資料編

資料３ 第６期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の実績

施策の体系

主な実績

１ 健康づくり・介護予防の推進『元気に暮らす』
（１）健康づくりの推進
①はぴらん体操の普及啓発

開催回数：23 回 人数：305 人

②地区健康教室の充実

健康教室回数：131 回 人数：2,479 人

③保健事業の充実

健康相談回数：318 回 人数：797 人

（２）介護予防の推進
実施会場：10 会場
①えみなくらぶの充実

延参加人数：2,325 人
（総合事業移行のため、H28 年の実績）
実施会場：29 会場

②えみなメイトの拡充

延参加人数：4,270 人
講演会開催：１回

③認知症予防の推進

参加数：50 人

認知症予防のイベント：１回 延参加数：183 人
認知症カフェのイベント：44 回
登録数：266 人

④介護支援ボランティアの推進

参加数：720 人

延活動者数：1,180 人

受入施設：52 施設

（３）地域包括支援センターの充実
相談件数：5,270 件
①地域包括支援センターの機能強化

ケアマネ支援：420 件
ネットワーク構築等：325 件
個別会議：7 回

②地域ケア会議の推進

圏域会議：14 回

地域課題会議：1 回
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２ 介護保険サービスの充実『安心して暮らす』
（１）サービス提供体制の充実
①居宅サービスの充実

資料 4・5「サービス実績」参照

②地域密着型サービスの整備促進
（２）日常生活圏域について
①日常生活圏域の継続

4 圏域継続
資料 6「日常生活圏域ごとの介護サービス事業所

②日常生活圏域別のサービス整備

等」参照

（３）地域包括支援センターの充実[再掲]
（４）適正な介護保険事業の運営
①市民への周知・啓発

「介護保険だより」を 65 歳以上の被保険者へ配布

②介護サービスの質の向上

外部・内部研修の実施

③地域包括ケアシステム構築に向けた情報

厚生労働省が運用する介護サービス情報公表シス
テム

発信の促進
④地域包括ケアを促進するための検討

協議体による検討

（５）在宅医療・介護連携の推進
①医療と介護の連携体制の充実

室蘭市在宅医療・介護連携推進会議による検討

３ 地域支えあいの仕組みづくり『支えあって暮らす』
（１）地域支援体制の強化
①社会福祉協議会との連携強化

地域支えあい活動や権利擁護などで連携

②高齢者たすけ隊・見守り隊の推進

参画事業者数：250 事業所

③地域支えあい情報ネットワークの活用促進

情報共有による迅速・的確な相談対応
たすけあいチーム数：757

④高齢者地域支えあい体制の構築推進

雪かき応援登録ボランティア数：325 人
サロン開催数：83 回 利用者数：1,614 人

（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利用促進

設置件数：370 件

②鍵の保管先登録

鍵の保管先登録件数：360 件

③緊急情報記録票の普及促進

緊急情報記録票配布件数：2,070 件

（３）生活支援サービスの創出
新たなサービス（基準緩和型等）の創出
・短時間ヘルプサービス（訪問型サービスＡ）
①介護予防・日常生活支援総合事業への

・ちょこっとデイサービス（通所型サービスＡ）

移行

・お元気くらぶ(通所型サービスＣ)
生活支援コーディネーターの設置
協議体の設置
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４ 認知症高齢者支援の充実『認知症にやさしいまちで暮らす』
（１）認知症高齢者支援体制の構築
①地域ケア会議の推進[再掲]
②認知症高齢者の早期発見に向けた体制

地域包括支援センター等と市内のかかりつけ医との

づくり

連携を強化
訪問実人数：64 人（H28.10 月～H29.12 月）

③認知症初期集中支援チームの設置

訪問延回数：1,365 回（H28.10 月～H29.12 月）

④認知症地域支援推進員の配置

認知症地域支援推進員数：2 人

⑤認知症カフェの設置

カフェ設置数：3 か所

⑥認知症ケアパスの作成・普及

ケアパス作成配布数：3,000 冊

（２）認知症高齢者を支える地域づくり
サポーター養成講座実施：30 回
①地域支援体制の強化

受講数：715 人
H18 以降の延受講数：6,940 人

②オレンジネットの充実

オレンジメイト延登録数：916 人
徘徊捜索模擬訓練実施数：3 回

③認知症徘徊捜索模擬訓練の実施

参加数：91 人

（３）権利擁護の推進
成年後見人申立て支援件数：31 件
①成年後見支援事業(成年後見支援センター)
の推進

法人後見受任件数：29 件（終了 7 件含む）
後見業務支援員登録者数：7 人
市民後見人候補者数：3 人（受任中 1 人含む）
（H26.10 以降の実績）

②高齢者虐待防止のための相談体制等の充実
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相談件数：延 190 件

５ 住み続けられるまちづくり『住みなれた所で暮らす』
（１）多様な住まいの確保
①高齢者に配慮した市営住宅の建て替え促進
②サービス付き高齢者向け住宅の整備促進

③まちなか居住の促進
④高齢者住宅改修補助制度事業の利用促進

2 棟 216 戸整備（Ｈ27・Ｈ29 に各１棟）
単身老人福祉住宅設置：12 戸
「サービス付き高齢者向け住宅助成金」制度などによ
り普及促進
（H30.3 月末現在 3 施設 54 戸）
「空家活用促進助成金」制度などにより住み替えや
空き家の解消等を促進
（H27～29 見込 156 件の空き家を解消）
222 件（H27～29 実績）

⑤地域密着型サービスの整備促進[再掲]
（２）居場所づくり・生きがいづくりの推進
①総合福祉センター機能の継続

11 講座 12 同好会

②白鳥大橋パークゴルフ場の利用促進

36 ホールでの大会開催

③軽スポーツの普及拡大

ノルディックウオーキンクﾞ講座：2 回
悠悠ライフ：6 講座
老人クラブ：50 団体 2,722 人
生きがいと健康づくり事業：2 講座 48 回
セミナー4 回
市民活動センター：講座 47 回 展示 26 回
暮らしの講座：11 回
シルバー人材センターへの支援
産業振興課内へのアクティブシニアサポートセンターの
設置（道事業）

④学習機会の確保

⑤就労機会の拡大
⑥介護支援ボランティアの推進[再掲]
（３）移動手段の確保
①生活交通の維持・確保の推進

必要に応じてバス事業者への助成

②高齢者割引「ふれあいパス」の利用促進

13,637 件

③地域コミュニティ交通事業の検討

必要経費の一部助成：1 か所

④あったか移送サービスの検討

延利用回数：176 回

⑤福祉有償運送サービスの利用促進

福祉有償運送：4 非営利法人

（４）生活環境づくりの推進
①道路や公園の整備促進

道路の段差解消整備

②交通安全・防災対策等の推進

「地域パトロール」の実施
「消費生活センター」による出前講座の実施
「避難行動要支援者プラン」「個別計画」の策定

※主な実績は、平成 29 年度見込み数を基本として、それ以外は（ ）で記載
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