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第５章   施策の展開 

 

１ 生活を支える地域づくり 

（１）地域で支え合う体制の充実 

一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯、認知症高齢者等のさまざまなニーズに対応する

ため、ボランティアや地域組織等の地域全体で高齢者を支える体制づくりを行い、地域包

括ケアシステムの構築に向けた取組みを進めます。また、高齢者が高齢者を支援する活動

の仕組みづくりを推進するとともに、地域活動の場や関係団体・組織についての情報提供

等の支援を行うことにより、発掘･育成した人材の活動への参加や新たな活動主体の組織

化を促進します。 

市や社会福祉協議会の事業や民生委員の日常活動を通して、一人暮らし高齢者や高齢者

のみの世帯等の実態を把握し、誰もが安心して生活ができる地域づくりの体制を整備する

ことにより、見守りの必要な人や社会的に孤立している人の安否確認等の日常的な見守り

活動を進めます。また、地域の福祉会や社会福祉協議会等が主体となって実施する活動の

継続を支援し、福祉活動の充実を図るとともに、地域が家族のような地域内共助を推進し、

公助が担うべきサービスを精査しながら、必要なサービスの提供を確保していきます。 

      

① 生活支援体制整備事業 

本市では平成 27 年 7月に第１層協議体を発足し、協議体メンバーに地域包括ケア

システムの意義や協議体の設置目的について情報共有を行いました。協議体とは、地

域全体で高齢者の生活を支える体制づくりを進めるために、多様な日常生活上の支援

体制の充実・強化を図るための方策等を話し合う場です。 

第 1 層協議体の活動を推進すること、関係部署や地域組織等の関係機関と連携・連

動した地域の支え合い活動を推進することで、第 2 層協議体を設置し、地域課題を解

決し多様な生活支援により安心して生活できる地域づくりを目指します。 

平成 29 年２月に、市全域を活動圏域とする第１層の生活支援コーディネーターを

１名配置し、生活支援体制整備を進めてきました。市全域の現状把握から見えてきた

社会資源をマップ化、また、共助社会構築推進事業では、田町（伊達）・山舟生（梁川）・

布川（月舘）地区をモデル地区として、地域課題の収集や解決に向けた活動に関わり

ました。 

これまでは、地域のニーズ・課題の発掘など、全市的な生活支援体制整備事業を進

めてきました。今後は、旧町単位である日常生活圏域を活動圏域とする第２層の生活

支援コーディネーターの配置を検討しながら、より地域に密着した活動の展開を図り、

さらに全体的に生活支援体制整備事業を進めていきます。 



 

【これまでの実績及び今後の活動見込み】 

項目 
第７期計画期間 実績 第８期計画期間 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 

 

 

生活支援コ

ーディネー

ターの活動 

 

 

社会資源マ

ップの作成 

全 市 レ ベ

ル で の 地

域 ニ ー ズ

発掘 

霊 山 地 区

を モ デ ル

地 区 と し

た 活 動 の

展開 

第１層協議体と連携した活動の展開。 

第２層協議体設置に向け、関係部署や

地域組織等の関係機関と連携・連動

し、より地域に密着した活動を展開 

 

 

② 緊急通報装置貸与事業 

一人暮らし高齢者等が急病や災害等の緊急時に、市が委託をしている受信センター

と連絡をとり救急車の手配など迅速かつ適切な対応が図れるように、通報装置を貸し

出します。 

今後も、見守りが必要な一人暮らし高齢者等の増加が見込まれるため、周知の方法

や設置要件等について検討を行っていきます。 

【これまでの実績及び見込み】 

項目 
第７期計画期間 実績 第８期計画期間 見込み 

平成 30年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込み） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

貸与実人数 286人 290人 310人 315人 320人 325人 

 

 

③ 高齢者配食サービス事業 

一定の要件を満たす一人暮らし高齢者等に対して、昼食用の弁当配達の際に見守り

体制の一つとして安否確認を行います。 

今後も、一人暮らし高齢者等へ安心安全な食材を使った弁当の配達による健康維持

と安否確認を行っていきます。 

【これまでの実績及び見込み】 

項目 
第７期計画期間 実績 第８期計画期間 見込み 

平成 30年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込み） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用実人数 101人 63 人 86 人 90 人 100人 110人 

 

 



④ 高齢者見守りネットワーク事業 

高齢者の見守り支援を行う「高齢者見守りネットワーク」を構成する協力団体、協

力事業所及び協力機関の参加を推進します。協定を締結している企業、団体との意見

交換会の実施や、ＳＯＳ見守りネットワークとの事業の統一化を検討します。 

高齢者の孤立死・孤独死の防止、高齢者に対する虐待の防止、徘徊高齢者の早期発

見、災害時要援護者の登録推進を図ります。 

【これまでの実績及び見込み】 

項目 
第７期計画期間 実績 第８期計画期間 見込み 

平成 30年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込み） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

登録数 15 事業所 15 事業所 16 事業所 17 事業所 18 事業所 19 事業所 

 

⑤ 高齢者の移動手段の確保及び免許返納支援事業 

市内全域において、デマンド交通を運行し、高齢者の移動手段を確保します。今後、

利便性向上のために、運行区域の見直しや料金の統一化、さらには予約窓口の一本化

を目指します。 

また、運転に不安を持つ高齢者が、車を利用しなくても安心して生活できるよう、

運転免許返納後の外出の支援として、デマンド交通の利用料金助成等を、今後も継続

し支援します。 

【これまでの実績】 

項目 
第７期計画期間 実績 

平成 30年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込み） 

免許返納支援

事業申込件数 
106件 207件 263件 

 

⑥ 社会福祉法人利用者負担軽減事業 

低所得者で特に生計が困難な介護保険サービス利用者の利用料軽減を行った社会福

祉法人に補助金を交付します。 

サービス事業所である社会福祉法人が利用者負担の軽減を行うことによって、低所

得でもサービスを利用しやすい環境を整え、適切なサービス供給が図られるよう事業

を継続して実施していくとともに周知を図ります。 

【これまでの実績及び見込み】 

項目 
第７期計画期間 実績 第８期計画期間 見込み 

平成 30年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込み） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

軽減認定件数 34 件 37 件 39 件 45 件 50 件 55 件 



（２）地域包括支援センターの充実 

① 地域包括支援センターとは 

介護保険法第 115 条の 46 第 1 項に基づき、高齢者が住み慣れた地域で安心して

暮らせるように心身の健康保持及び生活安定のための必要な援助を行うことを業務と

しています。高齢者の身近な相談窓口として更なる周知・啓発が必要です。 

 本市では地域包括支援センターを４つの生活圏域毎に法人へ委託して設置していま

す。有資格者及び専任職員の配置など、地域包括支援センターの機能強化のためのマ

ンパワーの確保を目指しています。 

また４つの地域包括支援センターの機能強化と充実のためには、総合調整機能、統

括機能、人材育成支援機能、後方支援ができる基幹地域包括支援センターの設置につ

いても検討が必要です。 

 

      【何かあった時に相談する相手として地域包括支援センターを回答した人】 

項目 令和元年度調査 令和５年度調査 

ニーズ調査で何かあっ

た時に相談する相手と

して地域包括支援セン

ターを回答した人 

14.3％ 25％ 

 

 

② 地域包括支援センターの業務 

（ア） 介護予防ケアマネジメント業務 

基本チェックリストに該当しアセスメントの結果、介護予防・日常生活支援総合事

業へつなげる事業対象者と要支援者に対し、運動機能改善や社会参加を促し生きがい

と自己実現の取組みを支援し、QOLの向上を目指したプランの作成をします。 

   

（イ） 総合相談支援業務 

住民からの相談を受け、高齢者の心身の状況や家庭環境の実態把握、介護保険制

度・サービスに関する初期相談対応や継続的・専門的な相談支援のほか、さまざまな

機関・制度の支援へのつなぎを可能にするため、重層的支援体制整備事業と関連しな

がら関係機関とのネットワークの構築を行います。 

 

 

 

 

 



（ウ） 権利擁護業務 

高齢者本人に、本人が有する権利を理解してもらうとともに、消費生活被害等の権

利侵害の予防・発見、物事を判断することが十分でなく、権利を守ることが困難な方

の支援調整を行います。 

また、8050 問題や 7040問題についても各関係機関と連携し、高齢者虐待の防

止を図り、高齢者の権利を守ります。 

 

（エ） 包括的・継続的ケアマネジメント業務 

医療と介護関係者及び民生委員等の多職種協働や、地域課題の把握と共有、自立支

援に向けたケアマネジメントを行う等を目的として、地域包括支援センター毎に地域

ケア会議を開催しています。    

また、介護支援専門員に対する支援としてケアプラン作成技術の助言等、関係施設

やボランティアなどさまざまな地域における社会資源との連携・協力体制の整備、継

続的なケア体制の構築を行います。 

 

【地域包括支援センターの活動実績の抜粋】 

項目 

第 7期計画期間 

平成 30年度 令和元年度 令和 2年度

（見込み） 

介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 545件 522件 540件 

総合相談 8,061 件 8,882 件 9,100 件 

権利擁護の相談 31 件 45 件 55 件 

高齢者虐待の相談 109件 60 件 80 件 

認知症の相談 824件 706件 900件 

介護保険の相談 7,181 件 8,033 件 8,200 件 

介護支援専門員支援 113件 108件 120件 

ケア会議参加開催 365件 346件 300件 

           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

③ 地域ケア会議の推進 

地域ケア会議が持つ機能である個別課題解決機能、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、政策形成機能を用いて、地域の課題の発見

と自立支援に資する事例検討会を通じて、自立支援型マネジメント・サービス提供の

考え方の共有、地域課題への対応策の検討を推進します。 

地域ケア会議は階層別である、「市全域」、「生活圏域」、「個別」で実施し、個別会

議では、複合的課題を抱える事例や、医療・介護の連携が必要な事例などに焦点を当

て支援内容を協議します。生活圏域では、共通する地域課題解決にむけて議論、課題

を整理し、「市全域」の会議で議論することで、市の施策を検討していきます。 

 

【地域ケア会議の分類】 

【階層】 

会議名 

実施

主体 
会議目的と内容 開催 参集者 

【市全域】 

地域包括 

ケア推進 

会議 

 

 

市 

個別会議や地域包括ケア会議の

検討結果を踏まえ、高齢者が住み

慣れた地域で安心して生活がで

きるよう、地域に必要な取組みを

明確にし、必要な資源の開発や施

策の立案をする 

 

 

年 1～２回 

地域包括支援センター、関係機

関（医師会、薬剤師会、社会福

祉協議会、警察署、消防署、商

工会等）、民間企業・団体、市

（高齢福祉課及び関係部署等）

等 

【生活圏域】 

地域包括 

ケア会議 
地域

包括

支援

セン

ター 

 

個別事例等の課題等の分析を行

い、地域に共通した課題解決に向

けて、専門職種等が協議する 

月１回 

程度 

介護保険サービス事業所職員、

医療・介護の専門職、民生委員、

地域の団体、市担当者等 

【個別】 

地域包括 

ケア個別 

会議 

対象者の生活課題等を解決する

ため、関係機関や地域の協力者、

ボランティア等が個別ケースの

支援内容を協議する 

 

 

随時 

対象者の支援者（地域包括支援

センター、介護支援専門員、介

護保険サービス事業所、民生委

員、町内会長等）、市担当者（生

活保護、障がい福祉、保健師等）

等 

 

④ 地域包括支援センターの評価 

地域包括支援センターの実績評価として、活動実績を見える化し、ホームページ等

へ掲載し公表します。また介護保険事業運営委員会において、人員配置や活動実績内

容を協議し評価します。 

 

 

 



（３）在宅医療・介護の連携の推進 

高齢者が住み慣れた地域で自分らしい生活を最期まで安心して暮らし続けられるよう

に医療機関と介護保険サービス事業者などの医療・福祉・介護等の関係機関の連携体制を

強化し、地域全体で高齢者を支えていく体制を推進します。 

これまで、地域包括ケアを支える伊達ネットワーク委員会と協働し、講演会・研修会等

を実施してきました。今後さらに、在宅医療を必要とする慢性期患者の増加や認知症高齢

者の増加が予測されることからも、アドバンス・ケア・プランニングの普及や医療と介護

の連携ツールの普及啓発の強化が必要です。また、平成 28年 12 月より運用している県

北圏域退院調整ルールに基づき、退院後スムーズに在宅で生活を送ることができるよう調

整・支援を進めます。 

国の在宅医療・介護連携事業指針に示された８つの事業について、本市は以下のとおり

推進します。 

① 地域の医療・介護サービスの資源の把握 

医療・介護サービスの資源を把握し、リストやマップを作成し、地域の医療・介護

関係機関の連携に活用するとともに、市民への周知をします。 

 

② 在宅医療・介護連携の課題抽出と対応の協議 

研修会や講演会等においてサービス提供者や市民から、それぞれの考える課題につ

いて把握し、対応の検討を図ります。 

 

③ 在宅医療・介護連携に関する相談の受付等 

コーディネーターを相談窓口に配置することの検討を図ります。 

 

④ 在宅医療・介護サービス等の情報の共有支援 

医療と介護の連携ツール「わたしのカルテ」や「わたしの健幸手帳」の普及、さら

にはキビタンネット等を活用したオンラインでの情報の共有を図ります。 

 

⑤ 在宅医療・介護関係者の研修 

地域包括ケアを支える伊達ネットワーク委員会と協働し１～２回/年の研修会を開

催し、在宅医療・介護関係者の連携の強化とスキルアップを図ります。 

 

⑥ 24 時間 365日の在宅医療・介護サービス提供体制の構築 

24 時間 365 日の在宅生活を支えるため、在宅療養支援診療所や定期巡回随時対応

型訪問介護看護等、現在の体制が維持できるよう努めます。 

 

 

 



⑦ 地域住民への普及啓発 

地域包括ケアを支える伊達ネットワーク委員会と協働し１～２回/年の講演会を開

催し、在宅医療・介護連携の理解を促進するとともに、看取りへの知識・心構え等の

普及啓発を図ります。 

 

⑧ 二次医療圏内・関係市町村の連携 

地域包括ケアを支える伊達ネットワーク委員会の活動を通して近隣の市町村が連携

して広域連携が必要な事項について協議します。 

  



【医療と介護の連携の 8つの事業の経過と今後の活動予定】 

８つの事業項目 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 

  

 

 

① 地 域 の 医

療・介護サー

ビスの資源の

把握 

 

一覧作成・市ホームページ掲載 

 

 

一覧の市ホームページ掲載 

マップ作成の検討 

 

②在宅医療・

介護連携の課

題抽出と対応

の協議 

医療と介護の連携の課題抽出 

（研修会等でアンケートを実施） 

医療と介護の連携の課題抽出 

（研修会等でアンケートを実施） 

③在宅医療・

介護連携に関

する相談の受

付等 

医療機関と各地域包括支援センター等で

相談受付 

コーディネーターの配置や 

専門の相談窓口設置の検討 

④在宅医療・

介護サービス

等の情報の共

有支援 

「わたしのカルテ」（連携ツール）（平成 26

年度作成）や「わたしの健幸手帳」（介護予

防手帳）（平成 28年度作成）の活用と普及

啓発 

連携ツールの普及啓発 

⑤在宅医療・

介護関係者の

研修 

 

認知症高齢

者疑似体験

プログラム

研修 

アドバン

ス・ケア・

プランニン

グ研修 

 
連携強化や知識向上のための研修を開催 

１～２回／年 

⑥24 時間 365

日 の 在 宅 医

療・介護サー

ビス提供体制

の構築 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護：3ケ所 

在宅療養支援診療所：10ケ所 
ニーズに応じた体制の構築 

⑦地域住民へ

の普及啓発 

 

シンポジウ

ム「穏やかな

最期を支え

るために」 

シンポジウ

ム「アドバン

ス・ケア・プ

ランニング」 

 
講演会やシンポジウムの開催 

１～２回／年 

⑧二次医療圏

内・関係市町

村の連携 

伊達市・伊達郡で連携 伊達市・伊達郡で連携 

 



（４）高齢者の住まいの安定的な確保 

地域において高齢者それぞれの生活のニーズにあった住まいが提供され、その中で各

種生活支援サービスを利用しながら生活を確保するため、個人の持ち家や賃貸住宅に加え

て、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅等の高齢者向け住まいや、養護老人ホ

ームへの入所措置等、高齢者及び地域におけるニーズに応じて適切に供給される環境の確

保に努めます。 

 

① 有料老人ホーム 

高齢者の多様なニーズに応じて、自らの選択により入居し、食事の提供やその他日

常生活上必要な便宜を受けることを目的とする施設です。 

高齢者の心身の状況や利用ニーズに合わせ、より高い水準の施設運営が図られるよ

う、運営する事業者に対する適切な指導の実施を図ります。 

【これまでの実績及び見込み】 

項目 
第７期計画期間 実績 第８期計画期間 見込み 

平成 30年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込み） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

施設数 3 施設 3 施設 3 施設 4 施設 4 施設 4 施設 

床数 76 床 76 床 76 床 100床 100床 100床 

 

② サービス付き高齢者向け住宅 

バリアフリーの住宅で日常生活や介護に対して不安のある高齢者が、安心して暮ら

せるように一定の基準のもとに整備した高齢者向け賃貸住宅の認定・登録を行い、市

政だより等での広報により周知を行います。 

【これまでの実績及び見込み】 

項目 

第７期計画期間 実績 第８期計画期間 見込み 

平成 30年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込み） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

施設数 2 施設 2 施設 2 施設 3 施設 3 施設 4 施設 

床数 62 床 62 床 62 床 86 床 86 床 110床 

 

  



③ 老人保護措置事業 

環境上の理由及び経済的な理由により、在宅での生活が困難な人を対象に、必要に

応じて養護老人ホームへの入所を措置します。 

今後も経済的理由や高齢者虐待を要因に措置となる事例は発生するものと見込まれ

ることから、関係機関と密接な連携を取り、入所判定委員会の判定や、高齢者虐待防

止対策協議会の意見に基づきながら適切な措置を図ります。 

【これまでの実績及び見込み】 

項目 
第７期計画期間 実績 第８期計画期間 見込み 

平成 30年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込み） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

措置人数 

（養護） 
55 人 55 人 57 人 58 人 58 人 58 人 

 

④ 住宅関連部局との連携 

平成 29 年 10 月に「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」が施行され、住宅の確保に特に配慮を要する高齢者や低額

所得者等住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度など、民間賃貸住宅

や空き家を活用した新たな住宅セーフティネット制度がスタートしました。 

本市では市営住宅への入居条件に関して、令和 2 年度より単身の 60歳以上の方で

も申し込みが可能となりました。地域包括ケアシステムを構築するうえで「住まい」

は重要な要素であるため、関連する情報の提供及び住宅や関連施設の整備、運営等の

さまざまな局面において、新たな住宅セーフティネット制度を推進する住宅部局との

連携を図ります。 



（５）家族介護支援の推進 

在宅介護者等の身体的・経済的・心理的な負担を軽減するため、介護用品給付券の交付

や家族交流会への支援等を行います。 

また、介護保険制度や高齢者福祉サービス、相談窓口等の介護に必要な情報を、家族介

護者にとってのわかりやすさ・入手しやすさを重視し、情報内容や提供方法を改善し、必

要な支援が必要な時に活用できるよう努めます。 

 

① 家族介護用品給付事業 

市内に居住する、要介護４または要介護５と認定された一定の要件に該当する高齢

者等を在宅で介護している家族に、紙おむつ等の介護用品給付券を交付します。 

要介護者を抱える家族の経済的負担軽減のため、継続的に事業を実施します。 

【これまでの実績及び見込み】 

項目 
第７期計画期間 実績 第８期計画期間 見込み 

平成 30年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込み） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

延べ給付件数 474件 480件 516件 520件 530件 540件 

実人数 65 人 61 人 60 人 65 人 70 人 75 人 

 

② 訪問理美容利用助成事業 

65 歳以上の一定の要件に該当する高齢者に対し、在宅において理美容を受けられ

るよう支援するもので、訪問理美容に係る経費の一部について助成券を交付します。 

自宅で気軽に理美容を受けることで、寝たきり高齢者等の衛生的な在宅生活を支援

できるよう、継続的に事業を実施します。 

【これまでの実績及び見込み】 

項目 
第７期計画期間 実績 第８期計画期間 見込み 

平成 30年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込み） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

延べ交付件数 142件 228件 236件 240件 250件 260件 

実人数 59 人 99 人 100人 110人 120人 130人 

 

③ 高齢者自立支援ショートステイサービス事業 

介護保険の認定を受けていない 65 歳以上の高齢者を対象に、同居家族等が一時的

に不在となり、一人での生活に不安がある場合、養護老人ホームでの短期間の宿泊を

提供できるよう、継続的に事業を実施します。 

【これまでの実績及び見込み】 

項目 
第７期計画期間 実績 第８期計画期間 見込み 

平成 30年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込み） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

延べ利用人数 3 人 1 人 2 人 4 人 4 人 4 人 



（６）権利擁護と虐待防止の推進充実 

地域の見守り活動や関係団体等と連携し、高齢者虐待の防止を図り、早期発見に努める

とともに、適切な支援につなげるよう、関係機関や民間団体と連携を図り、各種制度の活

用やサービスの調整等の支援を実施します。 

また、高齢者に対する消費者被害の未然防止・早期対応、判断能力が不十分な認知症高

齢者など不利益を被らないよう、成年後見制度や日常生活自立支援事業の周知を図るとと

もに、必要な人が、これからの制度を円滑に利用できるよう相談、支援を行います。 

 

① 成年後見制度利用支援事業 

認知症などで物事を判断する能力が十分でない高齢者等の権利が守られ尊厳を持っ

て生活を送ることができるよう、必要時には市長申立を行うとともに、家庭裁判所が

決定した成年後見人等への報酬について、要綱で定める額を限度として助成します。   

また、社会福祉協議会が実施している日常生活自立支援事業とあわせて認知症高齢

者等の自立生活の支援を図ります。 

【これまでの実績及び見込み】 

項目 
第７期計画期間 実績 第８期計画期間 見込み 

平成 30年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込み） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

市長申立件数 2 件 6 件 6 件 7 件 8 件 9 件 

成年後見制度利

用助成件数 
3 件 3 件 7 件 10 件 11 件 12 件 

 

② 成年後見制度の周知及び啓発 

判断能力が低下する前に、将来に備えて本人の意思であらかじめ支援者を決める「任

意後見制度」や、判断能力が低下しても残された本人の意思が最大限尊重され、権利

が守られる「法定後見制度」の実施を可能とします。そのため、成年後見制度利用促

進事業による広報・啓発、相談受付・アセスメント、支援の検討、成年後見制度の利

用促進、後見人等への支援等を行います。 

 

③ 高齢者虐待防止対策協議会 

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（平成 17 年法律

第 124 号）の規定に基づき、養護者による高齢者虐待の防止、養護者による高齢者

虐待を受けた高齢者の安全の確保及び養護者に対する支援を適切に行うため、地域に

おける高齢者虐待防止対策の検討、高齢者虐待防止に関する地域、各関係機関等の連

携、高齢者虐待防止に関する啓発、研修及び情報交換等について協議し、高齢者虐待

の早期発見、早期対応を円滑に推進します。 



今後も高齢者虐待について各機関と連携して対応するために、会議を通じて意見交

換を行い、適切な対応に努めます。 

 

④ 日常生活自立支援事業 

認知症等精神上の理由により日常生活に支障がある人に対して、伊達市社会福祉協

議会が実施している事業で、日常的な金銭管理や福祉サービス等の利用援助を行いま

す。  

市民への周知はまだまだ不足しており、広報誌等により市民への周知を図ります。 

 

⑤ 高齢者の消費活動への支援 

警察署や地域包括支援センター、消費生活センター等の関係機関と連携を密にする

とともに、地域住民や自治会、老人クラブ、民生委員、社会福祉協議会等が参加して、

地域ぐるみで高齢者の生活を守る体制づくりを推進します。 

 



２ 健康寿命の延伸と介護予防の推進  

（１）認知症施策の推進 

厚生労働省の推計によると、認知症の人の数は、平成 24 年（2012 年）には約 462

万人、平成 30 年（2018 年）には約 500 万人、令和７年（2025 年）には約 700万

人を超え、高齢者の約 5 人に 1 人が認知症になると予測されています。 

このような状況を踏まえ、国においては、平成２７年１月に、「認知症施策推進総合戦

略（「新オレンジプラン」）を作成、令和元年６月開催の認知症施策推進関係閣僚会議にお

いて、「認知症施策推進大綱」が策定されました。 

本市においては、4,000 人の認知症高齢者がいると推計されており、高齢化の進展に

伴い、今後ますます増加することが予測されます。認知症の発症を遅らせ、認知症になっ

ても希望を持って日常生活を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」を車の両輪として認知症施策（伊達市オレンジプラン）を推進し

ていきます。 

 

【認知症について正しい知識の普及・啓発】 

認知症の人やその家族が、住み慣れた地域の中で暮らし続けるために、市民が認知症

について正しい知識を持ち、地域全体で支えることが大切です。 

また、令和２年３月に実施した「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」結果では、「認

知症に関する相談窓口を知っている」と答えた人は、29.2％であり、早期対応や適切な

対応等のため、地域包括支援センターをはじめとする認知症の相談窓口の周知が必要で

す。 

   

① 認知症サポーター養成講座の拡充  

認知症の人やその家族をあたたかく見守る「認知症サポーター」は令和２年９月末

現在、市内に延べ 8,014 人います。今後は特に働き盛りの世代や小学校・中学校・高

校において、認知症サポーター養成講座を開催します。 

また、令和２年１０月より、「認知症に優しい企業・団体登録事業」を開始しました。

登録企業・団体をホームページに掲載、「認知症サポーターがいます」のステッカーを

配布し、企業・団体の受講を推奨します。 

 

② 認知症サポーターステップアップ講座の拡充 

認知症サポーター養成講座を受講した方向けに、ステップアップ研修を開催し、地

域で活動できるサポーターを育成し、地域支援体制整備推進を図ります。 

 

 



③ 世界アルツハイマーデー及び月間における広報 

世界アルツハイマーデー（９月２１日）及び月間（９月）における広報など、あら

ゆる機会を捉えて、認知症に関する普及・啓発活動を実施します。 

 

認知症サポーター養成講座の写真              ステッカー  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【これまでの実績及び目標値】 

項目 
第 7期計画期間 実績 第 8期計画期間 目標値 

平成 30年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込み） 
令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

認知症 

サポーター数 

659人 

（延べ 7,023人） 

585人 

（延べ 7,608人） 

500人 

（延べ 8,108人） 
600人 650人 650人 

ステッカー配布 

企業・団体数 
― ― 25 団体 10 団体 10 団体 10 団体 

認知症相談窓口の

認知度※ニーズ調査 
―    ― 29.2％     ― ― 39.2％ 

 

    

【認知症の人とその家族への支援の充実】 

認知症になっても、一人ひとりの意思が尊重され、その本人に合った形での社会参加

が可能となる「地域共生社会」に向けた取組みを進めることが重要です。出来る限り住

み慣れた地域で、普通に暮らし続けていくための障壁を減らしていく「認知症バリアフ

リー」の取組みを推進します。 

あわせて、認知症の人とその家族への支援を充実させ、認知症介護を担う人材を育成

することで、認知症の人の介護者の負担を軽減します。 

 

 

 

 

 



① 相談体制の充実・強化 

認知症の人やその家族など、一人で不安や悩みを抱え込まないように、介護者の負

担軽減につながるような相談支援体制を構築します。 

各地域包括支援センターに、認知症地域支援推進員を配置し、認知症カフェの開催

支援や認知症に関する相談体制を強化します。認知症ケアパス（ガイドブック）やホ

ームページ等に相談窓口を掲載し、市民にわかりやすく周知します。 

また認知症ケアパス（ガイドブック）の普及啓発を図ります。 

 

② 家族介護教室・家族同士のピア活動の推進 

認知症地域支援推進員により、各地域において、介護者の負担軽減をはかるため、

家族介護教室として交流会や学習会、施設見学等を開催し、家族同士のピア活動の取

組みを推進します。 

  

③ 本人からの発信・本人ミーティングの推進 

認知症の人の社会参加の場として、認知症カフェ等で役割を持って活動をしたり、

広報活動においても本人から発信する機会を企画します。 

また、認知症の人が本人同士で自身のことを語り合う機会である「本人ミーティン

グ」の場の確保を推進します。 

 

④ 認知症カフェの開催推進とカフェ設置の拡大 

認知症カフェの開催にあたり、認知症カフェグッズの貸出し支援をします。 

また、認知症地域支援推進員は認知症カフェの開催支援を行い、より身近な地域で

認知症カフェに参加できる環境を整備します。 

さらに、参加した市民が認知症について正しい知識を持つための普及啓発と認知症

カフェでの相談支援体制の推進をします。 

【これまでの実績及び目標値】 

 

  

項目 
第 7期計画期間 実績  第 8期計画期間 目標値 

平成 30年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込み） 
令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

認知症カフェ数 14 ヶ所 14 ヶ所 14 ヶ所 14 ヶ所 15 ヶ所 16 ヶ所 



⑤ 地域支援体制の強化  

地域の認知症地域支援推進員が中心となり、認知症サポーターステップアップ講座

の修了者による「チームオレンジ」を結成し、一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯

の高齢者も、安心して生活を送ることができるよう、見守り体制等の構築や「困りご

と手伝い」の仕組みの整備を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 高齢者等見守りＱＲコード活用事業の周知と利用促進 

令和元年１０月より事業を開始した「高齢者等見守りＱＲコード活用事業」により、

認知症等のために、帰る自宅がわからなくなった方や名前等が言えず、身元の判明が

困難な方について、安心して自宅に帰ることができる連絡体制を構築します。 

また、関係機関と連携し利用を促進します。 

 



【これまでの実績及び目標値】 

 

【早期診断・早期対応の体制整備と連携の強化】 

高齢者本人が、自身の望む生活を送るために、認知症や疑いに早期に気づくこと、認

知症の重症化を予防した早期対応、適切な対応ができるよう、認知症初期集中支援チー

ムを設置し、相談支援体制を強化します。 

また、認知症地域支援推進員は、認知症の人やその家族を支援する相談支援の実施、

地域の支援機関をつなぐ連携支援を行います。 

 

① 認知症初期集中支援チームの活動促進と支援の充実      

認知症初期集中支援チームの活動推進のため、認知症サポート医や、かかりつけ医

認知症対応力向上研修を修了した医師を確保し、身近な地域におけるチーム活動の強

化を図るとともに、地域へのアウトリーチによる相談会を実施し、積極的な対象者の

把握に努めます。 

また、市内の薬局と連携強化し、認知症の早期発見・早期対応・服薬指導が一連の

流れで進むことで本人や家族の負担を軽減する仕組みを構築します。 

さらに、認知症初期集中支援チームの活動報告会を実施し、医療・介護の専門職へ

周知啓発とスキルアップを図ります。 

 

② 認知症ケアパス（ガイドブック）の作成と利用促進 

平成 28 年 3月に作成した認知症ケアパス（ガイドブック）の見直しを行い、認知

症の人やその家族、医療・介護関係者等において、共有・活用されるよう、あらゆる

機会を利用し、周知します。 

 

③ かかりつけ医や認知症疾患医療センター等との連携 

かかりつけ医や薬局、認知症疾患医療センター等関係機関との連携を強化し、認知

症の疑いのある人に早期に気付き適切に対応できるようにします。 

 

項目 

第 7期計画期間 実績  第 8期計画期間 目標値 

平成 30年度 令和元年度 
令和 2年度 

（見込み） 
令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

チームオレンジ数 0 チーム 0 チーム 0 チーム 1 チーム 2 チーム 4 チーム 

高齢者等見守り 

ＱＲコード活用 

事業利用者数 

― 11 人 22 人 30 人 45 人 60 人 



【認知症予防への取組み】 

認知症の発症・重症化については、高血圧や糖尿病など生活習慣病が危険因子とされ

ています。「認知症になるのを遅らせる」「認知症になっても進行を緩やかにする」とい

う「予防」の視点が必要です。 

特定健康診査後の生活習慣の改善、身近な集会所等を拠点とした「元気づくり会」の

実施や、「健幸クラブＦｉｎｅ」での筋力トレーニング・有酸素運動の実施、社会参加と

生きがいづくりに取り組みます。 

① 地域における「通いの場」の普及展開と運動の習慣化 

運動の習慣化、居場所づくり、社会参加、共助を目的とした高齢者が通える場「元

気づくり会」やマシンを使った筋力トレーニング等「健幸クラブＦｉｎｅ」の参加者

を拡大し、運動による認知症予防活動の推進を図ります。   

 

② 社会参加と生きがいづくり 

伊達市老人クラブ事業や地域におけるサロン活動の支援を行い、高齢者の社会参加

と生きがいづくりを通し、認知症の予防を図ります。 

 

③ 生活習慣病予防と栄養の改善 

特定健康診査や後期高齢者健康診査を実施し、生活習慣改善のための保健指導を実

施します。また、食生活については バランスのとれた食事（減塩と低たんぱく予防）

の推進を図ります。 

令和２年度からスタートした「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施」の取組

みとして、後期高齢者医療制度の被保険者に対して、健診受診結果等により健康状態

を把握し、低栄養防止と重症化予防の個別指導を実施します。 

 

④ 出前講座の開催 

地域において、出前講座を開催し、適度な運動、低栄養予防、社会参加によるコミ

ュニケーションの大切さを伝え、認知症予防についての普及啓発を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【若年性認知症対策の強化】 

平成 29 年度から平成 30 年度にかけて行われた若年性認知症の実態調査によると、

全国における若年性認知症の数は、35,700人と推計され、本市においては 15 人程度

いると推計されます。   

若年性認知症は、高齢者の認知症と比べ、一般的に認知度が低く、相談や専門機関へ

の受診が遅れることがあります。 

働き盛りの世代が認知症を発症することにより、経済的な不安や、介護者の介護に伴

う就業継続問題、介護疲れによる家族の疲弊など、本人だけではなく、家族の生活への

影響も大きくなります。 

若年性認知症の実態を把握し、若年性認知症の方や家族が安心して生活できるよう、

就労や社会参加における居場所や活動の場の充実を図ります。 

 

① 相談窓口の周知                       

若年性認知症に関して、県のコールセンターや県のコーディネーター等の情報につ

いて、市政だよりやホームページ、ＳＮＳ等において、相談窓口を周知します。 

 

②  社会参加と就労支援 

認知症カフェの開催により、認知症の方本人の社会参加を支援します。就労困難な

方は障がい福祉サービスにおける就労継続支援の利用も含めた就労支援や社会参加を

促進します。 

 

③ 生活困窮に関する相談窓口の周知と関係機関との連携 

認知症を発症することで、就労の変化等により、経済的な困窮に陥ることがありま

す。相談窓口を周知し、関係機関が連携し支援します。 

 

④ 若年性認知症に関する研修会の開催 

若年性認知症について、理解を深めるため、専門職を対象にした研修会を開催しま

す。 

 

【権利擁護】 

認知症になっても、権利が守られ、尊厳を持って生活を送ることが重要です。 

成年後見制度の利用促進、消費者被害防止を推進、虐待防止施策の推進を図るため、

法的支援制度の利用や、消費生活センター等との連携が必要です。 

権利擁護に関する事業の周知を図り、制度の活用により尊厳の保持が図られるよう推

進します。 

※施策の 1（６）権利擁護と虐待防止の推進充実を参照 本計画の P.35参照 



（２）健康づくりやフレイル対策の推進 

公的機関や健康づくりに関する団体等との協働のもと、元気づくりシステムの更なる推

進を図り、元気な高齢者が社会を支える「健幸都市（SWC スマート・ウエルネス・シ

ティ）」を目指した健康づくり施策に取組みます。 

また、年齢とともに心身の活力が低下して要介護状態に近づくフレイルを予防すること

が、高齢者の健康づくりでは重要な課題です。フレイル予防のため体力維持・アップ(健

康増進)、栄養、社会参加の推進を図ります。 

 

① 元気づくり会の拡大 

地域の身近な集会所等で運動ができる元気づくり会の普及・推進に取組みます。 

（ア） 集会所コース(新規会場)・・元気づくり体験を週 2回 6 か月間、コーディネ

ーターと一緒に楽しむプログラム 

（イ） 元気リーダーコース ・・・7 か月目以降、参加者を中心に元気づくり会を

継続して楽しむプログラム 

【これまでの実績及び目標値】 

項目 
第７期計画期間 実績 第８期計画期間 目標値 

平成 30年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込み） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

開催集会所数 
（市内集会所数に占める割合）  

110ヶ所 
（36.6％） 

122ヶ所 
（40.7％） 

126ヶ所 
（42.0％） 

140ヶ所 
（46.7％） 

150ヶ所 
（50.0％） 

160ヶ所 
（53.3％） 

元気づくり会 
参加者数 

1,374 人 1,394 人 1,106 人 1,600 人 1,700 人 1,800 人 

  

 

② 健幸クラブ Fine 

教室は、健康運動指導士等による参加者一人ひとりに合わせた負荷設定などを行い、

効率よく筋力トレーニングができるよう支援を行います。また、教室の有効活用に向

け、高齢者や関係機関への周知を図ります。 

（ア） Aタイプ・・低体力者・要支援高齢者の筋力アップ 

（イ） Bタイプ・・元気高齢者の筋力維持  

【これまでの実績及び目標値】 

項目 
第７期計画期間 実績 第８期計画期間 目標値 

平成 30年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込み） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

Ａタイプ参加実人数  41 人 31 人 15 人 15 人 15 人 15 人 

Ｂタイプ参加実人数 581人 576人 681人 800人 900人 1,000 人 



③ 特定健康診査・特定保健指導 

国民健康保険加入者の 40 歳～74 歳の方を対象に、特定健康診査・特定保健指導

を実施します。 

特定健康診査は、糖尿病等の生活習慣病に主眼を置いた健診であり、生活習慣病の

リスクを増幅するメタボリックシンドロームに着目した健診内容となっています。そ

のため生活習慣と健診結果や疾病発症との関係が理解しやすく、生活習慣の改善に向

けての明確な動機付けができます。健診によりメタボリックシンドロームの該当者・

予備群を早期に発見し、生活習慣改善のための保健指導を行います。 

特定保健指導は、自身が健診結果を理解して、体の変化に気付き、自らの生活習慣

を振り返り、自己管理による重症化や合併症の発症を予防するため、主体的に生活習

慣の改善に取組めるよう支援するものであり、健康増進と医療・介護・障がい等を引

き起こさない健康維持につながるよう、メタボリックシンドローム該当者・予備群の

減少を目指します。 

【これまでの実績及び目標値】 

項目 
第７期計画期間 実績 第８期計画期間 目標値 

平成 30年度 令和元年度 
令和２年度 

（速報値） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

特定健診受診率 47.0％ 50.5％ 42.4％ 52.0％ 53.5％ 55.0％ 

特定保健指導実施率 49.3％ 62.0％ 25.0％ 62.0％ 62.0％ 62.0％ 

※目標値：第 2期保健事業実施計画「伊達市データヘルス計画」の「特定健康診査・特定保健指導実施計画（第 3期）」参照 

 

④ 後期高齢者健診と高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施の取組み 

令和２年度から「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施」の取組みとして、後

期高齢者健診（速報値受診率 17.1％）を実施し、健診受診結果等により健康状態を把

握し個別指導を実施しました。個別指導訪問率は 93％と高率であり、今後も継続し

ます。 

また、通いの場への積極的関与による集団指導として、元気づくり会で歯科衛生士

による口腔に関する健康教育を実施し、今後も、個別指導の対象拡大や健康教育の内

容充実など、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施の取組みを強化していきます。 

 

⑤ 生活習慣病予防の取組み 

高齢者が住み慣れた地域で自分に合った健康づくりに取組むことができるよう「健

康だて２１（第２次）」の目指す姿「市民一人ひとりがいつまでも心身ともに健康で過

ごす」に基づき、要介護状態に陥る要因となる疾患の予防のため、健康的な食習慣づ

くりや運動習慣づくりなど、生活習慣の改善に取組みます。  



（３）自立支援、介護予防・重度化防止に向けた取組み 

高齢化が進展する中で、地域包括ケアシステムを推進するとともに、持続可能な制度と

するためには保険者である市が地域課題を分析して、高齢者がその有する能力に応じた自

立した生活を送るための取組みの推進が必要です。平成 30 年度の法の改正により、保険

者機能を発揮し、自立支援・重度化予防に取組むよう、データに基づく課題分析と対応、

適切な指標による実績評価、インセンティブの付与が法律化されました。 

       

① 自立支援型地域ケア会議 

本市では平成 29 年度に県のモデル事業として専門多職種による自立支援に向けた

地域ケア会議を立ち上げ、平成 30 年度から定例で実施しています。 

自立支援型地域ケア会議では、薬剤師や理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、栄

養士、歯科衛生士の６職種から、高齢者の自立支援に向けたアドバイスを受け高齢者

の自立を阻害する要因を検討し、自立支援に向けたケアマネジメントを通じた本人の

望む暮らしの実現を目指すだけでなく、事例から地域における課題を抽出します。 

また、多職種の共通理解を深め効果的なケアを検討したり、多職種のスキルアップ

や資源の発掘を行う場として、公的なサービスだけでなく、住民同士の支え合いや身

近な通いの場等の、インフォーマルサービスの活用も含めて、地域で暮らしていくた

めの生活課題の解決を目指します。 

【これまでの実績及び目標値】 

項目 
第７期計画期間 実績 第８期計画期間 目標値 

平成 30年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込み） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

開催数 11 回 9 回 8 回 10 回 12 回 15 回 

事例件数 22 件 15 件 8 件 20 件 25 件 30 件 

    

  



② 介護予防把握事業・介護予防普及啓発事業 

後期高齢者で要支援・要介護認定を受けていない方を対象にチェックリストを実施

し、フレイル状態の方を把握します。対象者に個別指導を行い、元気づくり会や健幸

クラブＦｉｎｅへの参加を促す等、介護予防を図ります。 

新型コロナウイルス感染症対策で生活様式が一変し、高齢者の引きこもりによる心

身の機能低下と認知症の進行が危惧されており、一層の取組みが必要です。 

また、介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するため、パンフレット・リーフ

レット等の作成・配布・出前講座を実施します。 

【出前講座のこれまでの実績及び目標値】 

項目 
第７期計画期間 実績 第８期計画期間 目標値 

平成 30年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込み） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

介護予防運動 16 回 16 回 10 回 5 回 10 回 15 回 

認知症予防 4 回 5 回 10 回 8 回 10 回 10 回 

認知症普及啓発 4 回 4 回 5 回 3 回 5 回 7 回 

 

③ 地域リハビリテーション活動支援事業 

地域における介護予防を強化するため、自立支援型地域ケア会議においてリハビリ

テーション専門職から、要支援者等の有する能力を最大限に引き出す方法等について

検討します。地域の介護予防の取組みを強化するために更なる連携を進めます。 

 

④ 介護予防・日常生活支援総合事業 

本市において介護予防・日常生活支援総合事業では、従来型の訪問型サービスと通

所型サービスのみとなっています。このほか、多様なサービスとして緩和した基準に

よるサービス（訪問型サービス A）、住民主体による支援（訪問型サービス B）、短期

集中予防サービス（訪問型サービス C）があります。また、多様な通所型サービスに

ついても地域課題に合わせて、検討していきます。 

【これまでの実績及び見込み】 

項目 
第７期計画期間 実績 第８期計画期間 見込み 

平成 30年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込み） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

従来型訪問型 
サービス 

2,143 件 1,960 件 1,905 件 1,852 件 1,800 件 1,750 件 

従来型通所型 
サービス 

3,319 件 3,147 件 3,059 件 2,973 件 2,890 件 2,809 件 

 



３ 生きがいづくりと社会参加の促進 

（１）生きがいづくり 

趣味や教養を身に付ける生涯学習にとどまらず、スポーツ活動、文化活動、ボランティア活

動等学びを通した生きがいにつながる機会の創出とともに、自ら身に付けた学びを地域活動に

活かす広がりを支援します。 

また、ボランティア活動や交流会等の仲間づくり活動や、地域活動の実践に向けた支援を行

います。 

① 老人クラブ活動への支援 

高齢者の生きがいづくりと福祉の向上を図るため、伊達市老人クラブの事業に対す

る補助金の交付を行います。 

近年、会員数が減少しており、新規会員の獲得や役員のなり手不足等が大きな課題

となっており、高齢者の生活様式や考え方に沿った、よりよい支援のあり方を検討し

ます。 

【これまでの実績及び見込み】 

項目 
第７期計画期間 実績 第８期計画期間 見込み 

平成 30年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込み） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

会員数 4,958 人 4,413 人 4,146 人 4,200 人 4,200 人 4,200 人 

 

② 敬老祝金及び百歳賀寿祝金支給事業 

本市在住の高齢者（満 88 歳、満 100 歳）に対し、その長寿を祝福し敬老の意を

表し、高齢者の福祉の増進に寄与することを目的に、敬老祝金及び百歳賀寿祝金を贈

呈します。 

今後も贈呈対象者の増加が見込まれますが、多年にわたり社会に尽くされてきた高

齢者を敬愛するとともに、長寿を祝うことによって高齢者本人が生きがいを感じる機

会を創出し、また、家族にとって大切な祝い事を支援するためにも、対象年齢や贈呈

内容の検討を加えながら、事業を実施します。 

【これまでの実績及び見込み】 

項目 
第７期計画期間 実績 第８期計画期間 見込み 

平成 30年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込み） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

88 歳 

贈呈人数 
458人 441人 457人 470人 500人 530人 

100歳 

贈呈人数 
20 人 23 人 29 人 35 人 45 人 55 人 

 



③ 高齢者の自主的活動の支援 

趣味の活動、スポーツ活動、文化伝承活動、生産活動、ボランティア活動等の自主

的活動に、地域において活発に取組めるよう、活動拠点の整備等を支援します。 

地域での支え合い活動を推進していくための重要な人材として活躍してもらえるよ

う関係機関に働きかけていきます。 

 

④ 高齢者の学習機会の提供 

高齢者講座の運営について、生涯学習指導員を中心に支援を行い、学習機会の提供

を図ります。 

 

（２）社会参加の促進 

高齢者サロンやふれあい活動を通じて、地域の支え合い活動を推進するとともに、高齢

者がその活動の担い手として活躍していく等、地域活動への積極的参加を促すことを推進

します。 

また、講座等を通じて学んだことを地域で発揮できるよう、ボランティア活動に関する

情報発信やマッチング機能の充実を図ります。 

なお、高齢者サロン等の活動を実施するにあたり、新型コロナウイルス感染症の拡大を

予防するため、新しい生活様式を取り入れ、３つの基本（身体的距離の確保、人込みの中

でのマスク着用、手洗い）、３つの密（密閉、密集、密接）の回避などを踏まえ、感染症

等に対する正しい知識と予防策の実践等の啓発に努めます。 

① 高齢者の社会参加促進 

高齢者の豊富な知識と経験を活用した世代間交流、自治会活動等の社会参加を促進

します。  

老人クラブでの活動や地域での支え合い活動を推進していくために高齢者の役割が

大きいことを、引き続き関係機関に働きかけていきます。 

 

② 社会活動の担い手としての支援 

児童の健全育成や文化交流等の社会活動において、高齢者が担い手として活躍でき

るよう支援します。 

今後、スクールコミュニティ等において、児童生徒と地域住民との交流活動をさら

に進めていきます。 

また、高齢者に対する理解を深め、自己と他者の違いに気づき尊重する気持ちを育

成するため、今後も取組みを継続します。 

  



（３）就労の促進 

高齢者の持つ多様な就労ニーズに応えるため、一人ひとりが豊かな知識や経験を活かし

て自分らしく働くことのできる就労機会の創出を積極的に進めます。 

また、シルバー人材センターによる就労支援や各種情報提供を図ります。 

 

① 高齢者雇用対策の推進 

公益社団法人伊達市シルバー人材センターに対して、運営事業補助金を交付し、同

センターが行う就業機会の創出や高齢者雇用の取組みを支援します。 

今後も、高齢者に対して就労の場を提供することで、生きがいの創出を図るため、

継続的に事業を実施できるよう支援します。 

【これまでの実績】 

項目 
第７期計画期間 実績 

平成 30年度 令和元年度 
令和２年度 
（見込み） 

シルバー人材センター

登録者数 
668人 658人 657人 

 

② 高齢者の雇用機会の拡大支援 

ハローワーク福島と協力し市内の地域職業相談室において、高齢者の雇用機会の拡

大を支援します。 

 

③ シニア起業家の支援 

高齢者自身が新たに起業する際に、店舗の改修に係る経費や家賃の一部について助

成します。 

 

 

  



４ 介護保険サービスの充実 

（１）介護サービスの充実 

サービス供給体制を安定的に確保していくため、既存事業者の規模拡大や新規事業者の

参入を促します。今後も、地域包括ケアシステムの構築のために、サービス提供量の着実

な確保と一層の質の向上が求められています。 

 

① 居宅介護（介護予防）サービス 

事業名 現状及び今後の見込み 

訪問介護 

（ホームヘルプサービス）  

市内では１８事業所がサービスを提供しています。 

認定者の増加に伴い利用も増加傾向にあるため、今後も緩や

かな増加を見込みます。 

訪問入浴介護  
現在、市内にはサービス提供事業所はありません。今後も緩

やかな増加を見込みます。 

訪問看護  
市内では４事業所がサービスを提供しています。 認定者の増

加に併せ、今後も緩やかな増加を見込みます。 

訪問リハビリテーション 
市内では２事業所がサービスを提供しています。認定者の増

加に併せ、今後も緩やかな増加を見込みます。 

通所介護（デイサービス） 

市内では１５事業所がサービスを提供しています。認定者の

増加に伴い利用も増加傾向にあるため、今後も緩やかな増加

を見込みます。  

通所リハビリテーション 

（デイケア）  

市内では５事業所がサービスを提供しています。 認定者の増

加に併せ、今後も緩やかな増加を見込みます。 

居宅療養管理指導 利用者は増加傾向にあり、今後も緩やかな増加を見込みます。 

短期入所生活介護  
市内では９事業所がサービスを提供しています。認定者の増

加に併せ、今後も緩やかな増加を見込みます。 

短期入所療養介護  
市内では１事業所がサービスを提供しています。 認定者の増

加に併せ、今後も緩やかな増加を見込みます。 

福祉用具貸与 

市内では２事業所がサービスを提供しています。 

在宅生活と在宅での介護には欠かせないため、今後も緩やか

な増加を見込みます。  

居宅介護支援  
市内では２５事業所がサービスを提供しています。 認定者の

増加に併せ、今後も緩やかな増加を見込みます。 

福祉用具購入  
利用件数は年々増加しており、今後も緩やかな増加を見込み

ます。 

住宅改修  
利用件数は年々増加しており、今後も緩やかな増加を見込み

ます。 

特定施設入居者生活介護 
市内に３事業所整備されています。  

令和３年度に１事業所（２４床）の開設を計画します。 

  



② 地域密着型介護（介護予防）サービス 

事業名 現状及び今後の見込み 

定期巡回・随時対応型訪問 

介護看護  

市内では３事業所がサービスを提供しています。認定者の増

加に併せ、今後も緩やかな増加を見込みます。 

認知症対応型共同生活介護

（グループホーム） 

市内では６事業所がサービスを提供しています。令和３年度

に１事業所（９床）、令和５年度に１事業所（18 床）の開設

を計画します。 

認知症対応型通所介護  
市内では８事業所がサービスを提供しています。認定者の増

加に併せ、今後も緩やかな増加を見込みます。 

小規模多機能型居宅介護  
市内では５事業所がサービスを提供しています。認定者の増

加に併せ、今後も緩やかな増加を見込みます。 

看護小規模多機能型居宅 

介護 

市内では２事業所がサービスを提供しています。医療ニーズ

の高い要介護者の増加に対応できるよう今後も緩やかな増加

を見込みます。 

地域密着型介護老人福祉 

施設入所者生活介護  

市内では２事業所がサービスを提供しています。利用の状況

を鑑み、今後も横ばいの推移を見込みます。 

地域密着型通所介護 
市内では４事業所がサービスを提供しています。認定者数の

増加に伴い、今後も緩やかな増加を見込みます。 

 

③ 施設介護サービス 

事業名 現状及び今後の見込み 

介護老人福祉施設  
市内に８施設が整備されており、令和３年度に１施設（40床）

の整備を計画します。  

介護老人保健施設  
市内に１施設（定員 150人）が整備されています。利用の状

況を鑑み、今後も横ばいの推移を見込みます。 

介護療養型医療施設  

市内に１施設（定員 50人）が整備されています。  

県の意向調査の結果により、令和 6 年度に介護医療院への転

換を見込みます。 

介護医療院 
介護療養型医療施設が令和５年度末に廃止予定であり、県の

意向調査の結果により、今後は転換分を見込みます。 

 

 

  



（２）介護保険制度の円滑な運営 

高齢者やその家族が介護保険制度に対する理解や認識を深めることは、サービスの円滑

な利用や介護保険の安定的な運営の基本となります。介護給付の適正化は、適切な要介護

（要支援）認定を行った上で、利用者が真に必要とするサービスを事業所が適切に提供す

るよう促します。 

また、要介護認定の一層の適正化を図るとともにケアプラン点検を実施する等、介護給

付適正化事業をさらに推進します。 

 

事業名 現状及び今後の見込み 

費用負担の公平化  

低所得者の保険料軽減を図るとともに、引き続き一定以上所

得者の利用者負担（2割・3 割）等をお願いします。  

今後も国の動向を見ながら公費負担による負担軽減と災害等

被害者への負担軽減を継続します。 

要支援・要介護認定の円滑な

実施  

介護認定審査会は申請件数を考慮して開催し、要支援・要介

護認定の円滑な審査と判定を行います。  

今後も、より円滑な審査会運営と、認定処理にかかる期間の

短縮を目指します。 

介護保険サービスの情報 

提供 

サービス事業者情報を取りまとめたパンフレットの配布、市

ホームページへの事業者情報の掲載等、介護サービス利用に

おいて必要な事業者情報を提供します。  

今後もより分かりやすく、また、インフォーマルな情報を含

めた情報発信に努めていきます。 

利用者負担軽減制度の周知

と利用促進  

高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、社会福

祉法人等による利用者負担軽減等の介護サービスの利用者負

担軽減制度について、積極的な周知と利用の促進を図ります。  

今後も制度に基づき補助を継続していきます。 

認定調査の適正化  

公正・公平性を確保する観点から、新規認定調査については

市直営による認定調査を行い、更新の認定調査のみ、指定居

宅介護支援事業所等の介護支援専門員に委託し行います。 

介護給付費の適正化  

サービス利用者に対し「介護保険給付費のお知らせ」を通知

するとともに、事業者に対しては介護給付適正化システムに

より給付内容の適正化を行います。 

現状の取組みを継続するとともに、事業者への現地指導の充

実を図ります。 



（３）介護保険サービスの質の向上 

介護保険サービス事業者に対する指導・監督、並びに地域密着型サービス事業者、居宅

介護支援事業所に対する集団指導、実地指導を定期的に行い、サービスの質を高めます。   

また、人材面では、サービスの質の確保のため、事業者によるサービス従事者のスキルア

ップが図られるように働きかけます。 

 

事業名 現状及び今後の見込み 

学習機会の支援と事業者 

連絡会の開催  

ケアマネジャーや介護人材の資質向上を図るため、研修会・

講演会・事例検討会の開催や自主的な情報交換活動を支援し

ます。  

今後とも制度改正等の機会をみて、事業者に対して、サービ

ス提供に必要な情報提供を行うとともに、連携を進めるため

介護保険事業者連絡会を開催していきます。 

介護サービス相談員派遣事

業の推進 

介護サービス相談員が施設に訪問し、利用者との会話からサ

ービスの実情を把握するとともに、利用者の不満や不安を汲

み取り、施設へ伝えることで問題の改善、介護サービスの質

の向上を図ります。 

引き続き介護サービス相談員を派遣し、利用者とサービス提

供事業者の橋渡しを行います。 

ケアマネジメントの質の 

向上  

地域包括支援センター職員等との地域ケア会議を開催すると

ともに、地域包括支援センター毎にケア会議を開催し、ケア

マネジャーへの支援を行います。 

現在の地域ケア会議を継続するとともに、引き続き自立支援

型地域ケア会議を開催し、ケアマネジメントの質の向上を図

ります。 

地域密着型サービス事業者

の指定・指導監査等の実施 

地域密着型サービス事業者の指定は、関係法令及び各事業種

別の指定等の基準に従い、申請に対して適切な審査を行いま

す。  

介護サービスの適正な運営を確保するため、定期的に集団指

導または実地指導を行います。  

今後とも各種基準に従い地域密着型サービス事業者を指定す

るとともに、計画的な実地指導を実施していきます。 

介護職人材確保の取組み 

介護事業所、介護保険施設における人材確保のため、福島県

助成金制度の普及、啓発に努めます。 

職場への定着のため、「地域包括ケアを支える伊達ネットワー

ク委員会」への活動参加を促し、専門職間の連携強化を図り

ます。 

  



５ 災害や感染症対策に係る体制整備 

（１）地域防災計画との調和 

高齢者は、加齢に伴う身体機能の低下や要介護状態のため、災害が発生した際、避難が

困難である場合があります。また、一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯等の増加を踏ま

え、災害時等の避難体制の強化が求められています。 

伊達市地域防災計画等に沿って、地震や水害等に対して高齢者の生活を支える施策に取

組みます。 

 

① 避難行動要支援者支援の推進 

災害時における一人暮らし高齢者等の避難を支援するため、伊達市災害時要援護者

支援計画を策定しています。避難行動要支援者名簿への登録勧奨や支援者の選定に当

たっては、民生委員、地域防災組織等の協力を得て、地域住民による「共助」を基本

とした避難支援体制を推進しています。 

災害時要援護者支援計画に基づき、制度の普及啓発に努め、災害に対する認識や知

識の啓発及び避難行動要支援者名簿への登録者数 5,000 人を目標とし、登録率の向上

に努めます。 

また、介護事業者等との連携を図り、事業所等で策定する避難確保計画を定期的に

確認する等、避難行動要支援者への支援体制の整備を図ります。 

【これまでの実績】 

項目 
第７期計画期間 実績 

平成 30年度 令和元年度 
令和２年度 
（見込み） 

避難行動要支援者（人） 5,208 5,605 5,862 

登録者数（人） 2,937 3,097 3,429 

登録率（％） 56.4 55.3 58.5 

 

② 福祉避難所の確保 

多様化する自然災害に備えるため、日頃から介護事業所等と連携し、避難訓練の実

施や防災啓発活動に取組みます。また、福祉避難所の増設など、関係機関等と連携し、

避難所確保に努めます。 

福祉避難所設置・運営マニュアル等の見直しや関係部門、関係機関等と連携を強化

し、平常時からの支援体制を整えます。 

  



③ 在宅避難者への見守り 

民生委員、社会福祉協議会、地域包括支援センター、保健福祉サービス事業者等と

連携し、在宅で避難生活を送る要援護者に対して、訪問等による健康状態の確認や福

祉ニーズを把握する体制の整備を図ります。 

 

（２）新型インフルエンザ等対策行動計画との調和 

新型コロナウイルス感染症の流行により、感染者が発生しています。特に、高齢者及び

基礎疾患を有する方は、感染した場合に重症化するリスクが高く、仮に感染した場合には、

死亡の可能性も他の方に比べて高くなります。また、新型コロナウイルス感染症に限らず、

今後他の感染症が流行する可能性もあり、感染症に対する備えの必要性が高まっています。 

感染症等に対し、正しい知識を持って予防策の実践と、発生時には、関係機関と連携・

協力のもと、高齢者等への感染症のまん延予防に努めます。 

 

① 平常時における健康危機への備え 

感染拡大を予防する「新しい生活様式」の定着に向け、日ごろから高齢者等へ手洗

い等の日常生活で行うことのできる感染症対策の啓発や情報発信を行います。 

また、事業所等とは日頃から連携し、感染拡大防止策の周知啓発、感染症発生時に

備えた平時からの事前準備、感染症発生時の体制の構築等に努めます。 

高齢者等を対象として事業を開催する場合は、感染防止の３つの基本（身体的距離

の確保、人込みの中でのマスク着用、手洗い）を徹底するとともに、３つの密（密閉、

密集、密接）を回避するよう留意し、感染状況等を見ながら、延期や中止等の措置を

行うなど柔軟な対応をします。 

 

② 健康危機の発生時の対応 

感染症発生時には、関係機関との連携・協力のもと、高齢者等への健康危機に関す

る正確な情報提供や相談できる体制の整備を図ります。また、生活の維持に向けて、

支援を必要とする高齢者等への対応などを関係機関等と連携した支援体制を整備して

いきます。 

 

③ 業務のオンライン化 

平時からＩＣＴを活用した会議の実施等による業務のオンライン化を推進すること

は、感染症リスクの軽減になるなど、感染症対策としても有効です。 

「新しい生活様式」に対応できるよう、可能なものはオンライン化を検討し、推進

します。 

 


