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第６章 推進する施策 

 

基本目標１ 高齢者が元気なまち 

１．高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施の推進 

 

本市が取組んでいる地域包括ケアシステムとは、高齢者が有する能力に応じて必要な支援・サービス

を適正に利用しながら、住み慣れた地域で在宅生活を継続できる“地域づくり”と“人づくり”のことを指しま

す。 

本計画第５章の重点プログラムにおいて、将来の適正利用のための施策のひとつとして介護予防を掲

げていますが、高齢者一人ひとりの自立支援・重度化防止のために介護予防に取組むことは、個人の人

生の幸福のみならず、地域コミュニティの強化や介護保険の持続性確保等、本市全体の利益につながる

と考えられます。 

こうしたことから、介護予防の推進は、本計画において最も重要な施策といえます。 

 

介護予防において重要なことは、高齢者一人ひとりが日常的に継続できることです。そのため、市民主

体の取組みということを重視しながら、要支援（要介護）認定者だけではなく全ての高齢者を対象として、

介護予防と保健事業を一体的に推進します。 

 

【介護予防推進の基本的な視点】 
 

○高齢者本人の介護予防・健康増進を目的としたアプローチだけではなく、地域づくりなどの高齢者本人を取

り巻く環境へのアプローチも含めた、「心身機能」「活動」「参加」のバランスのとれたアプローチができるよう

に介護予防事業を検討する。 

○年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく、歩いて行ける身近な通いの場を充実させ、人と人とのつ

ながりを通じて、参加者や通いの場が波及的に拡大していくような地域づくりを推進する。推進に当たって

は、現在運営されているサロンや地域づくり組織等の取組みを活かしながら、必要に応じて新たな場の立ち

上げ等を検討する。 

○リハビリテーション専門職等を活かした自立支援に資する取組みを通じ、地域の介護予防リーダーを育成

することで、市民主体の介護予防活動を推進する。また、介護予防リーダー等の市民との協働のもと、自

立支援型の介護予防ＰＤＣＡサイクルを確立する。 

 

  

施策方針 
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（１）介護予防・日常生活支援総合事業の推進 

 

 

■介護予防・生活支援サービス事業については、訪問介護、通所介護、通所型サービスＡを実施していま

す。介護予防がより身近で市民主体の取組みとなるよう、通所型サービスＡをさらに拡充していく必要が

あります。 

介護予防・日常生活支援総合事業の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

太枠    は、令和２年度現在、本市で実施中の事業。 

全て実施する必要があるのではなく、実情に応じて制度を活用することが重要。 

 

■地域での市民主体の取組みに繋げるために、各地区で介護予防の普及啓発に取組んでいます。また、

地区サロン活動への協力や、地区健診等の機会に健康相談・健康教育を実施するなど、多様な機会を

捉えて介護予防と健康管理の一体的な普及啓発を実施しています。 

■地域における市民主体の介護予防活動を継続的なものにするためには、介護予防の趣旨を理解し、地

域で活動を推進する人材の養成が必要です。このため、介護予防サポーター養成講座等を実施し、人

材育成に取組んでいます。 

■利用者の自立支援・重度化防止に資するよう、心身機能の改善だけではなく、地域の中で生きがいや役

割を持って生活できるような居場所に通い続けるなど、「心身機能」「活動」「参加」を意識した介護予防

ケアマネジメントに取組んでいます。 

  利用者本人・家族及び関係する事業者・団体が自立支援・重度化防止の趣旨を理解した上で、その達

成のために必要なサービスを主体的に利用できることが重要であり、適切なアセスメントや利用者の状況

を踏まえた介護予防ケアプラン作成を推進する必要があります。 

  

 現 状 
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地域介護予防活動支援事業の活動実績 

 平成 30年度
実績 

令和元年度
実績 

令和２年度 
実績見込 

介護予防活動支援事業（三瓶）※ 実施回数 79回 67回 50回 

食生活改

善推進協

議会事業 

リーダー養成事業 実施回数 ３回 54回 未定 

中央伝達講習会・ 
中央研修会 

実施回数 15回 15回 未定 

地区伝達講習会 実施回数 113回 95回 未定 

介護予防サポーター養成講座 実施回数 １コース５回 ２コース 10回 １コース６回 

介護予防サポーター数 43人 30人 16人 

※三瓶地区の介護予防活動支援事業は、令和３(2021)年度より段階的に自主活動へ移行予定。 

 

 

介護予防活動は、高齢者それぞれの生活の中で習慣的・日常的に実施していくことが最も重要です。

そのための活動は、行政主導の取組みだけでは不十分であり、市民の主体的な参加が不可欠です。要介

護認定を受けた方だけではなく、広く高齢者全体を対象にして、身近な場所での市民主体の取組みを

促進します。 

 

№ 項 目 内 容 

1  

介護予防ケアマネジメ

ント 

【重点プログラム】 

要支援１・２及び総合事業対象者に対し、公的サービスだけ

でなく地域のインフォーマルサービスも考慮した介護予防ケ

アプランを作成し、自立支援・重度化防止に向けた支援を行い

ます。 

また、介護予防ケアプラン作成時には本人をまじえ、自立支

援につながったかどうかのモニタリング評価を実施します。加

えて、福祉用具購入及び住宅改修についても同様のスキームで

ケアマネジメントを行います。 

2  
訪問型サービス 

（第１号訪問事業） 

訪問介護員による身体介護や生活援助のほか、多様な主体に

よる日常生活上の支援を提供します。 

適切なケアマネジメントを通じて、自立支援に資する訪問型

サービス提供に努めます。 

3  
通所型サービス 

（第１号通所事業） 

介護予防を目的として施設に通い、生活機能向上のための訓

練を実施するほか、多様な主体によるつどいの場や日常生活上

の支援を提供します。 

適切なケアマネジメントを通じて、自立支援に資する通所型

サービス提供に努めます。 

4  

介護予防把握事業 

※介護予防評価事業 

と併せて実施 

65歳以上の要介護１～５の認定を受けていない人を対象に、

アンケートを実施し、介護予防・重度化防止に関する課題や地

域課題の特定を行います。そのほか、民生委員からの連絡体制

などから介護予防事業の対象者を把握します。 

 方針と取組み 
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№ 項 目 内 容 

5  
介護予防普及啓発事業 

【拡充】 

健康教育、健康相談等の取組みを通じて介護予防に関する活

動の普及・啓発を行い、市民が自ら介護予防に取組む機運づく

りに努めます。 

6  

地域介護予防活動支援

事業 

【拡充・重点プログラ

ム】 

地域における市民主体の介護予防活動の育成・支援を行いま

す。 

そのため、介護予防サポーター養成講座及び介護予防サポー

ター養成講座スキルアップ教室、講座受講修了生ボランティア

リーダー交流会を推進し、介護予防に資する知識・技術を普及

啓発するとともに、ボランティア等の人材を育成し、地域の介

護予防に資する地域活動組織の育成及び支援を行います。 

また、現在取組んでいる「生き活きせいよポイントボランテ

ィア事業」を、全市的な取組みに繋げるため、西予市社会福祉

協議会と協力して推進します。 

7  
介護予防評価事業 

【拡充】 

自立支援・重度化防止の取組みの推進に向け、重点プログラ

ムに掲げる重点指標等について、アンケート調査等で評価を行

い、目標値の修正や計画のモニタリングを行います。 

8  

地域リハビリテーション

活動支援事業 

【拡充】 

市民の通いの場や地域ケア会議、個別ケース検討会等にリハ

ビリテーション専門職等が定期的に出席し、指導、助言等を行

うことで、市民主体の介護予防の取組み及び自立支援に向けた

ケアプラン作成を推進します。 

 

（２）健康づくりと疾病予防の促進 

 

 

■今回の介護予防・日常生活圏域ニーズ調査における、一般高齢者のＢＭＩをみると、「肥満」、「高度肥満」

の合計値が減少し、「低体重」（ＢＭＩ18.5未満）が増加しています。高齢者の中でも、後期高齢者の比重

が高まるのに伴い、栄養リスクが高くなっていることがわかります。 

ＢＭＩの前回調査との比較 

 
回答者 
（人） 

低体重 
(BMI18.5未満) 

普通体重 
(BMI18.5～25未満) 

肥満 
(BMI25～30未満) 

高度肥満 
(BMI30以上) 

無回答 

今回調査 679 7.8% 65.8% 17.2% 1.8% 7.4% 

前回調査 684 5.3% 66.3% 19.2% 1.5% 7.7% 

前々回調査 601 4.8% 64.6% 16.5% 2.5% 11.6% 

出典：介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

 

■要介護認定の新規申請において、介護が必要となった原因として、男性では脳血管疾患、女性では筋

骨格系疾患、また男性女性ともに多いのが認知症となっています。このことから、疾病予防として生活習

慣病対策による血管系の疾患対策、介護予防として認知症やフレイルの予防に取組んでいく必要があ

ります。 

 現 状 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

宇和地区

明浜地区

城川地区

野村地区

三瓶地区

【地区別グラフ】※表は次頁

ある ない 無回答

■40～74 歳の本市国民健康保険加入者の生活習慣病予防を目的に策定した「第 2 期保険事業実施計

画（データヘルス計画）及び第３期特定健康診査等実施計画」に基づき、特定健康診査（特定健診）受

診率及び特定保健指導実施率向上を図っています。特定健診とは、メタボリックシンドローム（内臓脂肪

症候群）の該当者や予備群を発見するための健康診査であり、健診結果により有所見となった場合は、

レベルに応じた特定保健指導を行います。 

  現状では特定健診受診率は横ばいですが、保健指導率は向上しており、有所見の方への対応は充実

してきていると考えられます。 

  今後さらに、市民の健康づくりや生活習慣病の関心を高め、若年期・壮年期の特定健診受診率の向上

及び未受診者対策の強化に繋げることが重要です。 

 

■高齢者の定期的な健康管理を促進するためには、特定健診の受診率向上だけでなく、かかりつけ医の

普及も重要です。介護予防・日常生活圏域ニーズ調査によれば、要介護認定を受けていない高齢者が

医療機関に定期通院している割合は、地区により差がありました。 

  かかりつけ医の普及に当たっては、地域による条件の差を考慮して、周知啓発等を推進する必要があり

ます。 

かかりつけの医療機関がある割合 

地 区 
人数

（人） 

割合（％） 

ある ない 無回答 

全 体 

 

679 89.1 8.5 2.4 

宇和地区 144 88.9 8.3 2.8 

明浜地区 102 85.3 13.7 1.0 

城川地区 144 88.9 9.0 2.1 

野村地区 189 90.5 5.3 4.2 

三瓶地区 100 91.0 9.0 0.0 
出典：介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

  

 

■本市では「全ての市民が元気で安心して生活できる活力ある社会」を目指し、健康寿命の延伸、生活習

慣病予防、筋骨格系機能の維持・向上、こころの健康等の施策・事業について定めた「第２次西予市健

康づくり計画 2025“元気だ！せいよ”」（平成 28（2016）年度～令和７（2025）年度）のもと、市民の健康増

進に取組んでいます。 

  同計画において、市民自らが主役となった健康づくりが基本方針のひとつに位置づけられており、市民

主体の取組みが不可欠な介護予防活動と一体的に推進する必要があります。 

 

■令和２（2020）年、世界的に新型コロナウイルスが蔓延し、感染症対策に対する市民の意識が大きく変わ

っています。今後、対策が確立された後も、新たな感染症が発生する可能性があり、感染症対策を徹底

した生活様式の啓発に取組む必要があります。 
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生活習慣の改善についての啓発等、市民一人ひとりが日常生活の中で自身の健康を維持するための

支援を行うとともに、特定健康診査やがん検診等の受診勧奨及びかかりつけ医の普及を推進し、市民自

身による定期的な健康管理を促進します。 

 
 

№ 項 目 内 容 

9  
西予市健康づくり計画

の推進 

市民一人ひとりが健康づくりに主体的に取組むとともに、地

域全体でこれを支援する環境を整備し、個人の健康の実現及び

社会全体の健康度を高めます。 

10  特定健康診査の実施 

高血圧や糖尿病や脂質異常症などの生活習慣病の発症や重

症化を予防するため、メタボリックシンドロームに着目した健

康診査を実施します。また、未受診者の受診勧奨を推進します。 

11  特定保健指導の実施 
メタボリックシンドロームに着目し、対象者の個別性を重視

して、生活習慣の改善に重点を置いた保健指導を行います。 

12  がん検診の実施 
がんの早期発見・早期治療を目的に、各種がん検診を実施す

るとともに、受診勧奨に取組みます。 

13  かかりつけ医の普及 

市民一人ひとりが定期的に自身の健康を管理するため、かか

りつけ医の重要性について啓発し、定期的な医療機関受診を促

進します。 

14  
西予市健幸ポイント事

業【新規】 

健康診断の受診や30日間チャレンジ（健康づくりに関する目

標を立て30日間取組む）等、市民が行う健康づくりに対してポ

イントを付与することで、市民の健康づくりへの関心を高め、

健康的な生活習慣の定着を支援します。 

15  
感染症対策を徹底した

生活様式の啓発【新規】 

新型コロナウイルスに限らず、感染症の罹患や市中における

拡大を防止するため、感染症対策を徹底した生活様式の啓発を

行います。 

  

 方針と取組み 
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２．生きがいづくりと社会参加の促進 

 

 

高齢化の進行により、地区によっては市民の半数以上が高齢者となる状況の中、高齢者自身が知識・

技術等を身につけ、地域活動に繋げていくための環境づくりを推進します。 

そのために、高齢者自身が年齢にとらわれず、自らの責任と能力において自由でいきいきとした生活を

送ること、社会との関わりを持ち続けながら、持てる能力を発揮する意識づくりに取組みます。 
 

（１）就労的活動の支援 

 

 

■高齢者の社会参加を促進するために、就労だけでなくボランティア等の地域活動を含めた就労的活動

を支援します。 

 

■シルバー人材センターは、企業や一般家庭、市・県等の公共団体から臨時的かつ短期的な仕事を請け

負い、会員に提供することを目的としています。高齢者の就労的活動支援のための重要な機関であり、

受託件数は増加傾向にあります。 

シルバー人材センター会員数・受託件数の実績 

 平成 30年度
実績 

令和元年度
実績 

令和２年度 
実績見込 

会員数 166人 155人 170人 

受託件数 1,440件 1,528件 1,600件 

 

■老人クラブ会員によるひとり暮らし高齢者の友愛訪問活動等、地域の見守り活動が行われています。 

 

■アンケート調査等で、地域活動等の社会参加と生きがいの関連を分析していく必要があります。 

 

 

 

就労やボランティア活動など高齢者の主体的な社会参加活動を支援します。 
 

№ 項 目 内 容 

16  
シルバー人材センター

の支援 

定年退職者等の高齢者に臨時的かつ短期的、または軽易な業

務に係る就業の機会を提供し、生きがいの充実、社会参加の推

進を図ることにより高齢者の能力を活かした、活力ある地域社

会づくりを支援します。 

17  
高齢者の福祉活動への

支援 

老人クラブを中心に、ひとり暮らし高齢者の交流会などの福

祉ボランティア活動を支援します。 

 方針と取組み 

 現 状 

施策方針 
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№ 項 目 内 容 

18  
高齢者のボランティア

活動の推進 

介護予防・日常生活支援総合事業、介護支援ボランティア、

子ども見守り隊などの地域の安全を守る活動、まちづくりや環

境ボランティアなど地域の課題に主体的に取組む高齢者のボ

ランティア活動を支援します。 

 

 

（２）多様な活動の支援 

 

 

■生涯学習講座は年度当初に打ち合わせ会を行い、受講生で年間計画を立て実施しています。世代間

交流会では保育園児や小学生との交流を行っています。 

  また、高齢者の生きがいと健康づくり推進事業では、軽スポーツ・健康体操など多様な教室の開催に努

めています。高齢者の生きがいづくり関連事業と介護予防・健康づくり関連事業が連携することによって、

より事業効果が高まると考えられることから、公民館等と地区の活動の連携を深めていく必要があります。 

 

生きがいづくり関連事業の実績 

 平成 30年度
実績 

令和元年度
実績 

令和２年度 
実績見込 

生涯学習講座 開催数 24回 22回 22回 

参加延べ人数 505人 443人 469人 

世代間交流事業 開催数 13回 10回 14回 

参加延べ人数 484人 390人 607人 

高齢者の生きがいと

健康づくり推進事業 

開催数 88回 47回 75回 

参加延べ人数 1,631人 699人 1,619人 

 

■老人クラブは、介護予防や健康増進等の場としての機能も期待できるため、地域における役割は重要で

すが、単位老人クラブ及び会員数は減少傾向にあります。 

 

老人クラブ数の推移 

 平成 30年度
実績 

令和元年度
実績 

令和２年度 
実績見込 

単位老人クラブ数 137 クラブ 130 クラブ 126 クラブ 

会員数 6,022人 5,625人 5,358人 

 

 

 

いつでも、どこでも、誰でも参加できる高齢者のニーズに対応した多様な学習や生涯スポーツの機会を

提供するとともに、高齢期を楽しく生きがいのある充実したものにするため、趣味の講座や学習機会も提

供します。これらについては、広報誌や市ホームページ等を通じて情報提供の充実にも努めます。 

 方針と取組み 

 現 状 
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№ 項 目 内 容 

19  生涯学習講座の充実 

高齢者の多種多様な生活課題を主体的に解決するための必

要な知識や教養を身につけるよう生涯学習講座、仲間と趣味を

学習する講座など高齢者の生きがいづくりを推進します。ま

た、高齢者学級など高齢者の学習意欲に応え、日頃の学習成果

を発表する場も提供します。 

20  世代間交流事業 

高齢者の生きがいづくりや社会参加の促進の観点から、高齢

者と子ども、親など三世代が交流する事業を推進し、高齢者の

豊かな知識・経験を活かせる機会を増やします。 

21  

高齢者の生きがいづく

りと健康づくり推進事

業 

自然体験学習や木工教室を通じた小学生と高齢者の交流、軽

スポーツを通じた健康増進、趣味の会活動を通じた親睦など、

高齢者の生きがいと健康づくりを推進します。 

22  
総合型地域スポーツ 

クラブの推進 

地域において、地域が自主的に運営する総合型地域スポーツ

クラブを推進し、世代を超えてスポーツを行うことで体力、健

康増進を図りながら、地域コミュニティの形成を推進します。 

23  老人クラブへの支援 

高齢者の知識と経験を活かし、生きがいと健康づくりのため

の多様な社会活動を通じて、高齢者の生活を豊かにするととも

に、明るい長寿社会づくりを実現するよう、魅力ある活動によ

って老人クラブ会員の増加と活性化を支援します。 

24  敬老活動支援事業 
75歳以上の人を対象として、各地区が行う敬老事業に対して

補助金を交付し、活動を支援します。 
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基本目標２ いつまでも安心して暮らせるまち 

１．地域包括ケアシステムから西予市型共生社会の実現へ 

 

 

これまで本市が地域包括ケアシステムの構築に向けて取組んできた“地域づくり”と“人づくり”により、介

護・医療・福祉だけでなく地域も連携してともに支え助け合う体制整備は進んでいるといえます。今後は、

これまでの成果を踏まえ、地域包括ケアシステムを本市の実情に即したものに深化・推進する必要があり

ます。 

そのため、これまで以上に本市は、地域包括支援センターや社会福祉協議会、その他関係機関と連携

しながら、切れ目ない支援体制の確立に取組みます。 

 

地域包括ケアシステムのイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 高齢者の個別ニーズ及び地域の課題を把握 

介護保険事業計画へ反映・介護保険事業計画策定委員会（日常生活圏域部会） 

 

 
・介護予防 

・訪問介護 

・通所介護 

・特養・老健 等 

介護保険サービス 

 
・サービス付き高齢者

向け住宅 

住 宅 

 
・見守り・声かけ 

・配食、会食、送迎 

・買い物、緊急通報等 

介護保険サービス等 

生活支援 
 
・かかりつけ医 

・在宅療養支援診療 

・訪問看護 等 

医療系サービス 

 
・法定後見 

・任意後見 

・地域市民後見人等 

・生活保護 等 

福祉・権利擁護 地
域
包
括
支
援 

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク 

保
険
者
機
能
強
化 

ニーズの 

早期発見 

家族介護者も含めた要介護者以外への支援 

ﾈｯﾄﾜｰｸの 

構築・ﾈｯﾄﾜｰｸ 

を活用した支援 

ﾈｯﾄﾜｰｸを活用 

した支援 

要介護者への支援（ケアマネジャー） 

後方支援 

センターへの 

支援要請 

ニーズの発見 

地域包括支援センター（地域包括ケアのコーディネート） 

介護予防ケア 

マネジメント 
権利擁護 

包括的・継続的 

ケアマネジメント 

地域ケア会議 

チームケアの支援 

他職種・他制度連結調整 

総合相談支援 

地域包括ケアの普及啓発 

（地域力のアップ） 

課題抽出・解決ネットワークへの地域住民等の参加推進 

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
へ
の
参
加 

既存・新たなサービス（仕組み）や課題に応じた支援基盤等を構築 

（地域包括支援ネットワークの構築） 

施策方針 
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また、人口減少・高齢化により、今後さらに福祉を支える人材の不足が進むことが考えられることから、

支援対象を高齢者のみに限定した地域包括ケアシステムではなく、障がい者支援や子ども・子育て支援

等の福祉分野を総合的に捉えた支援体制（地域共生社会）を推進していかなければなりません。 

本市においては市・地域包括支援センター・社会福祉法人の間で、顔の見える関係性が構築されてお

り、それを活かしてこれまで地域包括ケアシステムを構築してきました。今後、こうした強みをさらに活かし、

高齢者・障がい者・子どもなど支援が必要な市民全てを対象とした、地域そのものを支援する福祉体制を

展開し、西予市型共生社会の実現を目指します。 

「西予市型共生社会」の実現に向けた取組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「公的サービスの総合的・包括的展開」については、基本目標３の施策として位置づけます。 

 

【参考】地域共生社会の 

     イメージ 

 

出典：愛媛県高齢者保健福祉計画 

   及び介護保険事業支援計画 

 

 

  

公的サービスの総合的・包括的展開 

○高齢者施設サービスと子育て支援施設を活用

した、世代間交流等の連携した取組みを推進。 

○高齢者・障がい者を対象とした総合的な通所

サービスの強化。 

総合的な地域福祉に向けた 

“地域づくり”と“人づくり” 

○ボランティア養成やボランティア同士の交流を 

 推進し、地域福祉を支える人材を確保。 

○ふれあい・いきいきサロンなど、地域のつどいを 

  把握・支援し、地域コミュニティを強化。 

 

西予市型地域共生社会に向け、 

市・事業者・団体・地域・市民の取組みの一体的推進 
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（１）包括的支援事業の充実 

 

 

■本市では地域包括支援センターを委託により設置しており、本所・支所ともに保健師・社会福祉士・介護

支援専門員を配置し、「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支援業

務」等を中心に、チームアプローチで高齢者支援を行っています。 

  継続的な取組みにより地域包括支援センターの認知度も高まっており、介護予防・日常生活圏域ニー

ズ調査においてもそれがみてとれました。 

本市の地域包括支援センターの設置状況 

地域包括支援センター 所在地 

西予市地域包括支援センター 本所 西予市野村町野村12-15 

西予市地域包括支援センター 支所 西予市宇和町卯之町四丁目746 

地域包括支援センターの認知状況 

前回調査  今回調査 

61.6%  65.1% 

出典：介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

 

■総合相談支援及び権利擁護では、相談来所だけでなく、地域や専門職等からも情報収集を行い、潜在

事例の積極的な把握に努めています。今後、処遇困難事例に対する効果的な対応を、関係機関や地

域と共有していくため、対応のフロー化を図ります。 
 

地域包括支援センター相談件数 

 平成 30年度
実績 

令和元年度 
実績 

令和２年度 
実績見込 

相談件数（総合相談支援事業） 1,368件 1,259件 1,300件 

権利擁護相談対応件数 55件 33件 35件 

虐待対応件数 25件 ７件 10件 

 

■地域包括支援センター運営協議会において、毎年度、実績報告と運営方針の報告を行っています。第

三者評価もまじえた業務のＰＤＣＡサイクル推進に取組んでいます。 

 

■国において検討されている重層的支援体制構築支援事業について、詳細が明らかになった際には、本

市に適した形で柔軟に対応する必要があります。 

  

 現 状 
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高齢者一人ひとりの課題を的確に把握し、多職種連携による課題への取組みを推進する包括的・継続

的ケアマネジメントを推進するためには、今後一層、地域包括支援センターの機能強化に取組む必要が

あります。 

市民の課題及び地域課題の把握から、適切な支援・サービスに繋ぐ一連のフローを確立し、関係機関

や地域と共有することで、切れ目ない支援を推進します。 

 

№ 項 目 内 容 

25  
地域包括支援センター

の機能強化【拡充】 

基本となる業務や役割について、広く市民に周知を図り、機

能が効果的・効率的に実施できるよう、定期的に連絡会を行い、

方針を共有しながら多職種連携による機能強化を推進します。 

適切な運営を図るため、地域包括支援センター運営協議会等

で市や第三者による定期的な評価を行い、業務のＰＤＣＡサイ

クルに繋げます。 

26  
総合相談支援事業 

【拡充】 

高齢者の心身の状況や生活の実態、必要な支援等を幅広く把

握し、相談を受け、地域における適切な保健・医療・福祉サー

ビス機関、または制度の利用に繋げる等の支援を行います。 

また、分野横断的な課題を把握した際には、地域包括支援セ

ンター及び行政、関係機関等と連携をとり、適切な支援・サー

ビスに繋ぎます。 

27  
権利擁護のための援助 

【拡充】 

高齢者が地域において尊厳のある生活を維持し、安心して生

活を行うことができるよう、成年後見制度の活用促進、老人福

祉施設等への入所措置、高齢者虐待等の困難事例への対応を行

います。 

28  

包括的・継続的 

ケアマネジメント支援 

【拡充】 

高齢者の状態の変化に対応したケアマネジメントの推進の

ため、ＩＣＴ等を活用して連携体制等の確立を図ります。 

介護支援専門員（ケアマネジャー）、主治医、地域の関係機

関等の連携、在宅と施設の連携、地域において多職種相互の協

働等による連携等、地域における連携・協働の体制づくりや介

護支援専門員に対する支援等を行います。 

 

  

 方針と取組み 
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（２）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を地域で支えていくためには、医師や歯科医師、薬剤師、

看護師、リハビリテーション専門職等によって提供される在宅医療と、介護支援専門員などの介護関係

職種によって提供される介護サービスが一貫性を持って提供されることが重要であるとされています。 

 

■在宅医療・介護連携推進事業の主要８項目についての現状は、次のとおりです。今後、本事業を委託し

ている地域包括支援センターと緊密な連携をとりながら、さらに事業を推進していく必要があります。 

項 目 内 容 

（ア） 地域の医療・介護の資源

の把握 

最新情報を「高齢者サービスガイドブック」を更新し、医療機関

や介護保険事業者等に配布しました。 

（イ） 在宅医療・介護連携の課

題と抽出の対応策の検討 

地域個別ケア会議で抽出された課題と対応策について検討し

ています。また両公立病院との連絡会を開催しています。 

（ウ） 切れ目ない在宅医療と介

護の提供体制の構築推進 

八幡浜保健所管内で統一した退院支援ルールの運用を行い、

入院から在宅での療養へ移行する際の医療と介護の連携に努

めています。 

（エ） 医療・介護関係者の情報

共有の支援 

在宅・介護連携シートを活用し、在宅の方が入院時に必要とさ

れる情報を、介護支援専門員と病院が共有し、円滑な連携に繋

げています。 

（オ） 在宅医療・介護関係者に

関する相談支援 

地域包括支援センターに、在宅医療・介護連携支援センターを

設置し、支援者のスキルアップを図りながら円滑な在宅医療・介

護の連携に取組んでいます。また、クラウドシステム「kintone」を

活用し、市内の多職種間の情報共有を図り、連携を深めていま

す。 

（カ） 医療・介護関係者の研修 両公立病院・地域包括支援センターが中心となって、医療・介

護関係者、他職種が参加できる研修会を実施しています。 

（キ） 地域住民への普及啓発 市民講座等を実施することで、在宅医療や介護についての普

及啓発を行っています。 

※（ア）～（キ）は、国の示す在宅医療・介護連携推進事業との対応。 

 

 

高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるよう、医師、歯科医師、薬剤師、看護師、リハビリテーシ

ョン専門職、介護支援専門員などの多職種が一堂に会する協議の場の設置等により、高齢者の退院支

援、日常の療養支援、急変時の対応、看取り等様々な局面で医療と介護の連携を図ることのできる体制

づくりを進めます。  

 現 状 

 方針と取組み 
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№ 項 目 内 容 

29  
医療・介護サービス 

資源把握事業 

地域の医療・介護連携に資する社会資源情報について今後も

把握し管理することに努めます。 

（ア）【地域の医療・介護の資源の把握】 

30  
医療・介護連携推進会議

事業【拡充】 

保健・医療・介護等の多職種が一堂に会し協議することによ

り、地域の課題抽出、共有を図るとともに、対応策、地域づく

り資源の開発に努めます。 

（イ）【在宅医療・介護連携の課題と抽出】 

（ウ）【切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進】 

31  
在宅医療・介護連携支

援センター事業【拡充】 

地域の在宅医療・介護連携の課題について、医療・介護関係

者等を対象として、在宅医療・介護連携支援センター（地域包

括支援センター）が相談窓口となり、連携促進を図ります。 

（オ）【在宅医療・介護関係者に関する相談支援】 

32  

在宅医療・介護サービス

情報共有支援事業 

【拡充】 

情報共有のための連携ツールの活用や、退院支援の連携強化

により、在宅医療・介護の円滑な連携体制を確立し、在宅療養

環境の向上を図ります。 

退院支援ルールや在宅・介護連携シートを運用しながら、地

域の実情に即した手法を継続的に協議します。 

（エ）【医療・介護関係者の情報共有の支援】 

33  
在宅医療・介護関係者研

修事業【拡充】 

医療関係者への介護研修会や介護関係者への医療研修会を

行うとともに、医療・介護関係者による多職種連携に関するグ

ループワーク等の研修を行います。 

（カ）【医療・介護関係者の研修】 

34  
在宅医療・介護普及啓発

事業【拡充】 

市民が安心して在宅生活が送れるよう、在宅医療・介護につ

いて広報やパンフレット活用と市民講座等の開催により普及

啓発を行います。 

（キ）【地域住民への普及啓発】 

※【 】は、国の示す在宅医療・介護連携推進事業との対応。 
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（３）生活支援・介護予防サービスの基盤整備 

 

 

■単身世帯や夫婦のみの高齢者世帯、認知症高齢者が今後も増加していくものと予測されて、高齢者が

地域で生活を継続していくためには生活支援サービスが求められます。そのためＮＰＯ、民間企業、協

同組合、社会福祉法人、ボランティア等の生活支援サービスを担う事業と連携しながら、多様な支援を

行う必要があります。 

  また、地域課題と適切な生活支援を検討する協議体は、第１層・第２層のいずれも設置しており、継続

的に地域課題への対応を検討する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省資料 

■高齢者が高齢者を支える担い手の一員として生活支援に取組むことで、介護予防効果も見込まれること

から、本市は生活支援と介護予防活動の担い手確保を一体的に進めています。介護予防サポーター養

成講座修了者によるボランティア活動や、西予市健幸ポイント事業により市民の活動が評価される仕組

みの確立等、高齢者同士が支え合う地域づくりに取組んでいます。 

■本市では、“みんながささえあい くらして安心が体感できるまちづくり”を基本理念に掲げた西予市地域

福祉計画のもとで、福祉施策が推進されています。社会福祉協議会による地域福祉活動計画とあわせ

て、西予市型共生社会の実現に向けて、従来の福祉の枠組みにとらわれずに支え合う“地域づくり”と

“人づくり”を推進する必要があります。 

  

 現 状 
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■地域課題の解決に向けて、地域の自由な発想により活用することのできる「せいよ地域づくり交付金事

業」を実施しています。地域づくり組織は、市内 27 の地域に設置されています。各地区で魅力ある活動

を実施していくために、地域で話し合いを重ねて「地域づくり計画書」を策定しています。また地域づくり

組織と行政との協働のまちづくりを促進するため、各地域づくり組織に２名程度の地域担当職員（市職員）

を配置しています。 

 

■地域におけるサロンやその他自主的な活動は、見守りや介護予防活動につながる重要な地域資源であ

るため、把握のできていない市民の自主的な取組みについてあらためて把握を進め、多様な取組みへ

の展開を図ります。また、既存のサロンについては、マップを作成し地域に頒布を行っており、今後も高

齢者がつどいやすい情報提供に努める必要があります。 

 

ふれあい・いきいきサロンのマップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※市内で開催されているサロンの情報や路線バス、スポーツクラブ等の情報を「いきいき生活応援帳」としてガイドブックにまとめ、

市内に住む高齢者に配布。 

 

■地域の自主的な取組みも踏まえ、生活支援・介護予防サービスを確立しながら、地域住民が支え合う体

制整備や地域間の取組みをネットワーク化することで、西予市型共生社会に向けたコミュニティの強化を

図る必要があります。 
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生活支援体制整備事業については、平成 30（2018）年度から市社会福祉協議会に委託しており、緊密

に連携をとりながら、体制整備に努めます。 

生活支援コーディネーターを中心として、生活支援の担い手の養成やサービスの開発、関係者のネッ

トワーク化、ニーズとサービスのマッチング等を行いながら、本市全域（第１層）と各地域（第２層）における

生活支援体制整備を検討する協議体において、具体的な提供体制の整備に向けた協議を行います。 

高齢者を取り巻く地域活動やボランティア活動等の市民主体の取組みを、高齢者を支える重要な役割

を果たすものとして位置づけ、活動のための環境整備を推進します。 

 

№ 項 目 内 容 

35  

生活支援体制の整備 

【拡充 重点プログラ

ム】 

生活支援コーディネーターが中心となり、地域資源と地域の

ニーズのマッチングを進めるとともに、本市として適切な生活

支援体制についての協議体を設置して、体制整備を推進しま

す。 

36  
高齢者の見守りの 

推進【拡充】 

商店や事業者による見守りネットワークを拡充するととも

に、行政、自治会、民生委員等がそれぞれの日常業務の中で高

齢者等への声かけや見守りを行う組織等（見守り活動団体）を

育成し、支援します。 

37  

地域福祉活動の支援 

【拡充 重点プログラ

ム】 

地域の生活課題に対する市民の主体的な地域福祉活動（支え

合い・助け合い）を支援します。 

38  
サロン活動への支援 

【拡充】 

地区サロン活動を地域住民の関係づくりや市民参加の機会

として位置づけ、その活動を支援します。また、潜在する市民

の取組みの把握を進め、展開を検討します。 

サロンリーダーの研修を開催し、活動内容の充実を促進しま

す。 

39  援護活動の推進 

地域の民生委員が中心となって、ひとり暮らしの高齢者に対

し、友愛訪問、安否の確認等の援護活動を行います。 

また、高齢者等へ安心キットを配付し、緊急時対応の支援を

行います。 

※ 生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）とは、 

  高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備を推進していくことを目的とし、地域において、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）を果たす者をいいます。 

 方針と取組み 
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（４）認知症施策の推進 

 

 

■令和元（2019）年６月に国の公表した「認知症施策推進大綱」

において、共生（認知症の人が、尊厳と希望を持って認知症

とともに生き、また、認知症があってもなくて同じ社会で共に

生きること）と予防（認知症になるのを遅らせる、認知症になっ

ても進行を緩やかにする）という基本的な考え方のもと、５つ

の柱からなる施策が示されました。これらの施策を全て認知

症の人やその家族の視点重視のもと推進します。 

５つの柱に対して、本市の現状と今後の取組みは次のとお

りです。 

 

① 普及啓発・本人発信支援 

認知症を正しく理解するために、市内の学校や職域を含め、広く市民に「認知症サポーター養成講

座」を実施してきました。認知症になっても住み慣れた地域で、安心して自分らしく暮らし続けられる地

域づくりを目指して、認知症の人やその家族の支援ニーズと認知症サポーターの活動をマッチングす

る「チームオレンジ」の設置に向けた取組みの検討を始めています。 

また、認知症に対する否定的な見方を変えるために、認知症の人が生き生きと活動している姿を発

信できるよう、今後手法を検討していく必要があります。 

認知症サポーター養成状況（各年９月末） 

 平成 30年度 
実績 

令和元年度 
実績 

令和２年度 
実績 

認知症サポーター数 5,465人 5,814人 6,140人 

キャラバン・メイト数 70人 78人 83人 

※認知症キャラバン・メイトとは、認知症サポーター養成講座の講師役 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チームオレンジの取組 

 現 状 
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② 予防 

認知症発症遅延や発症リスク軽減（一次予防）として生活習慣病の予防や、通いの場等への社会

参加の機会づくりに取組んでいます。早期発見・早期対応（二次予防）では、基本チェックリスト

等から疑わしいケースを把握し、訪問相談を実施し、適切なサービスへつないでいます。重症化予

防、機能維持、行動・心理症状（ＢＰＳＤ）の予防・対応（三次予防）として、地域での在宅生活

を継続するために必要とするものを的確に把握し、本人・家族の意思に沿った支援やサービスの提

供に努めています。 

 

③ 医療・ケア・介護サービス・介護者への支援  

市や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、認知症になっても住み慣れた地

域で安心して生活が継続できるよう相談、訪問だけでなく、医療・介護・地域に繋ぐ活動に取組んでい

ます。 

また、地域包括支援センターに「おれんじ支援チーム（認知症初期集中支援チーム）」を設置し、認

知症サポート医を含む 10名のチーム員で、困難事例を早期に適切な支援・サービスに繋ぐ取組みを

行っています。 

「認知症あんしんノート（西予市版認知症ケアパス）」を適宜更新し、認知症の人が認知症の状態に

応じた医療や介護を適切な時期に受けられるよう周知を行っています。 

認知症の人やその家族だけでなく、地域住民や専門職等が交流できる場として「認知症カフェ」を

市内５か所に開設しています。事業のさらなる周知を行うほか、旧町単位ごとの開設を目指し、地域で

認知症カフェ開設に取組む団体等の活動支援に取組みます。 

また、介護者の負担軽減等への取組みや高齢者の権利擁護への取組みを推進し、認知症の人も

その家族も安心して生活できる地域づくりも必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「認知症あんしんノート」（西予市版認知症ケアパス） 

認知症初期集中支援チーム 
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④ 認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の人への支援・社会参加支援 

高齢者が日常的に利用する事業所等の協力を得て「高齢者あんしんネットワーク事業」による見

守り活動等を実施しています。ネットワークへの登録事業所等である「あんしんサポーター加盟店」

は現在、市内に 124事業所あります。 

また、認知症が進行し徘徊等により行方不明になった場合に早期に発見することを目的として、

そのおそれのある高齢者等の事前登録制度「西予市徘徊高齢者等ＳＯＳ登録事業」を推進していま

す。事前に登録された情報は市が管理し、構成機関である警察・消防・地域包括支援センターと情

報共有し、行方不明者が発生した場合に備え連携体制を構築しています。こうした見守りネットワ

ークが機能するよう、認知症ＳＯＳネットワーク模擬訓練を定期的に開催しています。訓練を通じ

て認知症に対する理解を深め、徘徊高齢者等に対する声かけや見守りの意識の向上を図ります。 

若年性認知症の人は、就労や生活、子育て、経済的な問題と複数重なる特徴があることから就労

や社会参加の支援など様々な分野にわたる支援を総合的に行う必要があります。愛媛県が若年性認

知症支援コーディネーターを配置しており、市民からの個別相談の相談に対し、連携をとり対応す

る必要があります。 

市民に対しては認知症サポーター養成講座や研修会を通し、若年性認知症に関する理解の普及に

努めます。 

今後、認知症高齢者等の増加に伴い成年後見制度利用の増加が見込まれており、制度に対する市

民の理解を深めるとともに、関係機関と連携し成年後見制度の利用の推進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

高齢者あんしんネットワーク事業と 

徘徊高齢者等ＳＯＳ登録事業 

認知症ＳＯＳネットワーク模擬訓練 
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⑤ 研究開発・産業促進・国際展開 

先進的な研究成果を逐時参照し、本市の認知症予防の取組みに反映していく必要があります。 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症に伴い、外出や会話の機会が減ることにより高齢者の認知機能の低下が

懸念されます。感染症予防に配慮しながら、認知症地域支援推進員や認知症初期集中支援チーム等を

はじめとした相談・支援体制の強化や認知症カフェ等の通いの場の活動支援、徘徊高齢者等ＳＯＳ登

録事業等、認知症高齢者を抱える家族に対する支援のさらなる充実を図ります。 

また、関係機関の連携を強化し、困難事例に対して迅速かつ的確な対応ができるよう、市内の総合

的な支援体制を確立します。 

 

№ 項 目 内 容 

40  
普及啓発・本人発信支援 

【新規】 

認知症への正しい理解を促進するため、広く市民に対し、今

後も講座を継続して実施するとともに、認知症サポーターが

自主的に行ってきた活動をさらに一歩前進させて、地域で暮

らす認知症の人やその家族の困りごとの支援ニーズと認知症

サポーターの活動をマッチングする「チームオレンジ」設置に

向け、活動を推進します。また、認知症の人が希望や生きがい

を持って暮らしている姿を自ら発信することで、多くの認知

症の人に希望を与えると同時に認知症に関する社会の見方を

変えるきっかけとなるよう、その機会の創出を推進します。 

41  
認知症予防への取組み 

【拡充】 

生活習慣病予防、社会参加による社会的孤立の解消等が認

知症予防に資する可能性があることから、地域において高齢

者等が身近に通える場の拡充に取組みます。 

42  

認知症の状態に応じた

医療・介護等の提供 

【拡充】 

認知症の状態に沿った適切な医療や介護サービスが提供さ

れるためのツールとして認知症ケアパスの活用を引き続き推

進します。「認知症初期集中支援チーム」による認知症の人や

その家族への包括的・集中的支援を充実し、認知症地域支援推

進員等と連携し、早期に適切な医療・介護サービスに繋げるよ

うサポートを行います。 

43  
成年後見制度利用の支

援 

判断能力が十分でない人の財産管理や身上監護について、 

地域連携ネットワーク及び中核機関の整備による関係機関と

の連携強化により、成年後見制度の内容を広く周知するとと

もに利用の促進・支援に努めます。また、身寄りがないなど、

親族などによる後見等開始の審判の申立てができない方につ

いて、市長が代わって申立てを行い、成年後見制度を利用する

に当たって費用を負担することが困難な人に対して、審判の

申立てにかかる費用及び後見人等へ報酬の助成を行います。 

 方針と取組み 
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№ 項 目 内 容 

44  

認知症バリアフリーの

取組み及び若年性認知

症の人への支援 

地域による見守りネットワーク体制構築及び徘徊高齢者等

ＳＯＳ登録事業への取組みを強化し、認知症の人を含む高齢

者の安全確保及び家族介護者の負担軽減に努め、認知症の人

もその家族も安心して暮らし続けられるよう障壁を減らして

いく「認知症バリアフリー」の取組みを推進します。 

認知症サポーター養成講座等を通し、若年性認知症に関す

る理解を広げるとともに、若年性認知症の人には総合的な支

援を行うよう推進します。 

45  

日常生活自立支援事業

の推進【愛媛県社会福祉

協議会事業】 

自らの判断能力が十分でない人などが、地域で自立した生

活を送れるよう、利用者との契約に基づき必要とするサービ

スを適切に利用したり、それに伴う日常的な金銭管理を支援

したりする日常生活自立支援事業について、情報提供や相談

支援体制の充実など制度の普及促進や適正な運用に努めま

す。 
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（５）地域ケア会議の確立 

 

 

■高齢者の個別課題の解決を図る地域ケア会議は随時実施されています。これまで、課題抽出から政策

形成に至るまでの会議体の整理を行っており、現在、分野ごとの課題抽出はできていますが、そこから

政策形成を図るためには、さらに会議のあり方を検討する必要があります。 

■情報共有システムとして、クラウドシステム「kintone」を導入し、地域資源や多職種での情報共有、国・県

の研修や法改正等の最新情報の共有等については飛躍的に環境が向上しました。 

 

 

本市における地域ケア会議の体系を明らかにし、参加者がそれぞれの会議の位置づけを意識しながら

議論をすることによって、効率的な会議体系を構築します。また、それぞれの会議の検討結果を、関連す

る会議や関連計画にフィードバックする仕組みを構築します。 

 

地域ケア会議の体系 

第１層 （地域課題や政策的議論） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２層 

地域ケア会議 （高齢者の個別課題の解決） 

 

 

 

 

 

 

 

 現 状 

 方針と取組み 

機 能 

個
別
課
題 

解
決
機
能 

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク 

構
築
機
能 

地
域
課
題 

抽
出
機
能 ● 潜在ニーズの顕在化 

 ・サービス資源に関する課題 

 ・ケア提供者の質に関する課題 

 ・利用者、市民等の課題 等 

● 顕在ニーズ相互の関連づけ 

地域課題の抽出・

整理 

 

検討結果を個別支援

へフィードバック 

 

地
域
づ
く
り
・

資
源
開
発
機
能 

政
策
形
成
機
能 

地域包括ケア推進会議（プログラム開発会議） 

介護保険計画推進会議・地域包括支援センター運営協議会 

認知症対策 

検討会 

医療介護連携 

会議 

作業部会 作業部会 

支え合い推進会議 

（生活支援） 

作業部会 

一般介護予防 

（介護予防推進） 

作業部会 

個別の

協議 

個別の

協議 

個別の

協議 
…… 
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№ 項 目 内 容 

46  
地域ケア会議の 

体制整備【拡充】 

地域ケア会議の持つべき機能が発揮できるよう、本市におけ

る協議体の体系を整備し、重点的に議論すべき政策の協議の場

は確保しつつ、効果的・効率的な協議体制の確立を図ります。 

47  

ＩＣＴを活用した関係

機関とのネットワーク

づくり【拡充】 

地域包括支援センターや介護支援専門員、医療機関、警察、

消防、公民館等の地域の様々な機関と連携を密にして、地域の

ネットワークの構築を図るとともに、高齢者の状況に応じて適

切な支援が包括的・継続的に提供されるように体制を整備しま

す。そのツールのひとつとして、クラウドシステム「kintone」

を活用し、ネットワークの構築を図ります。 
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２．高齢者が暮らしやすい生活環境の整備 

 

 

高齢社会における生活環境はノーマライゼーションの理念に基づき、全ての市民が安心して日常生活

を送ることができるよう生活環境を整備していく必要があります。 

 

（１）生活環境の整備 

 

 

■地域包括ケアシステムの要素として「住まい」がありますが、持家居住の高齢者が多い本市においては、

移動サービスやユニバーサルデザインの導入等が主な課題になります。 

 

■市内公共施設にオストメイト対応トイレの設置等、全ての人が利用しやすい施設整備を進めています。

今後さらに高齢者等が利用しやすいよう、設置箇所等の周知を推進する必要があります。 

 

■「西予市地域公共交通網形成計画」（平成 29（2017）年度～令和３（2021）年度）において、まちづくりの

中での『おでかけせいよ』（市内のバスによる交通体系）の役割をあらためて位置づけました。利用者も毎

年増加傾向にあり、市民の足として機能しています。 

バス利用支援に関する実績 

 平成 30年度 

実績 

令和元年度 

実績 

令和２年度 

実績見込 

バス利用延べ人数 235,660人 226,532人 220,000人 

高齢者路線バス利用助成申請者数 

（２回目の発行を含む） 
1,058件 984件 915件 

 

 

 

高齢者の安全安心な生活環境を維持するため、公共施設、道路、公園等のバリアフリー化の推進を図

るとともに、計画段階からのユニバーサルデザイン化を検討します。 

また、高齢者の生活支援のため、公共交通機関の利便性の向上に努め、高齢者が安心して活動でき

る環境づくりを推進します。 

 

№ 項 目 内 容 

48  

公共建築物や公園等の

整備充実（バリアフリー

化の推進） 

広場・公園を含め公共建築物について、高齢者だけでなく、

障がい者、子どもなど全ての市民にとって、利用しやすい施設

となるようバリアフリー化を推進するとともに、ユニバーサル

デザインの考え方のもと整備充実を行います。 

 現 状 

 方針と取組み 

施策方針 
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№ 項 目 内 容 

49  

生活交通システム 

『おでかけせいよ』の 

推進 

いつまでも暮らしていける西予を支える交通システム「おで

かけせいよ」により、市内のバスの路線の整理を行うなど、自

家用車が使えない市民にとっても「おでかけ」が可能となる交

通体系の整備を推進します。 

50  
高齢者路線バス利用 

助成事業 

70歳以上の人で、通院及び買い物等の交通手段として公共路

線バスを利用する人に対して、運賃の半額を助成し、負担軽減

を図ります。 

 

 

（２）安心・安全な地域づくりの推進 

 

 

 

■災害時における避難行動要支援者情報の収集と避難支援等関係者への情報提供等、実効性のある避

難支援を実施できるよう、災害時要援護者台帳の整備に努めています。 

避難行動要支援者未登録者の解消、避難行動要支援者の情報共有の拡大を進める必要があります。 

避難行動要支援者登録者数の実績 

 平成 30年度 

実績 

令和元年度 

実績 

令和２年度 

実績見込 

避難行動要支援者名簿の登録者数 1,331人 3,988人 4,300人 

 
 

■自主防災組織の組織力向上のため、地区ごとの防災訓練や自主防災組織活動助成金の交付を行って

います。自主防災組織の防災訓練の実施を促進していく必要があります。 

自主防災組織・防災訓練の実績 

 平成 30年度 

実績 

令和元年度 

実績 

令和２年度 

実績見込 

自主防災組織数 68組織 68組織 68組織 

訓練実施率 36％ 55％ 22% 

 

■特殊詐欺が年々巧妙化・悪質化の傾向にあることから、引き続き広報誌や市ホームページ等で注意を

呼びかけていく必要があります。 

■近年の高齢者の運転による交通事故の多発から、一定の違反行為をした高齢者に対し、臨時認知機能

検査を実施しています。危険運転の可能性のある高齢者に対しては、「運転免許自主返納制度」と「自

主返納支援制度」のさらなる周知を図ることで、免許証の返納を促していく必要があります。 

  

 現 状 
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今後は、避難行動要支援者支援システムの適切な運用と避難行動要支援者名簿への新規登録を推

進します。地域と協力して安心・安全な地域づくりの事業に取組むとともに、避難行動要支援者の避難支

援を推進します。 

運転を継続する高齢者に対し、認知機能が落ちた状態での運転の危険性を周知するとともに、運転免

許自主返納制度及び自主返納支援制度の周知を図ります。免許返納後の生活水準の著しい低下が予

想されることから、代替的な移動支援にも取組みます。 

№ 項 目 内 容 

51  
災害時等の避難誘導体

制の整備 

西予市地域防災計画に基づき、避難行動要支援者の把握に努

め、自治会等地域住民の協力のもとに支援台帳の整備、避難行

動要支援者の支援体制づくりを進めます。 

52  自主防災組織の育成 

地域住民の防災意識の高揚を図り、地域ぐるみの防災体制を

確立するため自主防災組織の活性化を促進します。また、地域

ごとに防災訓練を実施することにより、災害発生時の被害の軽

減、人的被害の防止を図ります。 

53  交通安全意識の高揚 

警察、関係団体と協力し、高齢者、子どもや障がい者など交

通弱者を交通事故から守るため、交通安全施設の整備促進をは

じめ、交通安全教室など交通安全に関する事業を推進します。 

54  防犯活動の促進 
行政、関係団体が連携をとり、地域住民による防犯組織の強

化を図り、地域全体で防犯体制づくりを促進します。 

55  消費者生活知識の普及 

消費者への情報提供として、広報誌や出前講座等により身近

な事例を周知するほか、介護支援専門員の協力のもと、利用者

宅への訪問時の情報提供を推進します。 

 

 

（３）自立を支えるサービスの提供 

 

 

■地域生活の自立支援として多様なサービスを実施してきました。必要性の薄いものについては、今後、

生活支援体制整備の中で適切なあり方を検討する必要があります。 

各種在宅生活支援サービスの実績 

 平成 30年度 

実績 

令和元年度 

実績 

令和２年度 

実績見込 

食の自立支援事業 延べ配食数 2,378食 1,826食 2,160食 

緊急通報装置設置台数 132台 122台 112台 

 

  

 方針と取組み 

 現 状 
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■本市では市内に奥伊予荘（定員 70 名）と三楽園（定員 50 名）の養護老人ホームがあるほか、定員各 30

名のケアハウス（軽費老人ホーム）が２施設あります。 

 

養護老人ホーム・ケアハウスの実績（実人員/月） 

 平成 30年度 

実績 

令和元年度 

実績 

令和２年度 

実績見込 

奥伊予荘 
措置者数 67人 67人 68人 

事業費 148,747千円 133,907千円 142,378千円 

三楽園 
措置者数 50人 50人 50人 

事業費 121,193千円 121,193千円 121,172千円 

ケアハウス 
入所者数 58.3人 59.8人 60人 

事業費 20,101千円 20,933千円 21,167千円 

 
 

 

 

高齢者の自立した生活を支えるために、多様化する高齢者ニーズ等を十分に踏まえ、きめ細かな在宅

生活を支援するサービスの提供を推進します。 

 

№ 項 目 内 容 

56  食の自立支援事業 

65歳以上の単身世帯、高齢者世帯で食事の準備・調理等が困

難な方に、昼に給食を配達し、栄養状態の改善、安否確認、孤

独感の解消など、日常生活を支援します。 

また、地域の事業者等で当該ニーズが十分に充足されている

と判断できた場合は、本事業の見直しを行います。 

57  
はり・きゅう・マッサージ

補助事業 

はり・きゅう・マッサージ等の施術費用の一部を助成します

（支給要件あり）。 

58  
緊急通報体制等整備 

事業 

市内在住で満65歳以上のひとり暮らし高齢者等に対し、緊急

通報装置を貸与することにより、急病、災害、その他緊急時の

対応及び相談対応を推進します。 

59  養護老人ホーム 

65歳以上の高齢者で、心身状況、家庭環境及び経済的理由等

の問題により、自宅での生活が困難な方を対象として老人福祉

法による入所措置を行います。 

60  ケアハウス 

65歳以上の高齢者で、心身状況、家庭環境等の問題により、

自宅での生活が困難な方を対象として軽費老人ホーム（ケアハ

ウス）の運営に要する経費の一部を補助します。 

61  
生活支援ハウス（高齢者

生活福祉センター） 

65歳以上の独居世帯、高齢者世帯等で自宅の生活が困難な方

へ、施設の居室を提供（貸与）し、自立した生活が送れるよう

支援します。 

  

 方針と取組み 
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基本目標３ 介護保険サービスが充実しているまち 

１．持続可能な介護保険の運営 

本市では、要介護（要支援）認定者及びその家族に対し、必要な介護保険サービスが提供されるよう、

施設・居住系サービスに加え、地域密着型サービスの基盤整備を行ってきました。今後、地域包括ケア

を推進するに当たっては、在宅介護の推進が中心課題となります。 

また、真に必要な人が必要なサービスを利用できるよう、サービスの適正利用を促進し、給付の適正

化を図ります。そして、今後さらに人口減少等により地域資源が限定されていくことから、介護保険サー

ビス整備が福祉全体の利益となるよう、「共生」の視点のもとで総合的・複合的なサービス形成を目指し

ます。 

 

（１）介護保険サービス提供の充実 

 

 

■第７期計画では、養護老人ホーム（定員 70名）を混合型特定施設への転換を図りました。 

 

■老人介護福祉施設（特別養護老人ホーム）や特定施設といった、介護保険サービス以外に、本市には

次の指定外施設があります。いずれもほぼ定員を満たすほど利用者があり、施設サービスや居住系サー

ビスだけで充足できない入所ニーズを補完しています。併設された介護サービス事業所によるサービス

提供が行われている施設もあることから、適切なサービス提供が行われるよう実態把握を行う必要があり

ます。 

市内の指定外入所サービス 

施設名 種別 地区 定員 入居者数 
併設する介護サービス

事業所 

住宅型有料老人ホームさくら 

住宅型有料 

老人ホーム 

宇和 20人 18人 
居宅、訪問介護、 

通所介護 

有料老人ホームめぐみの里 
明浜 

８人 ８人 
訪問介護、通所介護、

居宅支援 

有料老人ホーム 海里 10人 ８人 訪問介護、通所介護 

サービス付き高齢者向け住宅 

さくら通り 

サービス付き 

高齢者向け住宅 
三瓶 18人 15人 ― 

※各数値は令和２年６月 30日時点 

 

■今後、本市は地域包括ケアシステムの深化・推進を図る必要があり、施設整備等の量的な充足から質的

な充足に注力していく必要があります。 

 

■利用者のサービスのニーズをはかるため、本市では地域包括ケア「見える化」システムを活用しています。

これにより介護（予防）給付の現状分析や他保険者との比較、好事例の収集が可能となり、地域包括ケ

アシステムの構築の一端を担うことになります。 

 現 状 
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利用ニーズ等を把握し、計画的に応えていくとともに、介護保険制度改正を踏まえた新たな体系に円

滑に移行するよう、サービス提供体制を構築します。 
 

№ 項 目 内 容 

62  
西予市型共生サービス

の検討 

高齢者支援と障がい者支援、高齢者支援と子育て支援のよう

に、複合的な福祉サービスの整備を推進し、世代間交流の推進

や多様化するニーズへの対応に努めます。 

63  居宅サービスの充実 
サービスの質の向上を図るとともに、利用状況や利用意向を

見極めながら、適正なサービスの提供を推進します。 

64  
施設・居住系サービスの

充実 

施設整備等の量的なニーズは充足することが見込まれるた

め、高齢者を取り巻く状況の総合的な解決を目指す質的な充足

に注力します。 

65  
地域密着型サービスの

充実 

利用状況や利用者の意向を把握するとともに、地域密着型サ

ービスの質の向上を図ります。 

66  
指定外の施設サービス

の検討【新規】 

有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅も、高齢者の

住まいとしての機能を果たしていることから、安心・安全に生

活が送れるよう、実態を把握し、必要に応じ指導します。 

67  
地域包括ケア「見える

化」システムの推進 

厚生労働省の地域包括ケア「見える化」システムにより、国・

県下の他市町等の地域間比較の利便が向上しています。本計画

推進に当たっては同システムを活用し、逐時現状分析・地域間

比較をすることで本市の課題抽出を行い、関係者間で共有しま

す。 

 

 

（２）サービスの質的向上・安全性の確保と情報提供の充実 

 

 

■地域密着型サービス事業所に計画的に集団指導や実地指導を実施してきました。 

地域密着型サービス事業者への指導の状況 

 平成 30年度 

実績 

令和元年度 

実績 

令和２年度 

実績見込 

集団指導回数 

（事業所連絡会にあわせて実施） 
１回 １回 １回 

実地指導事業者数 ６事業所 ６事業所 ７事業所 

 

■市に寄せられた苦情に関する調査を行っています。事業所に対しては、不適正な請求、基準違反、虐

待の有無等もチェックしています。 

 方針と取組み 

 現 状 
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■介護サービス相談員が施設等に訪問して利用者の要望等を把握しています。連絡会を月１回開催する

ほか事業所をまじえた連絡会を開催し、情報交換等を行っています。令和 2（2020）年度は、新型コロナ

ウイルスの影響により、ほぼ実施できない見込みです。 

介護相談員の取組み状況 

 平成 30年度 

実績 

令和元年度 

実績 

令和２年度 

実績見込 

施設訪問回数 126回 116回 未実施 

介護サービス相談員連絡会開催数 12回 12回 ３回 

介護サービス相談員及び事業所連絡会開催数 １回 １回 未実施 

 

■介護給付費の適正化については、主要５事業を推進しています。適正なサービス利用を促進するためには、

ケアプランの点検が重要であり、本市においては新規プランについては全件点検を行うとともに、事業所を抽

出して個別点検や、有料老人ホーム等の高齢者向けの居住系サービスに焦点をあてたケアプラン点検を行

っています。 

介護給付適正化事業の取組み状況 

 平成 30年度 

実績 

令和元年度 

実績 

令和２年度 

実績見込 

新規ケアプランの点検（ケアプランの点検） 146件 220件 180件 

 

■市民への介護保険サービスに関する情報提供として、「わたしたちの介護保険」を全戸に配布したほか、

介護サービス利用者へのパンフレット送付や、広報誌や市ホームページを活用するなど、市民ニーズに

応えるわかりやすい情報発信に取組んでいます。 

 

■市内の介護人材について、新規人材の確保が重要ですが、定着促進も重要です。国の動向を見すえ

ながら、文書事務等の負担軽減や業務の効率化を図ります。 

 

 

 

現在の適正利用に向け、介護保険の持続可能な運営に取組みつつ、真に必要な人が必要なサービス

を受けられる体制づくりを推進します。また、事業者に対して適正なサービス提供を促進するため、相談

や指導等に取組みます。 

 

№ 項 目 内 容 

68  
介護給付の適正化主要

５事業等 

介護サービスを必要とする人が真に必要とするサービスを

適正に提供するため、ケアプランのチェックのほか、要介護認

定時の調査員調査書の点検、住宅改修の事前確認や実地調査を

します。 

 

  

 方針と取組み 
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№ 項 目 内 容 

69  
地域密着型サービス 

運営委員会の運営 

地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスの指定、

取消、指定基準の設定等を実施するに当たり、協議を行う場と

して設置している地域密着型サービス運営委員会において、学

識経験者や地域の保健医療関係者、福祉関係者、被保険者など

各方面の意見を踏まえながら、サービス提供体制の整備を行い

ます。 

70  
地域密着型サービス 

事業所への指導 

地域密着型サービス事業所に対し集団指導及び実地指導を

行い、サービスの質の確保に努めます。 

71  
介護支援専門員の能力

の向上 

介護支援専門員連絡会及び研修会の開催により、能力向上を

図り、適切なケアプランの作成を目指します。また、地域包括

支援センターにより、介護支援専門員の抱える困難ケースへの

支援も行います。 

72  
地域密着型サービス 

事業者の連携充実 

地域密着型サービス事業者連絡会を開催し、事業者間の連携

を図り、サービスの総合的な向上を図るとともに、適切なサー

ビス提供に繋げます。 

73  
事業者に対する事故 

防止対策 

サービス提供時の事故防止や緊急時の対応などの啓発を行

うとともに、事業所内の事故防止の徹底と職員一人ひとりの対

応力を高めるよう協力を求めます。また、市指定の「事故報告

書」の提出を徹底させ、その内容精査により再発防止を指導し

ます。 

74  
利用者等からの苦情へ

の対応 

利用者等からの苦情があった場合には、わかりやすく的確な

説明に努めるとともに、必要に応じて県と連携を図り、サービ

ス事業所に対する指導を実施します。 

75  
介護サービス相談員 

派遣事業 

介護サービス相談員が、施設等に訪問して利用者の要望等を

把握するなど、開かれた施設を推進するとともに、サービスの

質の向上を図ります。 

76  情報提供の充実 

高齢者福祉サービスや介護保険サービスの利用の方法等、市

民にわかりやすいパンフレット等を作成・配布するとともに、

広報誌や市ホームページ等による情報提供を行います。また、

障がいのある市民に情報が届くよう高齢者の福祉や介護の情

報を発信します。 

77  
介護人材の確保・業務 

効率化 

事業所の介護人材確保を支援するとともに、業務効率化の支

援を行い、人材定着を促進します。 
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２．家族介護者への支援 

介護保険サービスの利用は普及してきましたが、在宅介護は家族による介護が中心となっているの

が現実です。高齢者が高齢者を介護する老老介護のほか、介護を受ける側も行う側も認知症という認

認介護の事例もみられるようになっており、従来の家族介護者支援では対応が難しくなってきています。 

 

 

■本市では地域支援事業により、在宅高齢者を介護している家族に対する介護手当の支給を、主に家族

介護者支援を目的として行っています。 

 

■介護をする家族のために、脳卒中再発予防家族教室を野村・城川地区を対象に開催しており、家族介

護教室（社会福祉協議会）を宇和・明浜・三瓶地区を対象に開催していますが、いずれも地区が限定さ

れており、全市的な取組みに展開する必要があります。 
 

 

 

高齢者の在宅生活を支えるため、家族介護者に対する負担軽減を図ります。また、家族介護者に対す

る相談機能の充実を図ります。 

 

№ 項 目 内 容 

78  
在宅寝たきり老人等 

介護手当支給事業 

在宅寝たきり老人等を介護している介護者に対し、介護手当

を支給し、経済的負担の軽減と介護の労をねぎらいます（被介

護者の支給要件あり）。 

79  介護教室【拡充】 

現在市内の一部地域で開催されている、脳卒中再発予防教室

や家族介護教室等、啓発だけでなく相談の機会とする取組みを

行うとともに、市全体の取組みとするために検討を進めます。 

 

  

 方針と取組み 

 現 状 


