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第１章 計画策定にあたって 

第１節 計画策定の背景 

少子高齢化の進行や家族形態の変化等を背景に、市民ニーズや地域の課題は多様化、複雑

化しています。 

国においては、平成 28年に「ニッポン一億総活躍プラン」を策定し、高齢者の活躍できる

環境づくりや介護離職ゼロの実現に向けた取り組み、介護職員の確保なども進められていま

す。また、一億総活躍のため「一人ひとりが役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍で

きる地域社会」を目指す「地域共生社会の実現」が提唱されるなど社会福祉に関する制度や

方向性も変化を続けています。 

本市では、一貫性のある市の方針を定め保健福祉施策に取り組むため、平成 30 年３月に

「地域福祉計画」「健康増進計画」「食育推進計画」「高齢者福祉計画」「障がい者保健福祉計

画」の５計画を一体的なものとした「第３次江津市保健福祉総合計画(以下、「保健福祉総合

計画」という。)」を策定し、施策を推進しています。 

これらの計画のうち、「高齢者福祉計画」の期間が令和２年度で終了することから、これま

での本市の取り組みや現在の社会状況等を踏まえ、計画の見直しをすることとします。 

この「高齢者福祉計画」は、市町村等の保険者が定める「介護保険事業計画」と一体のもの

として策定することとされています。 

介護保険制度は、地域包括ケアシステムを推進する観点から、共生型サービスの創設のほ

か、生活支援や介護予防、認知症施策などの地域づくりに関係する取り組みを進めてきまし

た。また、地域住民の複雑化・複合化する支援ニーズに対応するため、社会福祉法等に基づ

く社会福祉基盤の整備と介護保険制度の一体的な見直しが行われました。今後は包括的な支

援体制の構築等の社会福祉基盤の整備とあわせて、介護保険制度に基づく地域包括ケアシス

テムの推進や地域づくり等に一体的に取り組むことで、地域共生社会の実現を図っていく必

要があります。 

本計画は、これらを踏まえ、浜田市との２市により設けている浜田地区広域行政組合にお

いて策定する「第８期介護保険事業計画」との一体性をもって策定するものです。 
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第２節 計画の位置づけ 

本計画は、老人福祉法第 20条第８項に基づく「市町村老人福祉計画」です。浜田地区広域

行政組合が介護保険法第 117 条に基づいて策定する「市町村介護保険事業計画」と一体性を

保って策定するものです。 

なお、老人福祉法第 20条第８項２に定められる「確保すべき老人福祉事業の量の目標」の

うち、介護保険事業計画に定められるものについては、本計画への記載を割愛します。 

 

■高齢者福祉計画と介護保険事業計画の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 計画の対象者 

本計画は 65歳以上の市民と、これを取り巻く全市民を対象とした計画です。 

 

第４節 計画の期間 

本計画の期間は、介護保険制度の見直し時期と整合を図るため、令和３年度を初年度とす

る３か年計画とし、令和５年度に見直しを行い、次期計画を定めます。 

 

 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 

江津市保健福祉 

総合計画 

      

 高齢者福祉計画 
      

 

 

 

 

 

 

 

介護保険事業計画 
適正な介護保険サービスの実施量及び地域支援事業
に関する事業量等を見込むとともに、それに基づく
介護保険料を算定する計画です。 

高齢者福祉計画 
高齢者施策全般に関わる理念や基本的な方針、目標を定めた
計画であり、高齢者の福祉に関わる総合的な計画です。 

６ 年 計 画 

前計画 本計画（３年計画） 見直し 見直し 

見直し 
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第２章 本市の現状 

第１節 統計資料からみる現状 

１．人口の状況 

（１）総人口と高齢化率の推移 

本市の総人口は減少傾向が続いており、令和２年には 23,160 人と、平成 27 年と比べて

1,500人以上減少しています。また、高齢化率（総人口に占める 65歳以上人口の割合）は

上昇しており、令和２年には 39.0％が高齢者となっています。 
 

■総人口と高齢化率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年 10 月 1 日現在） 

 

（２）年齢３区分別人口比率の推移 

本市の年齢３区分別人口比率は、年少人口（0～14歳）、生産年齢人口（15～64歳）の割

合が減少、高齢者人口（65 歳以上）の割合が増加し続けており、少子高齢化が進行してい

ます。 
 

■年齢３区分別人口比率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年 10 月 1 日現在） 
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（世帯）

（３）前期高齢者・後期高齢者人口の推移 

本市の高齢者数について、前期高齢者（65～74 歳）・後期高齢者（75 歳以上）別でみる

と、平成 27年以降前期高齢者は増加していますが、後期高齢者は減少しています。 
 

■前期・後期高齢者数の推移 

 

資料：住民基本台帳（各年 10 月 1 日現在） 

 

２．世帯の状況 

本市の 65 歳以上の世帯員が含まれる世帯数について、平成 30 年までは増加傾向で推移

していましたが、令和元年より減少に転じています。高齢者単身世帯、高齢者のみの夫婦

世帯においては、ともに増加傾向で推移しています。 

 

■65歳以上の世帯員が含まれる世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年 10 月 1 日現在） 
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303 293 306 300 278
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2,226 2,211 2,167 2,087 2,012

0

500

1000

1500

2000

2500

平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和2年

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２
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（人）

３．支援の必要な高齢者の状況 

（１）要支援・要介護認定者の推移 

本市の要支援・要介護認定者数は減少傾向にあり、令和２年の要介護（要支援）認定者は

2,012人となっています。 

要支援・要介護認定率においても減少傾向で推移しており、令和２年では 22.1％となっ

ています。 

 

■要支援・要介護認定者の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※第２号被保険者を除く 

資料：江津市高齢者障がい者福祉課（各年３月末） 

 

■要支援・要介護認定率の推移 

 
※第２号被保険者を除く 

資料：江津市高齢者障がい者福祉課（各年３月末） 
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（２）認知症者の状況 

要支援・要介護認定者中の認知症者の状況をみると、認知症自立度Ⅱa 以上は 1,350～

1,370人程度で推移しています。 
 

■要支援・要介護認定者中のⅡａ以上認知症者数の推移（各年４月１日現在） 

 

資料：要介護認定審査より集計 

※認定審査時状況。認知症はランクⅡa 以上の出現率。 

※ランクⅡa：家庭外で、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少みら

れても、誰かが注意していれば自立できる状態。 

 

（３）高齢者の平均余命と平均自立期間 

本市の 65 歳以上の平均余命は、平成 26～30 年の死亡平均で、男性が 19.13 年、女性が

24.42年となっており、島根県と比べ、男性が 0.47年、女性が 0.18年下回っています。 

また、65歳以上の平均自立期間も男性で 17.24年、女性で 20.77年となっており、島根

県と比べても短くなっています。平均余命から平均自立期間を引いた要介護期間において

は、男性で 1.89年、女性で 3.65年となっており、県内でも長くなっています。 
 

■65歳以上の平均余命と平均自立期間（平成 26～30年の死亡平均） 

 
男性 女性 

平均余命 
平  均 

自立期間 

要介護 

期 間 

平均自立

期間割合 
平均余命 

平  均 

自立期間 

要介護 

期 間 

平均自立

期間割合 

島根県 19.60  17.86  1.74  91.12% 24.60  21.17  3.43  86.06% 

松江圏域 19.56  17.96  1.60  91.82% 24.56  21.28  3.28  86.64% 

雲南圏域 19.94  18.27  1.67  91.62% 24.84  21.72  3.12  87.44% 

出雲圏域 19.79  17.94  1.85  90.65% 24.56  21.06  3.50  85.75% 

大田圏域 19.61  18.04  1.57  91.99% 24.59  21.30  3.29  86.62% 

浜田圏域 19.23  17.08  2.15  88.82% 24.43  20.25  4.19  82.89% 

益田圏域 19.37  17.77  1.60  91.74% 24.65  21.54  3.11  87.38% 

隠岐圏域 19.79  17.86  1.93  90.25% 25.03  21.40  3.63  85.50% 

江津市 19.13  17.24  1.89  90.12% 24.42  20.77  3.65  85.05% 

資料：島根県保健所調べ  
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22,810 22,466 22,110 21,416
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第２節 高齢者の将来像 

１．人口と高齢者数の推計 

（１）総人口と高齢化率の推計 

住民基本台帳をもとにした将来推計人口では、総人口は今後も減少する一方で、高齢化

率は増加傾向で推移することが見込まれます。国が長期的な視点として示している団塊ジ

ュニア世代が高齢化する令和 22年では、高齢化率は 42.6％になると見込まれています。 

 

■総人口と高齢化率の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）年齢３区分別人口比率の推計 

本市の年齢３区分別人口比率は、年少人口（0～14歳）、生産年齢人口（15～64歳）の割

合が減少、高齢者人口（65 歳以上）の割合が増加するなど、引き続き少子高齢化の進行が

見込まれています。 

 

■年齢３区分別人口比率の推計 
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（３）前期高齢者・後期高齢者人口の推計 

本市の高齢者数について、前期高齢者（65～74 歳）・後期高齢者（75 歳以上）別でみる

と、後期高齢者は令和７年まで増加、前期高齢者は減少で推移することが見込まれていま

す。長期推計である令和 22年では後期高齢者も減少に転じています。 
 

■前期・後期高齢者数の推計 

 

 

２．高齢者のいる世帯の推計 

住民基本台帳をもとにした高齢者世帯数の推計では、世帯数は今後も減少することが見

込まれています。高齢者単身世帯と高齢者のみの夫婦世帯ともに減少傾向で推移すること

が見込まれています。 

 

■65歳以上の世帯員が含まれる世帯数の推計 
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３．支援の必要な高齢者の推計 

（１）要支援・要介護認定者の推計 

第１号被保険者のうち要支援・要介護認定者は目標年である令和５年では 1,976 人と３

年間では概ね横ばい傾向で推移するものとみられます。国が長期的な視点として示してい

る団塊ジュニア世代が高齢化する令和 22 年では要介護認定者数は減少に転じることが見

込まれています。 

しかしながら、高齢者数も減少することから要支援・要介護認定率は高くなります。 

 

■要支援・要介護認定者の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■要支援・要介護認定率の推計 
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（２）認知症者の推計 

要介護認定者中の認知症自立度Ⅱａ以上の認知症高齢者は、1,300 人前後で推移するも

のと見込まれます。 

 

■要介護認定者の推計 
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第３節 各種調査の分析からみる課題 

課題１ 要介護状態が進むと住み慣れた地域での暮らしが難しい 

各種調査から本市の状況をみると、要介護状態が進むにつれて居所を移す人が多く、また

在宅で看取られるケースも県内、圏域内で比較しても少ない状況です。特に医療ケアが必要

となった人が老人保健施設や介護医療院などの医療系介護施設へ居所を移すことが多く、そ

のうちの一定数は市外、圏域外の施設へ移っており、住み慣れた地域で生活が続けられてい

ない状況があります。 

本圏域では、意見交換などを通じ「住み慣れた地域」を「なじみの関係性」「自分らしい暮

らし」を「マイペースな暮らし」と捉えて、できる限りなじみの関係の中で、地域の支え合い

や在宅サービスの活用のもと、本人の意思に沿った暮らしができることを、地域包括ケアの

中核として捉えています。 

こうした地域包括ケアシステムの実現においては、在宅医療・介護連携の強化はもとより、

家族の支援や地域の方々の理解や協力が不可欠です。また、高齢者やその家族を取り巻く様々

な人たちも自分たちのこととして捉え、考えていくことが地域共生社会の構築にもつながっ

ていくと考えます。 

 

方向性 住み慣れた地域で暮らし続けられる体制づくり 

 

課題２ 要介護認定率が高く、健康寿命（平均自立期間）が短い 

介護保険データからみると、本市の要支援・要介護認定率は、介護予防の取り組みの一定

の成果により低下傾向にあります。しかし、全国、県平均と比較してもまだまだ高く、また、

平均自立期間についても県内では下位にあります。 

各種調査の結果からは、身体機能の低下が認知症などにつながっていることも示唆されて

います。また、心身状況の低下がみられる人の多くが知的能動性や社会的役割の低下もみら

れており、外出や、趣味に取り組むこと、人と会うことが介護予防に重要な影響を与えるこ

とがわかってきました。 

また、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の結果をみると、本市での健康づくりやサロン

活動などへの参加状況は、圏域の平均よりも多く、さらには桜江圏域においては活動の世話

役として参加している人の割合も高い結果が出ています。このことは、これまでの健康づく

りなどの地道な地区活動の積み重ねの成果であり、百歳体操の普及など介護予防に取り組む

体制ができていることは本市の強みにもなっているといえます。 

しかし、今後の高齢化率や 85歳以上の高齢者の増加を見据えて、介護予防だけでなく低栄

養や虚弱（フレイル）といった健康課題に対する取り組みも推進していく必要があります。 

今後も本市の強みである地区活動体制の維持と介護予防だけでなく、健康維持のためのフ

レイル対策の取り組みを一体的に推進していく必要があります。 

 

方向性 健康づくりと介護予防の一体的な推進 
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課題３ 安心できる地域への意識の高まり 

高齢者の単身世帯や夫婦のみ世帯の増加を背景に公的なサービスだけにとどまらず、地域

のつながりの中から安心できる地域づくりへの取り組みの重要性が高まっています。 

また、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の結果では、安心な暮らしの根底にある幸福度

（現在の暮らしに幸せを感じている人の割合）が日常生活圏域によって大きく異なっている

ことがわかりました。 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすには、必要なサービスが受けられるだけでなく、

個別または地域の生活上の課題に対して地域特性を反映させて解決を図ることが求められて

います。 

こうした視点を軸に、高齢者自身が地域への暮らしに安心を得られる環境づくりを進めな

がら生活の質の向上を目指すことが必要です。 

 

方向性 高齢者が安心して暮らせる環境づくり 

 

 

課題４ 介護人材の確保と介護人材の離職防止 

浜田地区広域行政組合が実施した介護サービス事業者調査では、人材の確保が困難である

と感じている事業所が６割に達しています。また 40％程度の事業所では過去１年間で介護人

材の確保が予定通り進んでいない状況です。 

本市が実施した介護従事者調査では、人手が足りないと回答した人が６割を超え、現場レ

ベルの認識ではすでに介護人材不足が始まっていることを示唆する結果となりました。また、

介護人材の高齢化が進行している本市の状況や、多くの介護人材が身体的・精神的に負担を

感じているという実態が明らかになりました。 

一方で、総人口の減少に反比例するかのように高齢化率は上昇することが予測され、生産

年齢人口（15～64歳人口）の加速度的な減少はほぼ確実な状況です。また、団塊ジュニアが

高齢者となる令和 22年（2040年）には、要支援・要介護認定率が今よりも６ポイント程度上

昇することも推計値が示しています。 

こうした状況を踏まえると、新たな人材の確保に向けた取り組みは継続しつつも、現に介

護人材である事業所の職員の離職を防ぐ取り組みや、効率化・省力化に向けた取り組みなど、

新たな対策の必要性が高まってきています。 

 

方向性 介護現場を支える環境づくり 
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第３章 計画の基本方針 

第１節 基本理念 

前計画では、高齢者が自分らしくキラリと輝いて、地域の中で活躍できる地域づくりを目

指し、「元気！勇気！感動！ごうつ いつまでも自分らしく活躍できる“光齢社会”」を基本

理念として施策を推進してきました。 

高齢者を一方的に支援される側と捉えるのではなく、その貴重な力が活かされる社会をつ

くることは、少子・高齢化が一層進む中、ますます重要となっています。 

このことから、本計画の基本理念は、前計画の理念を引き継ぎ次の通りとします。 

 

 

 

 

 

 

第２節 基本目標 

次の４点を基本目標とし、状況の変化に応じた取り組みを進めます。 

 

１．住み慣れた地域で暮らし続けられる体制づくり 

令和 7 年（2025年）を目途に重度の要介護状態となっても、また、認知症になっても住

み慣れた地域で自分らしい暮らしを最期まで続けられるよう、医療・介護・予防・住まい・

生活支援が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の実現を国全体で図ることとさ

れています。 

これを受け浜田圏域では第８期介護保険事業計画における基本方針として「生活者視点

の地域包括ケア」を目指すべき将来像の一つに掲げています。 

この取り組みにおいては、介護保険などの公的なサービスだけではなく、地域の自主性

や主体性に基づき、ともに支え合う体制づくりが必要であり、浜田圏域及び本市の特性に

応じた地域包括ケア体制の深化・推進を図ります。 

 

２．健康づくりと介護予防の一体的な推進 

高齢期をいきいきと過ごすためには、元気なうちから健康づくりと介護予防を一体的に

取り組んでいくことが必要です。 

また、生きがいを持つことや知識や能力を活かして地域で活動するなど社会的なつなが

りを持つこともフレイルを予防する上で重要とされています。なお、桜江圏域を対象にし

元気！勇気！感動！ごうつ 

いつまでも自分らしく活躍できる 

“光齢社会” 
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た調査・分析によると、地域住民との交流や役割を生み出すサロン活動への参加が平均自

立期間の延伸に寄与していることを示唆する結果となりました。このことからも、高齢者

があらゆる場面でこうした活動に積極的に取り組める環境づくりと意識啓発を行います。 

 

３．高齢者が安心して暮らせる環境づくり 

住み慣れた地域が安心できる地域であるとは限りません。安心な暮らしは高齢者に必要

な支援やサービスの上に成り立つものであり、個別のニーズを的確に捉え地域の特性を反

映したものでなくてはなりません。地域支援事業の充実を図ることはもとより、個別課題

または地域課題に対応する機能的な支援体制を構築していきます。 

また、こうした活動は地域を巻き込む必要があります。様々な世代が「我が事」として取

り組む気運を高めていくことを目指します。 

 

４．介護現場を支える環境づくり 

介護人材については、その不足が徐々に顕在化しています。 

これまで以上に積極的な登用と介護人材の離職防止につながる取り組みをとおして今後

深刻化が見込まれる労働力の急激な減少を防ぎます。 

ロボットやＩＣＴの技術の利活用により生産性の向上と負担の軽減を図るとともに、効

率化によるメリットとしてのサービスの質の向上を目指す取り組みを進めます。 
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第３節 介護保険事業計画における目指す姿と基本方針 

団塊の世代が 75歳に到達する令和７（2025）年を見据え、本圏域のすべての高齢者が心身

の状況変化により「転々としないこと」、そして、「住みなれた地域で自分らしく暮らしてい

くことができる圏域」を目指していきます。 

その実現にあたっては、「高齢者の自立」「地域での支えあい」「住みなれた地域での暮らし」

「生活者視点の地域包括ケア」の実現を第７期計画に引き続き基本方針とします。 

 

【基本方針】 

・高齢者の自立 

・地域での支えあい 

・住みなれた地域での暮らし     

「生活者視点の地域包括ケア」 

 

【目指すべき姿 （転々としない）】 

 

目指すべき姿① 【住みなれた家で暮らし続ける】 

生活機能低下や疾病により要介護状態に陥らないよう、病気の重症化予防のための

運動や食事などの健康的な生活習慣の確立や健康管理、介護予防に努める仕組みづく

り。 

予期せぬことで、心身の状態変化があっても様々な居宅サービスの利用、かかりつ

け医や多職種の医療介護従事者等の連携、さらには、地域の支えあいにより、在宅生活

を維持し続ける仕組みづくり。 

（在宅医療・介護の連携強化、認知症になっても暮らしやすい地域づくりなど） 

目指すべき姿② 【なじみの関係で暮らし続ける】 

認知症や医療依存度が高いことによる影響、また家族環境等により、やむを得ない

状況変化によって施設等へ入所した場合においても、なじみの関係を構築し、安易な

居所変更をしなくてもよい仕組みづくり。 

（多様な住まいの充実、看取りまでできる体制整備など） 

目指すべき姿③ 【圏域内で暮らし続ける】 

医療処置の必要性が高い高齢者であっても、できる限り圏域内の施設にとどまる仕

組みや体制づくり。 

施設待機者であっても、在宅で介護できるような医療・在宅サービスの充実。 

在宅で介護する家族などへの支援や、地域資源の活用による見守りなどの充実。 

（介護医療院などの施設の整備、看護小規模多機能型居宅介護サービスなどの医療

系介護サービスの強化、家族介護支援の充実など） 
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■目指すべき姿のイメージ 

 

住みなれた地域とは 物理的な地域のことではなく「なじみの人間関係」 

自分らしい暮らしとは 「マイペースに生活できる」ような気楽さ 

 

 

 

 

 

 

  
「住みなれた地域で自分らしく暮らしていくこと」 

ができる圏域（転々としない） 

高齢者は圏域にとどまり、 

サービスがつながることにより 
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浜田

中部圏域

浜田

東部圏域

金城圏域

旭圏域

弥栄圏域
三隅圏域

江津

東部圏域

江津

西部圏域
桜江圏域

江津

中部圏域

浜田

西部圏域

第４節 介護保険事業計画における日常生活圏域 

浜田地区広域行政組合の介護保険事業計画では、地域の特性に応じたサービス供給体制の

整備を推進するため、11の日常生活圏域を設定しています。本市は、江津東部圏域、江津中

部圏域、江津西部圏域、桜江圏域の４つの日常生活圏域に区分されます。 

本計画においても、この日常生活圏域の考え方を踏まえ施策の展開を図るものとします。 

 

生活圏域 日常生活圏域 地区 

圏 

域 

江津市圏域 江津東部圏域 波積地区、都治地区、黒松地区、浅利地区、松平地区 

江津中部圏域 江津地区、渡津地区、嘉久志地区、和木地区 

江津西部圏域 跡市地区、二宮地区、都野津地区、波子地区、敬川地区、有福地区 

桜江圏域 長谷地区、市山地区、川戸地区、谷住郷地区、川越地区 

浜田市圏域 浜田東部圏域 国府地区 

浜田中部圏域 石見地区、浜田地区 

浜田西部圏域 長浜地区、周布地区、美川地区 

金城圏域 金城町 

旭圏域 旭町 

弥栄圏域 弥栄町 

三隅圏域 三隅町 
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第５節 本市の目指す地域包括ケアシステム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域包括ケアシステムの「植木鉢」 

「医療・看護」「介護・リハビリテーション」「保健・福祉」の３枚の葉が、専門職による

サービス提供として表現され、その機能を十分に発揮する

ための前提として、「介護予防・生活支援」や「すまいとす

まい方」が基本になるとともに、これらの要素が相互に関

係しながら、包括的に提供されるあり方の重要性を示して

います。 

そして、これらのサービスを受ける大前提として、「本人

の選択と本人・家族の心構え」をベースとなる皿に例え、

そのことが何よりも大切であることを表現しています。  

在宅医療・介護連携支援センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日常の医療 
・かかりつけ医 

・歯科医師  ・薬剤師 

・リハビリ職等 

・生活ニーズの把握や支

援体制づくりを行う 

・相談業務やサービスの

コーディネートを行う 
・地域活動や健康づくり、就労

的活動、ボランティア活動など 

通院・ 

入院 

通所・ 

入所 

病気になっ

たら… 
介護が必要 

になったら… 

医療 介護 

介護予防 

生活支援 

認知症施策 
認知症になっても本人の

意思が尊重されて暮らし続

けることができる地域を目

指します。 

認知症の人やその家族へ

の地域での支援体制を構築

し、地域での認知症理解を

促進します。 

在宅医療・介護連携 
在宅医療・介護を一体的に提供できるように、

医師・歯科医師・薬剤師・訪問看護等の医療関

係者と介護関係者との連携体制を構築します。 

健康づくり・介護予防 
健康寿命を伸ばすため、若いうちから、健康づ

くり・介護予防に取り組むことが重要です。 

高齢者が人とつながりながら、健康で生きがい

のある活動的な生活が送れる地域を目指します。 

社会参加と生きがいづくり 
他者との交流・社会参加は、介護予防にも効果が認められ

ています。高齢者がこれまでに培ってきた能力や経験を生か

して生涯現役で活躍し続けられる地域を目指します。 

生活支援体制整備 
地域の様々な事業主体と連携し

ながら、日常生活上の困りごとを解

決する仕組みづくりを進めます。 

訪問 
訪問 

参加 支援 
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第６節 高齢者福祉計画の推進体制 

１．計画の推進と評価 

本計画の推進にあたっては、社会福祉協議会や地域包括支援センター、在宅介護支援セン

ターなどとの連絡・調整が必要であることから、地域包括支援センター運営協議会、地域ケ

ア会議なども含め、これらの関係団体などとの連携体制の強化を図ります。 

また、本計画の進行管理及び評価にあたっては、江津市総合振興計画による KPI、保険者機

能強化推進交付金及び介護保険者努力支援交付金に関する評価指標ならびに市町村及び地域

包括支援センターの評価指標などの各種評価指標によるもののほか、必要に応じて江津市高

齢者福祉推進協議会に諮ることとします。 
※KPI：Key Performance Indicator の略で、日本語では「重要業績評価指標」と訳し、目標を達成す

る上で、その達成度合いを計測・監視するための定量的な指標のことを意味する。 

 

２．市民と行政の連携と協働 

 高齢者の地域における活動や、見守りなどについては、関係機関の協力が必要であること

から、地域コミュニティ組織や民生委員・児童委員、老人クラブなどとの連携強化を図りま

す。 
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第７節 計画の体系 
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健康づくりと 

介護予防の 

一体的な推進 

基本目標 基本理念 

■地域包括ケア体制の強化 

１．総合的な相談体制の充実 

２．地域包括支援センターの機能強化 

３．地域包括ケアネットワークの強化 

取り組みの方向性 

住み慣れた地域で 

暮らし続けられる 

体制づくり 

介護現場を支える 

環境づくり 

高齢者が安心して 

暮らせる環境づくり 

■医療・介護連携の推進 

１．医療と介護の連携体制の強化 

■認知症施策の推進 

１．認知症になっても暮らしやすい地域づくり 

■家族介護支援の推進 

１．家族介護支援の推進 

■健康寿命の延伸に向けた取り組みの推進 

１．地域ぐるみの健康づくりの推進 

２．生活習慣病予防の取り組み強化 

３．介護予防・重度化防止の推進 

■生きがいづくりと社会参加活動の推進 

１．生涯学習活動の充実 

２．様々な交流による生きがいの創出 

３．働くことでの生きがいづくり 

■高齢者支援体制の充実 

１．安全を守るための取り組み 

２．地域の支え合いの体制づくり 

■暮らしの不安の解消 

１．高齢期の安心な住まいの確保 

２．安心を支える在宅サービス 

■新しい生活様式に向けた取り組みの推進 

１．新しい生活様式の周知・啓発 

２．新しい生活様式に向けた支援体制の充実 

■介護人材の確保とサービスの質の向上 

１．介護人材の確保・育成の推進 

２．業務効率化と生産性の向上 
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第４章 住み慣れた地域で暮らし続けられる体制づくり 
 

重点項目１ 
地域包括支援センターの機能向上を基本に総合的な相談体制の充実と包括

的支援事業を推進するとともに、機能的な地域包括ケアをとおして全体とし

ての地域包括ケア体制の強化を図ります。 

重点項目２ 
医療と介護の連携体制の強化を図り、円滑で切れ目のないサービス提供体

制の構築と医療と介護の両面から支援が必要な在宅高齢者の不安解消に努

めます。 

重点項目３ 
認知症になっても住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられる「共生」を

目指し、「理解」「予防」「支援」を中心とした取り組みを推進します。 

重点項目４ 
介護が必要な高齢者を在宅で支える家族介護者に対する支援を実施しま

す。 

 

第１節 地域包括ケア体制の強化 

 

●団塊の世代が後期高齢者となる 2025年を見据え、高齢者が住み慣れた地域で安心して

暮らし続けられるよう、地域包括ケアシステムの充実が求められています。地域包括

ケア体制の充実にあたっては、市民に対する相談体制の充実や、支援者のネットワー

ク・連携体制の強化、拠点施設の充実のほか、住まいの確保や地域の支え合いの体制づ

くりが必要です。また、認知症高齢者や家族介護者への支援の視点も重要です。 

●本市では、地域包括支援センターとそのブランチ型総合相談窓口である在宅介護支援

センターにより、各種相談やサービス利用へのつなぎなどを行っています。来所でき

ない人については地域包括支援センターや在宅介護支援センターの職員による訪問に

よって対応しています。また、相談の中で対応できない内容については、他の窓口や機

関へつなぐ支援を行っています。一方で、複合的な問題を抱える世帯が増えており他

部署との連携強化、伴走支援が必要です。 

●高齢者を取り巻く課題解決に向けた取り組みや連携体制について検討する場として、

地域包括ケアネットワーク会議（仮称）を開催することにしていましたが、全体の会議

は開催できていない状況です。一方で、各分野ごとに連携のあり方や地域課題につい

て話し合う会議は開催しており、既存の会議を活用し課題解決に向けた取り組みを進

めていく必要があります。 

  

現状と課題 
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１．総合的な相談体制の充実 
施策項目 取り組み 

地域包括支援セン

ターを中心とした

相談体制の充実 

○地域包括支援センター及び在宅介護支援センター（地域包括支援セ

ンターブランチ型総合相談窓口）の相談窓口としてのＰＲを強化す

るとともに、連携による相談対応の充実を図ります。 

○地域への訪問や実態把握などの活動を十分に行えるよう人員体制

の確保や連携の強化を図ります。 

○高齢者の多様なニーズに対応するため、地域包括支援センターを中

心に、社会福祉協議会によるふれあい福祉センター総合相談所、市

役所の各担当窓口などの連携を強化することにより、相談者に対し

的確なアドバイスや必要なサービスの提供につなげていくなど伴

走支援の充実を図ります。 

ワンストップ相談

サービスの推進 

○高齢者の多様なニーズに対応するため、地域包括支援センターを中

心に、ふれあい福祉センター総合相談所、市役所の各担当窓口など

の連携を強化することで、ワンストップ相談サービスによる支援を

図ります。 

 

 

２．地域包括支援センターの機能強化 
施策項目 取り組み 

地域包括支援セン

ターの設置 

○市内に１か所（済生会江津総合病院内 令和３年５月移転予定）の

地域包括支援センター、日常生活圏域（市内４か所）の地域包括支

援センターブランチ型総合相談窓口を継続し、市民からの相談に迅

速かつ細やかに対応します。 

地域包括支援セン

ターの機能の強化 

○介護予防ケアマネジメント、地域支援の総合相談、虐待の早期発見・

防止などの権利擁護、包括的・継続的マネジメントなどの充実に加

え、地域ケア会議の推進、在宅医療・介護の連携強化、認知症対策

の推進、生活支援サービスの体制整備を図ります。 

○現在の人員体制を維持しつつ、業務を支えられる人員の配置や専門

職の確保、育成などに努めます。 

〇必要な人材の確保が困難となることが予想されることから、将来的

には地域包括支援センター業務の外部委託を検討します。 
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３．地域包括ケアネットワークの強化 
施策項目 取り組み 

地域ケア推進会議

の充実 

○高齢者を取り巻く課題解決に向けた取り組みや連携体制について

検討する地域ケア推進会議を開催します。また、医療・介護・予防・

住まい・生活支援を柔軟に展開できるよう、多職種の参加による会

議運営を図ります。 

地域ケア会議の 

開催 

○支援が必要な高齢者への効果的なサービス提供に係る調整や地域

ケアの総合調整などを行うため、地域ケア会議を開催します。 

○地域ケア会議の充実により、地域資源開発や地域づくり、政策形成

にも結び付いていくような地域ネットワークの構築を図ります。 

○地域の介護支援専門員が抱える支援困難事例などについて、適宜、

地域包括支援センターの各専門職や地域の関係者、関係機関との情

報の共有や連携のもと、具体的な支援方針や対応方法について検討

し、指導・助言などの支援を行います。 

○地域ケア個別会議を継続し、多職種でケアマネジャーの支援を行い

ます。 

 

第２節 医療・介護連携の推進 

 

●医療と介護の両方を必要とする高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続け

ることができるよう、地域の実情に合わせた医療・介護の関係機関の連携により、包括

的かつ継続的な医療・介護が提供されることが重要です。 

●平成 30年に在宅医療と介護の連携を推進するため、医療・介護の専門職を対象とした

相談の受付や情報提供などを行う在宅医療・介護連携支援センターを済生会江津総合

病院地域医療連携室（以下、「済生会連携室」）内に委託設置しています。 

●平成 30年に病床機能分化の促進や質の高い在宅医療提供体制の確保を図るため、市医

師会に医療連携推進コーディネーターが配置されました。在宅医療・介護連携支援セ

ンター、医療連携推進コーディネーターと連携し、在宅医療・介護に関わる各種機関の

機能情報について一覧を作成し、関係機関に配布しています。 

●江津市在宅医療・介護連携推進会議を開催し、分析されたデータの共有や、地域ケア会

議等で把握された課題についての解決策を協議しており、引き続き、会議を行う中で

在宅医療・介護に関する課題の整理や解決策について議論を深めていく必要がありま

す。今後は介護力が十分でない環境においてもサービスを活用することで、在宅療養

が可能となるような連携・支援体制の充実が必要です。 

●平成 30年の人口動態調査によると、在宅（自宅＋老人ホーム）での死亡割合が 10.6％

と全国、県に比べ低い状況があります。地域住民が希望する場所で療養し、人生の最終

段階期において、自らが希望する医療やケアが受けられるよう体制整備が必要です。 

現状と課題 
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１．医療と介護の連携体制の強化 
施策項目 取り組み 

地域医療・介護の資

源の把握 

○病院や診療所、歯科診療所、薬局、訪問看護ステーション、介護サ

ービス事業所などの場所や連絡先、機能などの情報を収集し、医療・

介護関係者に対して情報提供します。さらに把握した情報を地域住

民へもわかりやすく提供します。 

切れ目のない在宅

医療と在宅介護の

提供体制の構築推

進 

○地域ケア会議、多職種事例検討会、在宅医療・介護連携推進会議等

を開催し、関係者の連携・情報共有における課題を把握し、地域に

あった在宅医療連携体制の整備を図ります。 

○地域包括支援センターを済生会江津総合病院内へ移転し、医療と介

護の連携強化を図ります。 

医療・介護関係者の

情報共有の支援 

○島根医療情報ネットワーク（まめネット）の活用を推進し、医療・

介護関係者間の情報共有を図ります。 

○医療介護連携シートや入退院支援マニュアルを活用するとともに、

利用状況を把握し、医療と介護の全体で使えるようさらなる活用に

向けて改善していきます。 

在宅医療・介護連携

に関する相談支援 

○在宅医療・介護連携支援センターにおいて、相談の受付や情報提供

などを行います。今後も在宅医療・介護連携支援センターが有効に

機能するよう取り組みます。 

在宅療養や自らが

望む場所での看取

りの推進 

○在宅での療養を希望する人に対し、地域で安心して生活が送れるよ

う在宅医療や介護の体制を整備していきます。 

○在宅で療養した場合に受けられる支援について理解し、自らの意思

に基づいて療養場所を選択できるように、在宅で利用することがで

きる医療や介護サービス、在宅療養を支える制度等の周知を図りま

す。 

○医療・介護従事者の支援のもと、住民が主体的に在宅療養生活につ

いて考え、自らが望む在宅療養生活を実現できるようにＡＣＰ（ア

ドバンスケアプランニング）、「わたしの未来ノート（エンディング

ノート）」の普及啓発を行います。 
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第３節 認知症施策の推進 

 

●国が令和元年に取りまとめた「認知症施策推進大綱」によれば、軽度認知障害（ＭＣ

Ｉ）も含め 65歳以上の７人に１人が認知症と見込まれており、江津市では約 1,300人

が認知症になると推計しています。認知症は誰もがなりうるものであり、家族や身近

な人が認知症になることなどを含め、多くの人にとって身近なものとなっています。 

●認知症に対する正しい理解の促進として、認知症サポーター養成講座を開催していま

す。今後は、受講者が活躍できる場の提供や地域での支援体制の充実につなげていく

取り組みが必要です。 

●認知症は、早期発見・早期対応によって、症状の進行を遅らせることができると示唆さ

れています。軽度認知障害（ＭＣＩ）の段階で早期に診断され、状態に応じた治療や支

援が受けられるよう、医療機関等と連携した取り組みの充実が必要です。 

●認知症地域支援推進員を中心に関係機関と連携をとりながら、認知症の相談に対応し

ています。今後も後期高齢者の増加により、認知症の相談も増えることが予想される

ことから、相談体制の充実を図っていく必要があります。 

●オレンジカフェ（認知症カフェ）は、認知症の人やその家族、地域の人など誰でも参加

でき、お互いを理解し合う集いの場です。市内に 4 か所開設されており、身近な場所

での交流の場となっています。今後は地域の集まりの場から認知症の人へ実際のサポ

ートを行う取り組み（チームオレンジ）につながるよう進めていく必要があります。 

 

 

１．認知症になっても暮らしやすい地域づくり 
施策項目 取り組み 

認知症に対する正

しい理解の促進 

○若年世代が認知症の理解を深められるよう、学校や職域への働きか

けを行い、サポーター養成講座の開催を推進します。 

認知症予防活動の

促進 

○多くの研究から生活習慣病の予防や社会参加による社会的孤立の

解消や役割の保持等に認知症の発症を遅らせる可能性が示唆され

ていることを踏まえ、正しい知識の啓発を行い予防事業の充実と参

加率の向上を図ります。 

○閉じこもり予防として、身近な地域での集いの場の拡充を促進しま

す。 

現状と課題 
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施策項目 取り組み 

認知症に関する相

談支援体制の充実 

○認知症地域支援推進員の増員を検討し、認知症高齢者や家族からの

相談対応を強化します。また、在宅介護支援センター等関係機関と

連携しながら、相談体制の充実を図ります。 

○認知症初期集中支援チームが初期支援を包括的・集中的に行い、自

立した生活を支援します。 

○認知症の状態に応じた適切なサービス提供などを行うため、認知症

ケアパスを活用し、認知症者の生活機能障害の進行に合わせて受け

られる医療や介護サービスの周知に努めます。 

家族介護者の支援 

○身近な地域で認知症の人やその家族が安心して参加できる場とし

てオレンジカフェの普及や設立を支援します。オレンジカフェやチ

ームオレンジの立ち上げに向けた支援を行い、地域での見守り活動

を充実していきます。 

○男性介護者は、介護を抱え込む傾向があることから、介護について

の悩みなど気軽に話せるように男性介護者の集いを開催します。 

○徘徊高齢者等ＳＯＳネットワーク「ほっと江津！」の周知を図り、

地域での見守り体制を推進します。 

認知症の人の社会

参加の促進 

○認知症の人の意見の把握や、それらを踏まえた施策立案について検

討を進め、当事者視点での取り組みや社会参加を推進します。 

若年性認知症への

対応 

○若年性認知症への理解を促すための啓発を行い、本人や周囲の人が

若年性認知症の早期診断・早期対応へつながるよう取り組みます。 

○しまね若年性認知症相談支援センター、若年性認知症支援コーディ

ネーター等相談機関の周知を図り、連携を取りながら支援を行いま

す。 

成年後見制度の利

用促進 

○相談内容に応じて、日常生活自立支援事業や成年後見制度などの制

度や、福祉サービスの適切な利用がなされるよう支援を行います。 

○成年後見制度利用促進計画の市町村計画を策定し、地域連携ネット

ワークの核となる中核機関を設置することで、５つの機能（広報、

相談、利用促進、後見人支援、不正防止）に取り組みます。 

〇成年後見制度の利用にあたって、親族の協力が得られない場合は、

市長が申立てを行います。また、経済的な理由により制度の利用が

困難な場合は、申立てに要する経費や成年後見人等の報酬の助成を

行います。 
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第４節 家族介護支援の推進 

 

●令和元年度に実施した在宅介護実態調査によると、介護者が不安を感じる介護として、

認知症状への対応や外出の付き添い、入浴・洗身等が多くなっています。また介護者の

約 50％は就労しており、仕事と介護の両立ができるよう、相談機関の周知や相談体制

の充実が必要です。 

●重度の要介護者を在宅で介護している家族に対する経済的支援を行っています。今後

も、介護者の身体的・精神的な負担、経済的な負担を軽減するとともに、就労を希望す

る介護者が仕事と介護を両立できる環境をつくっていくために、必要な支援策や環境

整備について引き続き検討が求められます。 

 

 

１．家族介護支援の推進 
施策項目 取り組み 

家族介護者教室の

開催 

○在宅で高齢者を介護している家族などを対象とした教室を開催し、

介護方法や介護予防、介護者の健康づくりなどについての知識・技

術習得を支援するとともに介護者相互の交流を図ります。 

○家族介護者の仕事と介護の両立を支援するために、夜間や平日以外

に利用できる相談窓口を周知します。 

家族介護用品支給

事業 

○寝たきり、認知症など身体上または精神上の障がいがあり、日常生

活を営むのに支障のある高齢者を在宅で介護している家族に対し

て、介護用品（紙おむつなど）を支給することで経済的な負担の軽

減を図ります。 

（対象者は要介護４、５と認定された市民税非課税世帯の在宅高齢者

を介護している家族） 

家族介護慰労事業 

○要介護高齢者を在宅で介護している家族に対して、家族介護慰労金

を支給することにより家族介護の負担軽減を図ります。 

（対象者は要介護４、５と認定された市民税非課税世帯の高齢者で、

過去１年間介護サービスを受けなかった高齢者を介護している家

族） 

 

  

現状と課題 
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第５章 健康づくりと介護予防の一体的な推進 
 

重点項目１ 
健康増進事業の推進と介護予防の一体的な実施により効果的な取り組みに

つなげていきます。 

重点項目２ 
生涯学習の充実や様々な生きがいづくりをとおして社会参加活動の推進を

図ります。 

重点項目３ 
フレイルの早期発見と効果的な介護予防・日常生活支援事業の実施により維

持・改善・重度化防止を図ります。 

 

第１節 健康寿命の延伸に向けた取り組みの推進 

 

●本市の要支援・要介護認定率、高齢者の平均余命及び平均自立期間については、いずれ

の数値も改善していますが、島根県の平均値には届いていません。こうした状況に歯

止めをかけるためには、市民一人ひとりが若い時期から健康づくりの意識を持ち、シ

ニア世代に至ってからも自らの生活を支え、自ら健康を維持していけるようにするこ

とが必要です。 

●本市の死亡状況や各種健診の結果、医療費の状況から循環器疾患が占める割合が高く、

健康課題の一つとなっています。特に脳卒中や心筋梗塞等にり患すれば寝たきりや認

知症の大きな要因となります。そのため大きな疾患につながるまでの高血圧や糖尿病

などの生活習慣病の管理が重要です。毎年の健診や定期受診を行い、自己の健康状況

を理解してセルフ管理ができるように、地域の健康づくり組織と連携した集団支援や

重症化を防ぐための個別支援をさらに強化していくことが必要です。 

●平成 30年度の高齢者の「通いの場」に参加する者（週 1回以上開催）の割合は、11％

と全国 2.2％、県 3.5％を大きく上回っており、住民主体の運営による「いきいき百歳

体操」を中心とした介護予防活動を展開しています。 

●歯の健康づくりは低栄養予防をからめながら、歯科口腔健診、口腔機能向上及び低栄

養改善に関する集団指導や個別指導の開催、イベントを通じて、啓発を行っています。

一方で、歯の健康づくりは若いときから意識して行うことが重要であり、職域や子育

て世代に関わる部署と連携を図りながら取り組んでいく必要があります。 

●介護予防把握事業として、75歳、80歳、85歳の人のうち、要介護認定がない人へ基本

チェックリストを送付し、機能低下の恐れがある人やアンケート未返信者には在宅介

護支援センターが実態把握を行いました。また、民生委員・児童委員等から心配の声が

あった人については、随時実態把握を行い必要な支援につなげています。 

  

現状と課題 



29 

●生活習慣病予防と介護予防を一体的に取り組む健康づくり活動基盤を地域コミュニテ

ィ組織とし、交付金の活用も含め地域の実情に沿った活動を展開しています。活動の

中で地域での介護予防活動を担う人材の高齢化、地域コミュティにおける効果的な介

護予防活動の展開不足、介護予防活動を担う新たな人材の育成不足など課題も出てき

ています。 

●介護予防ケアマネジメント事業は、サービスの利用が必要な対象者について、地域包

括支援センターが直営、及び居宅介護支援事業所に委託の方法で実施しています。今

後も自立支援に資するケアプランとするため、介護支援専門員のアセスメント能力の

向上とともにセルフケアの向上に向けた視点も必要です。 

 

１．地域ぐるみの健康づくりの推進 
施策項目 取り組み 

市民主体の健康 

づくり活動の推進 

○健康づくり推進会、食生活改善推進協議会などと連携し、若い世

代を含めた市民の主体的な健康づくり活動を推進します。 

○運動習慣のある人が少ないことから、その改善に向け、運動指導

ボランティアや「いきいき百歳体操」のお世話役の活動へのフォ

ローアップや地区の健康づくり推進会活動への支援を行い、「ラジ

オ体操」「まめなくん体操」「いきいき百歳体操」の一層の普及啓

発を行い、取り組む人の拡充を促進します。 

○壮年期や男性の健康づくり活動への参加が比較的少ないため、要

因を探りながら参加促進を図ります。 

○グラウンドゴルフ、ウォーキングなど、軽スポーツの普及を進め

ます。 

地区健康づくり推進

会事業 

○健康づくり推進会と連携し、健康課題を把握しながらその解決に

向けた事業展開ができるよう支援します。 

○「いきいき百歳体操」に積極的に取り組む団体に実技支援やその

経費の一部を助成します。 

〇人材育成を目的とした健康づくり活動研修会・介護予防研修会を

開催します。 
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２．生活習慣病予防の取り組み強化 
施策項目 取り組み 

健康診査受診の促進

とその後のフォロー

の充実 

○国民健康保険加入者に対しては特定健康診査を、75歳以上の高齢

者に対しては健康診査を実施するとともに、内容の充実や受診勧

奨を行います。 

○特定健康診査の結果をもとに、特定保健指導を実施して、早期に

生活習慣改善につながるように支援します。また、循環器疾患重

症化予防対象者を抽出し受診勧奨や悪化予防の保健指導を行いま

す。 

○定期的な体重測定や血圧測定を行うことで自己の健康管理がで

き、異常の早期発見につながるように支援していきます。 

○健康診査・がん検診などを受けやすい環境づくりを進めます。 

8020運動の推進 

〇高齢者においては歯に対する関心が低いため、フレイル予防につ

いて各地区のサロンや「いきいき百歳体操」に合わせて、口腔ケ

アや口腔機能維持の必要性を伝えていきます。 

〇口腔機能向上に向けての個別フォロー体制については、ケアマネ

ジャーとも連携し、歯科医師会、歯科衛生士会に協力を仰ぎ検討

していきます。 

健康に関する 

情報提供 

○適切な食習慣や生活習慣はもちろんのこと、相談窓口や医療機関

などとも連携を図りながら、市民が求める情報を中心とした情報

提供を行います。 

○市民の健康への意識を高めるため、関係機関などと協働し「健康

まつり」などのイベントを開催します。 

○市民が健康に対する必要な情報をいつでも簡単に入手できるよ

う、市の広報紙やホームページなどによる情報提供の充実に努め

ます。 

 

 

３．介護予防・重度化防止の推進 

施策項目 取り組み 

住民運営の通いの場

における介護予防活

動の推進 

○地域の中で住民が主体となり継続的に介護予防に取り組める環境

を整えるとともに、事業の継続・発展をとおして住民自らがより

主体的に活動する気運の醸成を図ります。 

○将来的な要介護（要支援）認定率の低下や医療費の削減に向け、

「いきいき百歳体操」等の運動の普及に継続して取り組みます。 
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施策項目 取り組み 

保健事業と介護予防

の一体的実施 

〇医療関係機関との連携を進め、国が推進する「高齢者の保健事業

と介護予防の一体的実施」に取り組みます。 

〇既存の介護予防関連事業について、実施にあたっては保健医療の

視点を取り入れ、地域の健康課題対策と位置づけて取り組みます。 

介護予防把握事業 

○介護認定を受けていない高齢者に基本チェックリストを送付し、

その返信結果から何らかの支援を要する対象者を把握し、適切な

事業参加などの支援につなげます。 

○基本チェックリストの未返信者へのフォローの充実を図ります。

また、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施との連携により、

閉じこもりがちな高齢者の実態把握を行います。 

○基本チェックリストのほかに、民生委員・児童委員や医療機関な

どのネットワークを通じて、対象者を把握するなど、支援につな

げる仕組みづくりに努めます。 

介護予防普及啓発事

業 

○地区団体などと連携、協力しながら、健康教室、健康相談などを

開催し、生活習慣病予防、閉じこもり、うつ病、口腔機能の向上、

低栄養改善、運動器の維持向上などフレイル予防、認知症の予防

などに関する知識の普及啓発を行います。 

〇地区団体が抱える人材の高齢化の課題に対応するため、次世代の

人材育成を見据えた研修の取り組みや人材バンクのような仕組み

づくりを検討していきます。 

〇「介護予防手帳」を作成し、医療と介護の共通ツールとして活用

します。さらには記録された一定の取り組みを景品に交換できる

活動ポイントとするなど、介護予防に資する活動と介護予防手帳

の普及を目的としたインセンティブの制度を検討します。 

地域介護予防活動支

援事業 

○小規模な単位でより身近な場所に集えるよう、通いの場の立ち上

げや運営の支援を行います。 

〇高齢化や後継者不足となっている担い手の確保については、活動

の効果を具体的に示した啓発、研修会の開催、参加へのインセン

ティブを付与する制度の創出などに取り組みます。 

地域リハビリテーシ

ョン活動支援事業 

○リハビリテーション専門職等が、地域包括支援センターと連携し

ながら、訪問型サービス・通所型サービス・地域ケア会議・サービ

ス担当者会議・住民運営の通いの場などで助言するなど活動の支

援を行い、地域における介護予防と重症化を防ぐ取り組みを推進

します。 

介護予防・日常生活

支援総合事業の充実 

〇総合事業の見直しにより、自立支援を重視したサービスの提供を

行います。また、リハビリテーション専門職等と連携し、より効

果的なサービスを提供し重症化を防止します。 

〇自立支援に向けた適切なサービスが包括的かつ効率的に提供され

るよう介護予防ケアマネジメントを実施します。 
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第２節 生きがいづくりと社会参加活動の推進 

 

●高齢期をいきいきと自分らしく暮らすためには、生きがいを持つことや、地域社会と

の関わりを持ち続けることが大切です。 

●本市では生涯学習活動や地域コミュニティ活動を推進するほか、老人クラブやふれあ

いサロンなどの交流の場の設置、シルバー人材センターとの連携による就労支援、コ

ミュニティビジネスの推進などにより、高齢者が自主的な活動を行いやすい環境づく

りを進めています。 

●「江津和光園大学」をはじめとする老人クラブ活動に対し、老人クラブ活動費助成事業

を通じて経費の助成を行い、高齢者の活発な生涯学習の機会を確保しています。一方

で会員の高齢化などにより役員のなり手が少なく、クラブ数、会員数とも減少傾向に

あり、介護人材における元気高齢者の活用に関する取り組みも進んでいない状況です。 

●高齢者の生きがいと健康づくり事業についてはサロンの世話役の高齢化や後継者不足

が深刻であり、その人材育成が不十分となっています。さらに、地域によってはサロン

への送迎も課題となっています。 

●高齢者の就労には、シルバー人材センターが大きな役割を果たし、会員はその技能や

経験を地域に活かし、自らの生きがいと地域社会づくりに貢献していますが、近年は

会員数の減少とともに高齢化により就労の機会が減少傾向にあります。 

 

 

１．生涯学習活動の充実 
施策項目 取り組み 

生涯学習活動の 

推進 

○市民ニーズを捉えた生涯学習の機会として、出前講座事業と連携

した方策を検討します。 

○老人クラブ活動費助成事業を継続して実施します。 

地域コミュニティ

活動などの充実 

○地域コミュニティ組織に移行した市内の地域コミュニティ交流セ

ンターにおいて、それぞれの地域の個性と市民の学習意欲に応じ

た地域コミュニティ活動を実施します。 

○敬老会や各種スポーツ大会、高齢者教室、伝承活動などへの参加促

進を図ります。 

○各地域コミュニティ組織が目指す「支え合いの地域づくり」の実現

に向けて、社会福祉協議会の協力のもと第２層の生活支援コーデ

ィネーターを専任で配置し、体制の強化を図ります。 

 

 

 

現状と課題 
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２．様々な交流による生きがいの創出 
施策項目 取り組み 

老人クラブ活動 

の促進 

○介護予防・孤立予防の観点から、老人クラブの活動支援や加入促進

の働きかけを行います。 

○介護人材の確保に向けた元気な高齢者の活用については、ボラン

ティアとしての活用も含めて仕組みを検討します。また、仕組みづ

くりにあたっては、シルバー人材センターとの協働も含め、有効な

方策を検討します。 

ふれあいサロン 

の推進 

○家に閉じこもりがちな高齢者に対し、趣味を活かしたサロン活動

などを身近な地域で行うことで、地域住民との交流を図り、社会的

孤立感の解消・自立生活の助長・要介護状態となることへの予防を

図ります。 

○介護予防・孤立予防の観点から、高齢者をはじめ地域の人々が寄り

合い、交流を深めるふれあいサロン活動の活性化、設置促進を図り

ます。 

○制度改正を見据え、要支援認定者の外出・社会参加の場として、開

催回数や内容の充実を図ります。 

○担い手の確保として、活動の効果を具体的に示した啓発、研修会の

開催、参加へのインセンティブを付与する制度（ボランティアポイ

ント等）の創出等に取り組みます。さらに、取り組みを通じて、住

民自らがより主体的に活動する気運を醸成し、活動の参加者が増

えるよう内容を検討します。 

世代間交流の実施 

○地域コミュニティ活動や地域の行事などを通じた、自主的な企画

や活動をもとに、子育てサロン、下校時の支援、体験教室などとい

った世代間交流を促進します。 

○行事などの開催にあたっては、高齢者の力が活かされる場づくり

に努めます。 

○今後も地域の自主的な動きに合わせて活動を支援します。 

 

 

３．働くことでの生きがいづくり 
施策項目 取り組み 

シルバー人材セン

ターの活動促進 

○高齢者の希望や体力に応じ、地域社会の日常生活に密着した臨時

的かつ短期的な雇用就業機会を確保・提供し、活力ある地域社会づ

くりに寄与するシルバー人材センターに対し、運営助成などによ

り活動を促進します。 

○新入会員の増加に向けた活動、育児や高齢者支援の取り組みの拡

大を促進します。 
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施策項目 取り組み 

高齢者の能力を活か

した地域づくり 

○ボランティア活動など高齢者の能力を地域に活かす仕組みづくり

に向け、情報提供などの支援を行います。 

〇高齢者の能力を地域に活かす取り組みの一環として、元気な高齢

者が支え合いの地域づくりにおける担い手として活躍できる仕組

みを検討します。 
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第６章 高齢者が安心して暮らせる環境づくり 
 

重点項目１ 
自然災害、または詐欺や交通事故などによる被害に巻き込まれないように

するための取り組みを進めます。 

重点項目２ 
生活支援コーディネーターを中心に、住み慣れた地域で暮らす上での課題抽

出と把握、また、課題解決に向けた関係機関への適切かつ円滑なつなぎを進

めます。 

重点項目３ 
多様な形で安心できる住まいの確保と関連するサービスをとおして、暮らし

の不安の解消を図ります。 

重点項目４ 
新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、求められている新しい生活様式の

普及啓発や対策に係る支援を行い、長引く自粛生活の中でも健康的な生活

を送ることができるよう援助します。 

 

第１節 高齢者支援体制の充実 

 

●近年全国的に地震や豪雨などの災害が頻発する中、令和２年７月の豪雨災害により、

江の川が氾濫し、住宅の浸水や道路の冠水が発生しました。このような状況もあり、市

民における防災に対する意識は高まっているものと考えられます。 

●高齢者権利擁護相談事業として、高齢者虐待の相談は地域包括支援センターにおいて

受けており、社会福祉士を中心に虐待の解消に向けて対応を行っています。一方で虐

待事例は複雑化しており、対応できる専門人材の確保や育成が必要です。また、消費者

被害については総務課が窓口となっており、連携を深める必要があります。 

●情報通信インフラの整備やスマートフォンの普及により、消費者トラブルはますます

複雑・多様化するとともに、依然として高齢者を狙った悪質商法や特殊詐欺も多く発

生しています。特に高齢者を狙った犯罪も増加しており、大きな社会問題となってい

ます。 

●本市の交通事故の発生件数や負傷者数は減少傾向にあるものの、高齢者が関わる交通

事故は多い状況です。さらに近年では、高齢者が事故の加害者になるケースも増えて

います。 

●市の全域を対象とする第１層と、各日常生活圏域を対象とする第２層に生活支援コー

ディネーターを配置していますが、協議体の定期開催や課題解決の具体的な検討に至

っていない状況です。支え合いの仕組みづくりの支援を充実させるために、活動を強

化していく必要があります。 

 

 

現状と課題 
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１．安全を守るための取り組み  
施策項目 取り組み 

災害対策の充実 

〇福祉避難所の整備、関係機関等が連携した支援・応援体制の構築を

図るとともに、事業所等と連携し、避難訓練、防災啓発活動、リス

クアセスメントの実施や備蓄・調達状況について確認します。 

〇事業所等が策定する非常災害対策計画及び避難確保計画等の実効

性について確認を促します。 

〇避難行動要支援者に関する避難方法を事前に定める個別計画の策

定について具体的に検討していきます。 

高齢者権利擁護 

相談事業 

○高齢者の権利擁護の観点から、地域包括支援センターを中心に行

政機関、介護サービス事業所、地域などとの連携により高齢者に対

する虐待や消費者被害を防止し、高齢者が安心して生活できるよ

う相談や支援を行います。 

○関係機関が連携し、権利擁護を推進するため、権利擁護センターな

ど中核機関の設置を検討します。 

〇複合的な問題や虐待事例の増加を踏まえ、相談のあったケースに

確実に対応できる職員体制の維持とスキルアップを目指します。 

○高齢者虐待の相談窓口を設置し、通報のあった事例に対して虐待

の解消や再発防止策に向けた対応を行います。また、虐待事例に適

切に対応できる人材の確保・育成に努めます。 

消費者被害の防止 

〇高齢者の消費者被害を未然に防ぐため、高齢者を日ごろから見守

っている家族や民生委員・児童委員などと連携を図ります。 

〇地域における出前講座やチラシの回覧などの啓発活動を充実し、

地域の消費者被害防止の意識づくりを図ります。 

交通安全対策の 

推進 

〇交通安全教育を実施するため、警察と連携した出前講座や交通安

全教室を開催します。 

〇交通事故防止に向けた高齢者の免許証返納促進を図るとともに、

交通部局等と連携しながら免許返納後の支援体制の構築を図りま

す。 

 

 

２．地域の支え合いの体制づくり 
施策項目 取り組み 

地域課題の解決に

向けた支援 

○市全域を対象とする第１層、日常生活圏域を対象とする第２層にそ

れぞれ生活支援コーディネーターと協議体を設置します。 

○生活支援コーディネーターが地域ケア会議への参加や地域に出向

く等により、地域の高齢者の生活支援や社会参加に関するニーズを

把握・整理し、協議体において地域課題の解決や担い手の育成に向

けて検討します。 
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施策項目 取り組み 

地域の支え合いの

ための連携体制づ

くり 

○住民、地域、行政がそれぞれの役割を明確にしながら、互いに連携

し、補い合うため、地域福祉計画などとの整合を図りながら連携体

制を深めます。 

○連携体制づくりは地域コミュニティ組織の協力が不可欠であり、関

係機関で連携を図り、支え合いの地域づくりとして自助・互助・共

助・公助の必要性を市民に周知し、住民主体の取り組みにつながる

よう進めていきます。 

○生活支援コーディネーターを中心に、各日常生活圏域で協議体を開

催し、地域ごとに啓発や仕組みづくりを考えていきます。 

 

 

第２節 暮らしの不安の解消 

 

●シルバーハウジングの入居者の決定について市が関与できないなど様々な課題があが

っています。 

●生活の場の確保として、高齢者施設入所事業では入所希望者にとって一選択肢として

の認識が強くなり、「保護措置」の意味合いが薄らいでいます。また、高齢者生活福祉

センター事業では施設の老朽化により要修繕箇所の数量、規模ともに増大しています。 

●地域包括支援センターを中心に住み替えや老人ホームに関する相談に対して、情報提

供を行いました。また、住環境の相談に対しては、リハビリ専門職の派遣や、住宅改修

の理由書作成支援（在宅介護支援センター）を実施しています。 

 

 

１．高齢期の安心な住まいの確保 
施策項目 取り組み 

公営住宅の確保 

○市営・県営住宅の中で、高齢者に配慮した住宅（シルバーハウジン

グなど）の確保を行います。 

○保証人がおらず入居できない人を支援する公的な保証制度を検討

します。 

シルバーハウジン

グ事業 

○公営住宅のシルバーハウジング入居者に対し、日常生活上の相談・

指導、安否確認、緊急時の対応や一時的な家事援助などを行う生活

援助員（ＬＳＡ）を派遣するとともに、関係機関・関係団体などに

よる支援体制を構築するなど、地域の実情に応じた高齢者の安心

を確保する体制づくりを進めます。 

○今後の市営住宅の建設計画において、シルバーハウジング設置を

検討します。 

○入居者の決定について市が関与できる仕組みづくりを検討します。 

現状と課題 
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施策項目 取り組み 

高齢者生活福祉 

センター事業 

○自立して生活することに不安のある高齢者などの住まいの場とし

て、高齢者生活福祉センターの一部に生活支援ハウスを維持しま

す。 

○改修による老朽化への対処により、施設の維持に努めます。 

〇指定管理者制度による施設運営を継続し、民間事業者の経営ノウ

ハウを活用して事業の充実を図ります。 

老人福祉法に基づ

く養護老人ホーム

への入所措置 

○在宅で生活を続けることが困難な 65歳以上の人を入所させ、健康

維持と生活の安定を図ります。 

〇入所措置とする人数や市内養護老人ホームの定員数等、現在の事

業規模は維持しつつも虐待や経済的困窮など、緊急性の高いケー

スに対しては柔軟かつ迅速に対応します。 

多様な住まいの 

確保 

○優良で入居しやすいサービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホー

ムの整備を支援します。 

○高齢者の住まいに関して関係機関との情報共有を図ります。 

住まいに関する 

相談体制の充実 

○地域包括支援センターを中心に、住まいに関する情報提供、相談に

対応します。 

 

 

２．安心を支える在宅サービス 
施策項目 取り組み 

総合相談事業 

○地域包括支援センターを中心に市内４か所の在宅介護支援センタ

ーと連携を図りながら、地域の高齢者やその介護者などからの各

種相談に対して専門職が幅広く総合的に対応し、多面的支援を行

います。 

高齢者実態把握 

事業 

○地域包括支援センターと在宅介護支援センター、民生委員・児童委

員などとの連携により高齢者の生活実態やニーズなどを把握しま

す。 

○地域コミュニティ組織との連携体制づくりを進め、サロン活動や

見守り事業などの実施を通じて、支援を要する人の把握と情報共

有を図ります。 

福祉用具・住宅 

改修支援事業 

○福祉用具・住宅改修に関する相談・情報提供・連絡調整・助言など

を行います。 

○居宅介護支援を受けていない要介護者などの住宅改修費支給申請

に係る理由書を作成した居宅介護支援事業者などに、経費助成を

行います。 

〇理由書の作成において気になるケースについては、地域ケア会議

などでリハビリ専門職の意見を取り入れること等を検討します。 
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施策項目 取り組み 

緊急通報体制整備

事業 

○市内に居住するひとり暮らしの高齢者などに対し、緊急通報装置

を貸与し、急病や災害などの緊急時に迅速かつ適切な対応を図り

ます。 

○自宅に固定電話回線を持たない高齢者も増えており、携帯電話の

通信網を活用したサービスの提供について研究します。 

○受信センターから利用者へ定期的に連絡を取り、健康状態の確認

やアセスメント、情報の更新を行います。 

○新たな機器の導入など、さらなる見守りの強化について検討しま

す。 

配食サービス（食の

自立支援）事業 

○在宅で、高齢者が健康で自立した生活を送ることができるよう、配

食などに関するサービスを調整することにより、高齢者の栄養状

態の安定と健康維持を図るとともに状況把握や見守りを行いま

す。 

○ボランティアなどの活用により、配食サービスが利用できない空

白地帯の解消に努めます。 

○民間配食サービスが浸透する中、市の配食サービスの事業コスト

を踏まえ、利用料や委託料の見直しの検討や、サービス対象者の再

検討を行います。また、事業の検討を行う中で民間配食サービス事

業者とのすみわけを再検討します。 

生活管理指導短期

宿泊事業 

○介護保険サービスを何らかの理由で受けていない在宅の高齢者を

養護老人ホームに短期宿泊させ、生活習慣などの指導を行うとと

もに、体調の調整を図ることにより、当該高齢者の在宅における自

立した生活を支援し、要介護状態などへの進行を予防します。 

○事業の活用にあたり、本来の目的を踏まえつつ制度上の実態に即

した取り扱いを可能とするルールづくりを検討します。 

 

第３節 新しい生活様式に向けた取り組みの推進 

 

●令和２年に発生した、全世界で大流行している新型コロナウイルス感染症は、高齢者

において重症化しやすいこともあり、高齢者や高齢者を取り巻く環境に特に注意が必

要となっています。さらに、マスクや消毒液等の感染症対策用品が一時的に不足する

など備蓄に関する問題も出ました。 

●国内においては介護施設等でクラスターが発生したこともあり、事業所等での感染症

対策も必要となっています。また、事業所にとって、利用者や従業員に対する感染症対

策を実施しながらサービスを継続することは大きな負担となっており、正しい予防知

識の普及や対策に係る支援が求められています。 

現状と課題 
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１．新しい生活様式の周知・啓発 
施策項目 取り組み 

感染拡大防止に向

けた周知・啓発 

○広報紙や新聞・雑誌、インターネットのＳＮＳやホームページな

ど、様々なメディアを活用し、感染症の動向や正確な情報を提供す

るなど、感染症に対する知識の啓発に努めます。 

「新しい生活様式」

の普及 

○令和２年に「新型コロナウイルス感染症対策専門家会議」から提言

された「新しい生活様式」について、それぞれの日常生活において

実践できるよう、具体的な実践例を広報等を通じて情報提供して

いきます。 

○感染症対策用品の設備、備蓄を充実させ、混雑や密着を避けるな

ど、地域を集団感染から予防する取り組みを進めます。 

 

 

２．新しい生活様式に向けた支援体制の充実 
施策項目 取り組み 

介護施設・福祉施設

等における感染症

予防 

○厚生労働省の「高齢者介護施設における感染対策マニュアル」等を

参考に、事業所の衛生管理、職員等の研修、必要な衛生用品等の備

蓄に努めるよう、各事業所の指導を行うとともに、対策への支援を

行います。 

サービス提供に関

する対策の実施 

〇保健所等の関係機関と連携を図りつつ、感染症対策に関する正し

い知識の普及を進めます。また、サービス事業所に対する講習会等

の開催を検討します。 

〇感染症の蔓延等によりサービス提供の継続が困難になった場合を

想定し、総合的な支援体制や代替事業等の事前検討を行います。 

〇独居高齢者などの要配慮高齢者の受入れ施設について、検討を進

めます。 
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第７章 介護現場を支える環境づくり 
 

重点項目１ 
幅広い視点から多様な人材を確保するとともに、介護職場の魅力向上や介

護職員のスキルアップを図る取り組みを進めます。 

重点項目２ 
ロボット技術や ICT の利活用の推進を図り、介護現場における労働環境の

改善と効率化、さらにはサービスの向上を目指す取り組みを進めます。 

 

第１節 介護人材の確保とサービスの質の向上 

 

●浜田地区広域行政組合においては、介護の仕事の理解促進と基本的な知識や技術を習

得するために入門的研修を開催しています。それに加えて今後は子どもなどへのアプ

ローチとしてやりがいの発信やイメージアップに努めるなど、介護分野への人材の流

入を促進させる取り組みが求められます。 

●安心して働ける労働条件やモチベーションの向上につながる処遇などは勤務する上で

の重要な要素となります。職場環境の改善に向けた事業所に対する支援を通じて介護

人材の離職防止につなげるなど、介護分野から人材が流出することを防止していく取

り組みの必要性が増してきました。 

●スキルアップ研修を通じて専門性の高い人材を養成するとともに、その人材が専門性

を発揮する業務に専念できるよう配置の見直しや職種間連携などを行い、知識と能力

を十分に活かせる体制をつくることが必要です。 

●専門性を必要としない業務においては、ボランティアやシルバー人材センターなどに

よる就労的活動などと連携を図り、地域の資源・人材の積極的な活用による人手の補

完が期待されます。 

●令和２年 11 月、本市を会場に「介護ロボット島根フォーラム 2020」を開催し、講演、

事例紹介や体験展示をとおして、介護分野におけるロボット技術やＩＣＴ技術の利活

用についての最新情報を介護関係者に提供しました。今後は実際に導入する場合の事

業所への支援方法を検討していく必要があります。 

 

１．介護人材の確保・育成の推進 
施策項目 取り組み 

多様な人材の確保 

〇介護に関する入門的な研修等を開催し、介護に興味のある人の増

加を図ります。 

〇国や県等による介護人材の確保に関する取り組み・制度の周知及

び活用促進を図るとともに本市独自の人材確保策を検討します。 

〇地域おこし協力隊の制度を活用するなど、専門的な人材を外部か

ら登用し、定着を図ります。 

現状と課題 
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施策項目 取り組み 

介護職場の魅力 

発信 

〇各種イベント等を通じ、介護職の魅力発信の機会をつくります。 

〇介護関係事業所での中学校の職場体験の受入れ機会の拡充や、中

学生向けの講演会や授業等の実施を通じ、若い世代に対して介護

職の魅力をＰＲします。 

介護従事者の質の

向上 

○島根県の支援計画と連携し、事業者による介護人材確保に向けた

取り組みを支援します。また、専門的な知識を取得しキャリアアッ

プが図られるよう、広域連携推進事業（介護人材キャリアアップ事

業）により、職員に対する研修の受講支援、資格取得支援を実施し

ます。 

○介護サービスの質の向上のため、ケアマネジャーを対象にケアプ

ラン作成の技術的向上を目指し研修会を開催します。 

地域資源や地域の

人材の活用 

○高齢者が自らの介護予防や健康づくりを行いながら介護事業所等

でボランティア活動ができる仕組みを検討します。 

○有償ボランティアやシルバー人材センターなどによる就労的活動

など、地域人材の積極的な活用についても検討します。 

○外国人介護人材の制度の周知・啓発を行います。 

 

 

２．業務効率化と生産性の向上 
施策項目 取り組み 

ＩＣＴやロボット

の活用の推進 

〇ＩＣＴの推進や最新テクノロジーの導入など事務作業の軽減や自

動化、ＡＩを活用した見守り、ロボテクス技術の導入に係る国・県

の補助金について、介護事業者へ情報提供を行い、介護事業所に

おける介護ロボット導入を支援します。 

〇指定申請や実地指導時の提出書類を削減し、事業所の負担軽減を

図ります。また、提出方法のオンライン化を促進します。 

業務効率化による

サービスの質の向

上 

〇ＩＣＴやロボットの活用目的を生産性の向上とし、より少ない人

手でより高いサービスレベルを目指すよう取り組みを進めます。 
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第８章 数値目標一覧 
■住み慣れた地域で暮らし続けられる体制づくり 

 現状 目標 視点 

在宅看取り割合（自宅及

び老人ホームでの死亡

割合） 

10.6% 

（H30時点） 

14.0% 

（R5時点） 

在宅医療・介護の体制整

備と自らが望む場所で

の看取りの推進 

要介護認定者における

居宅サービス利用割合 

55.6% 

（R2.12分） 

60.0% 

（R5.12分） 

住み慣れた自宅での生

活を可能な限り維持 

チームオレンジ設立数 
なし 

（R2時点） 

1チーム 

（R5時点） 

地域における見守り体

制を新規に構築 

認知症に係る相談窓口

の認知度 

31% 

（R2時点） 

50% 

（R5時点） 

地域包括支援センター

（ブランチ型含む）のPR 

 

■健康づくりと介護予防の一体的な推進 

 現状 目標 視点 

65歳の健康寿命（平均自

立期間） 

男17.24年/女20.77年 

（H26～H30の5年平均） 

男18.69年/女21.06年 

（H29～R3の5年平均） 

島根県の令和5年度目標

値を目指す 

要支援・要介護1認定者

の維持・改善率 

34.1% 

（H28→R1比較） 

35.5% 

（R2→R5比較） 

要介護2以上への重度化

防止と健康寿命の延伸 

通いの場の設置数 
305か所 

（R2.3.31現在） 

350か所 

（R6.3.31現在） 

小地域単位、身近な通い

の場の立ち上げ 

 

■高齢者が安心して暮らせる環境づくり 

 現状 目標 視点 

幸福度8点以上の人の割

合が45%以上の日常生活

圏域数 

3 

（R2時点） 

4 

（R5時点） 

4つの日常生活圏域すべ

ての達成を目指す 

第2層協議体の定期開催 

4つの日常生活圏域 

のうち、1つの日常 

生活圏域で不定期開催 

4つの日常生活圏域 

のすべてにおいて、 

年間4回以上の開催 

地域の支え合いにおけ

る生活支援コーディネ

ーターの活動強化 

 

■介護現場を支える環境づくり 

 現状 目標 視点 

介護の仕事理解促進講

座を開催する学校数 
なし 

4校 

（R3～R5） 

将来の中核的人材とな

る中高生を対象に実施 

ICTやロボットの導入事

業所数 
把握なし 

新規1事業所以上 

（R5時点） 

積極的な情報提供と支

援により導入を促進 
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資料編 

第１節 各種調査概要一覧 

１．介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

調査の趣旨 
第8期介護保険事業計画の適切な策定に向けた基礎情報を得る 

国が示した「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査票」に独自設問を加えて作成 

対象者 65歳以上の一般高齢者及び要支援1、2の高齢者 

実施時期 令和2年2月13日～令和2年2月27日 

配布数・回収数 配布：7,000人  有効回収数：5,334人  有効回収率：76.2％ 

 

２．在宅介護実態調査 

調査の趣旨 

主として、「要介護者の在宅生活の継続」や「介護者の就労継続」に有効な介

護サービスのあり方を検討するための基礎資料を得る 

国が示した「在宅介護実態調査票」に基づき作成 

対象者 
期間内に要支援・要介護認定の更新・区分変更申請に伴う認定調査を行っ

た、居宅にお住まいの方(施設・居住系、入院を除く) 

実施時期 令和元年10月1日～令和2年1月31日 

配布数・回収数 610人（浜田市418人、江津市192人） 

 

３．居所変更実態調査 

調査の趣旨 

過去2年間で施設・居住系サービスから居所を変更した方の人数や、その理由

等を把握し、調査結果に基づいた関係者間での議論を通じて、施設・居住系サ

ービスでの生活の継続性を高めるために必要な機能や、外部サービス資源と

の連携等を検討し、具体的な取り組みにつなげていく 

対象者 施設・居住系サービスの管理者の方 

実施時期 令和2年2月とりまとめ 

配布数・回収数 配布事業所：54事業所  回収率：100％ 

 

４．在宅生活改善調査 

調査の趣旨 

現在自宅等にお住まいの方で、「現在のサービス利用では、生活の維持が難

しくなっている方」の人数、生活の維持が難しくなっている理由、生活の改善の

ために必要な支援・サービス等を把握 

対象者 居宅介護支援事業所のケアマネジャー 

実施時期 令和2年2月とりまとめ 

配布数・回収数 配布事業所：43事業所  回収事業所：41事業所  回収率：91.3％ 

 

５．介護サービス事業者調査 

調査の趣旨 

介護保険に関するサービス事業者に対し、サービスの参入・増強等の意向や

職員等の人材確保の状況をお聞きし、今後の連携体制の構築や計画の策定

に活かしていくために実施 

対象者 浜田市・江津市内の介護保険サービス事業所 

実施時期 令和2年9月 

配布数・回収数 配布143事業所 回収94事業所 回収率65.7％ 
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６．介護従事者調査 

調査の趣旨 

高齢者分野の事業所で勤務されている介護従事者に対し、職場のことや働き

方などに関する考えをお聞きし、高齢者福祉計画策定の参考とするために実

施 

対象者 江津市内の高齢者福祉施設に勤務する方 

実施時期 令和2年11月 

回収数 532人 回収率78.5％ 

 

 

第２節 調査・分析、検討会一覧 

１．江津市高齢者福祉推進協議会 

協議内容 

①高齢者福祉計画（案）策定状況の報告 

②パブリックコメント実施状況の報告 

③意見聴取 

開催日時 令和3年3月11日 

委員構成 

◆浜田地区広域行政組合介護保険事業計画策定委員  

・江津市社会福祉協議会  ・被保険者代表（東部・中部・西部・桜江） 

・老人福祉施設協議会 

◆在宅介護支援センター代表                         【計7人】 

 

２．江津市桜江町のサロン活動の普及・継続要因分析 

事 業 の 

趣 旨 

江津市桜江町をモデルに、サロン活動（通いの場への参加）が参加者や支援者に与え

る身体的、精神的、社会的な効果及び活動の継続要因と、サロン活動不参加者の意

識や参加しない背景等を明らかにするとともに、桜江圏域の住民の方と協働で介護予

防対策において有効とされているサロン活動の活性化・普及・活動継続の方策につい

て検討し、今後の江津市の健康寿命延伸に向けた取り組みの基礎資料とする。 

インタビュー 

調 査 

◆参加者（5地区から 1サロンを選定し、同意の得られた 7人）：令和 2年 2月 20日 

◆支援者（同意の得られた役員9人及び地区役員2人）：令和2年2月20日、3月2日 

アンケート 

調 査 

対象者 

（桜江圏域のみ） 
参加者 

（調査当日参加者） 
支援者 不参加者 

次期支援者とな 

り得る高齢者 

（70～74歳） 

実施時期 令和2年8月 令和2年8、9月 令和2年9月 

調査方法 
直接配布 

直接回収 

直接配布 

郵送回収 
聞き取り調査 

郵送配布 

郵送回収 

回収数（率） 161人 111人（84.5%） 32人 110人（47.8%） 

検 討 会 

開催状況 

令和元年度 

第1回検討会（令和元年10月8日） 

第1回ワーキング会議（令和元年11月27日） 

第2回ワーキング会議（令和2年1月31日） 

第3回ワーキング会議（令和2年3月27日） 

令和２年度 

第1回ワーキング会議（令和2年6月9日）※TV会議 

第1回検討会（令和2年7月21日） 

第2回ワーキング会議（令和2年12月21日） 

第2回検討会（令和3年3月22日） 

実施主体 江津市、島根県浜田保健所、島根県保健環境研究所 
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３．その他の調査、検討会等 

介護保険施設待機者調査 令和2年7月実施 

浜田圏域が抱える課題意見交換会 令和元年11月実施・令和2年2月実施 

主任ケアマネジャー連絡会 令和2年9月実施（江津市） 

 

 

第３節 用語解説 

あ行  

用語 解説 

ＩＣＴ 

Information and Communication Technology の略。情報技術に通信コミュニケーション

の重要性を加味した言葉で、インターネットのような通信技術を利用した産業やサービ

スのこと。 

アセスメント 事前評価のことで、対象者に関する情報を収集すること。 

ＡＣＰ（アドバンスケ

アプランニング） 

「アドバンス・ケア・プランニング（Advance Care Planning）」の略で、もしもの時の

ために、望む治療やケアについて、前もって考え、繰り返し話し合いを行い、共有する取

り組みをいう。 

インセンティブ 意欲を引き出すために、外部から与える刺激のこと。 

ＡＩ 
Artificial Intelligence の略。人工知能。人間の脳が行っている知的な作業をコンピュ

ータで模倣したソフトウェアやシステムのこと。 

オレンジカフェ（認知

症カフェ） 

認知症の人やその家族が、地域の認知症に関心のある人や専門職の人と相互に情報を共

有し、お互いを理解し合う場のこと。 

 

か行 
 

用語 解説 

ケアマネジメント 利用者の要求に対し、適切で効果的な支援を行うため、各種サービスを調節すること。 

健康寿命 
平均寿命のうち、健康で活動的に暮らせる期間をいう。ＷＨＯ（世界保健機関）が提唱し

た指標で、平均寿命から、衰弱・病気・認知症などによる介護期間を差し引いたもの。 

コミュニティ 居住地や関心をともにすることで営まれる共同体のこと。 

コミュニティビジネス 

地域資源を活かしながら地域課題の解決を「ビジネス」の手法で取り組むものであり、地

域の人材やノウハウ、施設、資金を活用することにより、地域における新たな創業や雇用

の創出、働きがい、生きがいを生み出し、地域コミュニティの活性化に寄与するものと期

待されている。 

 

さ行 
  

用語 解説 

社会福祉協議会 

社会福祉法に位置づけられており、一定の地域社会において、住民が主体となり､地域に

おける社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の、健全な発達及び社会福祉に

関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図ることを目的とした民間団体。 

シルバー人材 

センター 

定年退職者などの高齢者に、そのライフスタイルに合わせた「臨時的かつ短期的または

その他の軽易な就業」を提供し、高齢者の健康で生きがいのある生活の実現と、地域社会

の福祉の向上と、活性化を目的とするもの。 

シルバー 

ハウジング 

高齢者世帯が、地域社会の中で、自立して安全かつ快適な生活を営むことができるよう、

また、その在宅生活を支援するための福祉サービスが適切に受けられるよう配慮された

住居のこと。 

生活支援コーディネ

ーター 

地域での生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能（主

に資源開発やネットワーク構築の機能）を果たす人のことをいう。 

成年後見制度 

認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で、財産管理、介護などのサービスや施設へ

の入所に関する契約、遺産分割の協議など、自分でこれらのことをするのが難しい、判断

能力の不十分な人を保護し、支援するための制度。 
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た行  

用語 解説 

地域包括支援 

センター 

地域において、①介護予防ケアマネジメント事業、②総合相談支援事業、③地域包括ケア

体制整備（包括的・継続的マネジメント事業）、④高齢者の虐待の防止・早期発見及び権

利擁護事業の４つの基本的な機能を持つ総合的なマネジメントを担う中核機関。 

チームオレンジ 認知症の人の支援ニーズに認知症サポーター等をつなげる仕組みのこと。 

出前講座 
市民の受講したい内容をメニュー表の中から選び、市職員・公的機関職員が講師となっ

て地域に出向く講座。 

 

な行  

用語 解説 

日常生活自立支援事

業 

認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者などのうち判断能力が不十分な人が地域に

おいて自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助

などを行うもの。 

認知症サポーター 

認知症を正しく理解し、認知症者や家族を温かく見守る応援者として日常生活の中で支

援する人。友人や家族にその知識を伝えたり、隣人として、あるいは商店街、交通機関な

ど、まちで働く人として活動する。「認知症サポーター養成講座」を受講したサポーター

には、その証として認知症者や家族を支援する「目印」としてのブレスレット「オレンジ

リング」を全国キャラバン・メイト連絡協議会から配布している。 

認知症初期集中支援

チーム 

医師、看護師、保健師、介護福祉士等、医療と介護の専門職で構成され、多職種が支援方

法を検討し、初期の段階で集中的、継続的な支援を行う。 

認知症地域支援推進

員 

認知症の人の状態に応じて必要なサービスが適切に提供されるように、医療機関や介護

サービス、地域の支援機関の間の連携を図るための支援や、認知症の人とその家族を支

援する相談業務等を行う人のこと。 

 

は行 
 

用語 解説 

福祉用具 
高齢者・障がい者の介護やリハビリのために使用する介護用品や福祉機器。車いす、電動

ベッド、特殊寝台、歩行器、体位変換器などのこと。 

フレイル 
加齢とともに心と体の動きが弱くなってきた状態をフレイル（虚弱）と呼び、適切な評

価・対策を行うことで、一定の機能回復が可能とされている。 

平均自立期間 健康寿命の考えに基づく指標で、自立した生活が期待できる年数のこと。 

 

ま行 
  

用語 解説 

民生委員・児童委員 

民生委員は、厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、常に住民の立場に立

って相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努める者であり、｢児童委員｣を兼

ねている。児童委員は、地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように、子どもたち

を見守り、子育ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援などを行う。また、一部の

児童委員は児童に関することを専門的に担当する｢主任児童委員｣の指名を受けている。 

 

わ行 
 

用語 解説 

ワンストップ相談サー

ビス 
様々な相談を１か所で行うことができること。 
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