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第１章 計画策定にあたって 

 

１．計画策定の趣旨 

我が国は、現在、世界で最も高齢化が進んでおり、また、人口も減少傾向にありま

す。国立社会保障・人口問題研究所の将来予測では、平成 72 年（2060 年）には総

人口が 8,674 万人となり、総人口に占める 65 歳以上の割合は 39.9％になると見込

まれています。 

計画の策定にあたり、いわゆる団塊の世代が後期高齢者となる 2025 年に向けて、

高齢化が一層進展すること、また、一人暮らし高齢者や高齢者のみ世帯の増加、さら

には認知症高齢者の増加が見込まれることなどから、高齢者が可能な限り住み慣れた

地域でその有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう、高齢者の

ニ－ズに応じて、医療、介護、予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に

確保される「地域包括ケア」を推進することがますます重要となっています。 

計画は、「地域包括ケア」を推進してきた第 5 期計画の継続性を図りながら、平成

27 年度から 29 年度までを計画期間とする第 6 期室蘭市高齢者保健福祉計画・介護

保険事業計画（以下、本計画）を策定します。 

 

２．計画の位置付け・期間 

（１）計画の位置付け 

本計画は、老人福祉法第２０条の８に基づく「市町村老人福祉計画」と介護保険法

第１１７条に基づく「市町村介護保険事業計画」を一体的に策定するものです。 

また、本計画は、第５次室蘭市総合計画の基本構想、基本計画に基づき、他の関連

計画との連携、整合性を図るよう留意し策定します。 

 

① 高齢者保健福祉計画 

高齢者保健福祉計画（老人福祉計画）は、介護保険事業を含む高齢福祉事業の総

合的な計画であり、すべての高齢者を対象とするものです。 

 

② 介護保険事業計画 

介護保険事業計画は、介護保険事業に係る保険給付等の円滑な実施に関する計画

であり、対象となる要援護高齢者数や給付対象サービスの事業量・事業費を示すと

ともに、介護保険事業を円滑に推進していくための施策を体系的に示すものです。 
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（２）計画の期間 

本計画は、平成 2７年度を初年度とし平成２９年度を最終年度とする 3 ヶ年計画で

す。 

介護サービスの需要、基盤整備の進捗状況、介護保険財政の状況等を踏まえて、平

成２９年度に見直しを行うものとします。 

介護保険法第 129 条第 3 項の規定により、第 1 号被保険者の保険料は、平成 27

年度から平成２９年度までの 3 年間を通じて財政の均衡が保たれるように設定します。 

 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28 年度 平成29年度 

      
第 5 期計画 

 

第６期計画 
見直し 

・策定 

見直し 

・策定 
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３．地域包括ケアシステムの構築に向けた取り組み方向 

改正介護保険法等に基づく国や道の基本指針等から、地域包括ケアシステムの実現

に向けて、本計画策定において踏まえるべき主な方向性は以下のとおりです。 

 

（１）2025 年を見据えた計画策定 

団塊の世代が７５歳以上となり介護が必要な高齢者が急速に増加する２０２５

年度（平成３７年度）までの間に、地域の実情に応じた地域包括ケアシステムを

構築することを目標として、介護給付等対象サービスの充実を図るとともに、在

宅医療・介護連携の推進、認知症施策や生活支援サービスの充実など地域包括ケ

アシステムの構築に向けた方策に取り組むことが必要です。 

 

（２）介護給付等対象サービスの充実・強化 

高齢者が要介護状態等となっても、可能な限り、住み慣れた地域において継続

して日常生活を営むことができるよう、要介護者、単身や夫婦のみの高齢者世帯、

認知症高齢者の増加等を踏まえた指定地域密着型サービスなどのサービスの提供

や在宅と施設の連携など、地域における継続的な支援体制の整備を図ることが重

要です。 

 

（３）在宅医療の充実及び在宅医療・介護連携を図るための体制の整備 

今後、医療ニーズや介護ニーズを併せ持つ慢性疾患、認知症等の高齢者の増加

が見込まれることから、当該高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域において継

続して日常生活を営むことができるよう、退院支援、日常の療養支援、急変時の

対応、看取り等の様々な局面において、地域の課題や特性に合わせ、既存の資源

を活用しながら在宅医療・介護連携を推進するための体制の整備を図ることが重

要です。 

そのために、医師、歯科医師、薬剤師、看護師、リハビリテーション専門職等

の医療関係職種と介護福祉士、介護支援専門員等の介護関係職種等との「顔の見

える関係づくり」を推進することが重要であり、医師会や医療と介護の連携推進

に取り組む団体等と協働し在宅医療・介護連携の体制整備を図ることが必要です。 

 

（４）介護予防の推進 

介護予防は、高齢者が要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減

若しくは悪化の防止を目的として行うものであり、その推進に当たっては、機能

回復訓練などの高齢者へのアプローチだけではなく、生活機能全体を向上させ、

活動的で生きがいのある生活を営むことのできる生活環境の場の整備及び地域づ

くり等により、高齢者を取り巻く環境も含めた、バランスのとれた施策が重要で

す。 
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そのため、地域におけるリハビリテーション専門職等を活用した高齢者の自立

支援に資する取組の推進や、高齢者自身がサービスの担い手となる等の住民参加

型の介護予防事業を推進することで、高齢者が生きがいと役割を持って生活でき

る地域の実現を目指すことが必要です。 

 

（５）日常生活を支援する体制の整備 

単身や夫婦のみの高齢者世帯、認知症高齢者の増加に対応し、地域サロンの開

催、見守り・安否確認、外出支援、買い物・調理・掃除などの家事支援など日常

生活上の支援が必要な高齢者が、地域で安心して在宅生活を継続していくために

必要となる多様な生活支援等サービスを整備していくことが必要です。 

そのため、生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）の活用等を通じ、

NPO、民間企業、協同組合、ボランティア、社会福祉法人等の生活支援等サービ

スを担う事業主体の支援・協働体制の充実・強化を図ることが必要です。 

また、介護予防給付のうち訪問介護と通所介護について、平成 30 年３月末ま

でに、地域支援事業に段階的に移行することが法で定められており、保険者を中

心とした地域づくりをこれまで以上に推進していくことが必要です。 

 

（６）高齢者の住まいの安定的な確保 

地域において、それぞれの生活のニーズにあった住まいが提供され、かつ、そ

の中で生活支援サービスを利用しながら個人の尊厳が確保された生活が実現され

ることが、保健・医療・介護などのサービスが提供される前提となります。 

そのため、個人において確保する持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が、地域におけるニーズに応

じて適切に供給される環境を確保することが必要です。 

 

（７）認知症施策の推進 

今後増加する認知症高齢者に適切に対応するため、認知症になっても本人の意

思が尊重され、できる限り住み慣れた地域の良い環境で暮らし続けることができ

る社会を目指した取組を進めることが必要です。 

具体的には、認知症の状態に応じた適切なサービス提供の流れ（以下「認知症

ケアパス」という。）を確立し、どのように認知症高齢者を地域で支えていくかを

地域住民に明示した上で、早期からの適切な診断や対応、認知症についての正し

い知識と理解に基づく本人やその家族への支援を包括的・継続的に実施する体制

の構築を進めることが重要です。 
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（８）地域包括ケアシステムの構築を進める地域づくり 

介護保険事業の運営を核としながら、地域住民による多様な活動の展開を含む、

地域における保健医療サービス及び福祉サービスを総合的に提供するとともに、

地域包括支援センターの適切な運営を通じて、多様な職種や機関との連携協働に

よる地域包括支援ネットワークを構築することが必要です。 

 

地域包括ケアのイメージ 

 

 

地域包括ケアに求められる４つの『助』 

 

 



- 6 - 

[参考] 介護保険制度見直しの概要 

項 目 現行制度 改正内容 
１ 地域支援事業の見
直し（要支援者に対す
る支援） 

（第１１５条の４５等） 
 

１ 介護予防事業 
（介護予防・日常生活支援総合事業） 
○二次予防事業 
虚弱高齢者などが介護予防プログラムに参加 

○一次予防事業 
全高齢者を対象とした介護予防に関する情報

提供等 

２ 包括的支援事業 
○地域包括支援センターの運営 
介護予防ケアマネジメント、総合相談支援業務、 

権利養護業務、ケアマネジメント支援 

３ 任意事業 
○地域の実情に応じた事業 
介護給付適正化事業、家族介護支援事業、その他の

事業 

 ○事業規模 : 給付見込額の３％以内 

 

１ 介護予防・日常生活支援総合事業 
（１）介護予防・生活支援サービス事業 

○訪問型サービス 
○通所型サービス 
○生活支援サービス（配食等） 
○介護予防支援事業（ケアマネジメント） 

（２）一般介護予防事業 
すべての高齢者が利用する体操教室等の普及啓

発等 
 

２ 包括的支援事業 
① 在宅医療・介護連携の推進 

② 認知症施策の推進 
（認知症初期集中支援チームの設置等） 

③ 地域ケア会議の推進（法に位置づけ） 
④ 生活支援サービスの充実と高齢者の社会参加 
 

３ 任意事業 
 

２ 第１号保険料の軽
減措置 

（第１２４条の２） 

標準６段階 
第１段階・第２段階：５割軽減 

 
第３段階：２．５割軽減 

標準９段階 
第１段階・第２段階：７割軽減 
特例第３段階：５割軽減 
第３段階：３割軽減 

３ 特養の利用対象者 
（第8条第２1項） 

要介護１～５ 
 

○中重度者（要介護３～５） 
※既入所者は除く。また、要介護１～２でも一定の場合
には特例的に入所を認める。 
 

４ 利用者負担 
（第49条の２） 

費用の１割 一定以上の所得者について２割に引き上げ 
 

５ 施設の食費・居住
費の助成 
（補足給付の支給要
件） 

（第５１条の３） 

所得に応じて第１～３段階まで軽減 
 

所得に加えて資産も勘案 
預貯金等（自己申告を基本とし、偽り・不正行為があった場合、

加算金を徴収）             

６ その他 
(1) サ高住への住所
地特例（第13条） 

(2) 小規模通所介護
の指定・監督権限の
市町村への移行（第8

条） 

(3) 居宅介護支援事
業者の指定・監督
権限の市町村への
移行（第79条等） 

(1) 有料老人ホームに該当しても特定施
設入居者生活介護の指定を受けてい
ない賃貸借のサービス付き高齢者住
宅は対象外 

(2) 都道府県権限 
通所介護のうち前年度の１月当たりの
平均利用延べ員数が300人以内の指
定介護事業所に加算設定あり 

(3) 都道府県権限 

(1) 有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者住
宅への住所地特例の適用 
 

(2) 市町村権限 
小規模通所介護を地域密着型サービスに移行 

 

(3)市町村権限 
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第２章 高齢者の状況 

１．高齢者人口等の状況 

（１）高齢者数等の状況 

本市における平成 26 年９月 30 日現在の高齢者人口は 30,073 人で、高齢化率は

33.4％となっています。 

今後も高齢化が進むなかで、計画最終年度の平成２9年の高齢者人口は 31,281人、

高齢化率は 36.2％になると見込んでいます。 

平成27年 平成28年 平成29年

総人口（A） 93,111 91,554 90,068 88,880 87,679 86,459

高齢者人口（B） 28,812 29,462 30,073 30,753 31,053 31,281

65～74歳 14,657 14,909 15,292 15,604 15,495 15,319

75歳以上 14,155 14,553 14,781 15,149 15,558 15,962

高齢化率（B/A） 30.9% 32.2% 33.4% 34.6% 35.4% 36.2%

推計値
区分 平成24年 平成25年 平成26年

 

※室蘭市住民基本台帳、外国人を含めた集計（各年９月 30 日現在） 

※推計方法：平成 24 年から平成 26 年の増減率を基に算出。 
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（２）高齢者世帯の状況 

本市の高齢者世帯は、国勢調査で見ると、平成 17 年の 17,245 世帯（38.1％）か

ら平成 22 年には 18,608 世帯（41.3％）へと増加しています。 

なかでも、高齢者一人暮らし世帯は、平成 17 年の 5,494 世帯（12.1％）から平

成 22 年には 6,326 世帯（14.0％）へ、また、高齢者夫婦世帯も平成 17 年の 4,840

世帯（10.7％）から平成 22 年には 5,407 世帯（12.0％）へと増加しています。 

 

平成17年 平成22年 平成17年 平成22年

高齢者世帯 17,245 18,608 38.1 41.3

高齢者一人暮らし世帯 5,494 6,326 12.1 14.0

高齢者夫婦世帯 4,840 5,407 10.7 12.0

その他の高齢者 6,911 6,875 15.3 15.3

52 67 0.1 0.2

27,969 26,354 61.8 58.5

45,266 45,029 100.0 100.0

世帯数（世帯） 構成比（％）

施設等の世帯

その他一般世帯

総世帯数

区分

 

※国勢調査 
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２．要支援・要介護認定者の状況 

平成 26 年９月３０日現在の高齢者（第１号被保険者）の要支援・要介護認定者数

は 4,796 人で、高齢者に占める認定者の割合は 15.9％となっています。 

今後も高齢者人口の増加に伴って、65 歳以上の認定者数も増え、また、75 歳以上

高齢者の増加によって認定率も上昇するものと見込まれるため、平成 29 年の第 1 号

被保険者における要支援・要介護認定者数は 5,356 人、認定者の割合は 17.1％にな

ると見込んでいます。 

第 1 号被保険者の要介護度別にみると、全ての要介護度において認定者が増加し、

特に要支援及び要介護１・２の認定者が大きく増加することが見込まれます。 

なお、40 歳から 64 歳（第２号被保険者）の要支援・要介護認定者数は、平成 26

年９月 30 日現在では 108 人で、平成 29 年には 83 人になると見込んでいます。 

平成27年 平成28年 平成29年

高齢者人口（A） 28,812 29,462 30,073 30,753 31,053 31,281

65～74歳 14,657 14,909 15,292 15,604 15,495 15,319

75歳以上 14,155 14,553 14,781 15,149 15,558 15,962

認定者数合計 4,510 4,754 4,904 5,044 5,211 5,439

第１号被保険者（B） 4,382 4,639 4,796 4,938 5,116 5,356

要支援１ 659 785 811 836 865 906

要支援２ 673 774 871 898 929 972

要介護１ 1,056 1,144 1,196 1,230 1,276 1,335

要介護２ 726 731 761 783 812 850

要介護３ 451 440 435 448 464 486

要介護４ 422 422 418 430 446 467

要介護５ 395 343 304 313 324 340

要介護認定率（B／A） 15.2% 15.7% 15.9% 16.1% 16.5% 17.1%

第２号被保険者 128 115 108 106 95 83

推計値
平成24年 平成25年 平成26年区分
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第３章 計画の基本理念と施策体系 

１．基本理念 

地域包括ケアの考え方は、平成 17 年の介護保険法の一部改正で打ち出され、平成

23 年の法改正においては、地域包括ケアの構築が、国及び地方公共団体の責務（法第

５条第３項）とされました。 

このことを踏まえ、第 5 期計画では、「地域包括ケア」を推進するための基本理念を

定め施策を推進しています。 

前述のとおり、平成 27 年度の介護保険制度の改正内容やそれを踏まえた国や道の

基本方針が、地域包括ケアを推し進めるものとなっています。 

このことから、本計画では、第 5 期計画の基本理念を踏襲します。 
 

【基本理念】 

 

 

 

２．基本目標 

本計画においては、基本理念の実現に向け３つの基本目標を設定します。 

 

基本目標１ いつまでも健康に暮らすための環境づくり 

基本目標 2 住み慣れた地域で安心して暮らすための環境づくり 

基本目標 3 つながり支え合うまちづくり 

 

基本目標１ いつまでも健康に暮らすための環境づくり 

高齢者が健康で暮らし続けるために最も重要なことは、病気あるいは要介護状態に

ならないように、日頃から健康づくりや介護予防に自らが取り組む意識や姿勢です。 

改正介護保険法の第４条では、「国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、

加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要

介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医

療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努

めるものとする。」と記載されているように、サービスを受けるだけではなく、健康づ

くりや介護予防に向けた自助努力を求めています。 

こうしたことから、高齢者の健康づくり・介護予防に対する意識を高めるための普

及啓発を図るとともに、支援が必要な高齢者を把握し、本人の健康状態あるいは生活

課題等を踏まえた的確な健康づくり・介護予防サービスを提供できる体制を整えます。 

 

高齢者が、健康でいきいきと、住みなれた所で暮らし続けられるまち 
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基本目標２ 住み慣れた地域で安心して暮らすための環境づくり  

高齢者が病気あるいは要介護状態になっても、住み慣れた地域で暮らし続けられる

よう、医療・介護サービス、生活支援サービス等の充実を図ります。 

要支援者を対象とした介護予防給付サービスの充実を図り、要介護度の維持・改善

を図るとともに、施設サービス・居宅サービスや地域密着型サービスの整備等により、

重度の要介護者になっても安心して暮らし続けることができる体制を整備します。 

また、要介護認定者に加えて、認知症高齢者の増加が課題となっており、医療機関

等との連携を強化し、認知症高齢者を早期に発見・対応できる体制を整えます。 

 

基本目標３ つながり支え合うまちづくり  

本市の後期高齢者数、要介護認定者数は増加しています。一方、既存の民間事業者

や社会福祉協議会、地域団体等が、高齢者の生活支援等に係る様々な量的・質的ニー

ズに対応するには限界があります。民間事業者においては介護職の人材確保が、地域

団体等においては、会員やボランティアの高齢化が進んでいることなどが課題となる

など、高齢者の生活を支える地域の資源は限られている状況です。 

そのため、市民一人ひとりが地域の担い手として高齢者を支え、あるいは支えられ

る「お互い様」のまちづくりを進めていくことが重要です。都市部ではこうした地域

コミュニティが崩壊しつつあるといわれていますが、室蘭市だからこその「地域のつ

ながり」をしっかり維持していくことが重要です。 

その実現のステップとして、市民一人ひとりが、こうした地域の課題をしっかり認

識することが重要です。 

人は必ず老いていきます。そして配偶者の死別などで、一人暮らしをしなければな

らない高齢者も増えていきます。自分が高齢者となりさらには介護が必要になったと

きの、将来イメージを早い段階で持つことによって、市民がこのまちで暮らし続ける

ために必要なことを、積極的に考え行動するようになると考えます。こうしたきっか

けを積極的に提供していきます。 

高齢者の生きがいづくりや社会参加の促進は、高齢者の健康づくり・介護予防にも

大きく寄与します。 

人口減少により地域の担い手が限られる中で、高齢者自らが地域の担い手として活

躍する場をつくることで、高齢者の生きがい・やりがいをつくり、それによってさら

には自身の健康づくり・介護予防に繋げる視点が重要です。 

地域資源が限られる中で、いかに市民一人ひとりの意識を変えていき、地域で支え

合っていくという考え方は、高齢者福祉・介護に限定されるものではなく、子育て支

援、障がい者支援、生活困窮者支援など、あらゆる地域の課題を解決する「まちづく

り」の根幹をなすものです。 

そのため、地域の課題を解決できるよう、担い手を育成し、つながり支え合うまち

づくりを推進します。 



- 12 - 

３．施策の方向性 

第５期計画の施策の方向性である「健康づくり・介護予防の推進」、「介護保険サー

ビスの充実」、「地域支えあいの仕組みづくり」、「住み続けられるまちづくり」を踏襲

するとともに、地域支援事業に係る法改正等に伴い、さらなる推進が必要な「認知症

高齢者支援の充実」を新たな柱として追加します。 

 

【施策の体系】 

施策の方向性 主な取り組み 

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 

②地区健康教室の充実 

③保健事業の充実 

（２）介護予防の推進 

①えみなくらぶの充実 

②えみなメイトの拡充 

③認知症予防の推進 

④介護支援ボランティアの推進 

（３）地域包括支援センターの充実 

①地域包括支援センターの機能強化 

②地域ケア会議の推進 

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 

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 

 ②日常生活圏域別のサービス整備 

（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 

 ②介護サービスの質の向上 

 ③地域包括ケアシステム構築に向けた情報発信の促進 

 ④地域包括ケアを促進するための指定要件の検討 

（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 
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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室蘭市社会福祉協議会との連携強化 

②高齢者たすけ隊・見守り隊の推進 

③地域支えあい情報ネットワークの活用促進 

④高齢者地域支えあい体制の構築推進 

（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 

 ②鍵の保管先登録 

 ③緊急情報記録票の普及促進 

（３）生活支援サービスの創出 

①介護予防・日常生活支援総合事業への移行 

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づくり 

③認知症初期集中支援チームの設置   

④認知症地域支援推進員の配置 

 ⑤認知症カフェの設置 

 ⑥認知症ケアパスの作成・普及 

（２）認知症高齢者を支える地域づくり 

①認知症支援体制の強化 

②オレンジネットの充実 

 ③認知症徘徊模擬訓練の実施 

（３）権利擁護の推進   

①成年後見制度活用支援事業の推進 

②高齢者虐待防止のための相談体制等の充実   

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 

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 

②白鳥大橋パークゴルフ場の利用促進 

③軽スポーツ（体操、ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｷﾝｸﾞ等）の普及拡大 

④学習機会の確保 

⑤就労機会の拡大（シルバー人材センターへの支援） 

⑥介護支援ボランティアの推進[再掲] 
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 （３）移動手段の確保 

 ①生活交通の維持・確保の推進 

 ②高齢者割引（ふれあい）パスの利用促進 

③地域コミュニティ交通事業の検討 

④あったか移送サービスの検討 

⑤福祉有償運送サービスの利用促進 

 （４）生活環境づくりの促進 

①道路や公園の整備促進 

②交通安全・災害対策等の推進 



- 15 - 

第４章 施策の展開 

１．健康づくり・介護予防の推進 『元気に暮らす』 

高齢者が健康で暮らせるよう、自ら、健康づくりや介護予防に積極的に取組めるよ

う、介護予防事業を推進します。 

 

（１）健康づくりの推進 

① はぴらん体操の普及啓発 

高齢者でも自宅で簡単にできるご当地健康体操として、地区健康教室等ではぴらん体

操の普及を図ります。 

 

② 地区健康教室の充実 

生活習慣病予防及び健康増進の一環として、地域の町内会や老人クラブと連携し、健

康情報や健康食の試食などを提供し、保健師・管理栄養士等を講師とした健康教室の充

実を図ります。 

 

③ 保健事業の充実 

  健康診査などにより、早期発見・早期治療につなげ健康の保持増進を図ります。 

 

関連事業 

○特定健康診査事業 

生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的として、内臓脂肪症候群（メタボリ

ックシンドローム）に着目した各種検査を実施 

○各種がん検診 

  がんを早期に発見し、早期治療につなげるために、肺・大腸・胃・前立腺・子宮・乳

の各がん検診事業を実施 

○各種検診事業（人間ドック、脳ドック） 

疾病の早期発見・早期治療を目的に、市内医療機関にて実施 

○高齢者予防接種（インフルエンザ・肺炎球菌） 

インフルエンザの蔓延や肺炎罹患を予防するために実施 

○簡単ヘルシーメニューと運動ガイドの配布 

健康に関する知識の普及を目的に、各種健康増進事業にてパンフレットを配布 
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（２）介護予防の推進 

① えみなくらぶの充実 

デイサービスセンターや整骨院で基本チェックリストで該当した対象者に行ってい

る、運動機能向上・栄養改善・口腔機能向上のための複合プログラム加えて、平成２６

年度から単独プログラムとして「口腔教室」を市内２か所で開催しており、対象者の状

況に合わせた対応を充実します。 

また、総合事業を見据えた検討をして参ります。 

 

② えみなメイトの拡充 

高齢者の健康維持向上を目指し、歩いて通える身近な会場で、体育協会等の講師

を派遣し、運営協力団体の協力を得て多くの市民に利用されております。 

今後は対象者に合わせたプログラム対応に努め内容の充実を図ります。 

 

区 分 平成２６年度見込 平成２９年度目標数 

えみなメイト 
開催回数 ３３０回 ３６６回 

延参加人数 ５，４３０人 ５，９７０人 

 

③ 認知症予防の推進 

認知症予防に関する知識を多くの市民に理解してもらえるように、市民向けの講演会

を開催し、知識の普及を図ります。 

 

④ 介護支援ボランティアの推進 

高齢者が、介護予防と生きがいのある暮らしを送ることを目的に、介護施設でボラン

ティアとして活動する時間に応じてポイントを付与する「介護支援ボランティア」を推

進し、今後はポイントを付与するボランティア活動の拡大に向けて検討します。 

 

関連事業 

○ボランティアセンター（社会福祉協議会） 

高齢者を含む市民ボランティアの養成、登録、相談、受付、情報提供等の実施 

 

 

（３）地域包括支援センターの充実 

① 地域包括支援センターの機能強化 

高齢化の進行に伴い、総合相談、権利擁護、虐待等への対応件数も増加しており、

それらに対応するため、社会福祉協議会や市との情報ネットワークを有効活用し、

迅速かつ質の高い対応に努めるとともに、センター職員や市と連携を深め、地域包

括ケア体制の中核を担う重要な機関としての機能を高めます。 
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② 地域ケア会議の推進 

介護保険制度の見直しにより、地域ケア会議が法に位置づけられ、個別支援の検

討機能と地域全体の課題検討・政策形成となる市町村レベルでの体制づくりが必須

業務として追加されました。 

今後も地域の保健・福祉・医療サービスやボランティア活動、インフォーマルサ

ービスなど様々な社会資源が効果的に連携するための方策等を検討するため、地域

ケア会議の効果的な実施を図ります。 
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２．介護保険サービスの充実 『安心して暮らす』 

介護が必要になっても住み慣れた地域で、質の高いサービスを受けながら、安心し

て暮らし続けることができるよう、介護保険サービス（居宅サービス、地域密着型、

施設サービス）の提供体制の充実を図ります。 

 

（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、利用者や事業者の意向及び利用状況などを見極めながらサービスの

充実に努めます。 

なお、計画期間内では、「通所介護」や「訪問介護」などのサービスに対し、新規

参入や拡大を検討している事業者があり、提供体制の充実を図ります。 

                        

平成26年度見込み 平成29年度目標

訪問介護 14,911回 8,457回

訪問入浴介護 434回 475回

訪問看護 2,587回 3,747回

訪問リハビリテーション 1,844回 2,123回

居宅療養管理指導 2,428件 2,824件

通所介護 17,709回 11,951回

通所リハビリテーション 5,434回 6,317回

短期入所生活介護 1,141日 1,236日

短期入所療養介護 905日 1,307日

福祉用具貸与 12,018件 14,834件

特定福祉用具購入費 360件 396件

住宅改修費 467件 510件

介護予防支援・居宅介護支援 31,948件 37,389件
 

 

※ 予防給付と介護給付の１年間の延合計数 

※ 訪問介護・通所介護は、平成 29 年度に地域支援事業へ移行 
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② 地域密着型サービスの整備促進  

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うえで、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です。 

特別養護老人ホームには多数の入所申込者がいること、制度改正に伴い、特別養

護老人ホームの入所対象が原則要介護３以上の方となることから、施設・居住系サ

ービスに対する需要が高くなることが見込まれます。 

 

項 目 現行制度 改正内容 

特養の利用対象者 
（第8条第２1項） 

要介護１～５ 
 

○中重度者（要介護３～５） 
※既入所者は除く。また、要介護１～２でも一定の
場合には特例的に入所を認める。 

 

このため、基本的に事業者の施設・居住系サービスの実施意向を最大限に尊重し、

計画に反映することとします。 

 

また、在宅での生活支援の充実を図るため、介護と医療の連携の下で、定期巡回・

随時対応型訪問介護看護、複合型サービスの参入促進を図ります。 

 

＜新規開設・拡大目標量＞ 

区分 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

夜間対応型訪問介護 
事業所数 － 1 事業所 － 

定員数 － 15 人 － 

認知症対応型通所介護 
事業所数 － － 1 事業所 

定員数 － － 10 人 

小規模多機能型居宅介護 
事業所数 － 1 事業所 1 事業所 

登録人数 － 25 人 25 人 

認知症対応型共同生活介護 
ユニット数 － １事業所 １事業所 

定員数 － 18 人 18 人 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 
事業所数 － 1 事業所  

登録人数 － 10 人  

複合型サービス 
事業所数 － １事業所 － 

登録人数 － 25 人 － 
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（２）日常生活圏域について 

① 日常生活圏域の継続 

本市では、平成１８年度から、市内を４つの日常生活圏域に分け、それぞれの圏

域に地域包括支援センターを設置し、身近な地域で相談や支援、介護サービスが受

けられるように体制の整備を進めてきました。 

今後も、地域包括ケアの推進に向けて一層の取り組みが重要であることから、こ

れまでの日常生活圏域の４圏域を継続します。 

 

日常生活圏域 町名 
地域包括支援

センター 

祝津・白鳥台 

・本輪西地区 

絵鞆町、祝津町、港南町、増市町、小橋内町、

築地町、本輪西町、幌萌町、神代町、香川町、

陣屋町、白鳥台、崎守町、石川町 

白鳥ハイツ 

中央・母恋 

・輪西地区 

緑町、西小路町、沢町、幕西町、海岸町、中

央町、常盤町、清水町、幸町、本町、栄町、

舟見町、山手町、入江町、茶津町、新富町、

母恋北町、母恋南町、御前水町、御崎町、大

沢町、輪西町、みゆき町 

母恋 

東・高砂地区 東町、寿町、日の出町、高砂町、水元町、天

神町 

ことぶき 

中島・港北地区 中島町、中島本町、高平町、八丁平、知利別

町、宮の森町、港北町、柏木町 

憩（いこい） 
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② 日常生活圏域別の地域密着型サービス等の整備状況（一覧） 

祝津・白鳥台・
本輪西地区

中央・母恋・
輪西地区

東・高砂地区 中島・港北地区

事業所数 1

実利用者数 5

事業所数 1 1 1

定員 12 7 12

事業所数 1 1 1 1

定員 18 25 25 25

事業所数 3 4 4 2

定員 54 72 81 36

事業所数 1

定員 29

事業所数 1

定員 29

事業所数 3

定員 324

事業所数 1 2

定員 100 150

事業所数 1

定員 30

事業所数 1

定員 80

事業所数 1 2

定員 50 120

事業所数 1 1

定員 100 45

地
域
密
着
型
サ
ー

ビ
ス

定期巡回・臨時対応型訪問介護看護

認知症対応型デイサービスセンター

小規模多機能型居宅介護

認知症高齢者グループホーム
（認知症対応型共同生活介護）

地域密着型小規模ケアハウス
（地域密着型特定施設入居者生活介護）

地域密着型特別養護老人ホーム
（地域密着型介護老人施設入所者生活介護）

施
設
サ
ー

ビ
ス

特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

特
定
施
設

養護老人ホーム

ケアハウス

介護付き有料老人ホーム
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（３）地域包括支援センターの充実[再掲] 

１６頁  参照 

 

（４）適正な介護保険事業の運営 

① 市民への周知・啓発 

介護保険制度への正しい理解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、すべての第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の充実を図ります。 

 

② 介護サービスの質の向上 

【地域包括支援センター職員の資質の向上】 

高齢者が、住み慣れた地域で効果的な包括的ケアを受けられるようにするために

は、地域包括支援センターに配置された保健師、主任介護支援専門員、社会福祉士

等の専門職が、その知識や技能をお互いに生かしながら、地域で高齢者の抱えるさ

まざまな生活課題を解決していくことが必要であり、これらの人材の資質の向上が

重要となります。 

今後は、地域支援事業の拡充により、地域の担い手（NPO 法人やボランティア団

体・町内会等）を活かした生活支援、地域ケア会議の効果的な実施等、地域包括支

援センターの役割はさらに大きくなります。 

地域包括支援センター職員向けの研修を通して職員の資質向上を図るとともに、

各地域包括支援センターの連携強化により、お互いの課題や知見・ノウハウなどを

共有する場を活用し、地域支援事業等の円滑化を図ります。 

【サービス事業者の質の向上】 

サービス事業者やケアマネジャーが適切な介護保険サービスを実施するため、こ

れまで以上に迅速な情報提供と職員の資質向上を図ります。 

また、室蘭市サービス事業者連絡会に対して、情報提供等を行い、互いの情報交

換により事業運営や、利用者の満足度向上や介護度の改善等に資するノウハウ等の

共有化により、円滑かつ効果的なサービス提供等を図ります。 

 

【地域密着型サービス事業者への指導強化】 

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協議会へ参加し、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。 

また、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
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よう、集団・実地指導による指導強化に努めるとともに、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、指導監督に努めます。 

 

③ 地域包括ケアシステム構築に向けた情報発信の促進 

地域包括ケアシステムの構築に向けては、地域包括支援センターや生活支援・介

護予防サービスの所在地や事業内容、サービス内容等について、地域で共有される

資源の情報として広く発信することが重要です。 

そのため、厚生労働省が運用する介護サービス情報公表システムを活用し、積極

的な情報発信に努めます。 

 

④ 地域包括ケアを促進するための検討 

地域支援事業の拡充により、地域の担い手（NPO 法人やボランティア団体・町内

会等）による生活支援サービスの創出が期待されています。 

そのため、本市の社会資源を把握し、有効活用を図ることができるよう、サービ

ス事業者の指定要件について検討します。 

 

（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 

疾病を抱えても、自宅等の住み慣れた生活の場で療養し、自分らしい生活を続け

られるためには、医療・介護の関係機関（訪問診療を実施する医療機関、在宅療養

支援病院・診療所、訪問看護事業所、介護事業所サービスなど）が連携して、包括

的かつ継続的な在宅医療・介護の提供を行うことが必要です。 

そのため、関係機関が連携し、多職種協働により在宅医療・介護を一体的に提供

できる体制を構築するため、室蘭市医師会等と連携を図りながら、関係機関の連携

体制の構築を図ります。 

【取組例】 

地域の医療・介護関係者による協議 

顔の見える関係づくり 等 
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３．地域支えあいの仕組みづくり 『支えあって暮らす』 

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、

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る仕組

みづくりを構築します。 

とりわけ、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する

ことにより、社会、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ます。 

こうした地域支えあいの仕組みを支えるため担い手として、元気な高齢者の積極的

な参加を促進します。 

 

（１）地域支援体制の強化 

① 室蘭市社会福祉協議会との連携強化 

室蘭市社会福祉協議会は、民生委員児童委員、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

資源を活かし、現在、「第４期地域福祉実践計画（平成２３年度～平成２７年度）」

の“ともに支え合う、安心・安全・福祉のまちづくり”を基本理念に、高齢者の様々

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・福祉委員をはじめとする町内会の人や、高齢者宅への訪問頻度が多い

新聞配達などの人により、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

なう「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組みを推進しま

す。 

また、平成２３年６月に事例集を作成し配布しましたが、これまでの取組の実績

や新たな事例を盛り込んだ改訂版を作成し、関係機関や協力事業所へ配布すること

で、事業の周知を図ります。 

区 分 平成２６年度見込 平成２９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かしながら、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。 
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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・自治会

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。 

 

関連事業 

○地域のパトロール隊支援 

地域住民によるパトロール隊の活動を通し、街頭犯罪の減少と自らの地域を守るという

意識の高揚を図り、子どもから高齢者まで安心して暮らせる地域社会の形成活動に対し助

成 

○訪問サービス（社会福祉協議会） 

健康状態や安否確認が必要な一人暮らし高齢者に乳酸菌飲料を届け、安否確認を実施 

○雪かき応援（社会福祉協議会） 

雪かき応援を必要とする高齢者世帯に対し、社会人・高校生・大学生等のボランティア

グループを組織し、雪かきを実施 

○支えあいマップ（社会福祉協議会） 

 各地区の民生委員児童委員協議会が、地区内の高齢者等で見守りが必要な人を地図に記

載して、地区民生委員の情報共有を図り、様々な支援を実施 

〇たすけあいチーム（社会福祉協議会） 

 たすけあいチームを編成し、支えあいマップに記載されている高齢者を支援 

 

（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 

疾病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、緊急通報装置の設置を推進します。 

 

区 分 平成２６年度見込 平成２９年度目標数 

設置件数 287 件 330 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、

本人の同意の下、鍵の保管先を登録していますが、必要に応じて安否確認を行える

よう「鍵の保管先登録制度」を引き続き推進します。 

 

区 分 平成２６年度見込 平成２９年度目標数 

鍵の保管先登録件数 262 件 280 件 
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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）を記入したクリアファイルを

冷蔵庫にマグネットで貼り付けておき、事前に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」については、高齢者の不安解消の一助として、引き続きＰＲを行い、普及促

進に努めます。 

 

区 分 平成２６年度見込 平成２９年度目標数 

緊急情報記録票配布件数 1,543 件 1,700 件 

 

（３）生活支援サービスの創出 

① 介護予防・日常生活支援総合事業への移行 

介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合事業」という。）は、予防給付のう

ち訪問介護、通所介護について、保険者が地域の実情に応じた取組みができる地域

支援事業に移行し、既存の介護事業所によるサービスに加えて、ＮＰＯ、民間企業、

ボランティアなど地域の多様な主体を活用して高齢者を支援する事業です。 

     総合事業の実施については、平成 27 年 4 月 1 日施行となっていますが、円滑な      

移行のための準備期間が必要なこと等を踏まえ、保険者において条例を定める場合

には、その実施を平成 29 年 4 月 1 日まで猶予することが認められています。 

実施にあたっては、地域における均一なサービス提供体制を構築していくため、

介護事業所やＮＰＯなど多様な提供体制による受け皿を確保していくとともに、住

民主体による生活支援サービスの充実を図り、高齢者の社会参加を推進していく必

要があります。 

このようなことから、十分な準備・移行期間を設け、市内のサービス資源の現状

等を踏まえながら、平成 29 年 4 月 1 日の事業開始に向けて、多様なサービスの検

討のため、関係者で協議体を設置し、情報共有や連携・協働による取組を推進しま

す。 

 

 

 

 現 状   対象者：要支援認定者 

※訪問看護や福祉用具貸与などについては、

引き続き介護予防給付サービスとして提供 

訪問介護（ホームヘルプ） 

 
通所介護（デイサービス） 

  

予防給付によるサービス 

  

現状 
見直し後   対象者：要支援認定者、基本チェックリスト対象者 

※多様な主体による地域独自のサービスの提供を推進 

○訪問型サービス 

 

○通所型サービス 

 

○生活支援サービス 

（配食・見守り等）   ・多様な担い手による生活支援 
  

・ミニデイなどの通いの場 

・運動、栄養、口腔ケア等の教室   

・介護事業所によるサービス 

（現行の介護予防サービス相当）   

総合事業（介護予防・生活支援サービス事業）によるサービス 
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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』 

認知症になっても本人の意思が尊重され、住み慣れた地域で暮らし続けることがで

きるよう、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、

認知症高齢者の早期発見や対応、相談体制の充実を図るとともに、オレンジネット等、

地域で認知症高齢者を見守り、支える仕組みづくりを構築します。 

 

（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] 

17 頁  参照 

 

② 認知症高齢者の早期発見に向けた体制づくり 

室蘭市医師会の協力を得て、地域包括支援センター等と市内のかかりつけ医との

連携を強化し、認知症高齢者及び認知症になる恐れのある高齢者に関する情報共

有・相談支援を図る体制を整備します。 

 

③ 認知症初期集中支援チームの設置 

室蘭市医師会との連携により、認知症の人や家族に早期に関わり、アセスメント、

家族支援などの初期支援を包括的・集中的に行い、自立生活の支援を行うため、認

知症初期集中支援チームを設置します。 
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④ 認知症地域支援推進員の配置 

地域包括支援センターにおける認知症の相談体制の強化を図り、介護と医療の連

携や、認知症施策の推進役を担う「認知症地域支援推進員」を配置します。 

 

⑤ 認知症カフェの設置 

認知症の人やその家族が、気軽な雰囲気の中で、介護に関する悩みを相談したり、

同じ悩みを持つ人との交流が図られるよう、認知症カフェを設置します。 

平成 26 年 1１月から地域密着型特養にて試行実施を開始しており、実施結果を

踏まえ、圏域毎の設置を検討します。 

 

⑥ 認知症ケアパスの作成・普及 

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を受け

ればよいか理解できるよう、標準的な認知症ケアパスを作成し、冊子等で普及を推

進します。 

 

 

（２）認知症高齢者を支える地域づくり 

① 地域支援体制の強化 

認知症高齢者が、その症状に応じて、医療と介護が一体となった適切なサービス

提供が受けられるよう、地域包括支援センターを中心としてかかりつけ医・介護支

援専門員・サービス事業者・家族等による「地域ケア会議」を行います。 

また、認知症サポーターの養成とオレンジネット、ＳＯＳネットワーク、権利擁

護事業などを推進し、認知症高齢者を地域が支える体制の強化を図ります。 

 

② オレンジネットの充実 

認知症になっても安心して住みなれた地域で暮らし続けられるように、認知症サ

ポーターの養成を行い、認知症の人や家族を支援するための見守りネットワークの

推進を図ります。 

区 分 平成２６年度見込 平成２９年度目標数 

認知症サポーター 

養成講座 

延講座数 208 回 240 回 

延人数 6,020 人 6,620 人 

オレンジメイト延登録数 880 人 1,000 人 

 

③ 認知症徘徊模擬訓練の実施 

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捜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模擬訓練を実施し、市民に対

し認知症についての理解普及を推進します。 



- 29 - 

（３）権利擁護等の推進  

① 成年後見制度活用支援事業の推進 

  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（地域福祉権利擁護事業）の周知

に努めます。 

  また、平成26年10月に社会福祉協議会に開設した「成年後見支援センター」に

より、生活、権利、財産を守り、地域で安心して生活できるよう、制度利用への相

談や市民後見人の育成を図るとともに、広域化について検討します。 
 

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．住み続けられるまちづくり 『住みなれた所で暮らす』 

高齢者が地域の中で、これまでに培ってきた経験や知識を活かして、生きがいやや

りがいを感じられる機会を創出します。 

高齢者の住まいを確保し、さらに移動手段、高齢者に配慮した道路や公園の整備促

進を図り、安心して住み続けられるまちづくりに努めます。 

 

（１）多様な住まいの確保 

① 高齢者に配慮した市営住宅の建替え促進 

高齢者に配慮した市営住宅の建替えは、東町大和・汐見団地建替え計画に基づき、

平成２７年度と２９年度に各１棟１０８戸、計２１６戸の整備を図ります。 

 

関連事業  

○単身老人福祉住宅 

身寄りのない、一人暮らしの６０歳以上の方の住宅で、管理人による見守り

や安否確認を実施～設置戸数１０戸 

 

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。 

 

関連事業 

○いきいき高齢者住宅助成制度 

民間力による高齢者向け住宅の整備促進を目的として平成１７年に制定した

本制度について、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」の改正にあわせて見

直しを行い、サービス付き高齢者向け住宅の整備への対応を図ります。 

 

③ まちなか居住の促進 

生活に便利なまちなかにおける住宅供給を促進するため、民間との連携による住

宅供給や、民間の事業展開の誘導による公共用地の活用を図るほか、傾斜地から平

地への住み替えや空き家の解消など、高齢者の住み替えの促進に取り組みます。 

 

④ 高齢者住宅改修補助制度事業の利用促進 

  安心して自宅で暮らし続けることができるよう、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制度の利用を促進します。 

  

⑤ 地域密着型サービスの整備促進［再掲］ 

19 頁  参照 
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（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 

平成３０年度開設予定の複合公共施設（旧向陽中学校跡地）への移転に向けて、総合

福祉センター機能の継続と高齢者が利用しやすい施設について検討します。 

 

関連事業 

○共生型サロン 

高齢者、障がいのある方、地域住民が集い、健康増進や介護予防、生きがいを見出

す活動などを実施 

○高齢者サロン及び町会などの地域サロン（社会福祉協議会） 

高齢者の閉じこもり防止や健康増進を目的に、町会会館などで実施 

○ふれあい昼食会（社会福祉協議会） 

一人暮らしの高齢者の閉じこもり防止や交流を目的に、各地区福福祉協議会の主催

で年１回実施 

 

② 白鳥大橋パークゴルフ場の利用促進 

白鳥大橋パークゴルフ場は、高齢者などに愛好者が多く、健康増進・生きがいづ

くりの場として活用されており、平成２６年度に増設した３６ホールを活用して大

会の開催等で利用を促進します。 

 

③ 軽スポーツ（体操、ノルディックウォーキング等）の普及拡大  

市民を対象とした、ストレッチ体操やノルディックウォーキング等の講座を開催し、

スポーツ施設の充実にも努め、高齢者の生きがいづくり、健康増進を図ります。 

 

区 分 平成２６年度見込 平成２９年度目標数 

ノルディックウォーキンクﾞ講座 ３回 ５４人 ２回 ８０人 

 

関連事業 

○市民体力テスト 

高齢者を含む市民を対象に、基礎的な体力測定と健康体操を実施 

○温水プール利用助成（国民健康保険及び後期高齢者医療制度被保険者） 

高齢者の健康保持・増進を図ることを目的に、プール利用に係る回数券購入代金の

半額を助成 

〇すこやかロード 

  地球岬、鳴り砂の浜（イタンキ）がウォーキングコースとして認定 
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④ 学習機会の確保 

高齢者の学習ニーズに対応するため、各種講座等を継続します。 

区 分 平成２６年度見込 平成２９年度目標数 

総合福祉センター １１講座 １２同好会 継続実施 

悠悠ライフ ６講座 継続実施 

老人クラブ ６１団体 ３,３５７人 継続実施 

市民活動センター 講座４７回 展示２６回 継続実施 

暮らしの講座 １１回 継続実施 

 

関連事業 

○ふれあい市民農園 

農作業を通して、高齢者の健康増進、生きがいづくり、世代間交流を目的に、市が

農地を借り上げ、希望者に貸し出し実施 

 

⑤ 就労機会の拡大（シルバー人材センターへの支援） 

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

内在住のおおむね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。 

 

⑥ 介護支援ボランティアの推進［再掲］ 

16 頁  参照 

 

（３）移動手段の確保 

① 生活交通の維持・確保の推進 

高齢者等の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出来ない移動の

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。 

 

② 高齢者割引（ふれあい）パスの利用促進 

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、乗合バスの「ふれあいパ

ス」購入費の一部を助成しています。今後、さらに利用しやすい制度について検討しま

す。  

 

③ 地域コミュニティ交通事業の検討 

  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」に取り組むなど、地域全体が支え合う移動手段確保の仕組みづくりを推進します。 
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④ あったか移送サービスの検討 

ストレッチャーによる移送が必要な要介護３から５の方が、医療機関への入退院など

で利用することができますが、介護保険サービスの充実や民間移送業者の増加により、

地域で利用しやすい体制が整ってきたため、今後のサービスについて検討します。 

 

⑤ 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行う個別輸送は、４事業者が運営して

おりますが、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。 

 

関連事業 

○室蘭市生活交通路線維持確保バス補助金 

市民に身近な移動の足である乗合バスについて、生活交通路線として必要なバス路

線を維持確保するため、必要に応じてバス事業者に対し助成を行います。 

 

（４）生活環境づくりの促進 

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

解消を推進します。 

また、親しみのもてる公園となるよう、地域の方々の意見を聞きながら、計画的に整

備を推進します。 

 

② 交通安全・災害対策等の推進 

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、老人クラブなどにおいて交

通安全教室を開催するとともに、夜光反射材の配布などの啓発を行い、交通事故防止対

策を推進します。 

また、高齢者を狙った巧妙な販売方法や手口が増加してきていることを踏まえ、町内

会や老人クラブなどを対象に消費者出前講座を開催し、高齢者の消費者被害の未然防止

に努めます。 

さらに、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、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、自主防災組織等の協力を得な

がら対象者一人ひとりの「個別避難支援プラン」の策定を進めます。 

 

関連事業 

○自動消火器・火災報知器等設置助成（社会福祉協議会） 

火災発生時の避難が著しく困難な人（要介護４又は５の寝たきり高齢者）が居住す

る世帯に自動消火器等を無料で設置 
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第５章 介護保険事業費と介護保険料 

１．第１号被保険者の介護保険料 

（１）介護保険料の推移 

65歳以上（第1号被保険者）の介護保険料は、それぞれの市町村において3年ごとに

見直される介護保険事業計画によって決められ、その額は介護保険計画期間中の介護保

険事業費（給付費）などによって算定されます。 

本市の介護保険料（基準額）は、第1期計画と第2期計画は、年額37,000円でした

が、第3期計画では年額39,000円、第4期計画では年額42,000円、第5期計画では年

額46,000円としました。 

 

＜第1期から第5期までの計画期間における介護保険料基準額の推移＞ 

区分 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

介護保険料

第５期計画

年額37,000円 年額37,000円 年額39,000円 年額42,000円 年額46,000円

介護保険

事業計画

第１期計画

第２期計画

第３期計画

第４期計画

 

＜介護保険料基準額（年額）の全道・全国平均との比較＞ 

区分 第1期計画 第2期計画 第3期計画 第4期計画 第5期計画

室蘭市 37,000円 37,000円 39,000円 42,000円 46,000円

全道平均 37,332円 42,168円 46,920円 47,808円 55,572円

全国平均 34,932円 39,516円 49,080円 49,920円 59,664円
 

＜室蘭市と全道平均、全国平均の介護保険料基準額の推移＞ 

37,000円

37,000円
39,000円

42,000円

46,000円

37,332円

42,168円 46,920円

47,808円

55,572円

34,932円

39,516円

49,080円
49,920円

59,664円

30,000円

35,000円

40,000円

45,000円

50,000円

55,000円

60,000円

65,000円

第1期

(H12～H14)

第2期

(H15～H17)

第3期

(H18～H20)

第4期

(H21～H23)

第5期

(H24～H26)

室蘭市

全道平均

全国平均

 



- 35 - 

（２）第６期介護保険料の算定 

第6期計画期間内での介護保険料は、介護保険事業費（給付費）のほか、次の要因等

を勘案して算出しました。 

 

① 介護保険事業費の財源構成と被保険者の負担割合 

介護保険の財源は、基本的に50%を国、北海道および室蘭市の負担で賄われ、残り

の50%を65歳以上の第１号被保険者と40歳から64歳までの第２号被保険者が負担

する保険料によって賄われています。 

第1号被保険者と第2号被保険者の負担割合は、第5期計画では第1号被保険者が

21%、第２号被保険者が29%となっていましたが、第６期計画では第1号被保険者が

22%、第２号被保険者が28%となりました。 

 

 

第1号被保険

者, 21.0%

第2号被保険

者, 29.0%
室蘭市, 

12.5%

北海道, 

12.5%

国, 25.0%

【第5期計画の負担割合】

第1号被保険

者, 22.0%

第2号被保険

者, 28.0%室蘭市, 

12.5%

北海道, 

12.5%

国, 25.0%

【第6期計画の負担割合】

 

 

 

 

 

② 介護給付費準備基金の活用 

介護給付費が介護サービスの見込みを下回った場合は、余剰金を介護給付費準備基金

に積み立てています。 

第6期計画では、この基金を取り崩して保険料の急激な上昇を抑制します。 
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③ 保険料段階の弾力化 

■標準段階の細分化 

第6期の介護保険料については、所得水準に応じてきめ細やかな保険料設定を行う観

点から、標準段階をこれまでの6段階から、標準9段階に細分化します。 

 

■公費による保険料軽減の強化 

世帯非課税者に対し、給付費の５割の公費とは別枠で公費を投入し、低所得の高齢者

の保険料を軽減することとしています。 

 

【第5期保険料段階】

世帯

第1段階

第2段階

0.65

0.75

課税年金収入+合計所得金額が年間80万円以下 0.90

上記以外の本人非課税者 1.00

第5段階 1.25

第6段階 1.50

【第6期保険料段階】

世帯

第1段階
0.50

（0.30）

第2段階
0.75

（0.50）

第3段階
0.75

（0.70）

第4段階 課税年金収入+合計所得金額が年間80万円以下 0.90

第5段階 課税年金収入+合計所得金額が年間80万円超 1.00

第6段階 1.20

第7段階 1.30

第8段階 1.50

第9段階 1.70

※括弧内は公費による軽減後の割合

合計所得が190万円以上～290万円未満

合計所得が290万円以上

本人
課税者

合計所得が120万円未満

合計所得が120万円以上～190万円未満

非課税
世帯

課税者
あり

本人非課税

保険料段階
対象 割合

（※）本人所得

老齢年金受給者・生活保護受給者及び
課税年金収入+合計所得金額が年間80万円以下

課税年金収入+合計所得金額が年間120万円以下

課税年金収入+合計所得金額が年間120万円超

保険料段階 割合
対象

本人所得

本人非課税
課税者
あり

0.50

本人
課税者

非課税
世帯

第3段階

老齢年金受給者・生活保護受給者

課税年金収入+合計所得金額が年間80万円以下

上記以外の本人非課税者

課税年金収入+合計所得金額が年間120万円以下

合計所得が190万円未満

合計所得が190万円以上

第4段階
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（３）介護保険料の算出 

 

① 第 6 期の総給付費 

 

◎総給付費  約 204 億円（第 5 期） ⇒     約 229 億円（第 6 期） 

（※総給付費＝介護保険サービスにかかる保険給付費＋地域支援事業費） 

＜主な増加要因＞ 

 ●高齢化の進展に伴う要介護認定者の増加 

 ●介護保険サービスの充実による利用量の増加 

 ●第１号被保険者の負担割合の増加（２１％⇒２２％） 

 

 

② 第 1 号被保険者の保険料基準額の算定方法 

  第 6 期の総給付費 × 22％（第 1 号被保険者負担割合）  

第 1 号被保険者数（第 6 期の 3 年間の累計人数） 

 

 

③ 第 6 期の保険料基準額の見込 

  

  

 

 

 ※最終的には、介護報酬改定、介護給付準備基金の取崩等を踏まえて算定します。 

 

 

第 5 期（平成 24～26 年度） 

保険料基準額（年額） 

46,000 円 

第６期（平成 27～29 年度） 

保険料基準額（年額） 

53,000 円～54,000 円程度 

＝ 保険料基準額 
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第６章 計画の推進に向けて 

１．市民参画と協働 

  高齢者が住みなれた地域で安心して暮らし続けるためには、公的なサービスに加 

え、地域の支え合いが必要です。 

  このため、市民への計画の積極的な広報に努めることで、高齢者自身を含め、市民 

や町内会、ボランティア団体、ＮＰＯなどによる地域活動への積極的な参画により、 

協働して施策を推進します。 

高齢者福祉・介護に係る施策は、住まい、医療・介護サービス、生活支援、生きが

いづくりなど多様であることから、市や関係機関が持つ専門知識やネットワークを十

分活用し、高齢者の生活を支えるための効果的な施策の展開とともに、地域の担い手

を育成し、連携・協働して地域支え合い体制を構築していくことが重要です。 

そのため、個別の地域ケア会議を積み上げて、地域の課題を見い出し、課題解決の

ために地域では何ができるかを検討する地域ケア会議を有効に活用していきます。 

市民一人ひとりが、将来の自分のことあるいは家族のこととして、高齢者福祉・介

護に関心を持ち、地域の担い手として活動するきっかけづくりができるような取組に

ついて、普及啓発に加え、働きかけを積極的に行っていきます。 

 

２．事業評価と進行管理 

本計画に基づき、高齢者福祉・介護に係る多様な事業を展開していくにあたり、計画

目標を達成するため着実に事業を実施することに加えて、事業の実施を通じて、高齢者

の介護予防あるいは生活支援等に貢献しているかを評価し、内容や実施方法を見直すプ

ロセスが重要です。 

そして、限られた地域資源の中で、事業実施の成果を高めるため、複数の事業を組み

合わせるという視点が必要です。 

平成２６年１月に始まった「介護支援ボランティア」は、高齢者が介護予防と生きが

いのある暮らしを送るために実施しています。この制度をきっかけに、初めてボランテ

ィアをするようになるなど、高齢者の社会参加や交流に役立っています。 

こうした取り組みを推進するため、「高齢者の介護予防や生活支援をいかに実現する

か」という視点で、町内会や社会福祉協議会、地域団体等の取組を把握して連携を図り、

事業内容や実施方法を評価・検討する仕組みを構築していきます。 

 

３．関係機関等との連携 

計画の推進にあたっては庁内関係部局や関係行政機関、保健・医療・福祉の関係団体

及び介護サービス事業者や地域団体、市民活動団体等との連携強化に努めます。 
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４．計画の弾力的な運用 

  今後の社会情勢の変化や新たな国の施策等に柔軟に対応するため、必要に応じて 

弾力的な運用を行います。 
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【資料編】 

１．アンケート調査結果の概要 

本調査においては、高齢者のニーズやサービス事業者の状況等を把握し、本計画策

定のために、「日常生活圏域ニーズ調査」、「介護保険サービス利用者調査」、「サービス

提供量調査」および「特別養護老人ホーム入所申込状況調査」の４つの調査を実施し

ました。 

 

（１）各調査の概要 

① 日常生活圏域ニーズ調査 

【調査目的】 

身体機能低下、閉じこもり、認知症等のリスク要因や世帯状況などから、高齢

者の生活状況や健康状態などを把握することを目的に実施しました。 

【調査対象】 

平成 26 年４月１日現在、介護保険被保険者のうち、要支援・要介護認定を受

けていない一般高齢者 1,500 人を対象としました。 

【調査実施時期】 

平成 26 年 8 月 29 日～平成 26 年 9 月 12 日 

【調査方法と回収結果】 

郵送による調査票の発送・回収を行いました。 

回収結果は、1,045 件（回収率 69.7％）となりました。 

 

② 介護保険サービス利用者調査 

【調査目的】 

介護保険サービス利用者のサービスに対する評価や今後の利用意向などから、

高齢者の介護保険サービスへのニーズ等を把握することを目的に実施しました。 

【調査対象】 

平成 26 年４月１日現在、介護保険被保険者のうち、要支援・要介護認定を受

けている 200 人を対象としました。 

【調査実施時期】 

平成 26 年 8 月 29 日～平成 26 年 9 月 12 日 

【調査方法と回収結果】 

郵送による調査票の発送・回収を行いました。 

回収結果は、116 件（回収率 58.0％）となりました。 
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③ サービス提供量調査 

【調査目的】 

事業者が実施している介護サービスや今後の事業展開などから、サービス供給

体制の現状や課題などを把握することを目的に実施しました。 

【調査対象】 

46 法人 

【調査実施時期】 

平成 26 年 8 月 29 日～平成 26 年 9 月 12 日 

【調査方法と回収結果】 

郵送による調査票の発送・回収を行いました。 

回収結果は、42 件（回収率 91.3％）となりました。 

 

④ 特別養護老人ホーム入所申込状況調査 

【調査目的】  

各施設への入所希望者の現在の居場所、入所希望時期、世帯状況などを把握す

ることを目的に実施しました。 

【調査対象】 

  近隣の特別養護老人ホーム 17 施設 

【調査実施時期】 

平成 26 年 8 月 29 日～平成 26 年 9 月 12 日 

【調査方法と回収結果】 

  郵送による調査票の発送・回収を行いました。 

回収結果は、17 件（回収率 100％）となりました。 
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（２）日常生活圏域ニーズ調査結果 

① 家族構成 

家族構成は、「夫婦のみ世帯」（42.5％）が最も多く、次いで「家族などと同居（二

世帯住宅を含む）」（24.８%）、「一人暮らし」（24.4％）となっています。 

なお、男女・年齢別でみると、女性は年齢が上がるにつれて「一人暮らし」の割合が高

くなっています。 

 

一人暮らし, 
24.4 

夫婦のみ世

帯, 42.5 

家族などと同

居（二世帯住

宅を含む）, 
24.8 

その他（施設

入居など）, 0.5 

無回答, 7.8 

n=1,045

(％)

 

 

② 今後の生活について 

【今後生活したい場所】 

今後、生活したい場所は、「自宅に住み続けたい」（73.8％）が最も多く、次いで「状

況に応じて施設と自宅を行き来したい」（9.6％）、「施設に入りたい」（7.7％）となっ

ています。 

家族構成別にみると、「一人暮らし」では「自宅に住み続けたい」の割合が全体に比べ

低くなっています。 

 

自宅に住み続けた

い, 73.8 
状況に応じて施設と

自宅を行き来したい, 
9.6 

施設に入りたい, 
7.7 

子どもの家に

住みたい, 1.2 

病院に入りたい, 
1.1 

その他, 3.4 

無回答, 3.3 

n=1,045

(％)
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【何ができなくなったら生活できないか】 

今の住まいに住み続けることができないと思うのは、ひとりで何が出来なくなった時

かについては、「物忘れがひどくなり、周りに迷惑をかけるようになったとき」（64.1％）

が最も多く、次いで「食事」（45.6％）、「買い物」（37.8％）、「排泄」（36.6％）

となっています。 

64.1 

45.6 

37.8 

36.6 

33.2 

28.2 

27.9 

23.1 

20.9 

19.9 

19.2 

18.3 

16.3 
13.0 

4.8 

10.9 

0 20 40 60 80

物忘れがひどくなり、周りに迷惑をかけ

るようになったとき

食事

買い物

排泄

料理を作る

家の風呂に入る

金銭管理

着替え

掃除

バスやタクシーなどの交通機関の利用

家の中を歩く

薬を正しく飲む

一人暮らし

電話に出る

その他

無回答

(％)

n=1,045
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③ 外出について 

散歩で外出する頻度は、「ほぼ毎日」（21.2％）が最も多く、次いで「週２～３日」

（18.0％）、「週１日未満」（14.3％）となっています。 

男女・年齢別でみると、「女性」は年齢があがるにつれて「ほぼ毎日」の割合が低くな

っています。 

ほぼ毎日, 21.2 

週４～５日, 12.0 

週２～３日, 18.0 
週１日, 7.5 

週１日未満, 
14.3 

無回答, 27.1 

n=1,045

(％)

 

外出する際の移動手段は、「徒歩」（50.4％）が最も多く、次いで「自動車（自分で

運転）」（37.5％）、「路線バス」（30.3％）となっています。 

 

50.4 

37.5 

30.3 

25.7 

19.1 

6.0 

4.0 

0.9 

0.3 

0.1 

1.5 

2.0 

0 20 40 60

徒歩

自動車（自分で運転）

路線バス

自動車（人に乗せてもらう）

タクシー

自転車

電車

病院や施設のバス

バイク

歩行器・シルバーカー

その他

無回答

(％)

n=1,045

 

 

男女・年齢別にみると、「男性」では年齢があがるにつれて「自動車（自分で運転）」

の割合が低くなり、「タクシー」の割合が高くなっています。「女性」では年齢があがる

につれて「自動車（人に乗せてもらう）」の割合が高くなっています。 

家族構成別にみると、「一人暮らし」では、「自動車（自分で運転）」の割合が全体に

比べ低く、「路線バス」および「タクシー」の割合が全体に比べ高くなっています。 
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④ 家族以外の相談相手について 

家族や友人・知人以外で、何かあった時にする相手は、「そのような人はいない」

（36.9％）が最も多く、次いで「社会福祉協議会・民生委員」（20.0％）となっていま

す。 

男女・年齢別でみると、「自治会・町内会・老人クラブ」の割合は「女性」よりも「男

性」が高くなっています。また、男女とも年齢が若いほうが「そのような人はいない」の

割合が高くなっています。 

 

20.0 

16.7 

12.4 

11.3 

3.5 

4.7 

36.9 

14.7 

0 20 40 60

社会福祉協議会・民生委員

自治会・町内会・老人クラブ

地域包括支援センター・市役所

医師・歯科医師・看護師

ケアマネジャー

その他

そのような人はいない

無回答

(％)

n=1,045
 

 

⑤ 健康について 

「まあまあ健康」（60.5％）が最も多く、次いで「あまり健康でない」（19.9％）、

「とても健康」（8.2％）となっています。 

とても健康, 8.2 

まあまあ健康, 
60.5 

あまり健康でない, 
19.9 

健康でない, 5.8 

無回答, 5.6 

n=1,045

(％)
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⑥ 介護保険について 

【現在払っている介護保険料について】 

現在払っている介護保険料についての考えは、「負担ではあるがなんとかやりくりして

いる」（50.5％）が最も多く、次いで「このくらいの負担はやむをえないと思う」（28.0％）、

「負担は苦しく、やりくりが難しい」（10.1％）となっています。 

特に負担とは思わない, 5.0 

このくらいの負担は

やむをえないと思う, 
28.0 

負担ではあるがなんとか

やりくりしている, 50.5 

負担は苦しく、やりくり

が難しい, 10.1 

無回答, 6.3 

n=1,045

(％)

 

【今後の介護保険料の負担について】 

今後の介護保険料の負担については、「所得が低い人の負担増をできるだけ抑え、それ

以外の人の負担を少しずつ多くするのがよい」（37.5％）が最も多く、次いで「所得が

高い人の負担をさらに増やし、それ以外の人の負担増をできるだけ抑えるのがよい」

（24.3％）、「現在の保険料段階の設定や負担割合に基づき負担するのがよい」（12.8％）

となっています。 

現在の保険料段階の設定

や負担割合に基づき負担

するのがよい, 12.8 

所得が高い人

の負担をさらに

増やし、それ以

外の人の負担

増をできるだけ

抑えるのがよ

い, 24.3 

所得が低い人の負担増を

できるだけ抑え、それ以

外の人の負担を少しずつ

多くするのがよい, 37.5 

その他, 3.0 

わからない, 
15.3 

無回答, 7.1 

n=1,045

(％)
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⑦ 市の施策について（知っているもの） 

市の施策について知っているものは、無回答を除いて「緊急通報システム（救急時にボ

タンを押して救急車を呼ぶもの）」（32.2％）が最も多く、次いで「地域包括支援セン

ター（高齢者の様々な相談に応じる市の委託機関）」（30.0％）となっています。 

 

32.2 

30.0 

22.3 

15.3 

13.4 

44.3 

0 20 40 60

緊急通報システム

（緊急時にボタンを押して救急車を呼ぶもの）

地域包括支援センター

（高齢者の様々な相談に応じる市の委託機関）

緊急情報記録票

（主治医や身内の連絡先を書いて冷蔵庫に貼るもの）

たすけ隊・見守り隊

（地域で高齢者の異変に気づいたら連絡するもの）

介護支援ボランティア制度

（施設でボランティアするとポイントがついて換金できるもの）

無回答

(％)

n=1,045
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（３）介護保険サービス利用者調査 

① 家族構成 

家族構成は、「一人暮らし」（36.2％）が最も多く、次いで「夫婦のみの世帯」（35.3％）、

「子と同居」（23.3％）となりました。 

 

一人暮らし, 
36.2 

夫婦のみの世帯, 
35.3 

子と同居, 23.3 

その他, 3.4 無回答, 1.7 

n=116

(％)

 

 

② 在宅サービスの利用について 

在宅サービスの利用状況は、「利用している」が 55.2％、「利用していない」が 37.9％

となりました。  

 

利用している, 
55.2 

利用していな

い, 37.9 

無回答, 6.9 

n=116

(％)
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在宅サービスを利用していない方の利用しない理由は、「緊急のときなど、必要になっ

たら利用したい」（45.5％）が最も多く、次いで「家族の介護があるから」（31.8％）、

「もっと重くなったら利用しようと考えている」（22.7％）となりました。 

 

 

45.5 

31.8 
22.7 

11.4 

6.8 

4.5 

4.5 

13.6 

6.8 

0 10 20 30 40 50

緊急のときなど、必要になったら利用したい

家族の介護があるから

もっと重くなったら利用しようと考えている

サービスの利用者負担額の支払が大変

希望するサービスがない

病院に入院していた

介護保険施設に入所していた

その他

無回答

(％)

n=44

 

 

 

③ 現在利用しているサービスと満足度 

各サービスを利用している割合についてみると、「通所サービス」（56.9％）が最も

多く、次いで「訪問介護」（27.6％）、「住宅改修」（26.7％）、「福祉用具（貸与・

購入）」（25.9％）となっています。 

また、サービス別の満足度でみると、不満が多かったのは「訪問介護」、「訪問リハビ

リテーション」、「短期入所生活（療養）介護」についてでしたが、他は概ね満足してい

るという回答が多かった。 

 

【利用割合】             【サービス別の満足度】 

満足

46.9

60.0

42.9

60.0

56.1

14.3

43.3

58.1

80.0

60.0

普通

43.8

40.0

57.1

30.0

43.9

57.1

53.3

38.7

20.0

40.0

不満

9.4

0.0

0.0

10.0

0.0

28.6

3.3

3.2

0.0

0.0

凡例 (回答数 ,全体に対する割合 )

１訪問介護

２訪問入浴介護

３訪問看護

４訪問リハビリテーション

５通所サービス

６短期入所生活（療養）介護

（ショートステイ）

７福祉用具 (貸与・購入 )

８住宅改修

９小規模多機能型居宅介護

1 0定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(%)

27.6 

4.3 

6.0 

8.6 

56.9 

6.0 

25.9 

26.7 

4.3 

4.3 

0 20 40 60

１訪問介護

２訪問入浴介護

３訪問看護

４訪問リハビリテーション

５通所サービス

６短期入所生活（療養）介護

（ショートステイ）

７福祉用具 (貸与・購入)

８住宅改修

９小規模多機能型居宅介護

10定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(%)

n=116
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④ 今後利用したいサービスについて 

今後利用したいサービスについて全体でみると、「短期入所生活（療養）介護（ショー

トステイ）」（27.6％）が最も多く、次いで「通所介護（デイサービス）」（25.9％）、

「訪問介護」（17.2％）となっています。 

 

 

27.6 

25.9 

17.2 

15.5 

15.5 

12.9 
12.1 

9.5 

8.6 

7.8 

7.8 

6.9 

5.2 

4.3 

4.3 

27.6 

0 10 20 30

短期入所生活(療養)介護（ショートステイ）

通所介護（デイサービス）

訪問介護

通所リハビリテーション（デイケア）

福祉用具貸与

特定施設入居者生活介護

住宅改修費の支給

訪問看護

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型通所介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

福祉用具購入費の支給

訪問リハビリテーション

訪問入浴介護

その他

無回答

(％)

n=116  
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（４）サービス提供量調査 

訪問介護 18 14 0 0 0 1 1

訪問入浴介護 1 1 0 0 0 0 0

訪問看護 4 2 0 0 0 0 0

居宅療養管理指導 3 3 0 0 0 0 0

訪問リハビリテーション 4 4 0 0 0 0 0

通所介護 17 13 0 0 1 2 1

通所リハビリテーション 5 5 0 0 0 0 0

短期入所生活介護 3 2 0 0 0 0 0

短期入所療養介護 2 2 0 0 0 0 0

福祉用具貸与 3 3 0 0 0 0 0

福祉用具販売 1 1 0 0 0 0 0

居宅介護支援計画 18 13 0 0 0 1 0

夜間対応型訪問介護 0 0 0 0 0 0 1

認知症対応型通所介護 3 2 0 0 0 0 1

小規模多機能型居宅介護 4 4 0 0 0 0 1

認知症対応型共同生活介護 13 10 0 0 0 2 0

地域密着型特定施設入居者生活介護 1 1 0 0 0 0 0

地域密着型介護老人福祉施設 1 1 0 0 0 0 0

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1 1 0 0 0 0 1

複合型サービス 0 0 0 0 0 0 1

介護老人福祉施設 3 3 0 0 0 0 0

介護老人保健施設 3 3 0 0 0 0 0

介護療養型医療施設 1 1 0 0 0 0 0

ケアハウス（特定施設入居者生活介護） 2 2 0 0 0 0 (第7期)　1

有料老人ホーム（特定施設入居者生活介護） 2 2 0 0 0 0 1

高齢者向け優良賃貸住宅 0 0 0 0 0 0 0

高齢者専用賃貸住宅 3 2 0 0 0 1 1

新規事業
参入について

参入予定施設数縮小 休止 撤退現状維持

実施

施設数

現在実施している事業の今後の展開

居

宅
サ
ー

ビ

ス

拡大

地
域

密
着

型
サ
ー

ビ

ス

施
設

サ
ー

ビ

ス

そ
の

他
高

齢
者
用

施
設
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（５）特別養護老人ホーム入所申込状況調査 

重複申込等を除いた申込数は 493 人であり、そのうち市内施設への申込数は 397 人

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申込者の現在の居場所については、「介護老人保健施設」（158 人（32.0％））、「在

宅」（136 人（27.6％））、「病院」（135 人（27.4％））が多くなっています。 

居場所 人数 割合(%)

介護老人福祉施設（特養） 4 0.8%

介護老人保健施設 158 32.0%

介護療養型医療施設 5 1.0%

病院 135 27.4%

養護老人ホーム 12 2.4%

ケアハウス 5 1.0%

生活支援ﾊｳｽ 0 0.0%

有料老人ホーム 2 0.4%

その他施設 4 0.8%

認知症高齢者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 12 2.4%

在宅 136 27.6%

その他 0 0.0%

無回答 20 4.1%

合計 493 100.0%  

 

介護保険施設への入所者以外の人の入所希望時期については、「今すぐ」（136 人

（42.2％））が最も多くなっています。 

入所希望
（介護保険施設入所以外の人）

人数 割合(%)

今すぐ 136 42.2%

６か月以内 79 24.5%

特に指定なし 53 16.5%

無回答 54 16.8%

合計 322 100.0%  

市町村名 申込数（人）

室蘭市 397

登別市 64

伊達市 12

豊浦町 8

白老町 8

壮瞥町 2

洞爺湖町 2

合計 493
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室 蘭 市 民 憲 章 

 

  わたしたちは、白鳥湾の美しい自然のなかで、たくましく発展している港湾と商工業のまち、 

室蘭の市民です。 

 わたしたちは、このまちを愛し、市民であることに、誇りと、責任をもち、さらに、豊かな未来 

をめざし、ここに、市民憲章を定めます。 

 

１ 健康で働き、明るく楽しい家庭をつくります。 

１ 老人をうやまい、子どもの夢をはぐくみ、あたたかい心のかよう 

まちをつくります。 

１ 自然を愛し、環境をととのえ、緑豊かなまちをつくります。 

１ のびゆく港と、産業を育て、未来を開く希望のまちをつくります。 

１ きまりを守り、教養を深め、文化のかおりあふれるまちをつくります。 

（昭和４７年８月１日制定） 
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室蘭市いきいき明るい福祉都市宣言 

わたくしたちは、心身ともに健康でやすらぎのある生活をおくれるまちが願いです。 

市民一人ひとりは、すすんで自らの健康を保ち、明るくうるおいのある家庭をつくり、互

いに尊重し思いやりのある心をもち積極的に社会参加をし、ふれあいとあたたかい地域社

会をめざして、だれもが安心して暮らせる生きがいのあるまちづくりにつとめます。 

ここに、室蘭市を「いきいき明るい福祉都市」とすることを宣言します。 

（平成６年３月３１日制定） 


