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第５章 

第８期計画の施策 

理想の生活１  元気あふれる生活 

（１）健康とわだ２１の推進 

健康寿命の延伸と健康格差の縮小に向け、十和田市健康づくり基本計画「第 2

次健康とわだ２１」と整合性を図り推進していきます。 

 

（２）介護予防事業の充実 

① 一般介護予防事業 

◆介護予防把握事業 

介護予防上の支援が必要と認められる高齢者を把握し、必要時、基本チェッ

クリストを活用しながら、介護予防事業等につなげ、社会参加の機会や地域で

の交流を通じて、生活機能を維持・向上するために実施します。 

◆介護予防普及啓発事業 

おおむね 65 歳以上の一般高齢者を対象に、運動、口腔等のトレーニングを

実際に体験してもらいながら栄養の知識等も含め介護予防に必要な知識等の

普及啓発を行います。また健康寿命の延伸のため、高齢者一人一人が継続した

運動習慣を定着化できるよう支援を行っていきます。 

◆地域介護予防活動支援事業 

通いの場に参加する高齢者が増えるよう、高齢者が気軽に集い、交流しなが

ら介護予防活動等に取り組むことができるような場所づくりをすすめるため、

町内会毎に集会所等での地域いきいき教室を開催していきます。また、住民同

士が協力し合い、支え合いながら自主開催につながるよう支援していきます。  

◆地域リハビリテーション活動支援事業 

地域における介護予防事業の強化・推進を図るために、県のリハビリテーシ

ョン専門職等派遣調整業務等を活用し、地域介護予防活動事業等でリハビリテ

ーション専門職による講習や体操指導を受けることができる機会を増やし、高

齢者の自立支援を促します。また、地域ケア会議等へのリハビリテーション専

門職の参加をすすめ、効果的な介護予防ケアマネジメントの実施を支援してい

きます。 
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② 介護予防・生活支援サービス事業 

住み慣れた地域での生活を継続していくために必要な支援体制を、高齢者一人

一人の実情に応じ展開していくことが必要です。予防給付を利用せず、当事業を

利用しながら要支援状態の維持・改善につなげるためにも、制度の適正化利用に

向け、地域包括支援センターとの連携を強化していきます。 

また、サービス利用状況を把握し、高齢者の自立支援に必要なサービスを提供

するため、地域ケア推進事業や生活支援体制整備事業等との連携を図っていきま

す。 

  ◆訪問型サービス（第１号訪問事業） 

   ・訪問介護（現行基準） 

  ◆通所型サービス（第１号通所事業） 

   ・通所介護（現行基準） 

   ・短期集中予防サービス 

要支援者及び基本チェックリストにより、事業対象と判断された方に対し実施

します。 

◆介護予防ケアマネジメント（第１号介護予防支援事業） 

高齢者の自立支援を目的とし、その心身の状況、置かれている環境などの状況

に応じて、生活支援サービスや一般介護予防事業等も含め、適切なサービスが包

括的かつ効率的に提供されるよう必要な支援を行います。 

地域包括支援センターが、現行の予防給付に対する介護予防ケアマネジメント

と同様に行います。 

 

（３）高齢者の健康と適正医療の推進 

フレイル予防や介護予防、生活習慣病等の疾病・重症化予防を目的とし、疾病予

防（医療）と生活機能維持（介護）の要素を組み合わせた支援「十和田市高齢者の

保健事業と介護予防の一体的実施に係る事業」の推進に向け、主管部局・関係機関

と連携していきます。 

 

 

理想の生活２  生きがいに満ちた生活 

（１）生涯現役の推進 

高齢者が持つ豊かな知識・経験・技能を活用することは、社会参加を推進し、生

きがいの持てる高齢期につながります。就業や社会貢献等の機会を通して、高齢者

が充実した生活を送り、心豊かな高齢期を過ごすことができるよう、生きがいづく

りと地域社会への参加を支援します。 
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① シルバー人材センターとの連携 

長年の職業経験や技能を活かし、働くことにより社会貢献・生きがいづくりの

場となる「シルバー人材センター」と連携し、高齢者の就労意欲につながるよう

支援します。 

② 生涯現役プロジェクト事業 

高齢者になっても住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、高齢者を中心とし

た市民の皆さんの力やアイディアを生かした、地域社会に貢献する活動などを支

援する「とわだ生涯現役プロジェクト事業」を実施します。 

 

（２）趣味・学習・文化・社会活動の推進 

老人クラブは地域に根付いた自主的な組織であり、「生きがいづくり」「健康づく

り」「仲間づくり」「地域づくり」にむけて取り組んでいます。 

市では、十和田市老人クラブ連合会の実施する①活動促進事業、②健康づくり・

介護予防支援事業、③地域支え合い事業、④若手高齢者組織化・活動支援事業、⑤ 

老人クラブ連合会活動支援体制強化事業、⑥その他高齢者の生きがいと健康づくり

に資するとともに社会参加の促進を目的とする事業、及び単位老人クラブの実施す

る①社会奉仕活動、②教養講座開催、③健康増進事業等事業に対し補助金を交付し、

老人クラブの活動を支援します。また、老人クラブ活動の活性化を図ることを目的

に、研修などが行われる際に貸切バスを提供する「老人福祉バス事業」を実施しま

す。 

高齢者の社会活動の参加をすすめるため、高齢者が移動手段を確保しやすくなる

ような環境づくりに向け、交通担当部局と連携していきます。 

高齢者自身の社会活動を推進するために、老人クラブやシルバー人材センターの

活動への参加等について、積極的に促していきます。 

 

 

理想の生活３  安全・安心で快適な生活 

（１）地域包括支援センターの機能強化 

地域包括支援センターは、高齢者が住み慣れた地域で自立し安心して生活してい

くことができるように、包括的及び継続的な支援を行う地域包括ケアを実現するこ

とが役割です。この地域包括ケアシステムを構築し、かつ有効に機能させるために、

保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員がその専門知識や技能を互いに活かしな

がらチームで活動し、地域のネットワークを構築しつつ、個別サービスのコーディ

ネートも行う中核的役割を担う機関です。今後は、現状の課題や求められる役割を

勘案しながら、複合的に機能強化を図ることがさらに重要です。 
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引き続き、各地域包括支援センターとの役割分担・連携を強化し、効率的かつ効

果的な運営ができるよう支援していきます。また、地域包括支援センターが充実し

た機能を果たし中立・公平な運営がされているかの評価を実施します。 

① 総合相談支援 

市内３か所の地域包括支援センターの相談窓口では、より地域に根ざした支援

を行います。必要に応じて訪問や各種サービスの利用を図るなどの支援につなぐ

対応を行います。また、関係機関と連携し、認知症や虐待などの困難ケースへの

迅速な対応に取り組み、その人の生活を包括的に支えるための相談・調整・支援

を行います。 

② 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 

地域における連携・協働の体制づくりをすすめることで、高齢者の個々の変化

や状況に応じて、包括的・継続的支援ができるようにするものです。 

そのために、介護保険関係者連絡調整会議、介護保険事業所代表者会議及び多

職種研修会を継続して実施することにより、関係機関との連携強化を図っていき

ます。 

③ 地域ケア会議推進事業 

包括的・継続的ケアマネジメント業務の効果的な実施に向けて、医療、介護等の

専門職及び地域の多様な関係者が適宜協働し、高齢者の住み慣れた住まいでの生活

を地域全体で支援していくことを目的としています。地域ケア個別会議、地域ケア

圏域会議及び地域ケア推進会議の 3 つの体制で、ケアマネジメントの支援、ネット

ワークの構築、地域課題の把握、地域づくり及び資源開発並びに政策形成につなげ

ていきます。 

 

（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が、住み慣れた地域で、自分らし

い暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に

提供するために、医療機関と介護事業所等の関係者との協働・連携を推進するこ

とを目的とします。 

十和田市では、～地域で看取れる畑づくり～をめざし、在宅医療・介護連携体

制の構築に取り組みます。 

① 地域の医療・介護の資源の把握 

既存の資源での継続性を可能にするために必要な資源の把握、地域の医療・

介護関係者等が参画する会議等で、在宅医療・介護連携の現状の確認と新たな

課題の抽出、対応策の検討を行っていきます。 
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② 対応策の実施 

在宅医療と介護の連携に関して、医療機関や事業所から相談を受ける窓口（十

和田市医療介護連携相談支援センター）を運営し、相談の受付、連携調整、情報

提供等により対応を支援します。 

市民が在宅医療や介護について理解し、人生の最終段階の過ごし方を考えてい

くきっかけとなるよう、在宅医療・介護ガイドブック（エンディングノート）の

周知・配布、講演会の開催等を実施していきます。 

情報共有ツールとして活用している「上十三圏域における医療機関とケアマネ

ジャーの退院調整ルール」等のモニタリング及び修正を継続し、実情に合ったツ

ールを整備していきます。 

地域で看取れる畑づくりに必要な知識やスキルを学ぶ多職種研修会等を開催

します。 

③ 対応策の評価、改善 

実施した対応策について、在宅医療介護連携推進会議等で評価をしながら、

新たな目標設定や課題抽出、対応策を検討する場につながるよう検討していきま

す。 

 

 (３）認知症施策の推進 

国の「認知症施策推進大綱」（令和元年 6 月）に基づき、認知症の発症を遅らせ、

認知症になっても希望を持って目標を持って日常生活を過ごせる社会を目標に

「共生」と「予防」を車の両輪として政策を推進していきます。 

① 認知症への理解を深めるための普及・啓発 

◆認知症サポーター等養成事業 

認知症状のある高齢者やその家族を見守り支え合える地域を目指し、地域・

企業・学校等に働きかけ、「認知症サポーター養成講座」を実施します。 

また、認知症の人への接し方や緊急時の対応方法等を実際に体験し、町内会

や地域単位での見守り支援について考える機会とするため、認知症高齢者徘徊

対応模擬訓練を 3 つの生活圏域毎に開催していきます。 

認知症サポーター養成講座を受講した人でチームオレンジ（認知症サポータ

ー上級者）としての活動に関心のある人を対象とした認知症サポーター「ステ

ップアップ講座」を実施していきます。 

認知症サポーター「ステップアップ講座」の講師を養成するため、キャラバ

ンメイトを対象とした「フォローアップ講座」「ステップアップ講座」の受講を

すすめていきます。 
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② 予防 

「認知症になることを遅らせる」「認知症になっても進行を緩やかにする」こ

とを目指し、社会参加活動・学習等の活動の場も活用しながら、地域において高

齢者が身近に通える場の拡充を図ります。 

③ 医療・ケア・介護サービス・介護者へ支援 

◆認知症総合支援事業 

〇認知症初期集中支援推進事業 

認知症初期集中支援チーム員会議（月 1 回）を開催し、認知症の早期診断・

早期対応に向けた個別支援を行います。支援チームが行う業務の評価を行い、

適切、公正、かつ中立な運営の確保を目指します。 

また、専門・多職種なメンバーにより構成された認知症対策検討会において、

認知症施策の効果的な実施、計画について検討していきます。 

〇認知症地域支援・ケア向上事業 

相談窓口の周知、認知症の状態に応じた医療・介護サービスの流れを示した

「認知症ケアパス」の普及啓発をすすめます。 

関係機関の連携強化等により地域における支援体制の構築を図ります。 

もの忘れ相談の実施により、認知症の早期発見・早期治療につなげます。 

医療・介護従事者の対応力向上の為、認知症多職種協働研修会を開催します。 

◆認知症の人の介護者への支援 

地域の人や専門家と相互に情報を共有し、お互いを理解し合う「認知症の人

を抱える家族のつどい」、「認知症カフェ」の紹介・参加を促し、介護者の負担

軽減を図ります。また、認知症の人やその家族が気軽に相談できるよう、認知

症を専門とするグループホームと連携していきます。 

◆徘徊高齢者等支援事業 

認知症等で外出した時に自宅に戻れなくなるおそれのある高齢者等の情報

をあらかじめ登録することにより、保護時の身元特定を容易にし、本人や家族

の負担を軽減できる事業として登録を勧めていきます。さらに、反射材の配布

等、外出時の事故防止に取り組みます。 

また、行方不明時には、駒らん情報メールに行方不明者情報を配信し市民か

らの情報提供等の協力を仰ぎ、早期に発見・帰宅できるよう支援していきます。 

④ 認知症バリアフリーの推進・若年性認知症への支援・社会参加支援 

若年性認知症の相談窓口「青森県若年性認知症総合支援センター」について周

知していきます。 

⑤ 研究開発・産業促進・国際展開 

認知症発症や進行の仕組の解明・予防法・診断法・リハビリテーション等様々

な研究開発に必要な調査等に協力していきます。 
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（４）高齢者虐待防止と権利擁護の推進 

高齢者は、認知症の進行や生活自立度の低下に伴い、権利を侵害する虐待や消費

者トラブルなどの被害にあう可能性が高まります。そのような事態を未然に防ぐた

め、また、迅速な解決に向けて以下のような取り組みを行います。 

① 高齢者虐待の防止 

通報により、高齢者虐待の事案を把握した場合には、地域包括支援センターと

連携し、迅速かつ適切な対応に努め、やむを得ない事由による措置や高齢者短期

宿泊事業等を活用しながら早期解決を目指します。 

また、民生委員、介護保険事業所、警察、消防等との連携を強化することによ

り、虐待の早期発見と適切な支援に努めるとともに、高齢者虐待防止に向けた意

識の普及啓発を推進します。 

定期的に研修会を開催し、市職員及び介護従事者の迅速かつ適切な対応力の向

上を目指します。 

② 権利擁護の推進 

◆高齢者短期宿泊事業 

虐待や災害被害等により、養護が必要な高齢者が一時的に宿泊できる場を提

供することで、緊急時の安全の確保を図ります。 

◆消費者被害の防止 

消費生活センターや警察、民生委員など、高齢者の身近にいる人との連携を

強化し、消費者被害の未然防止に取り組みます。 

③ 成年後見制度利用支援事業 

◆成年後見制度の相談支援 

高齢者本人やその親族、相談機関等からの成年後見制度に関する相談に対応

します。また、親族が成年後見人の申立てを行う場合、その手続き方法等につ

いて助言し、家庭裁判所への成年後見等親族申立てを支援します。 

◆成年後見市長申立ての実施 

認知症や精神障害、知的障害で判断能力が十分でない高齢者の方で、親族不

在や虐待、親族が遠方に居住しているなど、親族が家庭裁判所に後見等開始の

申立てを行うことが困難な場合、市が代わって申立てを行います。 

◆審判請求費用及び成年後見人等に対する報酬の助成 

高齢者本人や親族が後見等開始の申立てを行う際、切手・収入印紙購入費用、

診断書作成費用及び鑑定費用を支払うことが困難な場合、その費用を助成しま

す。 

また、後見等開始後の後見人等に対する報酬の支払が困難な場合も報酬の助

成を行います。 
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④ 成年後見制度利用促進事業 

判断能力が不十分な高齢者が、適切な支援を受けられるよう制度の普及啓発、

相談体制の充実、市民後見人の養成・活用、後見人等に対する支援等を実施する

中核機関の業務に取り組んでいきます。地域の法律・福祉等専門職との情報交換

や課題の共有を行いながら、地域連携ネットワークを段階的・計画的にすすめて

いきます。 

 

（５）防犯・防災、交通安全対策の推進 

高齢者の生活を取り巻く環境は日々変化しており、詐欺や悪質商法、火災、地震

や台風などの被害、車社会が引き起こす交通事故など、日常の生活を脅かす万が一

の事故に備える必要があります。 

本市では、高齢者のみならず全市民の生活が安心で快適であるために、警察や各

種関係機関と連携を深め、安全体制の整備に努めます。 

① 防犯・防災対策の推進 

高齢者が事件の被害に遭わない（自己防衛）ための広報活動や、消費生活セン

ター等と連携した消費者被害の未然防止、拡大防止に取り組みます。 

十和田市地域防災計画と整合性を保ち、災害時に必要な行動をとることができ

るよう防災マップや避難所の周知等を図ります。 

② 交通安全対策の推進 

高齢者が関わる交通事故を防ぐために、歩行者としての高齢者自身の取り組み、

運転者として交通ルールの遵守や加齢に伴う身体機能等の変化の理解にむけ、関

係機関・団体と連携し、広報やチラシ配布等で普及啓発をすすめます。 

③ 災害時要援護者支援事業 

自力で避難することができない障がい者や高齢者などの「避難行動要援護者名

簿」への登録制度を主管部局と協力しすすめていきます。 

 

（６）住環境の整備 

高齢による身体機能の低下や障害による住まいの暮らしづらさを解消し、在宅で

の生活をより良くするためには、適切な住宅改修及び福祉用具の活用が必要です。 

住宅改修には、一般の住宅改修とは異なる専門的な視点が求められることから、

適切な指導や情報提供をしていきます。また、要介護認定者で居宅サービスを利用

している場合は、利用者やその家族への相談対応・情報提供、個々の身体状況への

適合など住宅改修の効果的な活用のための支援を、担当の介護支援専門員から受け

ることができます。一方、居宅サービスを利用していないが住宅改修を必要として

いる場合は、担当の居宅介護支援専門員がいなくても介護支援専門員から住宅改修

の申請の援助が受けられるよう、居宅介護支援事業所に理由書作成料を助成します。 
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福祉用具の使用については、高齢者の個々の身体機能や生活習慣に配慮し、用具

を適正に使用するための指導や情報を提供し、生活動作の自立を促していきます。 

 

   

理想の生活４  支え合える生活 

（１）見守り体制の充実 

地域社会や家族関係が変化する中、高齢者の見守りに関する様々なサービスが充

実されていくことで、高齢者の安全安心な生活を支えていく基盤となります。 

また、多様なサービスを展開していくためには、行政・個人のみではなく、民間

事業者の参入が期待されます。高齢者を地域のみんなで支え合っていくため、民間

事業者と連携して幅広いサービスが提供できるよう検討します。 

さらに、高齢者に対して関心を寄せ、お互いに助け合うことができる市民が増え、

町内会などの身近な地域の中で、簡単な社会貢献活動を通して、お互いに見守り支

え合うことができるよう、多様な支え合いの体制を整備します。 

また、身体上・精神上の理由から居宅での生活が困難な方や、高齢者自身が介護

サービス等を適切に活用できないような状態の際には、老人福祉法に基づく老人福

祉施設と連携して、必要時に安心してサービスの利用ができるよう支援します。 

 

(２）生活支援体制の整備 

支援や介護が必要になっても、地域社会の中から切り離されず、なじみの関係を

継続しながら暮らせる生活を目指し、市全体レベルである第 1 層と日常生活圏域レ

ベルである第 2 層それぞれに協議体の設置及び生活支援コーディネーターを配置

します。 

地域の生活課題や支え合い体制を町内会単位で考え合う「地域づくり座談会」等

を開催し、住民主体の支え合い助け合いの地域づくりを推進していきます。 

生活支援コーディネーターと生活支援サービス等の多様な主体が参画し協議が

できる場として協議体を設置し、必要な活動やサービスが得られる地域づくりを推

進していきます。 

高齢者の社会参加と地域における支え合いの体制づくりについて、広く市民へ普

及啓発していきます。 

すでに地域の中にある活動や資源について把握した情報を提供していきます。 

また、高齢者の就労意欲の向上や機会の提供を目指し、公益財団法人十和田市シ

ルバー人材センター等と協力し、高齢者の就労機会の確保と拡大やマッチング機能

をすすめていきます。そのために生活支援コーディネーターと連携し、地域のニー

ズから就労機会の創出に取り組んでいきます。 
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理想の生活５  充実した介護生活 

（１）介護保険事業の適正な運営 

介護保険事業の適正な運営を図るため、負担や給付の仕組みなどの制度について

周知に努めるとともに、市民及び事業者等から相談・問い合わせなどに対しても関

係法令及び通知などに基づき適切に対応する。 

 

（２）介護給付の適正化 

 ◆介護給付適正化の実施目標 

① 要介護認定の適正化 

新規申請のすべて、区分変更申請のすべて及び更新申請の一部（介護度で区分）

の認定調査を直営で行い、書面等の点検をすることで、適正かつ公平な要介護認

定の確保を行います。 

 また、更新申請の認定調査において委託している指定居宅介護支援事業所等の

調査が続いた場合は、直営で調査を行い、要介護認定調査の適正化に向けた取り

組みを実施します。 

 さらに、介護支援専門員を対象とした、自立支援を考える研修会を実施します。 

② ケアプラン点検 

 ケアプラン点検を実施、基本となる事項を介護支援専門員とともに確認検証し

ながら、介護支援専門員の「気づき」を促すとともに「自立支援に資するケアマ

ネジメント」の実践に向けた取組の支援を実施します。 

③ 住宅改修の点検 

 居宅介護住宅改修費のすべての申請において、改修工事を施工する前に工事見

積書やケアプラン等の点検を行うとともに、施工後に訪問して又は竣工写真等に

より、住宅改修の施工状況等を点検します。 

④ 縦覧点検・医療情報との突合 

 受給者ごとに複数月にまたがる介護報酬の支払状況（請求明細書内容）を縦覧

点検する業務、及び受給者の後期高齢者医療や、国民健康保険の入院情報と介護

保険の給付情報を突合する業務をそれぞれ青森県国民健康保険団体連合会に委

託し、実施します。 

⑤ 介護給付通知 

 給付費通知を年 4 回送付し、自ら受けているサービスを改めて確認するとと

もに、適切なサービス利用と提供の普及啓発を行います。通知の際は、給付費通

知書の見方の説明や介護保険サービスの適正化利用を促すためのパンフレット

を同封します。 
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（３）家族介護支援事業の充実 

高齢者の生活は、最も身近な存在である家族などの協力により支えられています

が、毎日の介護からくる身体的・精神的疲労、介護うつなどの疾病、介護する側の

健康管理や精神的な支援も高齢者福祉の中で大きな課題となっています。 

市では、高齢者を介護している家族などを対象に、介護方法や介護予防の情報提

供に加え、介護者自身の健康づくりや身体的・精神的・経済的負担の軽減を目的と

したサービスの充実を図ります。 

 

（４）人材の確保及び資質の向上並びに業務の効率化など 

  ① 人材の確保及び資質の向上 

    新規介護人材の確保及び介護人材の定着並びに資質の向上を図るため、国・

県・関係団体等と連携し、関係する情報について市ホームページなどを活用し

て、周知を図ります。 

  ② 業務の効率化など 

    業務の効率化などのため、国・県・関係団体等と連携し、申請様式・添付書

類や手続きに関係する簡素化、様式例による標準化及び介護ロボットや ICT の

活用の情報について市ホームページなどを活用して、周知を図ります。 

 

（５）災害対策・感染症対策にかかる体制の整備 

  ① 災害対策 

    災害発生時に対する備えとしての避難訓練の実施や食料などの物資の備蓄

などについて確認及び実施を促すなど、体制の確保を図ります。 

  ② 感染症対策 

    感染症発生時に対する備えとしての訓練の実施や消毒液などの物資の備蓄

などサービスを継続的に提供するための備えについて確認及び実施を促すな

ど、体制の確保を図ります。 


