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Ⅴ 市の具体的施策 

１ 介護予防・日常生活支援総合事業への取り組み 

国の方針により平成２９年４月までに新しい介護予防給付サービスや生活支援サ

ービスの枠組みによる「介護予防・日常生活支援総合事業」の運用が求められており

ます。 

市では要支援者や一般の方へのサービス提供も掲げている「介護予防・日常生活支

援総合事業」を地域ごとの生活支援ニーズにも対応させるため、研究会（「協議体」）

を立ち上げ、生活支援コーディネーターを養成しながら、介護予防サービスを含め、

多様なサービス供給体制の実現を目指します。 

 

○「介護予防・日常生活支援総合事業」で予定している主なサービス 

 

  「介護予防・日常生活支援総合事業」については平成２９年４月からの実施を目

指し準備を進めていきます。 

  主な事業内容は、サービス事業対象者が利用できるサービスとしては従来の介護

予防訪問介護サービスに相当する訪問型サービスと、それ以外の多様な訪問型サー

ビス、従来の介護予防通所介護サービスに相当する通所型サービスとそれ以外の多

様な通所型サービス及びその他の生活支援サービスとなります。 

  その他、介護予防・生活支援サービス事業の対象外で、すべての高齢者が利用可

能な一般介護予防事業となっております。 
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  「訪問型サービス」の概要 

 １．（従来の介護予防訪問介護サービスに相当するサービス） 

  従来の介護予防訪問介護に相当する訪問サービスで、引き続きサービスが必要な

場合に利用できます。 

 

 ２．（その他の多様な訪問型サービス） 

  ① 訪問型サービスＡ 

    従来のホームヘルパーによる生活支援サービスとして提供します。 

  ② 訪問型サービスＣ 

    医療等の専門職により提供される居宅での相談指導等で、従来の訪問型介護

予防事業を見直し、短期集中予防サービスとして心身機能の改善にむけた支援

が必要なケースに提供します。 

 

  「通所型サービス」の概要 

 １．（従来の介護予防通所介護サービスに相当するサービス） 

  従来の介護予防通所介護に相当する通所サービスに引き続き、サービスが必要な

場合に利用できます。 

 

 ２．（その他多様な通所型サービス） 

  ① 通所型サービスＡ 

    従来の生きがいデイサービス事業を見直し、ミニデイサービスとして提供し

ます。 

  ② 通所型サービスＢ 

    有償、無償のボランティア等により提供される、住民主体による体操、運動

等の活動など、自主的な通いの場としての通所型サービスを予定しております。 

  ③ 通所型サービスＣ 

    医療等の専門職により提供される通所型サービスで、従来の通所型介護予防

事業を見直し、３～６か月の短期間での生活機能を改善するための運動器の機

能向上や栄養改善等のプログラムを提供します。 

 

 

  その他、市民の方々の意見を参考にサービスについて研究会等で検討しながら、

生活支援サービスや一般の高齢者の方々も利用できるような一般介護予防サービ

スの多様な提供体制の構築を目指します。 
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２ 地域包括ケアの推進 

 急激に進む高齢化社会の到来に適応するため、住み慣れた自宅や地域で暮らしなが

ら、「介護」、「予防」、「医療」、「生活支援サービス」、「住まい」の５つを利用者のニ

ーズに応じて継続的に提供できる体制を構築するために、日常生活の場で適切に提供

される「地域包括ケアシステム」の構築を重点推進事項とします。 

 地域包括支援センターと生活支援コーディネーターが密接に連携して、継続的で柔

軟な地域包括ケアの推進とともに、地域の生活支援ニーズに合った「介護予防・日常

生活支援総合事業」を着実に運営していきます。 

 また、平成 30 年度からの市主体による「在宅医療・介護の連携に関する事業」の

実施に向け、医師会等との対話と調整を進めていきます。 

 

 （１）包括的支援事業 

包括的支援事業については、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で日常生活を

営むことができるよう「介護予防ケアマネジメント業務」、「総合相談支援業務」、

「権利擁護業務」、「包括的・継続的ケアマネジメント業務」を実施します。 

これらの事業は市内７か所に設置した地域包括支援センターが実施しますが、

地域の住民の利便性を考慮し、身近なところで相談を受けつけ、地域包括支援セ

ンターにつなぐための役割として 16 か所の在宅介護支援センターを窓口として

設け、高齢者の相談や見守り体制の強化を継続します。 

また、地域包括支援センターでは、各担当圏域における、支援を必要とする高

齢者の早期発見・見守りネットワーク、高齢者虐待防止・見守りネットワークな

どの構築と機能強化を推進していきます。 

 

  ① 介護予防ケアマネジメント業務 

二次予防事業の対象者が要支援・要介護状態になることを予防するために、課

題の抽出や目標の設定などを通じて、対象者自身の意欲を引き出し、各種の介護

予防事業に取り組めるよう支援します。 

また、介護予防事業のほかに地域における健康づくりや交流促進のためのサー

クル活動、老人クラブ活動等、地域における介護保険以外のさまざまな社会資源

の活用もできるよう支援します。 

※平成２９年４月からは、「介護予防・日常生活支援総合事業」への移行予定と

なっています。 
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  ② 総合相談支援業務 

    高齢者やその家族、近隣の住民、地域のネットワーク等を通じた認知症ほか、

様々な相談を受け、その問題解決に向けたサービスや制度に関する適切な情報

提供や関係機関を紹介するなどの支援をします。 

 

  ③ 権利擁護事業（虐待の防止、虐待の早期発見等） 

    高齢者虐待の早期発見・早期対応や、消費者被害などの高齢者に関する問題

発生をできるだけ未然に防ぐことができるようにすると共に、認知症などで判

断能力が不十分な高齢者に対して、成年後見制度等の各制度、地域におけるネ

ットワークを活用して必要な支援をします。 

 

  ④ 包括的・継続的ケアマネジメント事業 

    高齢者が住み慣れた地域で暮らすことができるよう、介護支援専門員や主治

医等関係機関との連携体制づくりや、介護支援専門員に対して対応困難事例等

についての具体的な支援方針を検討し、指導・助言等を行います。 

 

 （２）地域ケア会議活用推進事業 

   構築されたネットワーク（連携体制）を構成する医療・福祉機関の支援内容の

整理、社会資源の情報収集と適切な支援方法を共有するために、弘前市地域包括

支援センター支援連携会議を定期的に開催します。 

 

 （３）在宅患者訪問歯科診療事業 

   歯科医師が在宅のねたきり高齢者、身体障がい者等を訪問し、歯科診療や口腔

衛生指導を行います。 

 

 （４）安心安全見守りネットワーク事業 

   一人暮らし高齢者等の見守りネットワーク体制を作り、異常の早期発見により

孤立死を未然に防ぎ、地域を見守ります。 

 

 （５）ほのぼのコミュニティ２１推進事業 

   住民ボランティアの協力により、在宅のひとり暮らし高齢者や障がい者等を定

期的に訪問し、孤独感の解消、精神的ふれあいの促進を図りながら、安否確認等

もします。 
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３ 高齢者の健康・生きがいづくり 

 （１）高齢者の健康・生きがいづくり 

   高齢社会の進展に伴う趣味嗜好の多様化や、健康志向の高まりのもと、各種ス

ポーツ、レクリエーションや趣味活動により生きがいを感じている高齢者が増え

ています。 

   市としても、高齢者の健康づくり活動を積極的に支援し、高齢者が生きがいを

持ち、健康的な生活を送り、みんなで地域の幸せを築いていくことを目指します。 

   具体的には、市内各地区の公民館や集会所等で介護一次予防事業を開催し、高

齢者が要介護状態に陥らないように支援していくことにより、介護予防や健康増

進を図ります。 

 

○スポーツ施設での教室 

スポーツ施設 実施教室等 

河西体育センター ラケットテニス体験教室、水中ウォーキング教室等 

温水プール石川 
プールで体力づくり教室、ゆる筋トレ＆ストレッチ

教室、一般水泳教室等 

克雪トレーニングセンター 軽スポーツ体験教室、健康体操＆楽しく運動教室等 

弘前Ｂ＆Ｇ海洋センター 
脳トレ＆ミニバランス教室、スポーツ体験教室、ス

トレッチ体操教室等 

岩木Ｂ＆Ｇ海洋センター ミニバランスボール教室、ユニカール教室等 

運動公園 テニス体験教室、ウォーキング教室 

市民体育館 ストレッチ体操＆ソフトバレー体験教室等 

 

 （２）老人クラブへの支援 

   老人クラブは地域に根付いた自主的な組織であり、清掃活動、文化・スポーツ

活動、ボランティア活動など、様々な分野で活動しています。 

   近年、会員の高齢化などによりクラブ数及び会員数とも減少傾向にありますが、

今後、団塊の世代が高齢者世代になるなど高齢化がさらに進む中で、老人クラブ

の地域における役割は一層重要になってくると考えられます。 

   このことから、老人クラブの活動や会員の加入促進に向けた取り組みなどを引

き続き側面から支援していきます。 
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○クラブ数と会員数（平成 26 年 4 月 1 日現在） 

単位老人クラブ数 171 クラブ 

会員数 6,205 人 

組織率 9.6% 

組織率：60 歳以上人口（64,394 人）に占める会員数の割合 

 

○老人クラブの主な活動内容 

活動名 活動内容 

社会奉仕活動 

●清掃奉仕：道路・河川・公園等の清掃（草刈り） 

●募金協力 

●廃品回収：空缶、空きビン回収 

●友愛訪問：ねたきり高齢者等への見舞い訪問 

●世代間等交流：子供会、婦人会、敬老会など 

●各種施設の慰問 

●児童や生徒の登下校時の見守り活動 

●地域美化運動：花壇の管理、植樹（花） 

教養講座開催 

●健康教育講座：認知症、健康管理、老人健康食、 

        応急処置の仕方 

●交通安全教育 

●社会問題等教育講座 

●生きがい講座：短歌、俳句、書道、絵画等 

●郷土文化の伝承：歴史、民謡、民芸等 

●文化施設等見学：美術館、博物館、史跡、名勝等 

健康増進事業 

●各種スポーツ大会の開催及び参加 

 ：ゲートボール、グラウンド・ゴルフ、 

  軽スポーツ等 

●ニュースポーツ講習会等への参加等 

●体操、ダンス、踊り等への参加 

 

 （３）敬老大会（敬老事業）の実施の奨励 

   敬老大会は市民の間に広く高齢者の福祉についての関心と理解を深めるとと

もに、高齢者に対し自らの生活の向上に努める意欲を促すために開催されていま

す。 
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   近年、大会の対象者である 75 歳以上の市民がより参加しやすいように町会単

位の開催が増えています。大会の開催者側も高齢化していることなどをはじめ課

題もありますが、市としては、引き続き補助金を交付して敬老大会の実施を奨励

します。 

   併せて、80 歳到達夫婦、90 歳到達者、百歳到達者という３種類の長寿者に

対する顕彰を継続します。 

 

 （４）老人福祉センター、生きがいセンター等の利活用の推進 

   高齢者の健康増進、教養の向上、レクリエーション、生きがいづくり等の場と

して、65 歳以上の市民が無料で利用できる老人福祉センター、生きがいセンタ

ー、交流センターについて、今後も、高齢者が安心して活動できる場として機能

するよう配慮しながら、老人福祉センター、生きがいセンターにおける生きがい

教室やサークル活動への参加を推進します。 

   また、岩木ふれあいセンターにおける岩木地区等の老人クラブに対する利用料

減免の事業も継続します。 

 

 （５）高齢者の公共施設無料利用制度の継続 

   65 歳以上の市民が文化活動やスポーツ活動等に参加しやすくなり、社会参加

の促進、健康・生きがいづくりの推進に役立つように、引き続き継続実施します。 
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 （７）その他の生きがい対策の推進 

  ① 生涯学習の推進 

    公民館との連携により、高齢者の社会参加や生きがいづくりのための多様な

学習機会の提供に努めます。 

高齢者教養講座等 

の開設 

※概ね 60 歳以上の高齢者を対象に一般教養、 

 趣味等の講座を開催 

○中央公民館主催の高齢者教室（ベテランズセミナー） 

 平成 25 年度 13 回開催 

 教室生 142人（男 50 人、女 92 人） 

○地区公民館主催の高齢者教室（12教室） 

 平成 25 年度 206回開催 

 教室生 817人（男 218 人、女 599 人） 

 

  ② シルバー人材センターへの支援 

    高齢者がこれまで培ってきた知識や技術を生かし働くことは、心身の健康を

保つために重要であり、高齢者が生きがいを持って働くことができる環境を確

保することが重要です。 

    公益社団法人弘前市シルバー人材センターは、就業を希望する会員である高

齢者に対し、その意欲と能力に応じた就業の機会を確保し、及び組織的に提供

するなどにより、高齢者の生きがいの充実と福祉の増進を図ることを目的とす

る公益法人であり、引き続き、その活動を支援していきます。 

 

  ③ その他 

    各種団体が主催する事業等への積極的な参加を呼びかけ、その推進を図りま

す。 

区分 事業内容 

健康づくり推進 健康講座（弘前市老人クラブ連合会主催） 

高齢者等の作品展 
弘前市総合福祉作品展 

（弘前市社会福祉協議会主催） 

高齢者スポーツ大会等の開催 

●ゲートボール大会、グラウンド・ゴルフ大会 

 （弘前市老人クラブ連合会主催） 

●ふれあい高齢者スポーツ親善大会 

 （弘前市社会福祉協議会主催） 

●ふれあい高齢者軽スポーツ研修事業 

 （弘前市社会福祉協議会主催） 

レクリエーションの開催 
芸能発表大会 

（弘前市老人クラブ連合会主催） 
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４ 自立支援・介護予防等の推進 

（１）自立支援介護推進事業 

   水分や栄養、運動などに着目したケアにより、高齢者が自立して日常生活を送

れるようサポートする取り組みを行い、介護を必要としない、健康で活き活きと

した高齢者を増やし、介護認定率の改善を図ります。 

 

  ① 自立支援介護推進に向けた研究会 

    高齢者の自立支援に向けて、効果的な施策を研究するための研究会を立ち上

げます。 

 

  ② 自立支援の基本ケアの推進 

    老人クラブ等を活用し、市内高齢者に向けて「水飲み運動」を実施します。 

    また、市内施設に運動器の機能向上を目的としたトレーニング機器を導入し、

インストラクター指導のもと、生活の質の向上を図ります。 

 

  ③ 自立支援介護への取り組みに向けた事業者支援 

    介護事業者の介護度改善に対する意識向上のため、トレーニング機器の導入

を補助します。また、介護事業者の自立支援に関する研修会への参加に係る経

費を補助し、自立支援を効果的に実施できるよう支援します。 

 

  ④ 自立支援介護に取り組む事業者、家族への啓発 

    自立支援介護に関する講師を招へいし、介護サービス事業者に自立支援介護

の意識啓発を推進します。 

    また、自立支援介護に取り組む家族への講習会を実施し、介護度改善に向け

た家族の取り組みを支援します。 
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自立支援 
介護研究会 

 

事業方針等の決定 

・水飲み運動の

定着 

・トレーニング

機器の導入 

・人材育成研修

会補助 

・トレーニング

機器の導入補助 

・自立支援介護

講習会 

・自立支援介護

講演会 

自立支援介護の

基本ケアの推進 

家族への支援 事業者支援 

事業者の意識啓発 

【効果】 

・安定的な介護保険制度の運営 

・尊厳の保持 

 

 

 

高齢者が活き活きと地域の中で生活をすることができるように

なる。 
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 （２）介護予防事業 

   高齢者が要支援・要介護状態となることを予防するとともに、要介護状態等と

なった場合においても、可能な限り住み慣れた地域において自立した日常生活が

できるよう支援するため、地域支援事業として次に揚げる事業を継続して実施し

ます。 

 

  ① 一次予防事業 

    一次予防事業については、市内各地区の公民館や集会所において、介護一次

予防事業を開催し、高齢者が要介護状態に陥らないように支援していくことに

より、介護予防や健康増進を図ります。 

   ※平成 29 年 4 月からは、「介護予防・日常生活支援総合事業」への移行予定

となっています。 

 

  ② 二次予防事業 

    二次予防事業は、介護が必要な状態でない 65 歳以上の人で、生活機能の低

下があり要支援、要介護になるおそれの高い人を対象に、その防止のために実

施します。 

    この事業では、基本チェックリストにより対象になった人に、運動器の機能

向上、栄養改善、口腔機能の向上を図るために、通所介護事業所等において実

施する「通所型介護予防事業」、閉じこもり、認知症、うつ予防を図るために

訪問して相談・支援する「訪問型介護予防事業」を実施します。 

   ※平成 29 年 4 月からは、「介護予防・日常生活支援総合事業」への移行予定

となっています。 

 

  ③ 生きがい対応型デイサービス事業 

    介護保険適用外で介護予防が必要な高齢者に対し、通所により日常動作訓練

等のサービスを提供します。 

    この事業では、一人でも多くの介護保険未申請の高齢者に対して、１回でも

多く各種サービスを提供することにより介護保険への移行を減少させるもの

であるため、今後も事業を継続します。 

   ※平成 29 年 4 月からは、「介護予防・日常生活支援総合事業」への移行予定

となっています。 
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５ 認知症対策の推進 

全国的に高齢化が進む中で、全国の認知症高齢者数は平成２４年厚生労働省推計に

よると約 462 万人(高齢者人口の約 15％)と予想以上に増加しており、当市における

認知症高齢者数は約 7,400 人と推計されております。また、若年性認知症者は全国

で約 4 万人、当市は約 50 人と推計されています。 

そのため、今後も更に認知症の人の増加が見込まれることから、認知症に対する知

識を持ち、地域や職場で認知症の人を支援する役割を果たす認知症サポーターを多数

養成することが求められています。 
 

 （１）認知症サポーター養成講座 

   キャラバン・メイト養成研修事業を修了したキャラバン・メイトが講師となり、

地域や職場において認知症の人と家族を支える認知症サポーターを養成します。

そのためキャラバン・メイト養成研修への参加者を増やしながら、サポーター養

成講座を多数開催し、認知症サポーターの人口に占める割合を県平均に近づける

とともに、質の向上を目指します。 
 

 （２）徘徊模擬訓練 

   認知症サポーター等が地域で見守り支援できるように、徘徊模擬訓練を実施し

ます。 
 

 （３）健康講座 

   各地区において、認知症予防の講座を開催します。 
 

 （４）認知症に対する相談窓口体制の充実 

   認知症の相談業務を強化するために、市や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ます。 

   さらに、地域包括支援センターの業務を整理し、平成 30 年度からの「認知症

初期集中支援チーム」の設置に向けて進めていきます。 
 

 （５）認知症に対する知識の普及・啓発 

   認知症の理解を促進するため、広報ひろさき等で認知症の予防、早期発見・早

期対応について周知を図ることやパンフレットの作成・配布などを行います。 
 

 （６）成年後見制度の利用をはじめとする権利擁護（虐待防止を含む）の促進 

   判断能力が不十分な認知症の人を法的に支援する「成年後見制度」利用促進の

ために、制度の周知を図ります。 

   併せて、成年後見人等の需要の増大に対するため、市民後見人の育成を進めて

いきます。  
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６ 在宅福祉サービス等の充実 

 （１）在宅福祉サービス 

   平成 27 年度からの在宅福祉サービスの提供を以下のように計画しています。 

  ① 生活支援事業 

生活支援の必要な高齢者に対しホームヘルパーを派遣することにより、要介護

等状態への進行を防止します。また、平成 29 年 4 月から介護予防・日常生活

支援総合事業の訪問型サービスへの移行を検討します。 

 

  ② 緊急通報装置貸与事業 

    緊急通報装置を貸与することにより緊急時に早急に対応することで、ひとり

暮らし高齢者等の不安を解消しつつ、貸与条件を緩和することにより、事業の

拡大を図ります。 

 

  ③ ねたきり高齢者寝具丸洗いサービス事業 

    在宅ねたきり高齢者の寝具類を年１回無料で洗濯・乾燥・殺菌・消毒するこ

とにより、快適な生活を維持します。 

 

  ④ 外出支援サービス（岩木地区） 

    高齢や障がいのため歩行が不自由な人を対象に、自宅と医療機関等との間を

移送用車両で送迎することにより、地域での在宅生活を維持します。 

 

  ⑤ 健康・生きがいづくり推進事業 

    冬場に高齢者の健康保持、生きがいづくり、交流等のため４つのスポーツ大

会を行います。 

 

  ⑥ 歩行安全杖支給事業 

    歩行に杖が必要な６５歳以上の高齢者に対して、杖を支給し歩行時の安全を

確保します。 

 

  ⑦ 高齢者はり・きゅう・マッサージ施術料助成事業 

    高齢者がはり・きゅう・マッサージの施術を受けたとき、料金の一部を助成

して、高齢者の負担を軽減します。 

 

  ⑧ ねたきり高齢者等紙おむつ支給事業 

    紙おむつを支給することにより、在宅のねたきり高齢者等の保健衛生を保ち、

対象者の属する世帯の経済的負担を軽減します。 
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  ⑨ 在宅高齢者短期入所事業 

    家族の病気や冠婚葬祭等のため、同居している高齢者の世話ができない場合、

高齢者を短期間養護老人ホームへ短期入所させて家族の負担を軽減します。 

 

  ⑩ 福祉バス運営事業（相馬地区） 

    老人クラブや社会福祉協議会などの福祉関係団体にバスを貸し出し、団体の

活動を促進します。 

 

 （２）ボランティア等の活動の支援、連携推進 

   高齢者の福祉施策の推進は、行政だけで支えるものではなく、地域住民の支え

合いが不可欠であり、ボランティアの果たす役割が大きくなっています。このこ

とから、ボランティア活動への積極的な参加の促進が今後さらに重要になってく

ると考えられます。 

   ひとり暮らし高齢者等の除雪困難者を支援する弘前市社会福祉協議会の除雪

支援事業の経費の一部を助成し、地域におけるボランティアによる除雪活動と引

き続き連携を強化します。また、地元学生ボランティアとの連携も引き続き強化

します。 

   市が市民参画センター内に開設している「ボランティア支援センター」では、

ボランティア相談員が市民のボランティアに関する様々な相談に対応するとと

もに、情報提供やコーディネートを行っています。また、ボランティア交流まつ

り、ほっと・ぼらんてぃあ、ボランティア１日体験など、ボランティア活動の普

及と活動者相互の交流を図っています。 

   その他、社会福祉協議会や老人クラブにおいても各種ボランティア活動を行っ

ています。 

 

７ 施設福祉サービス等の充実（介護施設以外） 

 （１）入所・入居施設 

   施設入所を希望する高齢者やその家族に対して、『高齢者介護保健福祉ガイド

ブック』等で適切かつ多様な施設等の情報提供に努めるとともに、養護老人ホー

ムの待機状態の解消を図ります。 

 

  ① 養護老人ホーム 

    養護老人ホームは、比較的自立した、おおむね 65 歳以上の高齢者が入所で

きる施設で、家庭環境や経済的理由により居宅での生活が困難な人を、市が入

所措置する施設です。 

 

  



42 ページ 
 

                          
  ② 軽費老人ホーム（Ａ型） 

    軽費老人ホームは、家庭環境、住宅事情等の理由により居宅において生活す

ることが困難な 60 歳以上の人が低額な料金で入所でき、日常生活上必要なサ

ービスを受けることができる施設です。 

 

  ③ ケアハウス 

    ケアハウスは、身体機能の低下や高齢により独立して生活するには不安が認

められる 60 歳以上の人が入所でき、生活相談や入浴、食事等のサービスを受

けるとともに、虚弱化が進行した場合は介護保険サービス等の利用により対応

します。 

 

  ④ 生活支援ハウス 

    生活支援ハウスは、ひとり暮らし高齢者や高齢者夫婦のみの世帯に属する人、

または家族による援助を受けることが困難な人で、身体機能の低下や高齢によ

り独立して生活することに不安が認められる 60歳以上の人が低料金で入居で

きる施設です。 

 

 （２）健康・生きがいづくりのための施設 

  ① 老人福祉センター 

    老人福祉センターは、65 歳以上の高齢者に対し、健康増進・趣味や教養講

座の開催、レクリエーション等の場を提供する生きがいづくりのための施設で

す。 

 

  ② その他健康・生きがいづくり等のための施設 

    弘前市生きがいセンター及び岩木保健福祉センターの福祉センター部分は、

高齢者間の交流等を目的とした施設で、健康増進や趣味、教養の向上、レクリ

エーションの場等を提供しています。 

 

（３） 高齢者住宅における生活支援や情報提供 

  ① 高齢者が利用しやすい住宅における生活支援の継続 

   ア 高齢者世話付き住宅（シルバーハウジング） 

     高齢者世話付き住宅とは、手すりの取り付けや段差解消など、バリアフリ

ー化された公営の住宅です。緑ケ丘、城西二丁目、城西五丁目、桜ケ丘の４

か所の市営住宅の１階にシルバーハウジングを設置しています。 

     生活援助員（ＬＳＡ）が、生活指導、安否確認、緊急時における連絡など

を行い高齢者の生活を支援します。市では引き続き生活援助員を派遣します。 
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   イ 旧高齢者向け優良賃貸住宅等 

     旧高齢者向け優良賃貸住宅等とは、手すりの取り付けや段差解消など、バ

リアフリー化された民間の住宅です。現在、市内には「りんごの樹」と「ベ

ルメゾンいわき」の２か所あります。 

    生活指導や安否確認などを行うため、生活援助員を派遣し、支援します。 

 

  ② 民間主導で設置されている住宅等の情報提供 

   ア 有料老人ホーム 

     有料老人ホームは、入居の高齢者に対して、入浴、排せつ、食事の介護、

食事の提供、洗濯、掃除等の家事または健康管理を提供する施設です。平成

18 年の老人福祉法の改正で人数要件が廃止され、それまで単に高齢者を入

居対象とした住宅で食事の提供などを行っていたものなどが有料老人ホー

ムに切り替わり、施設数が大幅に増加しました。施設の開設については、届

出制であるため、都道府県が定める要件等を満たす場合は設置に至るもので

あり、全国的に施設数は増加しています。 

     現在市内にある有料老人ホーム（平成 26 年９月現在 52 か所、入所定員

1,621 人）は、いずれも「住宅型」で、介護が必要となった場合、入居者自

身の選択により、地域の訪問介護等の介護サービスを利用しながらホームの

居室での生活を継続することが可能です。 

 

   イ サービス付き高齢者向け住宅 

     「高齢者の居住の安定確保に関する法律」の一部が改正され平成 23 年４

月 28 日に公布されました。このいわゆる改正高齢者住まい法が 10 月 20

日に施行され、「サービス付き高齢者向け住宅」制度が始まりました。 

     高齢者向けの賃貸住宅制度は、従来①高齢者円滑入居賃貸住宅②高齢者専

用賃貸住宅③高齢者向け優良賃貸住宅の３種類あることから、分かりにくい

点が課題でした。国土交通省と厚生労働省は、現行制度を廃止し、サービス

付き高齢者向け住宅に一本化することにしました。都道府県は基準を満たし

た住宅をサービス付き高齢者向け住宅として登録し、一般に情報提供します。

有料老人ホームも基準を満たせば、サービス付き高齢者向け住宅の登録がで

きます。 

     サービス付き高齢者向け住宅は、１戸当たりの床面積が原則 25 ㎡以上で

バリアフリー構造を持ち、日中は専門職員が常駐し入居者に安否確認と生活

相談を行うことが義務付けられました。入居者が体調を崩した場合、職員が

地域の介護、医療サービスに橋渡しをします。 
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     国は同住宅を整備する事業者に補助を出し普及を図ることから、今後同住

宅の増加が見込まれます。 

※有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅については、介護サービス

の提供があることがほとんどであり、介護給付費の増加につながる要因の一

つとなるものの、一方では、家庭での介護がままならず有料老人ホーム等へ

の入居も一つの選択肢として考えなければならない高齢者やその家族もい

ることから、県が公表する有料老人ホーム等の設置情報を常に把握し、市民

からの問い合わせに対し情報提供できる体制を強化します。 

 

８ その他高齢者への支援 

 （１）災害への対策 

   弘前市地域防災計画を基本に、災害時には迅速・的確な安否確認や見守り対策

等の実施に努めます。 

 

  ① 災害時における民生委員等との連携の強化 

    市の 65 歳以上の高齢者数並びに障がい者の数は、年々増加してきているこ

とから、高齢者等に対する災害時の見守りについてはこれまで以上に力を入れ

て行かなければならない課題となっています。 

    民生委員活動における見守り活動は、平成 26 年８月末現在、市内 26 地区

386 人の民生委員が、各人の活動地域で日頃から見守りを必要とする人に対

して自宅訪問等をしており、特に災害や停電等においては、市から停電や避難

所、炊き出しなどの情報の伝達や必要な物資の聞き取りなどを行い、地区民生

委員協議会長を通じて市に報告されることになっています。災害や停電等の状

況により市からの情報連絡等が困難な場合でも、民生委員は自らの判断で見守

り対象者を訪問しながら状況確認をすることになっています。 

    また、市内７か所に設置している地域包括支援センターにおいても、高齢者

の災害時の見守り活動を行っています。 

    今後も、市は災害時に見守りが必要な高齢者等の方をひとりも見逃さないた

め、民生委員との連携を強化し、連絡や報告等に万全な対応をしていきます。 
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  ② 災害時等支援活動対象者マップの活用 

    東日本大震災を踏まえ、災害が起きたときなどに支援が必要となる高齢者な

どについて、市としても氏名、所在地と位置図を整備しておく必要があること

から、災害時要援護者支援システムを活用して「災害時等支援活動対象者マッ

プ」や名簿を作成し、各地区民生委員協議会と共有して、今後の災害発生時に

おける安否確認や見守り活動などに活用します。 

 

 （２）災害時要援護者の登録の拡充 

   近年、ひとり暮らしの高齢者や障がい者のうち、災害時に特に援護を要する人

への対応が課題となっています。市では、平成 19 年６月に、災害時要援護者名

簿登録制度を創設しました。この制度は、災害発生時に家庭の援助が困難で何ら

かの助けを必要とする災害時要援護者とその支援に当たる地域支援者を事前に

登録しておき、いざという時に災害時要援護者を迅速に救助したり、安全な場所

に避難誘導するなどの支援を行うものです。 

   今後も、災害時要援護者支援活動を推進するため、高齢者や障がい者などに対

応できる福祉避難所の早期の設置に努めるほか避難先での支援方法等の検討を

行いながら、登録向上に向けた広報活動を進めるなどの新たな方法を推進します。 
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９ 介護保険事業の円滑な運営 

 （１）介護サービス相談体制の強化 

   介護保険サービスに関する苦情は、市町村または国民健康保険団体連合会が窓

口となり対応しますが、これはトラブルが起きた際の事後処理が中心となってい

ます。 

   市では、介護サービス利用者等の疑問や不満などを聞き取り、苦情となる前に

解決を図るとともに、介護サービスの質の向上を図るため、介護相談員派遣等事

業を実施しました。 

   介護相談員派遣等事業により、介護保険施設のサービスの質の向上については

一定の効果を上げているところですが、市内の入所施設全てで実施されていない

ことから、今後は未実施施設への介護相談員派遣に向けて重点的に取り組みます。 

 

 （２）介護給付費適正化の推進 

   当市は、全国平均より高い高齢化率で推移し、特に介護を必要とする割合の高

い 75歳以上の後期高齢者が平成 21 年度から高齢者全体の半数以上を占めてい

ます。介護サービス利用者の増加に伴い介護給付費が増大しており、必要なサー

ビスが提供されるためには、介護保険財政の健全性の確保と制度の安定運営に努

めることが必要です。介護保険制度を維持し、要介護認定者に対し真に必要なサ

ービスを提供するために介護給付費適正化事業を引き続き実施します。 

 

  ① 要介護認定の適正化 

    居宅介護支援事業者に委託している更新認定申請の際、ケアプランを担当し

ている事業所とは別の事業所に調査委託することにより、適正な認定となるよ

う努めます。また、更新認定申請の一部を市が認定調査します。 

 

  ② ケアプラン点検 

    事業所から居宅サービス計画を提出してもらい、専門の点検員が自立支援に

資する適切なケアプランとなっているか点検、指導します。 

 

  ③ 住宅改修等の点検 

    申請者宅の施工前後の状況を、訪問調査により確認します。 

 

  ④ 縦覧点検・医療情報との突合 

    縦覧点検（算定期間や回数等を確認）や、医療給付情報と介護給付情報の突

合作業を青森県国保連合会に委託し、不適切な請求をチェックします。また、

青森県国保連合会から提供される、認定調査状況と利用サービス不一致情報を

活用し、事業所に対し適切なサービスの提供を指導します。   
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  ⑤ ケアマネジャー研修会等の開催 

    ケアマネジャーを対象にケアマネジャー研修会等を開催しケアマネジャー

の質の向上を図り、適切なケアマネジメントをすることで給付費の適正化を目

指します。 

 

  ⑥ ケアプラン作成研修会の開催 

    ケアプランの自己点検方法を学び、現にサービス利用者の自立支援に資する

プランを作成するため、専門家による研修会を開催します。 


