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第５章 施策の展開 

 

第５章 施策の展開 

１．介護予防・健康づくりの習慣化に向けて  

人生 100 年時代を迎えようとする今、高齢者が元気で活躍できるよう介護予防や健康づくりの

習慣化がとても重要です。高齢期には筋力を維持するための栄養を重視した食習慣や歩くことを中

心とした運動習慣、食べることを支える口腔機能の維持、生きる活力となる社会的交流など多方面

から健康寿命延伸に向け支援します。 

 

（１）介護予防の推進 

① えみなメイトの充実 

高齢者が歩いて通える身近な会場で、介護予防を目的とした体操やウオーキング、フロアカー

リングなどの軽スポーツや健康づくりのための講話を行います。また、住み慣れた場所でいきい

きとした生活が送れるよう、楽しみながら仲間づくりをして、地域の支え合いの輪を広げます。 

今後も、参加者が自主的に介護予防に取り組み、楽しめる集いの場になるよう実施内容を検討

します。 

 

区 分 令和２年度見込 令和５年度目標数 

えみなメイト 
実施会場 26 会場 26 会場 

延参加人数 3,300 人(7 月から開催) 5,100 人 

 

② 認知症予防の推進 ｐ35 ４.認知症との共生と予防に向けて （１）認知症の予防 参照 

 

③ 介護支援ボランティアの推進 

介護認定を受けていない高齢者が、介護予防と生きがい・健康づくりを目的に、介護施設や高

齢者宅等で行うボランティア活動時間に応じて換金可能なポイントを付与する「介護支援ボラン

ティア」を推進します。 

今後はボランティア活動に関するニーズの把握や活動内容の拡大に向けて検討するとともに、

高齢者自身の活動の場や支え合いの場づくりに努めていきます。 

 

④ 介護予防・生活支援サービス事業 

地域支援事業として、訪問介護・通所介護を実施しています。 

 

▼訪問介護サービス 

訪問介護事業所のホームヘルパーによる家事援助や身体介護サービスを行います。 

 

▼通所介護サービス 

通所介護事業所によるデイサービスで、機能訓練やレクリエーションを日帰りで行います。

入浴や食事のサービスを受けることもできます。 
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▼お元気くらぶ 

運動器の機能向上、口腔機能向上、栄養改善などについての複合プログラムを実施し、早期

からの介護予防に取り組む短期集中型のサービスです。 

 

⑤ 生活支援体制整備事業 

高齢者の多様なニーズに地域全体で応えていく体制整備を進めます。 

 

▼生活支援コーディネーター 

高齢者の生活支援・介護予防サービスをコーディネートするため、生活支援コーディネー

ターを配置しています。コーディネーターはサービスの状況を把握し、新たなサービスの創出

や担い手の養成などの資源開発、関係者間のネットワークの構築、地域支援ニーズとサービス

のマッチングなどを行います。 

 

▼協議体の設置 

町内会、民生委員、地域住民、ボランティア団体、地域包括支援センターなど、地域活動に

携わるメンバーで、地域における助け合い活動や見守り支援、居場所づくりについて地域の情

報の共有、連携、資源開発などの意見交換を行います。 

 

（２）健康づくりの推進 

① 保健・介護一体的実施推進事業 

国保データベース（ＫＤＢ）を活用し、地域の健康課題を明確にし、保健師や管理栄養士等の

医療専門職による生活習慣病の重症化や低栄養状態を予防するための個別支援を行います。また、

えみなメイトや地域サロン等の通いの場で、フレイル予防に特化した質問票の実施や指輪っかテ

ストなどのフレイル対策を実施します。 

※フレイルとは：健康と要介護状態の間である「虚弱状態」のことを指し、身体・口腔・認知心

理・社会など様々な要因が重なり、放置する事で要介護状態に進行していくこと。 

 

② 健康管理・健康教室等の充実 

生活習慣病予防及び健康増進の一環として、個別の健康相談に応じるほか、地域の町内会や老

人クラブ等の希望に応じ、保健師・管理栄養士等を講師として健康情報を提供していきます。ま

た、食生活改善推進員協議会の協力を得ながら、健康食を提供し、体験しながら学べるような健

康教室の充実を図ります。 

また、誰もが健康で住み慣れた地域で暮らし続けるまちを目指して、「歩くこと」や「外出支

援」を市民に広く周知することや、「みなとまち散策路」や「すこやかロード」等、まちの資源を

活かした取り組みを進めます。 
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２．介護保険サービスの安定と充実に向けて 

団塊の世代が 75 歳以上となる令和７年を目処に、介護状態となっても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、住まい・医療・介護・予防・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構築を進めています。 

本市においては、高齢者数は平成 30 年度から減少に転じているものの、サービス需要を見込む

上での根幹である要介護認定者数は、ほぼ横ばいで推移しているため、適正な介護需要に見合った

介護保険サービス（居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス）の充実を図ります。 

 

（１）サービス提供体制の充実 

① 居宅サービスの充実 

居宅サービスは、住み慣れた地域や住まいで、自らサービスを選択し、暮らし続けられるよう

利用者の意向及び利用状況などを見極めながら、各事業所と連携してサービスの充実に努めます。 

 

② 地域密着型サービスの充実 

地域密着型サービスは、地域包括ケアシステムの構築を目指す上で、住み慣れた地域での生活

を継続するために今後ますます重要なサービスとなります。 

基本的に事業者の地域密着型サービスの実施意向を尊重し、計画に反映することとします。 

＜新規開設目標量＞ 

区 分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

看護小規模多機能型居宅介護 
事業所数 ー １ ー 

登録人数 ー 25 ー 

 

※看護小規模多機能型居宅介護は「通い」「泊まり」「訪問看護」「訪問介護」の４つのサービス

を一体的に受けることができ、医療機器を利用している方や終末期など医療依存の高い方が、

在宅生活を安心して送ることができるよう介護と看護の一体的なサービスを提供します。 

 

（２）適正な介護保険事業の運営 

① 市民への周知・啓発 

介護保険制度への正しい理解と制度の内容や介護サービス事業者などについて広く情報提供

するため、介護保険だより「ささえあい」を毎年発行し、全ての第１号被保険者に配布するとと

もに、ホームページや各種パンフレットなどを活用して市民への周知・啓発を推進します。 

また、利用者や利用者の家族などからの苦情・相談に迅速かつ適切に対応するため、相談窓口

の設置や苦情処理の体制を整備しています。 
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② 介護給付費適正化事業 

要介護認定の適正化やケアプランの点検、住宅改修等の点検等を通し、自立支援・重度化防止

の観点からサービス内容を検証し、介護給付費の適正化を図ります。特にケアプランの点検につ

いては、地域包括支援センターの主任ケアマネジャーや市内の理学療法士・作業療法士、栄養士

が専門的見地に立った視点で助言をします。 

また、室蘭市介護保険サービス事業所連絡協議会等を活用し、介護保険制度の趣旨の徹底や良

質な事業展開のために必要な情報の提供を行います。 

 

③ 介護サービスの質の向上 

地域包括支援センターや介護保険サービス事業者、地域密着型サービス事業者の資質の向上に

向け、室蘭市介護保険サービス事業所連絡協議会やグループホーム連絡会等と連携を図り研修や

会議などを通じ情報提供します。 

また、地域密着型サービス事業者の指定権限と指導監督権限は本市が有していることから、事

業所の指定にあたっては、今後とも公平かつ公正な指定に努めます。それぞれの事業所で行われ

る運営推進会議へ参加し、日常の様子を把握するとともに、運営に関して助言・指導等を行いま

す。指導・監督にあたっては、利用者の立場に立ったサービス提供が行われるよう、集団・実地

指導を行い、指定の更新においても、サービス利用者が不利益とならないよう努めます。 

 

（３）介護人材確保支援 

① 介護職人材確保支援事業 

介護職として就職を考えている方に「介護職の魅力」をＰＲするとともに、介護職人材の確保

を目的として、国、道が実施する総合的な人材確保対策と連携を図りつつ、介護人材の確保、育

成に向け支援を行います。 

 

② 介護職の質の向上と定着対策 

生産年齢人口が減少する中、介護現場が地域における介護ニーズに応え、介護人材がやりがい

を持って働き続けられる環境作りが必要です。また、職場の良好な人間関係作りや子育て等を続

けながら働ける環境整備を進めるため、地域包括支援センターや介護保険サービス事業所連絡協

議会等とも連携を図り、介護職の質の向上や定着に向けた研修機会の創設について検討を進めま

す。 

 

③ 介護現場の業務効率化支援 

介護現場における人材不足による業務過多を防ぐため、申請様式・添付書類や手続きに関する

簡素化、様式例の活用による標準化及びＩＣＴ等の活用により、申請や介護報酬請求などに関す

る提出書類の文書化の負担軽減を図り、業務効率化に向けた支援を行います。 
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（４）地域包括ケアの推進  

① 地域包括支援センターの強化 

地域包括支援センターは「総合相談支援」「権利擁護支援」「包括的継続的ケアマネジメント支

援」「第１号介護予防支援」の機能を有し、地域での高齢者の生活を支える中核的機関です。 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査では、今後力を入れるべき高齢者施策について３割が「高

齢者が相談しやすい仕組みづくり」と回答しています。高齢化の進行によりさらに需要が高まる

地域住民の複雑化し複合的なニーズ（8050 問題やダブルケア、ヤングケアラー等）に対応しま

す。 

また、検診や医療・介護を全く受けていない高齢者へのアウトリーチ支援方法について検討し

ます。 

 

② 地域ケア会議の推進 

地域ケア会議は、個別支援の検討、生活圏域内での課題検討、市レベルでの課題の整理や体制

づくりのために実施しています。 

個別事例の地域ケア会議を積極的に実施することで、地域での介護・医療職の顔の見える連携

やケアマネジメントの質の向上を目指し、高齢者の状態にあわせて必要なケアやサービスが受け

られるよう調整をします。 

また、圏域毎に挙げられた地域課題を整理し、高齢者の移動手段や住まい、認知症や災害対応

などテーマを設定した地域ケア会議を実施し、課題解決と地域包括ケアシステムの実現に向けて、

地域住民と多職種で検討します。 

 

 

（５）在宅医療・介護連携の推進 

医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた生活の場で療養し、自分らしい生

活を続けられるために、医師、歯科医師、薬剤師、医療ソーシャルワーカー、退院支援看護師、

地域包括支援センターからなる「室蘭市在宅医療・介護連携推進会議」を設置し、地域の医療と

介護の連携に関する検討や取り組みを継続して進めています。 

 

① 医療と介護の連携と実践力の強化 

高齢期は加齢に伴う心身の衰えから体調の変化による病状の急変、入退院を繰り返しながら緩

やかに自立から要支援・介護を経て人生の最終段階へ向かいます。このライフサイクルにおいて

医療と介護が共通する４つの場面「日常療養」「入退院時」「急変時」「看取り」に着目し、各場面

でスムーズな連携が図れるよう検討します。 

 

② 自己決定できるための市民への啓発 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査では人生の最終段階の意志決定について３割は何らかの表

明をしており、５割は話し合ったことはないが今後話し合いたいと回答しています。地域住民が

在宅医療や介護について理解し、受ける医療やケアの方針を本人が意思決定をできるよう普及啓

発を図ります。 
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３．地域での支え合いづくりに向けて 

介護や支援が必要になっても住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、福祉課題の解決

に向け、地域全体で支え合っていく地域共生社会を目指し、地域包括支援センターを地域の窓口と

して、社会福祉協議会や市、地域組織、住民、医療、福祉、ボランティア関係団体等の連携により、

高齢者を地域全体で支えていける仕組みづくりを構築します。 

今後増加が見込まれる一人暮らし高齢者世帯等に対する支援を充実させ、社会や地域との孤立に

よる閉じこもりを防止することで、虚弱あるいは要介護状態となることをできる限り防ぎ、地域支

えあいの仕組みの担い手として、元気な高齢者の積極的な社会参加を促進します。 

 

（１）地域での支え合い支援の推進 

① 社会福祉協議会との連携強化 

社会福祉協議会は、民生委員、老人クラブ、ボランティア等の福祉関連団体や福祉委員などの

地域福祉活動の中心として取り組んできた実績・人的資源を生かし、現在、「第２期室蘭市地域福

祉計画」の基本理念である“互いに尊重し 支え合いでつくる だれもが安心してくらせるまち 

むろらん”を「第６期地域福祉実践計画（令和３年度～令和７年度）」と共有し、高齢者等の様々

な日常生活支援を行っており、今後も地域支えあい活動や権利擁護などでの連携を強化していき

ます。 

 

② 高齢者たすけ隊・見守り隊の推進 

民生委員、福祉委員、町内会など地域の人や高齢者宅への訪問頻度が多い新聞配達などの人が、

高齢者の異変を察知した場合に地域包括支援センターへ連絡する「高齢者見守り隊」と、たすけ

あいチームなど在宅生活のサポートを行う「高齢者たすけ隊」について、今後も参画団体の増加

などの取り組みを推進します。 

また、事例集を関係機関や協力事業所へ配布するなど、事業の周知を図ります。 

 

区 分 令和２年度見込 令和５年度目標数 

協力事業所数 250 事業所 280 事業所 

 

③ 地域支えあい情報ネットワークの活用促進 

社会福祉協議会、地域包括支援センター、市のそれぞれが持っている高齢者情報等のネットワーク

を活用しながら、今後も介護・生活支援サービスや地域の社会資源などの情報共有を行い、迅速・

的確な相談対応に努めます。 

 

④ 高齢者地域支えあい体制の構築推進 

地域で生活する高齢者の日常生活を支援するためには、公的サービスや福祉関係団体の支援な

どに加え、地域住民や元気な高齢者による支援などの体制が不可欠なことから、「まちづくり活

動支援補助金」の利用促進も図りながら、町内会や老人クラブ、ボランティアなど様々な主体に

よる支えあい・助けあい活動（互助）ができる地域づくりの推進に努めます。 

また、高齢者の見守りを始めとした支えあい体制の構築には、担い手の不足や高齢化の問題、

個人情報保護の観点により情報の把握が困難などの背景もあり、地域住民、町内会、地域包括支

援センターや公的機関などとの複合的な連携体制の強化を推進します。 
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（２）一人暮らし高齢者世帯等への支援 

① 緊急通報システムの周知 

病気により緊急時の連絡が困難な一人暮らし高齢者、病気がちで虚弱な高齢者夫婦などの世帯

を対象に、緊急通報システムの設置を推進します。地域の高齢化等により、緊急時にかけつけを

要請する協力員の確保が難しい高齢者は、業者のかけつけサービスを選択できます。今後も事業

内容を検討しながら、必要な高齢者に行き渡るよう周知を図ります。 

 

区 分 令和２年度見込 令和５年度目標数 

緊急通報システム設置件数 372 件 408 件 

 

② 鍵の保管先登録 

急病等がいつ起こるかもしれないという不安を持つ一人暮らし高齢者に対して、本人の同意の

もと、鍵の保管先を登録しています。登録先については、市と消防署、民生委員が共有すること

で、必要に応じて安否確認を行えます。今後もニーズを把握しながら、「鍵の保管先登録制度」を

引き続き推進します。 

 

区 分 令和２年度見込 令和５年度目標数 

鍵の保管先登録件数 225 件 255 件 

 

③ 緊急情報記録票の普及促進 

本人の情報（かかりつけ医療機関・緊急連絡先等）を事前に記入して冷蔵庫にマグネットで貼

り付けておき、消防署と情報共有しておくことで、自宅で具合が悪くなり救急車を呼んだ際など

に役立てることができる緊急情報記録票を配布し、高齢者の不安解消の一助として、引き続きＰ

Ｒを行い普及促進に努めます。 

 

区 分 令和２年度見込 令和５年度目標数 

緊急情報記録票配布件数 1,234 件 1,380 件 

 

④ ごみ等戸別収集の継続実施 

要支援・要介護等に該当する高齢者等を対象に、ごみ等戸別収集を引き続き実施するとともに、

必要な人が適正にサービスを使えるように事業の周知に努めます。 

 

（３）介護者への支援 

① 介護者や家族への支援 

要介護認定者の在宅介護において、主な介護者は「子」と「配偶者」で、介護者の年齢も５０

代以上が９割を占めています。老老介護、認認介護、８０５０、ダブルケア等多様な介護問題も

あり、介護者の身体的・精神的な負担を軽減できるよう、介護者に対する相談・支援体制の充実

や医療・介護サービス情報の提供を行います。 
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② 家族介護用品助成 

要介護４または要介護５に認定された高齢者を介護している家族に対して、経済的負担を軽減

するために、紙おむつ等の介護用品購入券を交付します。 

 

③ 介護マークの普及促進 

外出先で介護する際に、介護マークの入ったベストやプレートを着用することで、周囲に現在

介護中であることを周知し、介護をする人の心理的負担を軽減するため、事業を広く周知し、多

くの介護者への活用を図ります。 
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第５章 施策の展開 

 

４．認知症との共生と予防に向けて 

室蘭市において認知症の人の数は全国と同様、高齢化に伴い今後も増加すると見込まれています。

認知症の人ができる限り地域のよりよい環境で自分らしく暮らし続けることができる社会の実現

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」を車の両輪として施策を推

進していきます。施策の推進にあたっては、地域包括支援センターを中心に、医療機関、介護事業

者等の連携により、認知症の予防、早期発見や対応、相談体制の充実を図り、地域で認知症の人を

見守り、支える仕組みづくりを構築します。 

 

（１）認知症の予防 

① 認知症予防教室の開催 

  認知機能簡易検査を実施し、参加者の客観的な評価を行います。併せて理学療法士など専門職

の協力を得ながら、認知症予防について学び、予防行動が習慣化されるようなプログラムを実施

し、教室終了後も自主的に認知症予防に取り組めるよう支援します。 

 

② 通いの場への参加促進 

 社会参加により孤立を解消し認知症予防のため、サロンやえみなメイトなどの通いの場の参加

を勧めます。また、通いの場において認知機能低下予防のための講話や体操などを実施します。 

 

（２）認知症の人への支援体制の強化 

① 認知症への理解の普及・啓発 

認知症になっても安心して住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、認知症への理解を深める

ために、市民や企業、小中学生等に対して認知症サポーター養成講座の開催やオレンジカフェに

よる情報発信を継続して実施します。 

 

区 分 令和２年度見込 令和５年度目標数 

認知症サポーター 

養成講座 

延講座数(累積) 318 回 378 回 

延人数(累積) 8,960 人 ９,821 人 

 

② 認知症の人の早期発見・対応の取り組み 

認知症予備軍の軽度認知障害（ＭＣＩ）や認知症を早期発見し、早期に適切な支援を受けられるよ

う、認知症簡易チェックリスト等を活用した取り組みを推進し、相談先の周知を行います。また、

地域包括支援センターと市内のかかりつけ医が連携し、相談支援を実施します。 
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③ 認知症支援体制の強化 

認知症の人が、その症状に応じて、適切なサービスや地域の見守りが受けられるよう、地域包

括支援センターを中心としてかかりつけ医・ケアマネジャー・サービス事業者・民生委員・家族

などによる「地域ケア会議」を行います。 

また、認知症サポーター等が認知症の人やその家族への支援を行う仕組み（チームオレンジ）

の整備について検討し、認知症の人を地域が支える体制の強化を図ります。 

 

④ 認知症地域支援推進員活動の推進 

各地域包括支援センターに配置した、認知症施策の推進役を担う「認知症地域支援推進員」に

より、地域包括支援センターにおける認知症の相談体制強化、介護と医療の連携、関係機関と連

携した事業の企画や調整等について継続して支援・推進します。 

 

⑤ 認知症初期集中支援チーム活動の推進 

認知症初期集中支援チームが、認知症の人や家族に早期に関わり、初期支援を包括的・集中的

に行い、適切な医療や介護サービスに繋げる支援を行います。 

 

⑥ 認知症徘徊捜索模擬訓練の実施 

認知症の人が行方不明になったという設定のもと、ＳＯＳネットワーク（行方不明になった認

知症の人を探すためのネットワーク）を活用して、「通報・連絡・捜索・発見・保護」の情報伝達

の流れを訓練する認知症徘徊捜索模擬訓練を身近な地域で実施し、市民に対し認知症についての

理解促進を図ります。 

 

⑦ 認知症高齢者等事前登録 

家族の同意のもと、認知症により徘徊のおそれのある人の氏名や住所、写真等を事前に市役所

に登録することで、地域包括支援センター、警察署、担当のケアマネジャーと情報共有し、実際

に行方不明になったときには、情報を活用して早期発見・保護に努めます。 

 

⑧ オレンジカフェ（認知症カフェ）の利用促進 

認知症の人・その家族や地域の誰もが気軽な雰囲気の中で参加でき「介護に関する悩みを相談」、

「認知症の人の社会参加」、「市民へ広く認知症について情報提供」等の機能を持つオレンジカフェ

の利用促進を図ります。 

 

⑨ 認知症ケアパス（認知症早わかり便利帳）の情報更新及び活用の促進 

認知症の人やその家族が、いつ、どこで、どのような医療や介護サービスが受けられるかなど、

認知症の人やその家族の視点も反映して、認知症の進行段階に合わせた医療や介護のサービス内

容を掲載した認知症早わかり便利帳（認知症ケアパス）の情報を更新し、その活用を促進します。 
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第５章 施策の展開 

 

（３）権利擁護の推進 

① 権利擁護が必要な方への支援体制整備 

判断能力や自己決定能力が低下した高齢者等が日常生活において不利益を受けないように、成

年後見制度や日常生活自立支援事業の周知に努めます。 

また、西いぶり２市３町の広域連携による室蘭成年後見支援センターの設置運営により、室蘭

市、登別市、豊浦町、壮瞥町、洞爺湖町民の生活、権利、財産を守り、地域で安心して生活でき

るよう、制度利用に向けた利便性の向上と市民後見人の育成・支援を推進します。また、中核機

関の設置についても協議検討を進めていきます。 
 

② 高齢者虐待防止のための相談体制等の充実 

高齢者の虐待防止に関する意識啓発に努め、尊厳を守るとともに、虐待の早期発見・早期対応

や養護者への支援のため、関係職員の資質向上と地域包括支援センターと連携した相談体制 

ネットワークの充実を図ります。 
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５．安心できる生活環境に向けて 

人口減少と高齢化が進む中、高齢になっても安心して住み続けられるよう、住まいや医療、生活

支援サービスや文化施設等がコンパクトにまとまり公共交通が拠点を繋ぐ、「コンパクト＋ネット

ワークシティ」のまちづくりが進んでいます。 

また、生涯学習センターきらんや図書館・科学館、体育館や入江運動公園など刷新される公共施

設を利用しながら、高齢者が地域の中で、これまで培ってきた経験や知識を生かして、生きがいや

やりがいを感じられる機会を創出します。 

 

（１）多様な住まいの確保 

① 高齢者に配慮した市営住宅 

高齢者に配慮した市営住宅の建て替えは、東町たいわ・汐見団地建替事業に基づき、令和４年

度と令和６年度に各１棟の整備を図ります。 

 

② サービス付き高齢者向け住宅の整備促進 

高齢者が住み慣れたまちで安心して住み続けられるよう、「高齢者の居住の安定確保に関する

法律」に定める「サービス付き高齢者向け住宅」の整備を促進します。 

 

③ 誘導区域への居住促進 

平成 31 年に策定した『立地適正化計画』において定める「都市機能誘導区域」や「居住誘導

区域」への生活利便施設や居住機能の誘導を図りながら、高齢者を含む多くの世代が安心して暮

らせるまちづくりに取り組みます。 

 

④ 高齢者住宅改修補助事業の継続実施 

安心して自宅で暮らし続けることができるよう、介護認定を受けていない高齢者が居住する住

宅のバリアフリー化等の改修費用に対する補助事業を継続します。 

 

（２）生きがいづくりと社会参加の推進 

① 生きがいづくりの推進 

高齢者が健康で生きがいを持って生活できるよう、各種講座等を継続するとともに、活動の場

の確保に努めます。 

 

区 分 令和２年度見込 令和５年度目標数 

生涯学習センター ８講座 14 同好会 継続実施 

悠悠ライフ ６講座 継続実施 

老人クラブ 46 団体 2,171 人 継続実施 

市民活動センター 講座 23 展示 21 回 継続実施 

 

② 日中活動の場の確保 

高齢者の社会的な孤立を防ぎ、外出しやすくなる環境や居場所づくり、楽しみづくりなどを通

して地域における交流の機会や交流の場づくりを検討していきます。  
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第５章 施策の展開 

 

③ ふれあい市民農園 

野菜や花づくりを通して高齢者の健康増進、生きがいづくりを目的に、市が農地を借り上げ、

希望者へ貸し出します。 

 

④ 就労機会の拡大 

室蘭市シルバー人材センターは、高齢者の福祉の増進に資することを目的として、市内在住の

概ね 60 歳以上の健康で働く意欲のある高齢者の方々に、「事務関係、建物管理関係、草刈り等の

屋外作業、介護・介助関係」などの仕事を提供していますが、これらの事業への支援を通して、

就労機会の拡大を促進します。 

 

（３）移動支援の推進 

高齢化が進む中で、坂が多く狭小な道路状況と沢ごとに形成された市街地という本市の地域特

性からも、高齢者が安心して移動できる環境の整備が必要となります。 

一方、福祉運送（介護事業者を含む）の事業を展開している事業所を対象とした調査によると、

担い手の不足や運営コストに係る不安などへの声が多く上げられています。 

高齢者の移動手段の確保に関しては、基本的に「元気な方の移動」と「介助が必要な方の移動」

について、それぞれ別枠で考えなければならず、「元気な高齢者」については、利便性や効率性が

よく、経済的にも負担がかからない利用を求める声が多く、外出することで健康維持に繋がりま

す。一方、「介助が必要な高齢者」については、身体状況に合わせて介助が受けられる安心な移送

や希望する頻度や時間的な融通等への的確な対応ができる利用への声が多い傾向があり、それぞ

れの需要に考慮した施策の展開が求められます。 

 

【元気な高齢者の移動】 

① 高齢者外出支援事業による「ふれあいパス」や「ワンコインパス」の助成 

高齢者の社会参加の促進や閉じこもりの防止などを目的に、「ふれあいパス」や「ワンコインパ

ス」購入費用や利用運賃の一部を助成します。 

 

② 生活交通の維持・確保の推進 

「生活交通路線の維持確保」のため、買い物や通院など日常生活における外出に欠かすことの

できない移動手段である生活交通の維持・確保を図りながら、高齢者等の外出を支援します。 

 

③ 地域ニーズに応じた移動サービスの検討 

傾斜地や高台などバス路線がなく公共交通の利用に不便を感じる地域において、地域・行政・

事業者等の共同事業としての考え方を基本とした「地域コミュニティ交通事業」に取り組むほか、

ＭａａＳなどＩＣＴを活用した誰もが移動しやすいサービスについて、地域ニーズを踏まえ検討

します。 

※ＭａａＳ（Mobility as a Service の略）：出発地から目的地までの移動ニーズに対して最適な移

動手段を一体的に提供する等、移動を単なる手段としてではなく、利用者にとっての一元的な

サービスとして捉える概念。スマートフォンアプリを用いて、出発地から目的地までの移動手

段の検索・予約・決済を一括して行えるサービス等が典型。 
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【介助が必要な高齢者の移動】 

① あったか移送サービスの継続 

ストレッチャーによる移送が必要な要介護４または要介護５の人が、医療機関への受診や入退

院などの際に利用することができます。 
 

② 福祉有償運送サービスの利用促進 

福祉有償運送運営協議会を設置し、公共交通機関を一人で利用できない要介護者等の会員に対

して、非営利法人の福祉車両などにより個別輸送を行うサービスを３事業者が運営していますが、

今後も利用者ニーズの把握に努めながら継続して推進します。 

 

（４）安全な生活環境づくりの推進 

① 道路や公園の整備促進 

高齢者や障がい者などが安心して外出できる道路環境づくりを行うため、歩道の段差解消など

に努めます。 
 

② 交通安全の推進 

高齢者が関係する交通事故が頻発していることを踏まえ、老人クラブなどを対象とした交通安

全教室の開催、夜光反射材の配布等の啓発活動や運転免許証を自主返納する高齢ドライバーに

「ふれあいパス」や「ワンコインパス」の初回購入費用を全額助成し、免許返納を促すなど交通

事故防止対策を推進します。 
 

③ 防犯対策の推進 

高齢者を狙った悪質商法などによる消費者被害は後を絶たず、手口が多様化・巧妙化している

ほか、情勢や不安につけ込んだ新たな詐欺も発生していることから、老人クラブやえみなメイト

など様々な機会を捉えて消費生活出前講座を開催し、最新情報の提供を行うなどにより、被害の

未然防止に努めます。 
 

④ 防災対策の推進 

高齢者を災害から守るため、自主防災組織の組織率向上に努め、避難行動要支援者名簿の作成

を行い、介助が必要な高齢者など災害時に避難支援を必要とする人を把握し、町内会・自主防災

組織・民生委員等の協力を得ながら対象者一人ひとりの「個別計画」の策定を進めます。 
 

⑤ 新型コロナウイルス等感染症対策の推進 

新型コロナウイルスをはじめとする感染症対策では、新型インフルエンザ等対策行動計画に

沿った対応を基本とし、北海道や関係団体とも連携をとり実施します。 

感染症の蔓延を防ぎ、ハイリスクな高齢者を守るため、「新しい生活様式」として、マスクの装

着・換気・手洗い、ソーシャルディスタンスによる３密の回避など、感染対策に係る基本事項の

徹底を周知していきます。 

また、高齢者が利用する介護保険サービス事業所や施設等には、日頃から感染症予防に関する

情報の提供や研修、実際に感染者が発生した際のシミュレーションや衛生品等の備蓄方法などに

ついて支援します。 

なお、災害等の発生時には感染リスクを意識した避難先の選択や備蓄品等についての情報提供

を行うほか、避難所においても感染症予防の徹底を図ります。 


