す健康づくりの推進 

高齢期は、退職等により時間的な余裕ができる中で、健康意識が高まり、食

生活や運動習慣も改善する時期ですが、年齢とともに身体機能が低下するため、

日常生活の機能維持と健康づくりが必要となります。 

このため、壮年期から生活習慣の改善を重視した健康づくりを進めるととも

に、高齢者の健康づくりを目的に、日頃から声をかけ合いながら健康的な生活

習慣を維持する、「住民が主体となった健康づくり」を推進し、健康寿命の延

伸に向けて取り組みます。 

 

（ア）健康的な生活習慣の確立 

     ①健康づくりの推進 

       平成２８年度から令和７年度までの１０年間を期間とする第２次防府

市健康増進計画「健やかほうふ２１計画（第２次）」を策定し、中間年で

ある令和２年度に中間評価・見直しを行います。 

この計画では、『みんなでつながり思いやる健やかなまち「ほうふ」』、

を基本理念として、栄養・食育、歯と口の健康、身体活動・運動、日頃の

健康管理、喫煙、こころの健康、地域のつながりの７分野に関して、各世

代の健康課題の解決に向けての取組を推進しています。 

生活習慣病の予防及び高齢期の介護予防のために乳幼児から高齢者ま

での市民一人ひとりが健康づくりを自分のこととして捉え、健康的な生活

習慣が身につけられるような取組を進めていきます。 

また、自分の心と身体を守るための検診（健診）の受診率の向上やここ

ろの健康の増進を図るため、家庭、地域、学校、職域、行政等が一体とな

って、市民の健康づくりを支援するための環境を整備していきます。 

 

②推進体制の充実 

市民の健康増進を推進するためには、行政の連携はもちろんのこと、地

域全体で取り組む必要があるため、保健や医療、福祉、教育等各分野の専

門家や、学識経験者、地域の代表者等で構成される「健やかほうふ２１計

画（第２次）推進委員会」を中心に、本市の課題を共有し、課題の解決を

図っています。 
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（イ）生活習慣病予防※と健康増進事業 

      急激な高齢化の進展と疾病構造の変化に伴い、市民の健康の重要性が著し

く増大していることから、高齢期になっても自立した生活が送れるように、

若い世代からの健康づくりへの取組を推進しています。 

特に、生活習慣病予防は若い世代からの規則正しい生活習慣が重要である

ことから、メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目した特定健

康診査※にも取り組んでおり、健診結果から生活改善が必要な人には、特定

保健指導を実施しています。 

また、健康寿命の延伸を目指して健康増進事業やがん検診等を推進します。 

 

     ①健康教育 

４０歳以上の方を対象に生活習慣病の予防・転倒予防・健康増進等、健

康に関する正しい知識の普及を図ることにより、「自分の健康は自分で守

る」という認識と自覚を高め、壮年期からの健康保持増進に役立てること

を目的に、保健センターや地域の公民館等で健康教育を実施します。 

 

     ②健康相談 

４０歳以上の方を対象に、心身の健康に関する個別の相談に応じ、必要

な指導及び助言を行い、家庭における健康管理に役立てることを目的に、

健康相談を実施します。 

 

     ③訪問指導 

家庭において保健指導が必要な方等に対して、保健師、栄養士等が必要

な生活、栄養指導を行います。 

 

④がん検診 

       がんは全国的に死因の第１位を占め、本市も同様です。ほとんどのがん

は早期発見、早期治療により治癒が可能であり、がんによる死亡を減少さ

せるためにがん検診を実施します。本市は、各がんともに検診の受診率が

県内他市と比較し、とても低い現状にあります。各関係機関と連携を図り、

受診率の向上に取り組んでいきます。 
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（３）高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施 

これまでは、年齢により国民健康保険制度と後期高齢者医療制度と実施主体

が変更になるため、高齢者保健事業の継続性や、保健事業と介護予防事業の連

携が十分行えていないという課題から、国は、高齢者保健事業と介護予防の一

体的実施を推進する方針を示しました。 

これは、後期高齢者医療広域連合と国民健康保険及び介護保険の保険者であ

る市が連携し、医療・介護等のデータ活用による健康課題の分析による事業の

企画を医療専門職が行い、支援対象者の把握による個別支援（ハイリスクアプ

ローチ）や、通いの場に積極的に関与しフレイル予防などの普及啓発（ポピュ

レーションアプローチ）が求められています。 

この取組は、山口県後期高齢者医療広域連合が市町村に委託して実施するも

ので、市は実施に関して効率的かつ効果的に実施できるよう、関係課と協議の

上、基本方針を定めて、本計画期間中に実施します。 

 

 

 

がん検診実施体制

胃部エックス線検診

各種がん検診受診率

区分 2018年度
（平成30年度）

2019年度
（令和元年度）

2020年度
（令和２年度）

2021年度
（令和3年度）

2022年度
（令和４年度）

2023年度
（令和5年度）

胃がん 3.5% 3.4% 10.0% 12.0% 15.0% 20.0%
肺がん 2.7% 2.6% 10.0% 12.0% 15.0% 20.0%
大腸がん 3.5% 3.2% 15.0% 12.0% 15.0% 20.0%
乳がん 10.3% 10.4% 20.0% 25.0% 30.0% 40.0%
子宮がん 14.1% 14.3% 23.0% 25.0% 30.0% 40.0%
前立腺がん 1.9% 1.7% 10.0% 12.0% 13.0% 15.0%

前立腺がん検診 50歳以上男性 2年に1回

※地域保健・健康増進事業報告より※2020年度（令和２年度）は見込み数

乳がん検診 40歳以上女性 2年に1回

子宮がん検診 20歳以上女性 2年に1回

肺がん検診 40歳以上 1年に1回

大腸がん検診 40歳以上 1年に1回

胃がん検診
胃内視鏡検診 50歳以上 2年に1回

40歳以上 1年に1回

区分 対象者 受診間隔
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（１）高齢者への支援 

（ア）生活管理指導短期宿泊事業 

日常生活に対する指導、支援を要する要介護等認定の対象とならない高齢

者を、家族等に代わって一時的に支援する必要がある場合等に、養護老人ホ

ーム等への短期間の宿泊による支援を実施します。 

       利用実績及び計画目標（令和２年度は見込み） 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

利用者数 10 8 3 

 

（イ）有料在宅福祉サービス事業 

社会福祉協議会では、高齢者や障害者の日常生活の負担を軽くするため、

住民参加型（会員制）により家事援助を行う「有料在宅福祉サービス事業」

を実施しています。     

 

（ウ）在宅寝たきり高齢者等紙おむつ給付事業 

住民税非課税世帯に属し、常時失禁状態でおむつが必要と認められる高齢

者に対し、快適な生活の確保と経済的負担の軽減を図るため、紙おむつ引換

券を交付します。 

利用実績及び計画目標（令和２年度は見込み） 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

給付対象者数 1,522 1,602 1,792 

       

（エ）訪問理美容サービス事業 

理髪店や美容院に出向くことが困難な在宅の高齢者に対して、理容師又は

美容師の訪問経費を助成します。 

利用実績及び計画目標（令和２年度は見込み） 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

利用者数 5 10 10 

 

（オ）福祉電話設置・基本料金等助成事業 

安否確認等を容易にし、孤独感をいやすため、ひとり暮らし高齢者を対象

に電話加入権を貸与し、月々の基本料金を助成します。 

 

 

 

     

  ４ 生活を支える制度とサービスの充実 



第６章 支えあい活動が活発な生涯現役社会の実現 

- 131 - 

（カ）高齢者はり・きゅう施術費助成事業 

高齢者の生活の安定と健康の増進を図るため、７０歳以上の医療保険加入

者（国民健康保険被保険者は除く）及び後期高齢者医療被保険者に対し、は

り・きゅうの施術費の一部を助成します。 

利用実績及び計画目標（令和２年度は見込み） 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

利用者数 1,748 1,715 1,372 

 

（キ）寝具類等洗濯乾燥消毒事業 

在宅寝たきりひとり暮らし若しくは虚弱高齢者等のうち、自身で寝具の衛

生管理が困難な方に対して、日常生活に使用する寝具の洗濯・乾燥・消毒を

行い、高齢者の快適な生活の確保と健康の保持を図ります。 

       利用実績及び計画目標（令和２年度は見込み） 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

利用者数 306 350 350 

     

（ク）高齢者日常生活用具給付等事業 

防火等の配慮が必要なひとり暮らしの高齢者等に、電磁調理器、自動消火

器の給付を行います。所得に応じて自己負担があります。 

利用実績及び計画目標（令和２年度は見込み） 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

利用者数 1 5 6 

 

（ケ）防府市社会福祉協議会による支援事業 

福祉総合相談や小地域福祉活動等から見えてくる、地域住民の生活上の福

祉課題に対し、関係団体・機関と連携をとりながら諸事業に取り組みます。 

項 目 内 容 

福祉総合相談事業 ・法律等専門相談を含む福祉総合相談の実施 

有料在宅福祉サービス事業 ・会員制による家事援助サービス等（有料）の実施 

地域福祉活動推進事業 

・在宅介護者の集いの開催と在宅介護者の会の支援 

・地区在宅ひとり暮らし老人の会の開催 

・ネットワーク学習会、地区社会福祉協議会研修会の実施 

・福祉車両（車椅子同乗カー）及び車椅子、松葉杖等福祉用

具の貸出 

地域福祉権利擁護事業 

（日常生活自立支援事業） 
・判断力が十分でない方が安心して暮らすための支援 

法人成年後見受任事業 ・経済的な理由等により他の後見人が得られない時の支援 

資金貸付事業 ・経済的な自立を諮ることで安定した生活を支援 

敬老会助成事業 ・地域で開催する敬老会等を支援 
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（２）高齢者の安心・安全対策の推進 

（ア）緊急通報システムの充実 

ひとり暮らし高齢者等に対して、２４時間３６５日対応可能なオペレータ

ーがいる受信センターにつながる緊急通報装置を貸与することによって、高

齢者の心身状態の急変や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図ります。 

利用実績及び計画目標（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 

利用者数 928 966 1,050 1,150 1,250 1,350 

     

（イ）高齢者に対する火災予防の推進 

ひとり暮らし高齢者等に対して、家庭内での安全確保のため、電磁調理器

や自動消火器の給付等を行う高齢者日常生活用具給付等事業を実施し、機器

を普及し高齢者の安全・安心の確保を推進します。 

 

（ウ）高齢者に対する避難支援等の対策の推進 

災害対策基本法に基づき、高齢者等の要配慮者のうち、災害が発生し、又

は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難で特に支援

を要する者（避難行動要支援者）の名簿（避難行動要支援者名簿）を作成す

るとともに、災害に備え、防府市消防本部、山口県警察、防府市社会福祉協

議会、民生委員･児童委員、自主防災組織及び自治会などの避難支援等の実

施に携わる関係者（避難支援等関係者）に名簿情報を提供します。 

それにより日頃から防災訓練等を行い、災害発生時には、速やかに避難行

動要支援者の避難支援、安否確認その他避難行動要支援者の生命又は身体を

災害から保護する体制づくりを推進します。 

 避難行動要支援者名簿の提供実績及び計画目標（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 

提供自治会数 118 118 120 130 140 150 

      提供数：名簿情報が提供された高齢者等の自治会区数 

 

（エ）救急医療情報活用支援事業(救急おたすけっと)の推進 

ひとり暮らし高齢者等の要援護高齢者へ、かかりつけ医療機関、持病、緊

急連絡先等を記入する「救急医療情報シート」や「お薬手帳（写）」「健康保

険証（写）」等を保管できる専用容器を配布し、救急隊・かかりつけ医療機

関・搬送先医療機関の迅速な救急活動に役立てるとともに、高齢者の安全・

安心の確保に努めます。 

 おたすけっと申請者実績及び計画目標（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 

利用者数 88 79 80 80 80 80 
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   （オ）高齢者を狙った特殊詐欺等からの保護 

近年、高齢者を狙った特殊詐欺や高齢者の消費者被害が増加していますが、

山口県内で高齢者が被害を受けた詐欺事件の発生又は詐欺事件につながる

ような電話や訪問等の通報があった場合、山口県警察本部から提供された情

報を防府市メールサービスにより注意喚起情報として配信しています。 

また、高齢者等の集まる会合等で詐欺被害防止についての啓発活動を行う

とともに、特殊詐欺被害や消費者被害については、市消費生活センターに相

談窓口を設けています。 

 

（カ）交通事故からの高齢者の保護 

高齢者の交通安全対策として、各種会合などにおいて、参加・体験・実践

型の交通安全教育を実施し、高齢者への交通安全意識の普及を図ってきまし

た。しかし、高齢者の交通事故発生件数は多く、今後も、高齢者の運転免許

人口の著しい増加が見込まれることを踏まえ、高齢者自身の交通安全意識の

向上に加え、運転者等の高齢者に対する保護意識の醸成を関係機関･団体等

と連携し、交通安全教育を推進していきます。 

     高齢者交通安全教室の実施状況 

 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

実施回数 ７ ５ ２ 

     高齢者交通事故発生の状況 

 平成 29 年 平成 30 年 令和元年 

死者数 ２ １ ４ 

負傷者数 ６６ ９３ ７４ 

     事故発生状況（令和元年） 

  歩行中 自転車乗車中 二輪車乗車中 自動車乗車中 計 割合 

高齢者 
死者数 ３ ０ ０ １ ４ １００％ 

負傷者数 １２ １５ １０ ３７ ７４ 21.3％ 

市全体 
死者数 ３ ０ ０ １ ４  

負傷者数 ２５ ４８ ３１ ２４３ ３４７  

死者・負傷者の割合は、市全体に占める高齢者の割合 
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（３）高齢者の移動及び外出支援体制の整備 

高齢者の移動及び外出支援については、高齢者及び家族のニーズが高く、 

地域課題として高く認識されています。 

また、高齢運転者による重大な交通事故の相次ぐ発生や改正道路交通法の

施行等を背景に、運転に不安を感じる高齢者が、自家用車に依存しなくとも

生活の質を維持していくことが課題となっています。 

今後、このニーズへの対応や地域課題の解決に向け、様々な手法による移

動及び外出支援を行います。 

 

（ア）介護予防・日常生活支援総合事業による支援 

軽度の要介護認定者や要支援者等及びその家族には、買物や病院への送

迎ニーズが高いため、介護予防・日常生活支援総合事業による対応や地域

の互助活動の推進、先進的な取組等の導入検討など、柔軟に対応すること

で、新たな支援体制を提供していきます。 

 

①移動支援幸せます型補助制度による移動支援 

サロンや通所型のサービスへの送迎を、サービス等を運営する主体と

は別の主体が行う場合に、別途定めた費用に対して補助金を交付するこ

とで、高齢者等の移動を支援する団体等を確保し、高齢者の外出を促し

ます。 

 

②幸せます健康くらぶ・幸せますデイステーションによる外出支援 

商業施設又は公民館等において介護予防教室を実施し、介護予防と生

活支援を一体的に提供するサービスです。 

 

③地域幸せます型サービス（住民主体サービスＢ）による支援 

身体介助を伴わない軽易な生活援助を行うボランティアや住民団体等

が、生活援助と同じ位置付けで移動支援を行う場合、支援を実施するため

に必要な経費を補助します。 

 

（イ）防府市高齢者等バス・タクシー運賃助成事業 

高齢者等の移動手段を確保し、外出しやすい環境を創出するため、運転免

許を持たない高齢者等にバス・タクシーの運賃助成券を交付します。 

   助成事業実績（令和２年度は見込み） 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

交付者数 5,896 6,468 7,126 
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（ウ）持続可能な公共交通ネットワークの形成 

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９号）

に基づく地域公共交通網形成計画（計画期間：平成３０年度から６年間）に

沿って、持続可能な公共交通ネットワークの形成を図ります。 

ネットワークの形成にあたっては、バス路線の見直しや新しい交通モード

の導入等、地域の実情に応じた移動手段の確保に努めます。 

 

（エ）移動や利用が容易な都市空間の整備 

快適かつ安全に移動できる都市空間を創出するため、道路における歩車道

分離、幅の広い歩道の整備、段差の解消・障害物の排除、歩行者専用道路の

整備、誘導標示の設置、公共施設におけるエレベーター、スロープ、障害者

用トイレの設置等のバリアフリー※環境の市街地を目指した整備を推進し、

民間の施設の環境整備についても、積極的に働きかけます。 

鉄道、バス停の公共交通機関については、障害者等もスムーズに乗降でき

る新車両の導入を関係機関へ積極的に働きかけ、鉄道駅、バス停のバリアフ

リー化や待合環境の改善等により、利用しやすい公共交通の環境整備を図り

ます。 

 

（オ）互助や自助を支える市場サービスによる支援 

本市には、ＮＰＯ法人による移動支援サービスがありますが、高齢者の特

定のニーズ（例えば病院に行きたいという方だけを対象にする）とそのニー

ズを満たす企業等をマッチングさせることで成立する移動支援の方法は、今

後大きな可能性を秘めています。 

また、地域には個人・団体による無償運送による移動支援が存在しますが、

こうした互助活動による支援は、安全面での課題等がありますが、こうした

支援を対象にした自動車保険が発売されるなど、今後、法制度の改正も含め

実施しやすい体制が整備される可能性があるため、情報を注視し、こうした

活動を検討する住民や団体に情報提供を進めていく必要があります。 
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（４）自助を補完する市場サービスによる生活支援の充実 

自助とは、「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

含まれます。 

市場サービスについては、社会構造の変化によりＩＣＴの活用や宅配サー

ビス等が急速に進んでいますが、そうしたサービスの進化に「高齢者の生活

支援」という視点を加えれば、市場サービス提供主体にとっての利用者（顧

客）の拡大というメリットと高齢者の生活支援の充実という社会のメリット

の双方を実現できると考えます。 

特に、介護予防、買物支援、移動支援、見守り支援については、市場サー

ビスが関与できる可能性が高く、本市でもすでに高齢者の生活を支えている

サービスが生まれています。 

新型コロナウイルスの感染拡大防止のためにとられた自粛要請により、市

民の行動に制限が出たことで、例えば飲食店の持ち帰りサービスのような新

たなサービスが生まれていますが、これは日常的に行動範囲が狭まっている

高齢者の生活支援ニーズを市場サービスの提供主体が理解することで、新た

なサービスが形成される可能性を示しています。 

今後、生活支援体制整備事業の中で、市場サービスの提供主体との連携を

強化することで高齢者のニーズを周知し、高齢者の自助を強化する市場サー

ビスの創出を支援するとともに、こうしたサービスの有効な活用について、

高齢者やその家族、地域、介護事業所等の高齢者を支援する主体に対して情

報提供を進めていきます。 
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（５）家族介護者への支援 

介護サービス等の利用による家族等介護者の支援に加え、次の支援により介

護者の支援を推進します。 

 

（ア）家族介護慰労事業 

過去１年間介護サービスを受けていない介護度の高い（要介護４・５）高

齢者を、在宅で介護している家族介護者に家族介護慰労金を支給し、介護者

への慰労と負担軽減を図ることで在宅介護を支援します。    

       利用実績及び計画目標（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 

対象者数 2 4 4 3 3 3 

 

（イ）寝たきり高齢者等介護見舞金助成事業 

要介護３以上の高齢者を在宅で介護している家族介護者に介護見舞金を

支給し、介護者の心身の負担軽減などを図ることで在宅介護を支援します。 

利用実績及び計画目標（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 

対象者数 276 229 250 220 200 180 

     

（ウ）在宅介護者リフレッシュ事業 

寝たきりや認知症高齢者を介護している家族に対して、心身のリフレッシ

ュの機会を提供するとともに、同じ悩みや体験をもつ者同士が交流を深め、

当事者組織の活性化を図ります。 

    

（エ）介護相談等窓口の周知  

      就労しながら介護をされている方が多いことから、公共職業安定所、民間

企業等と連携し、高齢者の総合相談窓口である地域包括支援センターの周知

を図るための研修会への協力や個別相談により介護者の離職を防止する働

きかけを行います。 
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（６）高齢者の虐待防止・権利擁護の推進 

 高齢者が尊厳をもち、住み慣れた地域で安心した生活を送ることができる

よう虐待の相談、通報等へ速やかに対応し、高齢者及び養護者の支援を行いま

す。また、虐待の発生要因として、認知症による介護負担から虐待へつながる

事例も多いことから、適切な医療・介護のサポートや養護者を孤立させない周

囲の見守り等、認知症施策を通した養護者への支援に努めます。 

さらに、今後、認知症高齢者やひとり暮らし高齢者の増加が見込まれる中、

自分ひとりで判断することが難しい高齢者に対して、地域福祉権利擁護事業

（日常生活自立支援事業）や成年後見制度等、本人に必要な制度が適切に利用

できるよう支援を行います。 

 

（ア）高齢者の虐待防止 

① 市民への普及啓発 

虐待について正しい理解がないと「家族の問題だから」と周囲から虐待

があっても見過ごされ、状況が悪化してしまうことも考えられます。虐待の

相談窓口の周知や虐待防止に向けてのリーフレットの配布及び市広報等を

通じて虐待に関しての知識の普及や啓発に努めます。 

 

② 困難事例への対応 

年々、虐待事例の要因も多様化、複雑化しており、その対応について専門

的な知見を有するアドバイザーが必要です。市、地域包括支援センターが開

催する困難ケース会議に、弁護士、医師等の参加を依頼し、専門的視点を交

え適切な対応策を協議します。また、困難事例の蓄積により、虐待対応に関

わる市及び地域包括支援センター職員のスキルの向上を図ります。 

 

③ 高齢者虐待防止ネットワーク事業 

高齢者虐待の防止、早期発見、早期支援への取組や高齢者虐待防止に関す

るネットワーク構築を目的として、自治会、民生委員、介護サービス事業所、

弁護士、医師、社会福祉協議会、警察、消防機関等の委員で構成する「防府

市高齢者虐待防止ネットワーク会議」を定期的に開催します。 

 

（イ）消費者被害の防止 

 地域包括支援センターや警察、消費者部門等の関係機関と連携を図り、 

高齢者の消費者被害防止に関する情報発信、啓発を行うことにより、被害の

防止を図ります。 
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（ウ）成年後見制度の利用促進 

国は、成年後見制度の利用促進に関する法律（以下「利用促進法」という。）

の施行に基づき、制度の利用促進に関する基本的な事項を定めた成年後見制

度利用促進基本計画を策定しました。利用促進法では、県や市町村に対して

利用促進の体制の整備に努めることが明示されたことから、本市においては

防府市成年後見制度利用促進基本計画を第３次防府市地域福祉計画の中に

包含したものとして位置づけ、今後、利用促進のための取組を進めていきま

す。 

成年後見制度利用者数 

 後見 保佐   補助 任意後見 合計 

防府市 169 38 11 １ 219 

山口県 2,250 345 90 29 2,714 

           令和２年 6 月 27 日現在 山口家庭裁判所提供 

 

① 相談体制の充実 

令和３年度から市の委託として防府市社会福祉協議会内に「防府市成年後

見センター」を開設し、相談体制の充実を図ります。成年後見センターは、

権利擁護の地域連携ネットワークの中核機関として成年後見制度の広報・相

談機能を充実させ、段階的に利用促進機能・後見人支援機能や市民後見人※

の育成へと取組を進めます。また、市、地域包括支援センター、障害相談支

援事業所、弁護士会、司法書士会、社会福祉士会等の専門職団体との連携を

図り効果的な運営に努めます。 
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② 市民への普及啓発 

家族等の支援がなく、認知症等により判断力が低下した場合には、地域福

祉権利擁護事業や成年後見制度の利用を検討することになりますが、制度自

体の認知度がまだ低いため必要な人へ支援が届いていない状況にあると考

えられます。制度の必要な人を早期に発見し、適切な支援につなげるためリ

ーフレットや市広報、セミナーなどを通じて啓発に努めます。また、日頃か

ら将来に備え判断能力が低下した時に何を誰に頼みたいのかをエンディン

グノート等に記載しておくことも自分の意思に沿った支援を受ける助けに

なると考えられますので、併せて周知を図っていきます。 

 

③ 制度の必要な人への支援 

成年後見制度の利用が必要であるにもかかわらず身寄りがない等の理由

により成年後見制度の申立てができない場合は、協議の上、市長による申立

てを行います。また、経済的な理由で申立て費用や後見人の報酬の支払いが

困難な場合については、成年後見制度利用支援事業の活用により、費用の助

成を行います。 

市長申立件数と報酬助成件数（令和２年度は見込み）高齢者分 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

市長申立件数 ４ ９ 15 

報酬助成件数 ７ ６ ９ 
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高齢者を支え合う地域とは、自助、公助、共助がそれぞれに存在するだけでな

く、それらを補完する、またはそれらをつなぐ役割を果たす住民の互助活動が活

発でなければなりません。 

互助とは、隣人の困りごとを引き受けることや、話し相手になること、自治会

等の地縁団体や学校や企業、個人等が行う費用負担が制度的に裏付けられていな

い自発的な活動で、形として目に見えるものというよりは、気運として地域に存

在するものであると言えます。 

この互助をさらに強化していくために、生活支援体制整備事業や地域づくりを

支援する制度を活用するとともに、地域住民やその他の主体に対して、啓発活動

を十分に行っていく必要があります。 

 

（１）幸せます型補助金による活動支援 

   幸せます型補助金は、要支援者等を中心とした利用者を対象に、住民が主体

となって提供する生活支援サービスを支援するための補助金です。 

住民主体の生活支援サービスは、公助や共助を提供する主体の人材不足を肩

代わりすることが目的ではなく、住民が主体となった生活支援サービスの拡が

りによって、地域における互助活動が促進されること目的としていることが重

要です。 

なお、この制度は、介護予防・生活支援サービスとして位置付けられていま

すが、地域の高齢者の生活支援ニーズが要支援者等のみに限定されるものでは

なく、また多様な人とのつながりが高齢者支援にとっても有効であることから、

要支援者等以外の高齢者、障害者、児童等も含め、サービス提供の対象を限定

することなく、豊かな地域づくりにつながるよう柔軟に実施すべきと考えてい

ます。 

 

① 第 1号訪問事業 

ア 地域幸せます型 

住民主体の団体が身体介助を伴わない軽易な生活支援サービスを行う

場合に、その活動費用を補助するものです。 

     イ 地域幸せますてごネっと型 

1圏域以上を活動範囲とする団体が身体介助を伴わない軽易な生活支援

サービスを行う場合に、その活動費用を補助するものです。 

ウ 移動支援幸せます型 

通所型サービス及びそれに準じるサービスへの送迎を通所サービス等

  ５ 支え合う地域づくりの基盤となる互助の促進 
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を運営する主体とは別の主体が行う場合の送迎に使用する車両の燃料費

の実費を補助するものです。 

② 第 1号通所事業 

ア 地域幸せます型 

要支援者等が利用する「通いの場」において、高齢者の介護予防、閉

じこもり予防や自立支援に資するサービスを提供する住民主体の団体

に対して活動費用を補助するものです。 

 

（２）防府市社会福祉協議会による地域福祉活動支援 

防府市社会福祉協議会では、「誰もが安心して明るく楽しく暮らしていける

まちづくり」の実現に向け、関係団体・機関と連携をとりながら、地域の社会

資源を活用し、福祉サービスを企画立案するとともに、「福祉の輪づくり運動」

として、住民主体・住民参加による地域福祉活動を推進しています。 

項 目 内 容 

地区社会福祉協議会活動 

支援 

・地区社会福祉協議会会長会議の開催 

・地域福祉活動計画策定の支援 

・福祉員及び友愛訪問グループ活動の支援 

・小地域見守りネットワーク活動の支援 

・「ふれあい・いきいきサロン」の設置促進 

と活動支援 

・在宅ひとり暮らし老人の会の支援 

・在宅福祉サービス活動の支援 

・ＣＳＷ※による支援 

講習会・イベントの開催に

よる支援 

・地域福祉推進セミナー 

・「ふれあい・いきいきサロン」講習会 

・防府市いきいきシルバーふれあいスポーツ大会 

・その他各種講習会 

自治会福祉部 ・自治会福祉部の設置促進及び活動支援 

民生委員児童委員協議会 ・協議会との連携強化及び活動支援 

 

（３）生活支援体制整備事業による互助活動の創出 

   生活支援体制整備事業においては、第２層生活支援コーディネーターが地域

における互助活動の把握に努め、必要に応じて支援を行っています。 

また、地域の高齢者の生活支援ニーズを把握し、逆に地域に対して必要と思

われる活動についての情報を提供することで、互助活動の創出に取り組んでい

ます。 
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① お助け手帳・活動事例集の作成 

幸せます会議における高齢者の自立支援につながる情報提供をはじめとす

るケアマネジャー等への支援を目的に、地域にある様々な取組を集約していま

す。 

このお助け手帳・活動事例集の作成活動では、

地域の活動情報を集約しながら、互助活動に興味

のある人や団体とのつながりが生まれています。

また、活動を行う住民との会話の中から、活動の

継続性を高めるヒントや新たな取組が生まれて

います。 

地域には、「活動」だけでなく、ちょっとした手

助けをする人や商店、集会が数多くあり、それに

スポットライトを当てることが互助を推進する

上では重要と考えます。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 地域の様々な活動や制度をコーディネートする活動 

地域で互助活動を行おうと考える住民の方に対して、高齢者の生活支援につ

いての情報を提供したり、逆に高齢者の生活支援活動を行う方に他の制度等の

情報や別の活動を行う団体を紹介したりすることにより、地域の互助活動は進

展していきます。 

活動事例集掲載例～男の公園サロン 

 「男の公園サロン」は、生活支援コーディネーターが地域で見つけたも

のですが、「活動」として開催しているものではなく、結果的に同じ趣味を

持った高齢者等が集まっている「場」です。 

 こうした場を紹介することで、同じ趣味を持った方の社会参加・活動量

の増加を促すという目的が達成できるので、一概に住民等が積極的に創出

するものだけを通いの場と考えなくても良いことがわかる好事例です。 
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③ 圏域別合同協議体の開催 

地域の生活支援ニーズや活動の情報を共有し、課題に対して互助による解決

について検討する合同協議体を市内４圏域で開始しています。 

これらは生活支援コーディネーターの活動を効率的に行い、その機能を補完

するものとして実施しています。（過去の成果は３４ページ参照） 

 

 

（４）地域の意識醸成を促す啓発活動の実施 

生活支援体制整備事業や幸せます補助金制度等からのアプローチにより住

民主体の活動の形成を推進していきますが、その目的は新たな活動やサービス

を生み出すことだけとは考えていません。 

目的はあくまでも住民の互助意識を拡げていくことであるため、新たな活動

を生み出すと同時に、現在ある活動の継続性を高めたり、活動に意味づけを行

ったり、別の形に変えていく支援も重要です。 

例えば、老人クラブ等の既存の団体では事務負担が高まっており、これに対

応するため、複数の団体に対して必要な事務を代行する住民団体を立ちあげる

方法や、現在の活動にどのような効果があるかを認識することで活動のモチベ

ーションを高めることや、既存の活動に別の役割を担ってもらうことで補助金

対象事業とすることなどが考えられます。 

住民主体の活動は、住民の発意やアイデア、高齢者のニーズや地域課題によ

って幅広いものになることが想定され、そうなることが期待されます。また、

活動の内容が時間の経過とともに変化し、あるいは住民グループや地域によっ

てサービスの実施方法が異なる場合もあります。 

重要なことは住民の主体性を尊重し、互助による活動が生まれやすい環境を

整備することと考えます。 
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また、高齢者を支援する互助とは、上記の活動自体を指すものではなく、「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に配

慮する必要があります。専門職が担う役割を肩代わりすることが目的になるこ

とは避けるべきで、日常生活において住民同士が「お互い様」の気持ちで生活

する環境を作り上げることが最も重要だと考えます。 

市は、住民の地域づくりに関わりやすい環境を整備するためにも、画一的な

方法の押し付けではなく、地域の実情に合わせて柔軟に対応するとともに、地

域で目指すべき方向性についての研修会、説明会等を積極的に実施することで、

地域づくりを促していく必要があります。 

 

  

～岩畠お助け隊～ 

岩畠自治会では、災害時の避難行動を支援する活動を開始し、対象となる高齢

者等の自宅を訪問するなかで、高齢者に生活の困りごとが多いことを把握され、

災害時だけではなく平常時も生活を支援すべきと考え、 

有償ボランティアによる困りごと解決活動を始められま

した。 

 困りごとがある高齢者等に好評であると同時に、いまは

困りごとがない方にとっても、こうした活動があることに

よって、将来に対しての安心感を与えています。    
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地域共生社会とは、制度・分野ごとの「縦割り」や「支える側と支えられる側」

という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が「我が事」として参画し、人

と人、人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながることで、住民一人ひとり

の暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会です。 

地域に生きる一人ひとりが尊重され、多様な経路で社会とつながり、参画するこ

とで生きる力や可能性を最大限に発揮できる地域共生社会の実現にあたっては、そ

の理念や考え方を踏まえた包括的な支援体制の整備や具体的な取組が重要です。 

地域包括ケアシステムの構築に向けた取組では、高齢者の社会参加等を進め、世

代を超えて地域住民がともに支え合う地域づくりを進めています。地域共生社会の

実現を目指すことになった背景には、介護と育児に同時に直面する世帯や障害のあ

る人と要介護者への同時支援といった、個人や世帯単位で複数分野の課題を抱え、

従来の対象者ごとに「縦割り」で整備された公的な支援制度の下では対応困難なケ

ースがあることが指摘され、今後、地域におけるこうした多様なニーズに的確に対

応していくためには、公的支援が個人の抱える個別課題に対応するだけでなく、個

人や世帯が抱える様々な課題に包括的に対応していくこと、また、地域の実情に応

じて、高齢、障害、子育てといった分野をまたがって、総合的に支援することが必

要であると認識されるためです。 

そして、この課題の解決のために、従来の制度・分野ごとの「縦割り」を解消す

るとともに、「支える側」と「支えられる側」に分かれるのではなく、あらゆる住

民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できるコミュニティを育成し、

公的な福祉サービスと協働して、助け合いながら暮らすことのできる「暮らしと生

きがいをともに創る『地域共生社会』」の実現を目指す必要があるとされたところ

です。 

また、地域包括ケアシステムだけでは解決できなかった複数分野の課題を抱える

ケースにも適切に対応できるため、『我が事・丸ごと』の包括的な支援体制の整備

を意識しながら、地域包括ケアシステムの強化を進める必要があります。 

今後、地域共生社会の実現のためには、自分らしく活躍できる地域の育成のノウ

ハウの蓄積と、地域と公的な福祉サービスの連携、公的機関内部の連携体制の整備

が必要です。   

 

（１）多様な主体の参画等を意識した地域づくり活動 

生活支援体制整備事業をはじめとする高齢者を支え合う地域づくり活動の

推進にあたっては、サービスの利用者を高齢者に限定することなく、また障害

のある人や児童等の参画も意識しながら、これらの活動を周知し、サービスの

  ６ 地域共生社会の実現に向けた取組 
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整備について柔軟に対応していきます。 

 

（２）多様で複合的な地域生活課題の把握 

地域包括ケアシステムの構築のための事業・活動において、支援を必要とす

る住民や世帯が抱える多様で複合的な地域生活課題について、住民や福祉関係

者を通じて把握することに努めます。 

 

（３）地域包括ケアシステム・介護保険制度を基盤とした地域共生社会づくり 

障害福祉や児童福祉等の各分野は、先行する高齢者介護に類似する形で制度

化されているため、地域包括ケアシステムの構築を着実に進めることは、地域

共生社会を実現する足掛かりとなります。 

 

   （参考）本市の生活支援体制整備事業における地域共生社会の実現につながる事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～介護予防教室と買物支援を一体的に提供：幸せます健康くらぶ～ 

高齢者を商業施設まで送迎し、施設内で介護予防教室を行うことで同時に買物支援

もできる向島地域のサービスです。 

介護事業所と向島地域の社会福祉法人、地域団体が協働して実施していますが、地

域団体には、民生委員、地区社協、自治会連合会の役員が参加しているため地域全体

で取り組める活動になっています。 

地域の小学生と一緒に体操し、お弁当を食べるイベントを実施したり、送迎バスの

乗降のお手伝いを社会福祉法人の施設を利用する障害のある人が担ったり、公民館で

介護予防教室を行う際の会場準備は、就労型デイサービスの利用者（要介護認定者）

が担うなど、地域全体で「支えられる側が支える側になる」という地域共生社会の理

念を実践されています。 
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～介護予防教室とフードバンクのコラボレーション：海北園グループ～ 

住民が主体となって施設の地域交流スペースを借りて介護予防教室を開催した

ところ、会場を貸し出した社会福祉法人からフードバンクに提供される総菜の利

用や、それを運んでくれるボランティアの紹介を受け、週 1 回介護予防教室を行

った後、昼食を摂るという通いの場が形成されました。 

介護予防教室とフードバンク等の連携は全国的にも珍しく、地域の様々なもの

をつなげていくことで、地域に合った通いの場やサービスが無理なく形成される

好事例です。今後、高齢者だけでなく、地域の様々な活動がつながっていく可能

性にあふれています。 

 

 

～市営住宅における様々な主体による生活支援～ 

市営住宅は、入居者選考において、住宅確保要配慮者（低額所得者、被災者、 

６０歳以上の方（単身又は夫婦のみの高齢者世帯など）、障害のある人、子どもを

育成する家庭等）の居住の安定に配慮しており、このため特に多くの入居者を有

する団地は、入居者やその管理体制において、地域共生社会のモデル地区となり

える環境を有しています。 

市営住宅の高齢化率は４２.１％(R2.10.1 現在)と高く、住民主体の通いの場や多

様な主体による高齢者の生活支援策について積極的に取り組む必要があります

が、これを契機に、高齢者以外の住宅確保要配慮者を巻き込んだコミュニティ強

化に取り組めば、地域共生社会の実現に向けたヒントが見出せるため、市営住宅

に入居する高齢者に対する生活支援を積極的に行うべきだと考えています。 
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（４）分野を超えた総合相談及び連絡体制の整備 

住民の身近な圏域において、分野を超えて地域の生活課題について総合的に

相談に応じる体制や市役所における「断らない相談支援」体制、地区社協や地

域包括支援センター、社会福祉法人やＮＰＯ法人等の関係機関と連絡調整を行

う包括的支援体制や福祉各部局の連携を行う体制を、市として整備する必要が

あります。体制の移行や構築に速やかな対応が取れるよう、地域包括ケアシス

テム構築の活動が、体制整備の促進につながるよう努めます。 
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