
   
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
平成 3１年 2 月 

うきは市役所  

   基本理念 

 



   
 

     ごあいさつ 

 

平素より、市民の皆様及び関係者の方々には、保健福祉行
政に対し、ご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

我が国の高齢化は急速に進んでおり、平成 37 年には団塊
の世代が 75 歳以上となり、本格的な超高齢社会を迎えようと
しています。 

うきは市においても、平成 30 年度（４月１日）時点で高齢化率は 33.0％となり、
人口は３万人を割り込み、また、高齢者の独居世帯数は増加の一途をたどり、国の平
均よりもさらに早いペースで少子高齢化が進んでいる現状にあります。 

このような中、平成 12 年度から創設された介護保険制度は 18 年が経過し、その間
に「地域包括ケアシステムの構築」を柱とした新しい総合事業の創設など大幅な見直し
が行われたことを踏まえ、福岡県介護保険広域連合が策定した「第７期介護保険事
業計画」に併せて、高齢者保健福祉施策を示す「うきは市高齢者保健福祉計画」を
策定したところです。 

本計画に基づき、地域包括支援センターを中核機関として、関係機関や団体・ボラ
ンティア等との連携によって、一体的な支援を提供する地域包括ケアシステムを構築し、
事業を推進してまいります。本計画の趣旨を市民の皆様にも広くご理解いただくとともに、
あわせてご協力賜りますようにお願い申し上げます。 

結びに、本計画の推進にあたり、市民の皆様及び関係者の更なるご理解とご協力を
心より切望しますとともに、計画策定にご尽力賜りました、うきは市高齢者保健福祉計
画策定検討会及びうきは市高齢者保健福祉計画策定委員会へ参加いただきました
皆様に心からお礼申し上げ、あいさつと致します。 

 
平成 31 年 2 月 
 

                    うきは市長 髙木 典雄 
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第１部 総論 

第１章 計画の概要 

これまでの流れ 

１ 背景 

介護保険制度は、平成 12 年にスタートし、介護保険法は平成 17 年以降３年ごとに改正さ
れてきました。国においては、年金や医療、介護といった社会保障給付費が過去最高を更新し
続けているのが現状です。さらに、平成 37 年には団塊の世代が 75 歳以上となり、介護や医療
のニーズがさらに高まることが予想されます。また、厚生労働省のデータによると、認知症高齢者や
高齢独居世帯・高齢夫婦のみの世帯も増加していく見通しとなっており、増え続ける社会保障
給付費を抑える観点で矢継ぎ早の改正が行われました。 

主なものとして、「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法の一部改正」では、①自
立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取組の推進、②医療・介護の連携の推
進等、③地域共生社会の実現に向けた取組等が求められています。 

また、厚生労働省社会保障審議会（介護保険部会）の「介護保険制度の見直しに関する
意見」では、①地域包括支援センターの機能強化、②新オレンジプランに基づく認知症の容態に
応じたサービスを受けられる仕組みの構築、認知症の人の視点に立った施策の推進等、③介護
人材の確保（生産性向上・業務効率化等）などがあります。 

本市では、「新しい介護予防・日常生活支援総合事業」、「在宅医療・介護連携の強化」、
「地域ケア会議の推進」、「総合的な認知症施策の推進」、「介護予防・生活支援の基盤整備」
の５つの柱を重点的取組事項とした「地域包括ケアシステム」の構築に向けて、基盤整備を進め
てきました。 

今後も、高齢者の抱える多様な課題やニーズに対応していくために、高齢者の健康づくりや生
きがいづくり、互いに支え合う「自助・互助・共助・公助」の考え方に立った、地域全体で支え合う
仕組みづくりとなる「地域包括ケアシステム」を深化・推進していくことが重要となります。 

そのため、高齢者福祉サービスの整備を検討し、多くの高齢者が健康で、仕事や地域の中の
活動などで役割を担いつつ活躍できる取組みの充実を図っていくことを目指し、平成 37 年を見
据えた中長期的な計画の２期目の計画として、『うきは市高齢者保健福祉計画』を策定しまし
た。 
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２ 介護保険制度の経過 

 

第１期 制度開始 
平成12年度～平成14年度 

全国平均    2,911円  

 サービスを原則１割の負担をしながら利用する制度の開始 
 ホームヘルプ、ディサービス、ショートステイ（在宅３本柱）の利用が増加 

第２期 制度定着 
平成15年度～平成17年度  

全国平均    3,293円  

 要支援、要介護１の軽度認定者の掘り起こしが進む 
 施設入所の適正化とケアマネジャー等の資質向上サービスの質の向上、在宅強化 

第３期 制度改正 
平成18年度～平成20年度  

全国平均    4,090円  

 介護予防システムの構築と高齢者の尊厳を考えたケアの確立 
 「量」から「質」、「施設」から「在宅」、そして地域ケアの視点を重視 
 地域包括支援センターの設置と地域密着型サービスの提供開始 

第４期 予防の強化と地域福祉の連携 
平成21年度～平成23年度  

全国平均    4,160円  

 特定高齢者対策や介護予防、健康づくりの推進 
 介護給付の適正化（要介護認定やケアマネジメント等の適正化） 
 介護サービス事業所に対する制度内容の周知、助言及び指導、監督の適切な実施 

第５期 地域包括ケアシステムの構築 
平成24年度～平成26年度 

全国平均    4,972円  

 地域包括ケアシステムの構築に向けた、医療、介護、予防、生活支援、住まいの連携強化により、
高齢者が包括的・継続的にサービスを受けられる体制づくり 

 施設・居住系サービスの適正な整備に関する参酌標準（37％枠）の撤廃 

第６期 在宅医療・介護の連携と包括的支援 
平成27年度～平成29年度  

全国平均    5,514円  

 地域包括ケア実現のための方向性を継承し、在宅医療・介護連携等の本格化 

 2025 年までのサービス・保険料水準など中長期的な視野に立った施策の展開 

 市町村の独自事業に位置付けられた介護予防・日常生活支援総合事業の導入 

第７期 介護予防 ・総合事業の開始と権限強化 
平成30年度～平成32年度  

全国平均    5,869円  

 

 

 新しい介護予防・日常生活支援総合事業の開始 

 在宅医療・介護連携の強化や認知症施策の推進と地域ケア推進会議の設置 

 居宅介護支援事業所の権限移譲など市町村権限の強化 
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本市の高齢者を取り巻く地域特性 

１ 私たちの住む「うきは市」の全体像 

私たちの住む「うきは市」は、農業のまち、棚田のま
ち、フルーツのまち、白壁の町並み、温泉のまちなどの
イメージで知られています。 

農業では、水稲・小麦・大豆などの穀類、柿・ぶど
う・梨・いちごなどのフルーツなどの生産が行われるととも
に、就農促進対策として、新規就農者への国の支援
制度に本市独自で上乗せした給付金制度を設ける
などして農業振興を図っています。 

また、四季をとおして、たくさんのフルーツが実る「フル
ーツ王国うきは」としてPRしています。さらに、「フルーツ
王国」と呼ばれる所以を数値的に紐解き、農業に対
するポテンシャルの高さを「うきはテロワール」と称し、う
きはブランド構築の一つのアイテムとして活用していま
す。 

温泉のまちとしては、筑後川温泉と吉井温泉が福
岡県内では唯一、環境省の国民温泉保養地に指定
されており、「美人の湯」とも呼ばれ、森林セラピーなどと合わせて癒しのイメージのある温泉地とな
っています。 

株式会社リクルートライフスタイルが企画・編集する旅行情報誌『九州じゃらん』が公表した、
「九州・山口道の駅満足度ランキング 2018 年調査結果」では、３年連続で「道の駅うきは」が
満足度第１位となっており、地元農家の方が中心となって、毎日新鮮な産直野菜と四季折々の
フルーツが販売されていることが支持されています。 

 

 （コラム）うきはテロワール 

 
テロワールとは、生育地の地理、地勢、気候の特徴をさすフランス
で生まれた言葉です。環境によって個性が変わりやすいぶどうが原
料となるワインの特徴としてよく使われています。 
うきは市はフランスのワイン産地ボルドーやアルザスとよく似た
日本でも非常にめずらしい地質 ・地形を有していることもあり、う
きは市の農業をとりまく環境を 「うきはテロワール」と名付けまし
た。 
（右記上段が「うきはテロワール」ロゴ、下段が QR コード） 
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その一方で、本市は人口減少が続き、高校卒業

後の人口流出、若者の雇用・定住、空き家、耕作放
棄地、交通利便性など市民生活に関する課題、さら
には、子どもの学力に関して（平成 29 年度全国学
力・学習状況調査：福岡県教育委員会発行）は、
特に中学生の学力が国・県平均と比較して低くなって
おり、その対策が急務となっています。 

そのため、うきは市ルネッサンス戦略においては、緊
急課題として、“寺子屋”事業の充実を目指した取組
を行っており、毎週土曜日に地元の高校生を含む学
習支援員が先生役となり、小学生に教える「うきは市
寺子屋」を実施しています。 

また、市民生活に関することのうち、特に交通対策
については、２つのアプローチでその対策を協議してい
ます。一つ目は、現在全庁的な取組の中で交通網の
確保策について、二つ目は、第２層協議の場の中で
の国の高齢者生きがい活動促進事業を活用した移
動支援の創出についてです。 

さらに、空き家対策としては、国の３年間の補助事業を活用し、空き家となっていた一軒家を、
①高齢者の住まいに関する相談窓口、②介護予防事業の場、③住民の通いの場という３つの
機能を有する場とする取り組みを進めています。 

 
うきは市フルーツ狩りのようす 

 

  

上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下
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桃狩り

ぶどう狩り

梨狩り

柿狩り
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２ 周辺自治体との比較による「うきは市」の地域特性 

本市は、福岡県の南東部に位置し、北は朝倉市、西は久留米市、南は八女市、東は大分
県日田市に接しています。また、福岡市から南東へ約60km、久留米市から東に約30kmの位
置にあり、市の東端は大分県に接しています。 

そのため、買い物・進学・就労については、福岡県久留米市と大分県日田市の２つを生活圏
域としており、医療・介護などのサービスについても、広域的な利用があります。 

本市は、近隣自治体と比較して、以下のような特徴があります。 
 
 

 
 近隣市では最も人口が少なく、高齢化率は久留米市を除く他市と同程度 
 介護認定率は、近隣市では最も低く、国・県よりも低い 
 近隣市では、八女市に次いで、高齢世帯率が高い 
 近隣市では、独居高齢世帯率が低い（２世代・３世代世帯や親族同居等率が高い） 

 
  うきは市 久留米市 朝倉市 八女市 日田市 

人口 29,509 304,552 52,444 64,408 70,940 

高齢化率 31.9% 25.0% 31.7% 33.3% 32.3% 

保険料 6,197 6,163 5,900 6,000 5,699 

認定率 17.7% 18.8% 18.3% 18.5% 18.1% 

高齢世帯率 60.1% 40.6% 55.4% 60.2% 54.3% 

独居高齢世帯率 19.7% 26.0% 21.1% 20.5% 23.5% 

     平成 27 年国勢調査及び地域包括ケア見える化システム（平成 30 年 3 月現在） 
 
 
 

  

地域特性 
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３ 前期計画期間中の主な取組 

本市では、前期計画期間中の基本理念の達成に向けた、５つの基本目標に基づき総合的
に計画を推進してきました。それぞれの基本目標に応じた主な取組をまとめます。 

 
（１）健康づくり・介護予防の推進 

 
 65 歳到達者に対して介護保険被保険者証の交付説明会を毎月１回実施し、健康増進
事業の説明、ロコモ・フレイル・認知症など介護予防、社会参加の必要性等について、情報
提供をしており、毎年度対象者の５割が参加してきました。 
 本市では、合併以前から健康増進事業として、地域での集いの場支援を行ってきましたが、
総合事業開始に伴い、市が実施主体の介護予防教室「げんき塾」から住民主体の「集いの
場」へ移行するとともに、その担い手となるサポーター養成講座の通年実施により、サポーター
数の増加を図りました。 
 うきは市内で働くリハビリテーション専門職と本市職員が、「うきは市のみなさんがいつまでも元
気でいてほしい…」という思いで、知らず知らずのうちに低下する筋力や体の機能を維持改
善できる運動を厳選し、覚えやすく８個にまとめた「うき８体操」を開発しました。 
 食生活の改善や運動習慣を身に付けるなどの健康づくりを推進し、健診（検診）を定期
的に受診するように促すとともに、かかりつけ医による症状の確認、地域の支え合いによる健
康管理を推進してきました。 

 
（２）地域包括ケアシステムの構築 

 
 平成2９年度から医療・介護専門職、地域住民、行政の多職種の委員で個別ケースの検
討により共有された地域課題を地域づくりや政策形成に結びつける「地域ケア推進会議」を
年２回開催してきました。 
 医療機関（病院・診療所・歯科診療所等）と、介護サービス事業所、福祉関係機関など
の多職種の連携を目指し、浮羽医師会と連携してうきは市在宅医療・介護連携推進事業
（在宅医療・介護連携センター運営等事業）を平成 30 年度から開始しました。連携セン
ターにおいて年６回の運営委員会と年２回の協議会、年６回のセンター連絡会、年３回
の他職種連携研修会、年４回の従事者研修、毎月の県のとびうめネット連絡会議等、
様々な取組を行っています。 
 地域包括支援センターの体制強化と機能強化に向け、委託型センターを新規に設置し、
運営を浮羽医師会に委託することで、平成 30 年度から市直営型と委託型の２つの地域

主な取組 

主な取組 
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包括支援センターに役割分担を行いました。 
  

（３）高齢者福祉の充実と生きがいづくり 

 
 ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯であっても、住み慣れた自宅で安心して生活でき
るよう、高齢者の安心の確保として緊急通報体制等の整備や、食事の提供などの日常生
活の支援に取り組みました。 
 地域見守り体制の構築については、民生委員・児童委員、福祉委員を中心とした見守り
活動を推進し、高齢者を地域全体で見守るネットワークづくりを進めました。 
 高齢者の生活支援の体制整備に向け、うきは市社会福祉協議会に第１層の地域支え合
い推進員の配置、フォーラムの開催を経て、平成30年３月に第１層協議の場の設置が完
了しました。 

 
（４）認知症施策の推進・高齢者の権利擁護 

 
 認知症の周知・理解促進に向けて、認知症サポーター養成講座を開催し、３年間で約
800 人の方に受講していただき、認知症に対する正しい理解と支援の促進を図りました。 
 認知症の早期診断・早期対応に向けた支援体制の構築が図られるよう、認知症初期集中
支援チームを筑後吉井こころホスピタルに委託設置しました。 
 認知症地域支援推進員を配置し、認知症の方やその家族の語らいの場、さらに、認知症
の方やその家族、地域住民が集い、語らい、支えあう「認知症カフェ」を、平成 28 年度から
「オレンジカフェ三春」、平成 29 年度から「はじまるカフェ咸生閣」の市内２か所で、それぞれ
月１回実施しています。 
 権利や人間としての尊厳を守るため、関係機関等が連携し、継続して専門的な支援が行え
るよう、成年後見制度や社会福祉協議会の日常生活自立支援事業（福祉サービス利用
援助事業）の普及啓発、市民後見人の育成に努めました。 

  

主な取組 

主な取組 
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（５）安全で安心して生活できる地域づくり 

 
 公共交通の整備として、すべての市民を対象とした交通手段確保について検討が行われて
おり、その中で、高齢者特有の課題として、停留所の設置基準・配置場所、乗降時の配慮、
シルバーカーなど持込の配慮などへの対応を検討してきました。 
 養護老人ホーム浮羽老人ホームを、定員 55 名から 45 名としたうえで、平成 31 年度から
民営化を図り、社会福祉法人ふたば会を運営法人とし、同施設入居者に対して施設が介
護保険サービスを提供することで、提供体制の確保を図りました。 
 中山間地域の集落などで高齢化が進行していることから、ひとり暮らし高齢者の緊急時の対
応、災害時の避難誘導など、高齢者が安全で安心して生活できる支援体制づくりを推進し
ました。 
 緊急時の連絡体制の構築や総合防災マップの活用により地域の防災・防犯意識を高める
など、地域の状況に応じて、高齢者が安全で安心して生活できる地域づくりを推進しました。 

 
 

  

主な取組 
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計画策定に向けた基本指針 

１ 高齢者支援に関する国の主な動向と市の基本指針 

国が示した高齢者支援に関連した指針等の概要は、以下の通りであり、本計画は、これらを
踏まえたものとします。 

 
【「医療介護総合確保推進法第３条に定める総合確保方針」改正について】 
◎行政・医療・介護サービス提供者・利用者だけでなく、地域住民の役割が記載 
◎認知症への対応について、適切なサービス提供の流れの確立と早期診断 
◎医療計画及び介護保険事業計画との整合性の確保 
 
【ニッポン一億総活躍プラン】 
◎「介護離職ゼロ」に向けた取り組みの方向 
（１）検討すべき方向性：地域課題の解決力強化と医療・福祉人材の活用 
  【介護サービス提供側】●介護基盤の供給 ●介護人材の確保・育成 
  【介護に取り組む家族】●家族を支える環境づくり 
  【高  齢  者  等】●高齢者に対するフレイル（虚弱）予防・対策 
（２）対応策 
  ●高齢者の利用ニーズに対応した介護サービス基盤の確保 
  ●求められる介護サービスを提供するための多様な人材の確保、生産性の向上 
  ●介護する家族の不安や悩みに答える相談機能の強化・支援体制の充実 
  ●元気で豊かな老後を送れる健康寿命の延伸に向けた取組 
  ●高齢者の多様な就労機会の提供 
 
【全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議】 
◎第７期介護保険事業計画の策定準備について 
（１）第 6 期計画からの地域包括ケア推進計画としての位置づけの継承 
（２）医療介護総合確保方針の改定、保健医療計画との連携 
（３）介護離職ゼロの推進 
（４）ＰＤＣＡマネジメントの実施や給付適正化などに着眼した保険者機能の強化 
（５）他計画との調和 
 

  



高齢者保健福祉計画   

 

 

 
 
【社会保障審議会〈介護保険部会〉】 
◎地域包括ケアシステムの深化・推進 
（１）自立支援・介護予防に向けた取り組みの推進 
    ●地域分析 ●地域支援事業・介護予防・認知症施策 ●ケアマネジメント 
（２）医療・介護の連携の推進等 
（３）地域包括ケアシステムの深化・推進のための基盤整備等 
    ●地域共生社会の実現 ●介護人材の確保 ●安心して暮らせる環境整備 
◎介護保険制度の持続可能性の確保 
（１）利用者負担のあり方 
（２）給付のあり方（軽度者への支援、福祉用具・住宅改修の見直し） 
（３）費用負担 
◎その他課題 
（１）保険者の業務簡素化（要介護認定） 
（２）被保険者範囲 
（３）介護保険適用外施設の住所地特例の見直し 
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本計画の位置づけ 

１ 計画の性格と位置づけ 

（１）法的根拠 

本計画は、老人福祉法第 20 条の８第１項に定める市町村老人福祉計画及び介護保
険法第 117 条第１項に定める市町村介護保険事業計画として策定するものとなります。 

 
（２）計画の位置づけ 

本計画は、うきは市総合計画の分野別計画として位置づけられます。また、うきは市地域
福祉計画・地域福祉活動計画、うきは市障がい者計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計
画、うきは市子ども・子育て支援計画等と整合を図りつつ、高齢者福祉に関する専門的・個
別的な領域を受け持つものとなります。 

 

 
  

　
う
き
は
市
高
齢
者

うきは市地域福祉活動計画
（社会福祉協議会）

健康・保健関連
環境関連
教育関連

都市整備関連
産業・観光関連
防災・情報関連

その他

福
岡
県
介
護
保
険
広
域
連
合

　
　
第
７
期
介
護
保
険
事
業
計
画

連
携
・
補
完

整
合

第２次　うきは市総合計画
うきはブランドを絆で結ぶ　しあわせ彩るうきは市
～好きですうきは これまでも そして、これからも～

うきは市地域福祉計画
他の関係計画

う
き
は
市
子
ど
も
の
未
来
応
援

地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
支
援

事
業
実
施
計
画

う
き
は
市
子
ど
も
・
子
育
て

支
援
事
業
計
画

う
き
は
市
障
が
い
者
計
画

障
が
い
福
祉
計
画

障
が
い
児
福
祉
計
画

保
健
福
祉
計
画

連携・補完



高齢者保健福祉計画   

 

 

 
２ 計画の期間 

団塊の世代が75歳に到達する平成37年度を見据え、地域包括ケアシステムを構築していく
ための 10 年間の計画という位置づけを持ちつつ、平成 30 年度から平成 32 年度までの３年間
を計画期間とします。 

 

 
 
３ 計画策定の方法 

（１）うきは市高齢者保健福祉計画策定委員会 

本計画を検討するため、うきは市高齢者保健福祉計画策定委員会を設置し、全庁横断
による高齢者支援について検討しました。 

 
（２）うきは市高齢者保健福祉計画策定検討会 

本計画を検討するため、うきは市高齢者保健福祉計画策定検討会を設置し、平成 30
年７月 31 日に地域住民代表者による検討会を開催しました。 

 
（３）高齢者生活アンケート（介護予防・日常生活圏域ニーズ調査） 

国の介護予防・日常生活圏域ニーズ調査項目に基づき、要介護等認定を受けていない
高齢者の心身状況や生活支援・社会参加に関する意向等を把握するため、平成 29 年５
月に福岡県介護保険広域連合が実施主体となり、郵送にて調査を実施しました。 

 
（４）在宅介護実態調査 

国の在宅介護実態調査に基づき、要介護等認定を受け在宅で介護を受けている方を対
象として、ご本人の生活実態やご家族の介護離職の状況、さらには施設入所の意向などを調
査分析するため、平成 30 年６月に本市が実施主体となり、郵送にて調査を実施しました。 

 
  

地域包括ケアシステムの基
本構想づくり

広がりを意識した事
業の展開

担い手の確保

第7期評価に基づく
2025年に向けた効
率性・安定性の確保

新たな10年間に向
けた取組の深化

PLAN DO CHECK ACTION

計画 実行 評価 改善

第9期計画
H36～38

第8期計画
H33～35

第7期計画
H30～32

第6期計画
H27～29
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第２章 高齢者を取り巻く現状と平成 37 年の姿 

人口と高齢者の様子 

１ 総人口の推移 

本市の人口は、平成 22 年の 31,640 人から年々減少し、平成 37 年には 27,679 人にな
ると予測されており、年 260 人ほどの減少ペースとなっています。 

内訳でみると、65 歳以上の高齢者人口は、微増からほぼ横ばいに推移している一方で、15
歳から 64 歳の生産年齢人口の減少が著しく、人口減少の大きな要因となっています。その一因
として、本市は、市内に高校卒業後の進路となる大学・短大等がなく、高校卒業と同時に、進
学・就職により市外・県外への人口流出があります。 

なお、本計画の人口推移には、うきは市ルネッサンス戦略に記載されている、国勢調査を基に
した人口推計を用いました。 

 
（１）総人口と高齢者人口の推移 

 
                                        うきは市ルネッサンス戦略 

  

実績 推計 
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（２）人口ピラミッド 

 

                                                 国勢調査 
 

 １人の高齢者に対して支える現役世代の人数について 

 
内閣府が公表した「平
成 29 年版高齢社会白
書」によると、国では、
2065 年に１人の高齢
者に対して、1.3 人の
現域世代で支えること
になるとされています
が、本市では、2025 年
の段階でその状況にな
ると推測されます。 
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２ 高齢者人口の推移 

本市の総人口が減少する中で、高齢者人口は平成 22 年 8,753 人から平成 27 年 9,493
人となっており年 150 人ほどの増加で推移してきました。しかし、今後は平成 32 年をピークに、
減少に転じ、平成 37 年には 9,808 人になると推計されています。 

ただし、年齢区分ごとでみると、要介護のリスクが高まる 75 歳以上人口と、そのうち特に 85 歳
以上の人口が、引き続き増加する見込みです。 

 
（１）高齢者人口の推計 

 

                                        うきは市ルネッサンス戦略 
 
 

 
 

 今後、75 歳以上の医療や介護が必要な方々が増えていくので、地域の見守りが重要 
 独居者が少なく、２・３世代が多いので、家族による介護が残っている 
 世帯の状況の変化に（高齢夫婦から独居など）柔軟に対応する必要がある 
（老々介護の実態や社会的に孤立してサービスにつながらない方への対応など） 
 
 

  

策定検討会での意見 

実績 推計 
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３ 高齢者の世帯と就業や社会参加の状況 

（１）高齢者の世帯の状況 

高齢者のいる世帯の推移は、平成 22 年の 5,687 世帯が、平成 27 年では 5,974 世帯と
287 世帯の増加となっており、高齢独居世帯と高齢夫婦のみ世帯の割合が増加しています。 

世帯数に占める割合でみると、その他世帯の割合が、国・県と比較して高くなっており、２世代
３世代同居や親族等との同居などが多いまちのようすが垣間見えます。 

一方、高齢独居世帯の年齢群別では、85 歳以上の方が 1.3 倍に増加しています。 

 

  
                ※ 国勢調査  

150 205 85歳以上

425
455 75-84歳

404
518

65-74歳

979

1,178

0人

200人

400人

600人

800人
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1,200人

1,400人

H22 H27 凡例

高齢独居世帯の推移（うきは市）

 
平成37年の高齢者人口9,808人に対
して、国の推計手法を用いて推計される
認知症高齢者数は 1,962 人、さらに独
居高齢者は 1,576 人となると予測されて
おり、今以上に見守りや介護を要する高
齢者が増えると考えられます。 

本市の平成 37 年の姿 
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（２）就業の状況 

高齢者の就業の状況（国勢調査）は、平成 22
年の 2,098 人から平成 27 年には 2,522 人と 424
人の増加となっています。 

年齢群別にみると、65～74 歳では、就業者数、
就業率ともに急激に増加しており、団塊の世代が対
象となったことによるものと考えられます。 

一方、75 歳以上は、就業者数は増加しています
が、就業率は微減となります。 

 
                                              ※ 国勢調査 

 
（３）シルバー人材センターの様子 

シルバー人材センターの状況は、以下の通りとなります。 

 
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

会員数 276 名 268 名 280 名 

実就業人数 251 名 237 名 238 名 

就業率 90.9％ 88.4％ 85.0％ 

受注件数 1,756 名 1,726 名 1,712 名 

就業延人数 17,477 名 19,068 名 18,985 名 

                                             うきは市保健課 
 
 
 

 
 農業は、身体を使う仕事なので、結果的に健康づくりにもなっている 
 農業や商業など、定年がなく働き続けることができるため、生きがいを持って生活している 
 

  

策定検討会での意見 
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４ 要支援・要介護認定者数の推移 

（１）要介護度別認定者数の推移 

要支援・要介護認定者数は、平成 22 年は 1,397 人でしたが、平成 27
年まで１年間に50人ほどの増加を続けてきました。平成27年以降は、認定
者数が大きく増加せずおおむね横ばいに推移しています。 

介護度別にみると、最も人数が多いのは、要介護１となっていますが、要介
護４・５も同程度の人数となっており、介護度の高い方が多いことが本市の
特徴となります。 

一方、平成 29 年の本市認定率 17.4％は、国・県より低くなっています。 
 

 

                                      福岡県介護保険広域連合 
 
 

 
 認定率の低さは、自治会・老人会などの地域活動に参加する方が多いからではないか 
 地域で「集いの場」があり、歩いて行ける範囲で活動する方も多い 
 隠れ認定者（未申請者）やぎりぎりまで我慢している方もいるのでは 
 なんとかなるからとか、自分のことだからなんとかしなければと考え、問題意識が低いのでは 
 サービスを使わないので、家族や地域の見守りが重要な位置づけとなる 

  

策定検討会での意見 

認定率 H29.3 
全国計 18.0% 
福岡県 19.1% 
佐賀県 19.0% 
長崎県 21.3% 
熊本県 20.5% 
大分県 17.7% 
宮崎県 17.4% 
鹿児島県 19.9% 
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（２）新規認定者の発生率の推移 

新規認定者は、平成 24～26 年度に平均 420 人ほどとなっており、そのうち要支援は
200 人で、要介護は 220 人となっています。 

高齢者人口に占める平成 26 年度の新規認定者の発生率は、要支援が 2.4％、要介護
１～２が 1.3％、要介護３～５が 0.8％となっており、国・県と比較すると、要支援の発生
率が高いことが特徴となります。 

なお、本市は他市町村に先駆け平成 28 年度から介護予防・日常生活支援総合事業を
開始しており、要支援認定を受けずとも利用できるサービスの提供を開始することで、国・県と
比較して高い要支援の発生率対策の一助としています。 

 

 
                                  厚労省：地域支援事業状況報告 

 
 
 
 
 

  



高齢者保健福祉計画   

 

 

 
地域課題や地域特性のまとめ 

１ 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の概要 

（１）目的 

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画を見直すにあたり、既存データでは把握困難
な生活の状況や社会参加、今後の生活についての意見や潜在的なニーズ（サービスの利用
意向・高齢者福祉に関する意識等）、高齢者のおかれた環境やその他の事情等を調査・分
析し、計画の基礎資料とすることを目的としました。 

 
（２）配布回収状況 

 概要 

配布回収方法 郵送調査（郵送配布-郵送回収） 

抽出方法 要介護等認定を受けていない高齢者 

実施時期 平成 29 年５月 

実施主体 福岡県介護保険広域連合（以下、この節では広域連合と表記する） 

調査項目 

厚生労働省提示 

「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査項目（第７期計画用改訂版）」 

広域連合の独自項目 

「ボランティア活動の参加意向」 

配布数 2,722 件（広域全体：56,112 件）  

有効回答数 1,497 件（広域全体：29,068 件）  

有効回答率 55.0％（広域全体：  51.8％）  

 

  



  総論 

 

 

 
２ 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の結果 

（１）基本属性 

基本属性は、性別では、男性 42.5％、女性 57.5％、年齢では、65-69 歳 30.5％、
70-74 歳 23.2％、平均年齢は本市 74.73 歳、広域連合全体 73.83 歳となっており、本
市の調査対象者は 1.1 歳平均年齢が高くなっています。 

世帯構成では、一人暮らしが本市 13.2％、広域連合全体 16.8％となっており、介護の
必要度では、何らかの介護が必要な方は本市 8.8％、広域連合全体 8.4％となっています。 

 
【 性別 】 

 

【 年齢 】 

 

【 世帯構成 】 

 

【 介護の必要度 】 

 

  

調査数
（人）

男性 女性 無回答

1,497 42.5% 57.5% -

調査数
（人）

65-69歳 70-74歳 75-79歳 80-84歳 85歳以上 無回答
平均
年齢
（歳）

1,497 30.5% 23.2% 20.9% 14.3% 11.2% - 74.73

（参考）
広域連合全体の
平均年齢（歳）

［Ｈ29年度結果］

73.83

調査数
（人）

１人
暮らし

夫婦２人
暮らし

（配偶者
６５歳以

上）

夫婦２人
暮らし

（配偶者
６４歳以

下）

息子・娘
との２世

帯
その他 無回答

1,497 13.2% 29.1% 3.9% 27.5% 17.2% 9.1%

（参考）
広域連合全体の
一人暮らしの割合
［Ｈ29年度結果］

16.8%

調査数
（人）

介護・介
助は必
要ない

何らか
の介護・
介助は
必要だ

が、現在
は受け

ていない

現在、何
らかの
介護を
受けて
いる

無回答
『何らか
の介護
が必要』

1,497 81.6% 5.5% 3.3% 9.7% 8.8%

（参考）
広域連合全体の

何らかの介護が必
要な者の割合

［Ｈ29年度結果］

8.4%
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（２）介護予防のリスク者出現率について 

介護予防が必要なリスクを持つ方を項目別にみると、出現率が高い項目は、認知機能
37.3％、うつ傾向 35.3％、口腔 20.0％などとなっています。 

一方、広域連合全体の調査結果と比較して出現率が高い項目は、運動器＋1.0 ポイン
ト、閉じこもり+0.8 ポイントとなっています。 

本市では、①高齢者の特徴となる「出現率が高い項目」である、認知機能、うつ傾向など
への対策と、②本市の特徴と言える「広域連合全体と比較して出現率が高い項目」である、
運動器、閉じこもりなどへの対策が必要となっています。 

 
 

（３）社会参加の状況（頻度）について 

地域活動や趣味活動の参加状況について、月１回以上参加している人の割合をみると、
「③趣味関係のグループ」が 23.8％で最も多く、次いで「⑦収入のある仕事」（23.1％）、
「②スポーツ関係のグループやクラブ」（16.5％）となっています。 

月１回以上参加している人の割合を広域連合全体と比較すると、うきは市は「⑤老人クラ
ブ」や「⑥町内会・自治会」でやや割合が高く、「②スポーツ関係のグループやクラブ」でやや割
合が低くなっています。 

 



  総論 

 

 

 
（４）助け合いについて 

調査対象者本人とまわりの人の「たすけあい」について、本人と最も近い相手は、配偶者と
なっており、次いで同居の子どもや別居の子ども等の親族も、お互いに相談しやすい相手となっ
ている様子がうかがえます。一方、近隣や友人は、心配事や愚痴を話しあう相手ではあるもの
の、看病や世話までをしあうほどの関係ではないことがわかります。 

 
心配事や愚痴を聞いてくれる人、心配事や愚痴を聞いてあげる人、あるいは看病や世話を

してくれる人がいないと回答した方が、2.6～3.1％存在しており、本市の高齢者人口に当て
はめて考えるとおよそ 250 人～400 人の方がそういった状況にあることとなります。 

 
今後は、こういった方を把握することと、

地域の見守りの体制構築、さらにはちょっ
とした悩みや相談が気軽にできる場の周
知などが必要となっています。 

なお、生活支援ボランティアの参加意
向として話し相手や見守り・安否確認が
最も高くなっていることから、この方々の意
向を踏まえた見守り体制の構築が重要と
なっています。 
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３ 介護予防のリスク者出現率の他市町村比較 

 
（１）介護予防項目別の性・年齢群別リスク者出現率と全国・近隣市比較 

全６項目の出現率は、すべて全国よりも低くなっているとともに、久留米市、朝倉市と比較
してもほとんどの項目で出現率が低くなっています。 

 
① 運動機能評価 

 
② 栄養機能評価 

 
③ 口腔機能評価 

 

  

5.1

3.6

5.9 5.5

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0

うきは市 久留米市 朝倉市 全国

運動・男性

65-74歳 75-84歳 85歳以上

9.2
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4.0
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8.0

10.0
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うきは市 久留米市 朝倉市 全国

運動・女性

65-74歳 75-84歳 85歳以上
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うきは市 久留米市 朝倉市 全国

口腔・女性

65-74歳 75-84歳 85歳以上

出典：地域包括ケア「見える化」システム 

隣接する久留米市、朝倉市、八女市・大分県日田市のうち、地域包括ケア「見える化」システム上

でデータを確認することができた２自治体と比較を行っています。 
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④ 閉じこもり評価 

 

 
⑤ 認知症予防評価 

 

 
⑥ うつ予防評価 
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（２）介護予防のリスク者の出現率の全国比較 

介護予防のリスク者の出現率について、全国平均を100とした時の本市の出現率は、すべ
ての項目で全国平均を下回っています。 

個別にみると、男女ともに閉じこもり、口腔の出現率が高いことが特徴であり、さらに性別に
みると、男性では運動、女性では認知症の出現率が高くなっています。 

一方、女性の運動や栄養、男性の認知症では出現率が低くなっています。 
 

 
 

 
 

 
 認定率が低く、予防リスク者も低いので、介護予防がうまく進んでいると言えるのでは 
 女性の運動リスク者の低さは、集いの場などの参加者の女性の多さ（偏り）と一致する 
 「集いの場」の参加者が増えることで、運動、閉じこもり、うつ予防などにつながると考えられる 
 
 

  

策定委員会からの指摘 
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４ 在宅介護実態調査結果の概要 

（１）目的 

平成 30 年度に高齢者保健福祉計画の策定にあたり、本市における在宅介護を受けてい
る方の生活の状況や潜在的なニーズ、さらには、家族介護を行っている方の実態や就労状況、
介護離職の実情等を調査・分析し、計画の基礎資料とすることを目的としました。 

 
（２）配布回収状況 

 概要 

配布回収方法 郵送調査（郵送配布-郵送回収） 

抽出方法 要介護等認定を受け、在宅で介護を受けている方（全数調査） 

実施時期 平成 30 年６月 

実施主体 本市保健課 

調査項目 厚生労働省提示「在宅介護実態調査」 

配布数 816 件  

回収数 427 件  

回収率 52.3％  

調査不能 （施設入所・入院等により本人不在など）           115 件  

有効回答数 312 件  

 
（３）基本属性 

【世帯の状況】                  【年齢構成】 
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（４）主な介護者と介護離職の有無 

① 主な介護者の年齢 

主な介護者がいる方が 202 名となっており、その年代は、50 代が 25.7％となっていますが、
一方で、60 代 35.1％、70 代 20.3％、80 代 12.9％など、３人に２人は 60 代以上とな
っており、老々介護の実態が垣間見えます。 

 
 
② 介護を理由とした離職等の状況 

主な介護者となっている家族・親族等が、介護のために離職していない方が半数となってい
ますが、一方で、主な介護者やその家族等が離職・転職した方が 14.1％存在しています。 

 

 



  総論 

 

 

 
（５）家族等による介護の頻度 

本市で在宅介護を受けている方のうち、家族等による介護を受けている頻度について、「ほ
ぼ毎日」が 42.6％と最も多く、本市では在宅介護者の支えが大きいことがわかります。 

本人要介護度別にみると、「ほぼ毎日」の方は、要支援で 22.2％ですが、要介護 1・２で
46.1％、要介護３～５で 47.9％となっており、介護度が高くなるにつれて介護の頻度が上
がる傾向にあります。 

一方、介護者の就労状況別にみると、フルタイムやパートタイムで働いている方でも３人に
2 人がほぼ毎日介護をしています。 
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（６）主な介護者の就業状況 

主な介護者の就業状況は、フルタイムが 27.7％、パートタイムが 17.3％、働いていない方
が 45.0％となっています。 

主な介護者の年代別の就業状況をみると、～49 歳や 50 代の方では、おおよそ半数の方
がフルタイムで働きながら介護をしています。また 60代でも、おおよそ半数の方が就労を継続し
ながら（フルタイムまたはパートタイム）介護をしています。 

 

 
（７）主な介護者の就労継続の可否に係る意識 

主な介護者の就労は「問題なく、続けていける」7.7％、「問題はあるが、何とか続けていけ
る」59.3％であり、合わせて３人に２人が続けていける見込みを持っていますが、「続けていく
のは、やや難しい」13.2％、「続けていくのは、かなり難しい」8.8％であり、合わせて２割が続
けていくことに厳しい見通しを示しています。 
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（８）今後の在宅生活の継続に向けて、主な介護者が不安に感じる介護 

「認知症状への対応（44.1％）」が最も多く、「外出の付添、送迎等（39.1％）」、
「夜間の排泄（33.7％）」、「日中の排泄」「食事の準備（調理等）」がともに 26.2％など
が上位となっています。 

これを主な介護者の就労継続の可能性別にみると、就労継続を困難だと感じている方は、
「認知症状への対応」、「入浴・洗身」などの専門的な介護と、「食事の準備（調理等）」、
「掃除、洗濯、買い物など」、「金銭管理・諸手続き」などの生活支援に不安を感じている方が、
就労継続が可能だと思っている方と比較して高くなっています。 

 
 

（９）総括 

 家族介護の頻度は、４割以上が「ほぼ毎日介護」で、就労者でも６割以上が「ほぼ毎日」 
 就労しながら介護している方は、60 歳未満で約７割、60 代でも約５割 
 就労しながら介護している方の約２割は、就労継続を困難だと感じている 
 就労継続を困難だと感じている方は、「認知症状への対応」「夜間の排泄」の不安が大きい 
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第３章 基本理念と計画策定の考え方 

平成 37 年を見据えた地域包括ケアの方向性 

１ 地域包括ケアシステムの構築・深化 

日本は、諸外国に例をみないスピードで高齢化が進行しています。 
65 歳以上の人口は、現在 3,000 万人を超えており（国民の約４人に１人）、平成 54 年

の約 3,900 万人でピークを迎え、その後も、85 歳以上の人口割合は増加し続けることが予想さ
れています。また、認知症高齢者や、65 歳以上の単独世帯や高齢者夫婦のみの世帯もさらに
増加していきます。 

このような状況の中、団塊の世代（約 800 万人）が後期高齢者となる平成 37 年以降は、
国民の医療や介護の需要が、一層増加していくことが見込まれています。 

このため、厚生労働省は、平成 37 年を目途に、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の
目的のもとで、地域の包括的な支援・サービス提供体制（地域包括ケアシステム）の構築を推
進しています。 

地域包括ケアシステムとは、重度な要介護状態となっても、住み慣れた地域で自分らしい暮ら
しを人生の最期まで続けることができるよう、医療・介護・予防・生活支援・住まいを一体的に提
供する仕組みのことです。 

人口が横ばいで 75 歳以上人口が急増する大都市部、75 歳以上の人口の増加は緩やかだ
が人口は減少する町村部等、高齢化の進捗状況には大きな地域差があることから、地域包括
ケアシステムは、市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じて
作り上げていくことが必要とされています。 

 

                                               厚生労働省 
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計画の目指す姿 

１ 基本理念 

本計画は、「第２次うきは市総合計画」の将来像である「うきはブランドを絆で結ぶしあわせ彩
る うきは市 ～好きですうきは これまでも そして、これからも～」の実現に向けた高齢者保健福
祉の個別計画・実施計画としての位置づけを持つものとなります。 

また、うきは市地域福祉計画・地域福祉活動計画では、うきは市における「地域の助け合いに
よる福祉（地域福祉）」を推進するため、人と人とのつながりを基本として、「顔のみえる関係づく
り」、「ともに生きる社会づくり」を目指しています。 

本計画においては、地域包括ケアの実現を目指しつつ、高齢者自らが健康づくりや介護予防
に主体的かつ積極的に取り組むこと、そして、生きがいのある自立した生活の実現に向けて、「地
域活動や就労、さらには生活支援サービスの新たな担い手」として活躍する高齢者像の実現を
目指します。 

また、団塊の世代が 75 歳に到達する平成 37 年度を見据え、地域包括ケアを構築していくた
めの 10 年間の計画という位置づけを持つ「地域包括ケア計画」の第２期目となることから、前計
画における基本理念を引き継ぎ、その実現に向けた施策の継続的な展開を図ります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

第２次うきは市総合計画  

 うきはブランドを絆で結ぶ しあわせ彩るうきは市 
～好きですうきは これまでも そして、これからも～ 
  基本目標１ 将来のうきは市を担う人を育み、大切にしています 

基本目標２ 活力にあふれ、まち全体がにぎわっています 

基本目標３ 誰もが生き生きと安心して健康に暮らしています 
基本目標４ 安全で安心なまちで、住みよさを実感しています 

うきは市高齢者保健福祉計画 
 基本理念 

 安全・安心でいつまでも健康で輝けるまち 

第 3 期うきは市地域福祉計画・地域福祉活動計画 
 基本理念 

 声・手・心 つないで人の輪 地域の和 
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２ 基本目標 

本市は、高齢者が健康で安心して暮らし続けることができるよう、本計画の目指す姿の実現に
向けた施策展開を、高齢者の暮らしに応じた５つの目標（分野）に分け、地域の関係機関の
連携（地域包括ケアシステム）により実現します。 
 

基本目標１ 健康づくり・介護予防の推進 

 
 

基本目標２ 高齢者福祉の充実と生活支援体制の構築 

 
 

基本目標３ 多職種連携による重層的な支援体制の構築 

 

 

基本目標４ 認知症施策の推進と高齢者の権利擁護 

 
 

基本目標５ 安全で安心して生活できる地域づくり 

 

  

高齢者の健康づくり・介護予防の推進に向けて、健康づくりと介護予防の一体的な提供と介
護予防事業の展開により、自宅や地域において高齢者一人一人の身体機能に応じた範囲で介護

予防に取組むことができる地域づくりを目指します。 

住み慣れた自宅での自立した生活を支える高齢者福祉の充実と、互助による生活支援体制の

構築 ・地域見守り体制の構築を図ることで、協働による地域活動を推進するとともに、社会参
加・生きがいづくりの促進を目指します。 

住み慣れた地域で安心して暮らし続けていくことができるよう、多職種連携による重層的な
支援体制の構築を目指し、地域包括支援センターの機能強化と、医療と介護の連携促進を図る

とともに、サービス提供体制の確保及び資質の向上を図ります。 

認知症高齢者本人やその家族への支援の拡充と交流の促進を図るとともに、相談支援体制を
充実し、さらに高齢者虐待・権利擁護・消費者トラブル防止に向けた取組を促進することで、

認知症施策の推進と高齢者の権利擁護を図ります。 

安全で安心して生活できる地域づくりに向けて、交通弱者対策として移動手段の確保、住ま
いの整備を促進するとともに、災害時要援護体制の充実や交通安全 ・防犯対策の推進を目指し

ます。 



  総論 

 

 

 
３ 日常生活圏域の設定 

（１）日常生活圏域とは 

高齢者の生活を支える基盤の整備については、日常の生活を営む地域において様々なサ
ービスを提供する拠点の整備が必要です。 

第３期以降の「市町村介護保険事業計画」においては、高齢者が住み慣れた環境で生
活を継続できるようにするために、市町村内を１つまたは複数に区分した「日常生活圏域」を
設定し、同圏域を基本的な枠組みとして地域密着型サービスの提供体制を整えていくこととさ
れました。 

圏域の設定にあたっては、以下のような事項を踏まえ、地域の特性を総合的に考慮する必
要があります。 

 
① 公民分館・行政区の枠組み 
② 地域住民の生活形態 
③ 地理的条件（交通事情・面積） 
④ 人口及び世帯・高齢化の状況 
⑤ 介護給付等対象サービス基盤の整備状況 
⑥ その他社会的条件 
 
このため、第３期介護保険事業計画より地域密着型サービスなどの整備を計画する単位

となる日常生活圏域を設定しています。 
 

（２）日常生活圏域の設定 

本市においては、原則として各小学校区を「日常生活圏域」と設定します。介護サービスを
求める一人ひとりが地理的条件や交通等の利便性を確保しつつ、各事業者が提供するサー
ビス内容を十分に吟味しながら自己決定できる、選択の幅の広い枠組みをめざすものとしま
す。 

地域包括支援センターについては、平成 30 年度から市直営型と委託型の２つの地域包
括支援センター体制として役割分担を行いつつ、連携した施策の推進にあたっていきます。 
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４ 重点施策 

本市では、市民参画による計画策定の一環として実施したうきは市高齢者保健福祉計画策
定委員会・検討会等による議論を受け、施策の優先度が高いと思われる施策を、他の施策に優
先して取り組む重点施策として設定しました。 

 
本市は、国勢調査によると、高齢独居・高齢夫婦のみ世帯の割合が低く、その他世帯（２・

３世代同居、親族との同居など）の多世代同居が多い地域となっています。 
その背景には、農業や商工業を中心とした家族総出の経営形態が家族同居を必要としてい

ることや、久留米市・日田市などを通勤圏内とできることから、住み慣れた地域を離れることなく生
活し続けている方がいることなどが考えられます。 

本市は、要介護認定率が近隣自治体と比較して低くなっていますが、その要因の一つに、多
世代同居が多く、いまなお家族介護を行いながら生活している方が多いことが挙げられます。 

一方、アンケート調査による高齢者の
幸福度の平均は、うきは市全体の平均
が 7.17 点で、高齢独居と高齢夫婦の
み世帯では本市の平均を下回っていま
すが、一方で、２世代では平均を大きく
上回っていることがわかりました。 

つまり、多世代同居が多い本市は、
同居できていることで幸福感を感じなが
ら暮らしている方が多いまちであり、さらに
家族介護力が高いことで介護認定率が低いまちと言えます。 

今後、本市では、多世代同居を積極的に支援することで、家族の絆を実感し幸福感を感じな
がら、家族からのちょっとした介護を継続的に受けつつ自立した在宅生活を継続できることを目指
した施策を重点事業と位置付け強化します。 

 
 
 
 
 
 
 
 

１ 家族・地域による介護力の強化 
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高齢者を取り巻く環境として、平成 29 年 3 月 12 日から、新しい改正道路交通法がスタート

し、高齢運転者対策について、臨時適性検査制度の見直しと、臨時認知機能検査・臨時高齢
者講習制度の新設が行われました。 

具体的には、75 歳以上の運転者は 3 年に 1 回の免許証更新時に認知機能検査を受ける
ことになり、その結果次第では、免許の取り消し等の対象となるとされています。また、更新時以
外でも一定の違反行為があった場合は、新設される臨時認知機能検査を受けることが義務付け
られました。 

そのため、交通弱者対策としては、とくに免許返納者対策が急務となっています。 
本市には、公共交通としてバス路線はありますが、幹線道路沿いのルートと山間部の谷間のル

ートとなっており、地域を巡回するようなバス路線はなく、かつては福祉バスの運行を行っていた時
期もありましたが、現在は運行をしていません。また、買い物支援として市内のサンピットバリューで
は、3,000 円以上の買い物をされた方に対して自宅まで送迎を行う無料送迎サービスや、「ウキ
ウキ号」による移動販売サービスを行っていますが、あくまでも自主的・限定的なサービスとなってい
ます。 

今後は、市内全域を対象とし企画財政課が主管となって推進している公共交通の維持再編
に向けた検討と、生活支援体制整備事業の中で、江南小学校区で開始される「互助による移
動手段の確保策」の推移を見据えつつ、本市の実態に即した高齢者の移動手段の確保を地域
と一体となって推進します。 

同時に、本市には全国的にも珍しい市が管理・運営する「うきは市立自動車学校」と連携し、
75 歳以上の免許保有高齢者に対して、認知機能の低下予防に資するような取り組みを行って
いくことで、交通弱者対策の一助とします。 

  

２ 交通弱者対策の推進 
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施策横断的な本市ならではの地域包括ケアの実現 

１ 高齢者をテーマとしたうきは市ルネッサンス戦略との整合 

本市の活性化に向けて、喫緊に対応が必要と考えられる施策・事業について、うきは市ルネッ
サンス戦略に盛り込まれた施策・事業を実行することにより、地域経済の活性化や地域の環境
整備を進め、誰もが住みよいふるさと「うきは」を形成し、さらには、持続可能な地域形成に必要と
される人口の維持を目指しています。 

本計画では、うきは市ルネッサンス戦略と整合を図り、「高齢者」、「健康」、「福祉」などをキー
ワードとした具体的な施策と事業および重要業績評価指標（KPI）を共有します。 

 
うきは市ルネッサンス戦略の全体像と本計画で整合を図る分野（網掛） 

①  うきはの資源活用と新たな雇用の創出  

 1 藤波ダム周辺地域産楽連携空間形成プロジェクト 

 2 うきはブランド形成プロジェクト 

 3 温泉・健康ツーリズムプロジェクト 

 4 地域資源を宝にするのだ！わたしの起業プロジェクト 

 5 うきはの“しごと”拡大プロジェクト 

 6 うきはの“農業・林業”拡大プロジェクト 

 7 地理的環境分析に基づく農業等の戦略的ブランド化プロジェクト 

② 域コミュニティの再生と都市部からの人の呼び込み 

 1 ジョブマッチング空き家対策プロジェクト 

 2 災害に強い安全安心なまちづくりプロジェクト 

 3 輝け地域の宝にぎわい創出プロジェクト 

 4 2020 年日本書紀 1300 年をターゲットとしたうきはの歴史資源活用型「時空のネットワーク」形成プロジェクト 

③ 婚から子育てを経て生涯夢を持ち生活することができるうきは市 

 1 子は地域の宝プロジェクト 

 2 うきはっ子夢・学力向上プロジェクト 

 3 市民総出の健康増進プロジェクト 

 4 健康うきはプレミアムエイジプロジェクト 

 5 重点道の駅整備プロジェクト 

④ 代にあったうきはの地域づくりと広域的な地域間連携 

 1 個性ある地域・人づくりプロジェクト 

 2 福岡トライアングル都市圏形成プロジェクト 

 3 耳納北麓連携プロジェクト 

 4 生葉の未来創造プロジェクト 

 5 筑後川上中流域ネットワークプロジェクト 

 6 超広域市町村ネットワーク強化プロジェクト 
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（２）災害に強い安全安心なまちづくりプロジェクト 

施策と概要 想定される事業 KPI 

減災教育推進 

誰もが安心して暮らせる環境を整備するため、子どもから

高齢者まで避難等の意識向上を図り、地域の連帯を進め

る。自治協議会での自主防災活動を普及。自治協議会を

中心に、避難訓練や減災教育の実施。減災教育用パン

フレット、啓発シール等の作成。避難経路、防火水槽、要

援護者の見守り等をワークショップで情報共有。 

・自治協議会避難訓練

減災教育事業 

・地域の安全点検ワー

クショップ 

・文化財防災・減災・復

興支援 

避難訓練減災教育開

催回数：１カ所/年→３

カ所/年 

自主防災組織の組織

率：50%→80％ 

地域防犯推進 

「地域で地域は守る」を合言葉に、子どもへのあいさつ活

動や高齢者への声かけ活動等により、地域防犯力の向上

を図る。高齢者のいる世帯に対し、ニセ電話による詐欺予

防のため、ニセ電話防止電話機設置を推進する。 

・防犯カメラ設置事業 

・ニセ電話防止電話機

設置補助事業（迷惑電

話チェッカーの設置） 

防犯カメラ設置箇所数：

累計 14 箇所→22 箇所 

ニセ電話防止電話機設

置補助台数：100 台 

 
（３）市民総出の健康増進プロジェクト 

施策と概要 想定される事業 KPI 

うきは的健康事業の推進 

健康に結びつく様々な事業を推進することにより、市

民のクオリティ・オブ・ライフの向上を図る。 

・データヘルス推進事業（健診

受診率向上） 

・食を通じた健康づくり事業 

・運動習慣育成 

医療費削減率：

-10％ 

生きがい対策プログラム 

生涯現役で活動ができる地域社会を形成し、すべて

の世代が生き生きと生活できる環境を形成する。 

・コミュニティへの参加推進 

・相互扶助システムの強化 

・生活不活発病の防止 

自治協議会活動へ

の参加率：60% 

 
（４）健康うきはプレミアムエイジプロジェクト 

施策と概要 想定される事業 KPI 

フィジカルヘルス・メンタルヘルスの向上 

身体的な健康状態の維持により、高齢者の社会参

画促進と、精神的な健康状態の維持により、自立と

社会参画を進める。 

・高齢者が気軽に取り組める運

動の推進 

・認知症予防事業・域内見守り

事業 

一般高齢者の外出

頻度（週４～５日以

上）：70% 

シルバー人材センターの活性化・充実化 

高齢者の社会参画を進めるため、ボランティア作業

でポイント制度を導入し、登録者の増加と活性化を

図る。人員募集のメール通知。Wi-Fi 環境の整備。 

・シルバー人材センターポイント

制事業 

・メールアドレス登録事業 

・高齢者向けスマホ活用事業 

シルバー人材センタ

ー登録者数：500 人 

高齢者メール登録

者：1,000 人 
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２ 基本理念・施策の方向性の体系 
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基本目標 

目標 ３ 

多職種連携による重層的な支援体制の構築 

目標 ２ 

高齢者福祉の充実と生活支援体制の構築 

目標 １ 

健康づくり・介護予防の推進 

目標 ４ 

認知症施策の推進と高齢者の権利擁護 

目標 ５ 

安全で安心して生活できる地域づくり 
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１ 健康づくりと介護予防の連携 

２ 介護予防事業の展開 

３ 訪問型サービスと生活支援サービス 

４ 通所型サービス 

５ 介護予防ケアマネジメントと事業評価推進 

６ 一般介護予防事業 

施策の方向性 

１ 高齢者の生活支援サービスの拡充 

２ 地域見守り体制の構築 

３ 生活支援体制の推進 

４ 協働による地域活動の推進 

５ 社会参加・生きがいづくりの促進 

１ 地域包括支援センターの機能強化 

２ 医療と介護の連携 

３ サービス提供体制の確保及び資質の向上 

１ 認知症高齢者や介護家族への支援 

２ 相談支援体制の充実 

３ 高齢者虐待・権利擁護・消費者トラブル防止に向けた取組の促進 

１ 移動手段の確保 

２ 状況に応じた施設や住まいの整備 

３ 災害時要援護体制の充実 

４ 交通安全・防犯対策の推進 
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第２部 各論 

第１章 分野別施策 

健康づくり・介護予防の推進 

１ 健康づくりと介護予防の連携 

（１）健康長寿のための健康づくりの推進と健康づくり関連計画との連携 

本市は、健康増進計画、データヘルス計画など健康づくりに関する各種計画を策定し、市
民の健康寿命の延伸を目指すとともに、市民が健康に関する正しい知識に基づき主体的に
健康づくりに取り組むことができるよう、市民の健康データに基づく健康課題の抽出と周知を広
く行い、効果的な普及・啓発を図ってきました。 

食に関しては、食育推進計画を策定し、本市の基幹産業である「農業」と「食」と「健康」を
結びつけた取組を推進しています。 

高齢期においては、気軽に取組むことができるウォーキングやストレッチ体操を中心として、運
動機能の向上に向けた、高齢者一人ひとりの取組を支援することで、ロコモティブシンドローム
（運動器症候群）の発症・重症化予防を図っています。 

さらに、65 歳到達者に対して介護保険被保険者証の交付説明会を毎月１回、市が実
施していますが、その際に、介護保険制度と利用手続き等に関する講話とともに、健康増進
に関する事業の説明やロコモ・フレイル・認知症などの早期からの健康づくりからつながる介護
予防や社会参加の必要性等情報の提供を行っており、今後も継続して実施します。 

 
 
65 歳到達者説明会 

 

実績 

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

開催数 １２ １２ １２ 

対象者数 ５３２ ５１７ ４７３ 

参加者数 ２６０ ２６５ ２３９ 

参加率 ４８．８％ ５１．２％ ５０．５％ 

 
  



高齢者保健福祉計画   

 

46 

 
（２）特定健康診査・がん検診の実施 

病気の早期発見や早期治療を目的に、特定健康診査、各種がん検診を実施し、検査結
果に基づき、生活習慣の改善が必要な高齢者に対する保健指導を行うことにより、疾病の予
防や重症化の予防を図ります。未受診者への啓発と再検査など受診の徹底にも努めます。 

特定健康診査は、市が実施する集団健診の他、医療機関における個別健診の実施、人
間ドックにおける特定健診分の公費負担など今後も市民の受診機会の拡大・受診率の向上
を図ります。 

受診者へのフォローとして、特定保健指導対象者だけにとどまらず、生活習慣病の重症化
予防対策としての保健指導対象者を選定し、個別の保健指導・栄養指導・運動指導を行
います。 

また、受診者全員に健診結果の見方、健診を継続して受けることの必要性等の指導・啓
発を行うなど、生活習慣病発症予防に重点を置いた取組みを併せて進めていきます。 

がん検診については、特定健診と同時に実施しており、国の補助金を活用した女性特有が
ん、大腸ガン検診の無料実施、土日健診の拡大など受診率の向上を図り、また、検診内容
の見直し、追加（平成26年度より胃がんリスク検診の導入）を行うなど、より効果的な疾病
予防対策を進めていきます。 

なお、制度改正により健診の結果説明会と初回面談を同時に実施できるようになったこと
から、本市では、その特性を活かして同時開催することとした結果、特定保健指導の実施率
をあげることができました。 

本市では、健診の結果説明だけでなく、介護予防サポーター養成講座など他事業の周知
の場として活用することで、事業間の連携を図っています。 

 
特定健康診査・特定保健指導 

 

実績 目標 

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

特定健康診査       

 対象者数 ６，０６５ ５，８３７ ５，８７３ ５，７２０ ５，６０６ ５，４９４ 

 受診者数 ２，３４４ ２，２２８ ２，１０４ ２，２８８ ２，３５４ ２，４７２ 

 受診率 ３８．６％ ３８．２％ ３６．８％ ４０．０％ ４２．０％ ４５．０％ 

特定保健指導       

 対象者数 ２８４ ２８６ ３３０    

 指導者数 ２６４ ２６２ １４０    
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各種がん健診の実績 

 

実績 

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

胃がん ２，６４８ ２，３０２ ２，１７０ 

子宮頚部がん ２，４９４ ２，５９９ ２，３８２ 

乳腺がん ２，８００ ２，７８７ ２，７９７ 

前立腺がん １，１４６ １，１３２ １，１２７ 

肝炎ウイルス ８９６ ５０６ ４１７ 

結核・肺がん ３，９０８ ３，８４１ ３，７３７ 

大腸がん ２，２１７ １，９７５ １，９４６ 

 
（３）健康増進事業との連携 

本市では、集団健康教育として、糖尿病予防教室を平成 29 年度から実施しており、健
診受診者であり、血液検査で HbA1c6.5 以上（受診勧奨レベル）の方に対して、個別郵
送により案内を送付しています。 

過去には、年４クール実施していたほど参加者が多い事業で、現在でも年２クール（春・
秋）で定員 20 名、１クールあたり８回の講座として、健康講話・調理実習・試食・個別指
導などを提供しており毎回多数の申し込みがあります。 

また、教室終了後もフォローアップとして６か月間の追跡を行っており、教室で学んだことが
生活習慣に定着し行動変容につながるよう働きかけを行っています。 

なお、対象者は 40 代～70 代までとなっていますが、高齢期の方が多く受講していることか
ら、講座の一部に市職員による運動指導を取り入れるなど、介護予防との連携を図っており、
その結果本教室卒業生が、元気が出る学校へつながったり、介護予防サポーター養成講座に
つながったりしています。 

引き続き、健康づくりと介護予防の連携した事業として継続していくとともに、他事業でも積
極的な連携を図ることとします。 

 
糖尿病予防教室 

 

実績 

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

開催数   １７ 

参加者数   ３０６ 
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（４）食と農と健康を結ぶ食育事業の展開 

本市は、食と農と健康を結ぶ食育の取組に力を入れており、未就学時期の子どもたちへは、
保育園児を対象に、農業体験、みそづくり体験、箸つくり体験などの活動をミネラル野菜普及
会が主体となって実施しています。 

また、食生活改善推進員が各地区で活動を行っており、伝統料理の普及や食を通じた健
康づくり活動を推進しています。本市、食生活改善推進員の養成講座の開催、食生活改善
推進員に対する研修会の実施等を通じた活動支援を行っており、今後も継続していくこととし
ています。 

さらに、学校給食を通じた食育・地産地消を推進しており、市内で栽培された野菜を使った
給食の提供を小中学校と保育園で実施しています。 

さらにこれらの活動そのものが高齢者の社会参加、いきがい活動になっていることから、本市
の地域性を活かし、食と農と健康を結び付けた食育の展開を図ります。 

 
食と農と健康づくり事業 

 

実績 

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

食育講演会開催数 ０ １ ０ 

食育推進教室（JA にじ委託事業）の実施回数 １７ ２１ ２２ 

食育推進教室 
（うきは市林業研究グループ事業）の実施回数 

１１ １０ １０ 

食生活改善推進事業 ６ ６ ６ 
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２ 介護予防事業の展開 

（１）介護予防の推進に向けた制度改正の概要 

介護保険制度改正により、国は、新しい介護予防事業の考え方と実施方法を示していま
す。これによると、従来の一次予防・二次予防という考え方はなくなり、すべての高齢者を対象
として地域の実情に応じた効果的・効率的な事業展開を行うことができるようになりました。 

また、新たな事業として、地域リハビリテーション活動支援事業が加わり、地域における介護
予防の取組の強化に向けて、リハビリテーションの専門職等の関与が求められています。 

そのため、本市では、平成 28 年度から介護予防・日常生活支援総合事業を開始し、要
支援者を含めた多様な高齢者の状態像に応じた多様なサービスを提供しています。 

なお、本市ではこれまで、介護予防に関するケアマネジメントは、「何をしてほしいか」ではなく、
「何ができるようになりたいか」という視点で支援を行ってきており、新しい介護予防事業が始ま
るにあたっても、この自立支援型の視点を持ったケアプランの作成とすべての事業の効果的な
推進に取り組んでいきます。 

 

  



高齢者保健福祉計画   

 

50 

1１箇所 

３箇所 

５箇所 

10 箇所 

１０箇所 

３箇所 

１箇所 

３箇所 

３箇所 

１箇所 

うきは市小学校区別通いの場（集いの場＋よりあい）マップ（月１回以上） 

集いの場 よりあい 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

（順次拡大予定） 

 

 

ロコモ予防教室 ノルディック 
ウォーキング体験会 スマイルアップ教室 

モリモリ会 キラキラうきは 
（商工会） いきいきプラチナ塾 

福富地区「ほっこり」 

元気が出る学校 スマイルケア（脳の健康プログラム） 

本市の介護予防に資する社会参加の場 

通所 B 

通所 C 
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本市では、合併以前から健康増進事業として、地域での集いの場支援を行ってきました。 
ここでは、その実施状況と本市の取組をまとめました。 
 
地域での介護予防事業の実施個所数の推移と主な取組 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
「集いの場」の実施頻度 
 
 
 
 

  

げんき塾から集いの場へ 介護予防の推移と歴史 

旧吉井町：サテライト 7箇所 

旧浮羽町：老人会活動 7箇所 

保健師・看護師等専門職などが

福祉委員等と一緒に実施 

よりあい事業から 

げんき塾へ名称変更 

事業個所数拡大 

よりあい事業へ名称統一 

介護予防事業説明会・お茶の間

筋力トレーニング教室実施に

より事業個所数拡大 

住民ボラン

ティア参加

開始 

総合事業開始 

うき８体操完成 

げんき塾から住民主体の

「集いの場」へ移行。げ

んき塾ボランティアか

ら、集いの場サポーター

へ。サポーター養成講座

の通年実施により、サポ

ーター数の増加。フォロ

ーアップの継続。 

お試しげんき塾の開始により

事業個所数拡大 

ボランティア養成講座の実施 

多職種連携による介入開始 

健康増進事業 

として実施 

介護予防事業 

として実施 
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（２）介護予防・日常生活支援総合事業のサービス利用の流れ 

介護予防・日常生活支援総合事業の対象者は、①市町村の窓口に相談に来て、明らか
に要介護ではないなど条件を満たす場合に、②基本チェックリストに該当し、さらに③事業参
加を希望する方となります。 

本市では、過去の実績から、新たに要支援の認定を受ける方が年間 200 名ほどであること
が分かっています。また、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の結果から介護認定を受けて
いない方のうち、最大で３人に１人ほどが該当することが分かっています。 

これらの方々のうち、実際に地域包括支援センター等の相談窓口において前述の①～③
の流れを経て総合事業の対象となる方に対し、今後適切なサービスを提供していきます。 

 
 
介護予防・日常生活支援総合事業の利用までの流れ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

利用者

市町村窓口

要介護認定 事業対象者 事業対象者外

要介護１～５ 要支援１・２

介護給付 予防給付

介護予防ケアマネジメント居宅サービス計画 介護予防サービス計画

総合事業 一般介護予防事業

非該当（事業対象者）

＊明らかに要介護認定が必要な場合
＊予防給付や介護給付によるサービス

を希望している場合など

基本チェックリスト

年間 200 名の 
新規要支援認定者 

一般高齢者のうち、 
介護予防が必要な対象者 
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３ 訪問型サービスと生活支援サービス 

訪問型サービスについては、予防訪問介護に相当するものと、それ以外の多様なサービスか
らなり、多様なサービスについては、雇用労働者が行う緩和した基準によるサービスと、住民主
体による支援、保健・医療の専門職が短期集中で行うサービス、移動支援があります。 

今後、訪問型の介護予防事業のうち、専門職でなくてはならない部分以外は、現在養成
している介護予防サポーターなど、新たな社会資源の利活用を検討していきます。 

 
（参考）国の示す訪問型サービスの類型 

 
 
 
 
 

  

提供中 提供中 提供中 
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（１）訪問型サービス A 

訪問型サービスＡは、サービス提供従事者は有資格者だけに限らず、国の規定する内容
の研修修了者も従事が可能となっており、多様な担い手によるサービス提供が期待されていま
す。訪問型サービスＡで提供できるサービス内容は、身体介護の提供はできないこととなってお
り、生活援助のみとなります。 

本市では、現在２事業所でサービス提供されています。 
今後は、本市のサービスニーズを適切に把握しつつ、担い手の裾野を広げるとともに、担い

手の質の確保に向けて、県が主催する生活援助従事者研修等と連携した取組を検討しま
す。 

 
（２）訪問型サービス C 

訪問型サービスＣについては、通所型サービスと組み合わせることにより、通所サービス利用
者の初回のアセスメントと最終の評価として実施しています。 

引き続き、通所型サービスＣ利用者の目標達成に向けたアセスメントとリスク管理に資する
事業として継続して実施していきますが、今後はさらに短期集中型訪問サービスでの機能改
善等が可能な方に対して専門職による適切な支援についても検討していきます。 

 
訪問型サービス C 

 

実績 

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

回数    

参加者数  ７ １８ 
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４ 通所型サービス 

通所型サービスは、現行の通所介護に相当するものと、それ以外の多様なサービスからなり、
多様なサービスについては、雇用労働者が行う緩和した基準によるサービスと、住民主体によ
る支援、保健・医療の専門職により短期集中で行うサービスがあります。 

本市では、「通所型サービス A・B・C」、及び公民館単位での「集いの場」等を実施している
ことから、今後は、これらの事業のつなぎや、相互の事業間での連携と対象者の循環が生まれ
るような仕掛けづくりを行っていくことで、国の示すサービス類型に添った事業展開を図ります。 

同時に、サービスのメニューについても、運動機能だけでなく、栄養、口腔、認知症予防など、
複数のリスクを併せ持った高齢者像を想定して、メニューづくりを行っていきます。 

 
（参考）国の示す通所型サービスの類型 

 
 
 
 

  

提供中 提供中 提供中 提供中 
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（１）通所型サービス A 

本市では、平成 28 年度より通所型サービスＡが市内 8 カ所で実施されており、軽運動等
で体力や筋力の維持・改善を図りながら、地域への復帰や新たな地域活動をすることを目標
に、取り組んでいます。 

現在、事業所によっては、利用者がほとんどいないところもあれば、利用者増に対応するた
め、スタッフ研修を行いたいという要望を持っているところもあります。 

そのため、個々の事業所だけに着目せず、地区の人口構成・認定者の状況などを考慮した
うえで、通所型サービス A のあり方を検討する必要があります。 

一方、利用者に対しては、サービス終了後に地域の集いの場等に復帰できるよう、地域と
の連携推進を図るとともに、多様なサービスの実施体制の確保を図ります。 

 
（２）通所型サービス B 

住民主体の通いの場として、体操・運動など自主的な介護予防活動を行う、ボランティア
主体の活動であり、本市は立ち上げ支援事業としてモデル的に実施しています。 

本市では、平成 30 年度より福富地区で送迎付き集いの場の立ち上げを支援し、健康サ
ークル「ほっこり」がスタートしました。 

実施に際しては、地区の代表者や各団体、地元介護予防サポーターとの話し合いを通じて、
集いの場の必要性や継続していく体制づくりについて協議し、住民主体活動にむけた地域包
括支援センターからの多様な後方支援を行うことにより、住民同士でサポートし合う、互助力
のある住民の自主活動的な集いの場として機能しつつあります。また、送迎についても地域で
できる移動支援として買い物等生活支援も含めた方法を検討することにもつながっています。 

今後は、福富地区での実施状況を検証し、さらに介護予防サポーターの養成・育成状況
等を踏まえながら、他地区への働きかけを行っていきます。 

同時に、生活支援体制整備事業においても、集いの場の必要性を訴えていくことで、早期
の実現に向けて関係機関等一体となって推進します。 

 
通所型サービス B（平成 30 年９月末現在） 

H30 年度実施月 ６・７月 ８月 ９月 

実施回数（回） ５ ４ ４ 

平均参加者数（人） ３６．８ ３９ ３９．３ 

平均送迎利用者数（人） １２．４ １２．５ １４ 

平均サポーター数（人） 

（参加者に含む） 
８ １１ １０ 
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（３）通所型サービス C：元気が出る学校・スマイルケア教室 

本市では、平成 28 年度より委託の通所型サービスＣを実施しており、リハビリテーション専
門職等による最大６カ月間の短期集中的な支援プログラム等を行っています。 

事業対象者や要支援認定者、介護保険申請非該当者で短期集中型のプログラムに参
加することによって、改善が見込まれる方に対して「元気が出る学校」を案内しています。 

参加を希望された高齢者には、生活機能を改善し自立支援に向けた取り組みとして、３カ
月～６カ月間の短期集中型で運動器の機能向上や栄養改善、口腔機能のプログラムを実
施します。 

午前中の運動プログラムでは、介護予防サポーターの実技研修の場を兼ねており、参加者
との交流、サポーターとしてもより実践に近い研修の場となっています。 

また、元気が出る学校参加者は午後から、脳の健康プログラムである「スマイルケア教室」へ
も参加し、読み・書き・簡単な計算や数字盤などを実施したり、自宅学習教材を行うことにより、
生活リズムを整え認知機能の維持向上をめざします。 

修了後は自立した生活と地域等で行われる集いの場等社会参加へ繋げます。 
 
通所型サービス C：元気が出る学校 

 

実績 

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

参加者数  ８ １８ 
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５ 介護予防ケアマネジメントと事業評価推進 

（１）介護予防事業等の対象者の把握とケアマネジメントの実施 

平成 26 年度をもって、生活機能評価が廃止となることと、全国一律には基本チェックリスト
の配布を求めないようになることから、介護予防事業の対象者の把握方法について、地域の
実情に応じた効果的・効率的な方法で実施することが求められています。 

そのため、福岡県介護保険広域連合が実施主体となり、平成 30 年度から３年間をかけ
て認定者以外の高齢者全員を対象とした高齢者生活アンケート（介護予防・日常生活圏
域ニーズ調査）を実施することとなっていることから、このデータを活用し、介護予防事業の対
象者の把握を行っていくこととします。 

本市においては、高齢独居や高齢夫婦世帯、85 歳以上の介護認定を受けていない方や
認知症のリスクを抱えた方など、リスクが高く、かつ福岡県介護保険広域連合の調査だけでは、
十分な把握ができない可能性のある方々については、個別的・臨機応変に「基本チェックリス
ト」を活用することで、高齢者一人ひとりの状態把握を実施します。 

同時に、地域包括支援センターと住民・民間組織・医療機関等の連携により、地域におけ
る様々なルートを通じて対象者を把握できる体制を拡充していきます。 

一方、本市が把握・選定した事業対象者及び要支援認定者については、地域包括支援
センターが１）対象者の把握、２）一次アセスメント、３）介護予防ケアプランの作成、４）
事業の実施、５）評価のプロセスにより、自立保持のための身体的・精神的・社会的機能の
維持向上を目標とする介護予防事業に関するケアマネジメントを実施します。 

介護予防は生活習慣病との関連も深いため、若・壮年期からの一連の健康づくり事業と連
動し、連続した取り組みができるよう健康づくり部門との連携、強化に努めます。 

 
介護予防ケアマネジメント 

 

実績 

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

介護予防ケアプラン ４，３１６ ４，１６３ ４，２０６ 
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６ 一般介護予防事業 

（１）介護予防把握事業 

本人、家族からの相談や、地域包括支援センター、医療機関からの情報提供により、効
果的かつ効率的に収集した情報等を活用し、閉じこもりなどの何らかの支援を要する方を把
握し、介護予防につなげます。 

また、福岡県介護保険広域連合が実施する高齢者生活アンケートでは、平成 30～32
年度の３年間で認定者以外の高齢者全員を対象として、心身状況等を把握するとしていま
す。福岡県介護保険広域連合では、この調査結果を基に介護予防に係るハイリスク高齢者
を把握するとともに、システムに結果を反映し、介護予防事業等の検討の基礎データとして提
供するとしていることから、本市では、この結果を基に、必要な対応を図ることとします。 

 
（２）介護予防普及啓発事業 

① 集いの場 

歩いて通える地域公民館等で生活習慣病予防や介護予防に関する知識の普及と運動
の習慣化、栄養改善、口腔機能向上等を啓発することにより、生活習慣病発症やロコモティ
ブシンドローム、認知症に起因する要介護状態への予防活動を実施します。 

地域の自主的な活動とはいえ、対象者によっては、身体機能レベルが要支援レベルと考え
られる方もいますが、そういった方であっても、集いの場の参加を通じて身体機能の維持と社会
参加の場の確保につながっています。 

つまり、集いの場は、「楽しく参加ができて、在宅生活の継続に寄与できる」、一定の介護
予防効果のある事業となり得ていると考えられます。 

そのため、平成 28 年度から、週１回以上の実施など一定の活動条件を満たした団体に、
月 4,000 円の補助を行うことで、団体の活動頻度の増加を後押ししています。 

今後、活動地区の拡大、活動頻度の増加を図るためには、介護予防サポーターの養成が
不可欠となっており、仮に全地区で実施を目指すとなると１地区当たり２名のサポーターが必
要なため、本市全体で 300～400 名のサポーターを養成していく必要があります。 

同時に、出前講座や協議の場等で地区への丁寧な説明を行い、事業開始に向けて地区
役員等との合意形成を図りながら事業実施を目指していきます。 

なお、集いの場のみではなく、地域には福祉委員が中心となって実施する、よりあい活動や
その他サークル活動など多様な集う場が社会資源として介護予防の役割を担っています。これ
らの実施場所などを見える化し、情報共有できるツールを作成していくことも今後すすめていき
ます。 
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実績 

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

開催数 ５３１ ６４６ ７８８ 

参加者数 ５３９０ ６４８２ ９３７８ 

 
② ロコモ予防教室 

運動機能向上中心のプログラムを実施し、運動習慣を身につけ、ロコモティブシンドローム
（運動器症候群）の予防改善を図ります。 

会場としてうきはアリーナを活用し、委託事業としてインストラクターとも課題を共有・連携し
ながら実施していきます。また、教室修了後にもフォローアップ教室を実施することによって継続
的な予防をすすめています。平成３０年度より理学療法士が介入し、より専門性の高いケア
により早期予防を目指します。 

 

 

実績 

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

開催数  ７６ ６２ 

参加者数  ７４０ ６３９ 

 
③ ノルディックウォーキング教室 

ノルディックウォーキング用ポールを使用したウォーキング体験会を実施します。 
平成２１年度より体験会とフォローアップ教室を継続事業として実施してきましたが、平成

２９年度よりこれまでの継続参加者を中心に自主サークルを立ち上げ、「うきはノルディックウォ
ーカーズ」として毎週１回の自主活動を開始し、集いの場の一つとして活発に活動しています。
市は年３回の体験会を継続実施し、体験会修了後はサークルでの継続を促しています。 

 
④ 認知症を予防する講座 

認知症に対する正しい知識の普及啓発を行うとともに、認知症の早期発見・予防のための
講座を開催します。脳の健康教室、出前講座、認知症サポーター養成講座（82 頁）など
多様な支援方法により、認知症施策を進めていきます。 
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⑤ 「介護の日」講演会 

11 月 11 日「介護の日」前後に、介護予防に関する講演会を実施します。 
平成 23 年度は、県と協賛で講演会とイベント等２日間にわたって実施し、介護事業所や

市内外から多くの方にご参加いただきました。 
毎年、現状に沿ったテーマで講師派遣による講演会を開催しています。 
 

 

実績 

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

参加者数 ２８５ ８９ ８０ 

 
（３）地域介護予防活動支援事業 

① 集いの場サポーター養成講座 

本市では、市内各地で実施している介護予防事業等に担い手として参画するボランティア
の養成講座として、「介護予防サポーター養成講座」を実施しています。 

これまで、教室型でのボランティア養成講座を開催してきましたが、ボランティア数の大きな増
加は見られませんでした。平成 28 年度より開始した講座では、介護予防サポーターとして必
要な知識を学ぶための講義と、実際に現場を体験することで、将来サポーターとして活動につ
ながるよう、通所型サービス C「元気が出る学校」の場を実習機会としたプログラムを提供して
います。 

平成 28 年度 11 月から開始し、これまでに 53 名の方が本講座を修了し、「通所型サービ
ス B」、「集いの場」などで活躍しています。 

今後も、本講座を継続していくことで、①介護予防事業や地域での居場所づくりの担い手
を養成し、地域の介護予防活動を支援し活性化を図る目的と、②担い手として参画する方
一人ひとりの生きがいづくりや社会参加、交流の機会を創出する目的という２つの目的の達成
を目指します。 

 

 

実績 

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

開催数 
実技  １３ ５１ 

講座  ４ １２ 

参加者数  ２１６ ５４７ 

修了者数  １２ ３５ 
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② 集いの場サポーターフォローアップ教室・ステップアップ教室 

介護予防サポーター養成講座を受講し修了した者に対し、フォローアップ教室を実施してい
ます。 

養成講座受講修了者は希望により「集いの場サポーター」として登録し、地域での集いの
場でサポーター活動を行います。フォローアップ教室では、地域の集いの場とサポーターとのマッ
チングにより毎月地域への配置を行います。また地域での活動の情報共有や、勉強会を実施
します。（毎月１回）また、新規サポーター向けの研修会として運動実技や支援方法等ステ
ップアップ教室（毎月１回）も開催しサポーター活動の充実を図ります。 

 
③ 生活管理指導短期宿泊事業（ショートステイ） 

生活機能が欠如しているひとり暮らし高齢者又は一時的に養護する必要が生じた者等に
対し、特別養護老人ホームに短期間宿泊させ、生活習慣等を指導します。 

 
（４）一般介護予防事業評価事業 

介護予防事業は、事業評価を行うことも事業の中に含まれており、評価結果に基づき、事
業の実施方法等の改善を図ることが求められており、評価基準の考え方や評価の実施につい
ては、国の示す「介護予防マニュアル改訂版」を参考としながら実施します。 

なお、介護予防事業は、高齢者に関する保健・福祉・介護の分野で、行政と地域包括支
援センター（保健師を中心とした専門職）の関与のあり方次第で、大きな結果をあげることが
できる分野のひとつであることから、本市の地域資源とこれまでの取組で得たノウハウを活かし、
最大限の成果が上がるよう、高齢者一人ひとりの状態像を見極め実施していきます。 

同時に、事業費用対効果に着目した評価を行い、その成果を関係者と共有することで、広
域連合の試算にある今後増加する要介護認定者数に対して、確実に成果をあげることができ
る介護予防事業の展開を目指します。 
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（５）地域リハビリテーション活動支援事業 

「心身機能」「活動」「参加」のそれぞれの要素にバランスよく働きかけるために、地域におい
てリハビリテーション専門職等が、地域包括支援センターと連携しながら、通所、訪問、地域ケ
ア会議、住民運営の集いの場等に関与し、介護予防の機能強化が図られることを目的とした
事業です。 

通所や訪問にリハビリテーション専門職等が関与することにより、日常生活に支障のある生
活行為の改善や、効果的な運動プログラムの提案、介護職等への助言等が強化され、地域
における自立支援に資する取り組みを推進します。 

平成 27 年度から平成 28 年度にかけて、福岡県のモデル事業として筑後地区介護予防
支援センターと連携してうきは地区のリハビリテーション専門職による連絡会「うきは地区
PTOTST 連絡会」により地域の集いの場で活用できる体操として「うき８体操」を作成しまし
た。今後は集いの場等への様々な専門職による直接的支援体制も構築していきます。 

 

（コラム）「うき８体操」を通じた介護予防のまちづくり 

 
うき８体操は、うきは市で働くリハビリテーションのプロ、理学療法士（PT）・作業療法士

（OT）・言語聴覚士（ST）の皆さんと一緒に、「うきは市のみなさんがいつまでも元気でいてほし
い…」という思いで作成しており、知らず知らずのうちに低下す
る筋力や体の機能を維持改善できる運動を厳選し、覚えや
すく８個にまとめたものです。 

うき８体操は、解説を付けた A３サイズのパンフレットにまと
めてあり、必要な方には保健課にて配布を行っています。 

さらに、住民主体の集いの場で実施できるように、DVD を
作成しており、専門的な指導者の支援が常になくても、住民
の皆さんで集まって活動できるようにしています。 
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高齢者福祉の充実と生活支援体制の構築 

１ 高齢者の生活支援サービスの拡充 

特別養護老人ホームの入所基準が原則要介護３以上となり、中度介護認定者を家族
が支える場面が増えていることから、家族介護者への支援としては、経済的な支援、心身の
負担軽減につながる支援、そして、緊急時の通報・対応体制の確保の３つを重層的に展開
することで、家族介護者の負担軽減を図っています。 

 
（１）家族介護者交流・リフレッシュ事業 

要介護被保険者の状態の維持を目的とした、適切な介護知識・技術の習得や外部サー
ビスの適切な利用方法の習得等を内容とした研修会を開催します。 

現在は、リフレッシュを目的として旅行プログラムの提供を行い、また、在宅介護者の負担軽
減に向けた講習会（介護講習会や介護職講習会）も行っています。 

 
（２）家族介護継続支援事業（紙おむつ等支給事業） 

在宅にて紙おむつ等を必要としている高齢者等を介護している家族に対し、紙おむつ等を
支給することにより高齢者等の福祉の増進を図るとともに、介護をしている家族の経済的負担
を軽減することを目的として、介護用品（紙おむつ等）を支給します。 

今後は、介護認定者の増加が見込まれるため、事業のさらなる周知を図り家族への負担
軽減を行っていきます。 

 
 要介護１ 要介護２・３ 要介護４・５ 

支給月額 1,000 円 2,000 円 4,000 円 

 

 

実績 

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

利用者数 ２５０ ２１８ ２３０ 

  



  各論

 

65 

 
（３）寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業 

寝たきりの高齢者や心身の障がいや疾病のある高齢者に対して、保健衛生の維持向上を
図るとともに、介護者の身体的、精神的負担の軽減を図るために、寝具類の洗濯、乾燥、消
毒のサービスを提供します。 

 

 

実績 

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

利用者数 ３４ ４１ ４１ 

 
（４）老人日常生活用具給付事業 

ひとり暮らし高齢者で支援を要する高齢者等に対し、世帯状況等を調査し世帯の課税状
況等により決定された額により、火災報知器、自動消火器、電磁調理器の給付を行います。 

 
（５）食の自立支援事業（配食サービス） 

おおむね 65 歳以上のひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯、および心身の障がい又は
疾病などの理由で食の確保が困難な方を対象に、食事の提供によって健康と福祉の増進を
図るため、昼食・夕食又は昼食か夕食のいずれかを利用者の居宅まで配達し、併せて利用
者の安否確認を行います。 

利用者数、配食数は増加傾向にあり、利用の要件等の見直しを行っているところです。 
 

 

実績 

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

利用者数 ９３ １０５ １１９ 

配食数 ３５，６６３ ３３，２２７ ３８，５４０ 

 
（６）緊急通報体制等整備事業 

ひとり暮らし高齢者や身体障がい者等に対し、急病や災害の緊急時に迅速かつ適正な対
応を図るとともに、福祉の増進に資することを目的に、緊急通報装置を貸与します。 

利用者数は増加傾向にあります。 
 

 

実績 

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

利用者数 ６９ ７７ ８３ 
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２ 地域見守り体制の構築 

（１）地域の互助による支え合い活動 

地域の互助による見守り・支え合い活動には、大きく２つに分けて考える必要があります。 
ひとつは、従来からの地縁による見守り・支え合い活動ですが、本市には、各地域に地縁に

よる見守り・支え合い活動が根付いており地域のつながりが非常に強い土地柄となっています。 
現在、158 行政区のうち、40 行政区（合同実施もあるため 30 か所）では福祉会を設

置しており、その中で福祉マップ・支えあいマップを作成し、見守りを実施している地区では、避
難所、危険個所、見守り対象者宅、支援者宅などを見える化することで、住民間で情報共
有するとともに、作業を通じて顔の見える関係づくりを行うことができています。 

もうひとつは、郵便局員や水道検針員、新聞配達員などと連携・協力した、重層的な見守
りの体制となります。県では、県と新聞販売店など各家庭を訪問する機会の多い事業者との
間で、「見守りネットふくおか」に関する包括協定を締結し、訪問先の異変を察知した際には、
市町村へ通報される仕組みを構築しています。 

今後は、この県との包括協定に基づいた事業展開と、本市に根付いて活動している地元の
事業所に対しても連携の輪を広げていくような働きかけを行っていくことで、重層的な高齢者見
守りのネットワークづくりを推進します。 

 
県と見守りネットふくおか協定を締結している事業者（平成 29年 12 月現在） 

新聞販売店連合会（新聞５紙）、（株）セブン-イレブン・ジャパン、日本郵便（株）九州

支社、九州電力（株）、西部ガス（株）、エフコープ生活協同組合、グリーンコープ生活協

同組合ふくおか、公益社団法人福岡県医薬品配置協会、損害保険ジャパン日本興亜（株）、

日本生命保険相互会社 
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（２）ひとり暮らし高齢者等見守り事業 

ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯を対象に、福祉サービスの要件確認や新規対象者
と地区の高齢者の生活状態等を把握し、介護状態や孤立等の予防や早期発見、早期対
応を進めていくことを目的にとして、民生委員の協力による高齢者の意向調査を実施していま
す。 

今後は、85 歳以上で介護認定を受けていない方、高齢夫婦のみ世帯など、リスクを抱え
て在宅生活を送る高齢者に的を絞った状態の把握と観察の手法を取り入れることは極めて重
要となることから、リスクが高いと考えられる高齢者に限定して一人ひとりの状態の把握を実施
します。 

 
ひとり暮らし高齢者等見守り事業の状況 

 

実績 

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

見守り支援対象者 １，２３５ １，５０３ １，５２２ 
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３ 生活支援体制の推進 

（１）生活支援サービスの充実と体制整備 

在宅生活を支える福祉施策の推進には、地域支援事業の生活支援体制整備事業の活
用などにより、市町村を中心とした支援体制の充実強化を図り、地域全体で多様な主体によ
る生活支援サービスの提供を推進していくことが重要となります。 

このためには、以下６つのプロセスが必要とされています。 
① 地域のニーズと資源の状況の見える化、問題提起 
② 地縁組織等多様な主体への協力依頼などの働きかけ 
③ 関係者のネットワーク化 
④ 目指す地域の姿・方針の共有、意識の統一 
⑤ 生活支援の担い手の養成やサービスの開発 
⑥ ニーズとサービスのマッチング 
 
本市は、うきは市社会福祉協議会に第１層(市全体)の地域支え合い推進員を業務委

託で配置し、さらに平成 30 年１月に公益財団法人さわやか福祉財団の支援を受けて「支え
合いのまちづくりフォーラム in うきは」の開催、平成 30 年３月に第１層協議の場の設置が完
了しています。 

第２層については、各自治協議会や民間事業者、医療・介護関係者と連携し、市内３
小学校区(江南、御幸、大石)に協議の場の設置ができ、江南地区では「移動手段の確保
策」、御幸地区では「歩いて行ける範囲に居場所の創出」など、それぞれ地域性のある話し合
いが行われています。 

今後は、市民協働推進課、社会福祉協議会、各地区自治協議会と協議し、第 2 層協
議の場が住民主体の運営となるよう働きかけていくとともに、各日常生活圏域に協議の場の
設置を目指します。 

また、庁内連携会議(保健福祉・就労・公共交通)で情報の把握や共有を図りながら、第
1 層協議の場を年 3 回開催し、第 2 層協議の場での仕組みづくりの取組を情報共有し、課
題の認識と協議を行う場となるよう働きかけていきます。 

 
第１層協議の場の開催数と第２層協議の場の設置数 

 

実績 目標 

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

第１層協議の場開催数   1 3 3 3 

第２層協議の場設置数  2 3 5 8 10 
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４ 協働による地域活動の推進 

（１）地域で活動するボランティア等への支援 

本市には、食生活改善推進員、健康づくり推進員、介護予防サポーターなど地域に根差
した自主的な活動を行うボランティアが存在し、それぞれが独自の地域活動を推進していま
す。 

しかし、地域の担い手不足が深刻化し、地区ごとに割り当てられた役員・ボランティアのなり
手がない地区や、役員のなり手が見つからず同じ方が何度も役員を担っている地区もでてきて
います。 

一方で、これらの活動に参加されている方からは、「活動が楽しみ」、「人とふれあう機会にな
っている」、「活動を通じて友達が増えた」などの声が聞かれることから、ボランティア従事者自身
の社会参加、生きがいとなり得ていると考えられます。 

実際、大石地区では、活動に賛同した有志が集まり、住民発出による住民型有償ボラン
ティア団体「おおいし絆クラブ」が立ち上がり、30 分 300 円を基本としたチケット制によるちょっと
した生活の困りごとを支えあう互助の活動が始まっています。 

さらに御幸地区の御幸通区では行政区単位での「絆クラブ」が立ち上がり、互助の活動が
始まっています。 

そのため、本市は、地域で活動するボランティアへの支援として、活動の意義等を周知し広く
市民へ参画を呼び掛けるとともに、講師派遣等による人材育成・研修会等の開催支援、広
報誌等による情報発信や人材確保に向けた支援に努めます。 

 
（２）地域福祉活動の場の整備（介護予防拠点整備） 

本市には、保健センターだけでなく、うきはアリーナ、吉井・浮羽体育センター、うきは市生涯
学習センター、公民館など、それぞれの設置目的は異なりますが、高齢者の健康づくりや介護
予防の事業や、各種相談に応じるとともに、いきがいづくり活動等を行うための施設があり、地
域福祉活動の拠点となっています。 

しかし、特に公民館などでは、住民主体の集いの場として、介護予防活動に取り組んでい
ますが、エアコンなどの空調設備がない場合や、施設内外に段差があったり、手すりがなかった
りする箇所での転倒リスクが高いことなど、通年を通して高齢者の通いの場として利用する施
設としては、整備を要する部分も多くなっています。 

そのため、介護予防拠点として必要な設備等を、介護基盤緊急整備特別対策事業等を
活用して順次整備していきます。 
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（３）高齢者の見守り活動の中核を担う団体の連携促進 

本市では、地域包括支援センターが主体となり、地域における高齢者の見守り活動の中
核を担う民生委員と、高齢者の自立した在宅生活を支える専門家である介護支援専門員
がお互いに顔の見える関係性を構築できるよう、合同研修会を開催しています。 

平成 29 年度は、浮羽地区と吉井地区のそれぞれで研修会を実施し、浮羽地区 60 名、
吉井地区 65 名の民生委員と介護支援専門員が一堂に会し、お互いの連携についてグルー
プワークを行いました。 

さらに、妹川地区出前講座では、自治協議会会長・区長・民生委員・福祉委員・女性部
などと介護支援専門員が合同で、高齢者の見守りの現状と今後の方針や課題について協議
する場を設けました。 

今後も、地域包括支援センターが中心となり、地域の各種団体等をつなぎ、顔の見える関
係づくりに向けた活動を行っていきます。 

 
顔の見える関係づくりに向けた民生委員と介護支援専門員の合同研修会 

 

実績 目標 

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

開催数   2 2 2 2 
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５ 社会参加・生きがいづくりの促進 

（１）高齢者の生きがい・社会参加の促進と生涯スポーツの推進 

健康の保持増進に向けてスポーツの必要性を啓発するとともに、スポーツの中でレクリエーシ
ョン的な要素を取り入れつつ、気軽にグループづくりができるような、楽しみながら継続してスポ
ーツができる場の提供に努めます。 

本市の多くの高齢者が取り組んでいる、グラウンドゴルフやゲートボールについては、総合的
に支援するとともに、ニュースポーツの普及啓発についても積極的に取り組みます。 

一方、老人クラブは、高齢者相互の親睦や交流を図る重要な目的を持つ団体ですが、近
年単老数の減少、会員数の減少、役員の担い手が見つかりにくいなどの課題があります。 

そのため、老人クラブの活動についての周知広報や、老人クラブが、地域の見守りや生活支
援サービスの担い手となることで、老人クラブの活動そのものも活性化し、新たな加入者が増え
るような仕掛けづくりを検討します。 

 
老人クラブの状況 

 

実績 

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

単老クラブ数 ８１ ８１ ７９ 

会員数 ５，３５８ ５，２７４ ４，８５５ 

 
（２）敬老事業の推進 

本市では、多年にわたって社会に貢献された方々に敬意を表すとともに、長寿を祝福し、敬
老の意を表すため、①敬老会等を実施する実施団体に対し、うきは市敬老会等報償費を支
給するとともに、②満 80 歳、88 歳、100 歳、さらに 101 歳以上の方全てに対して、うきは市
敬老祝金を支給しています。 

今後も、高齢者の長寿を祝し、高齢者の福祉の向上に寄与するため継続していきます。 
 
敬老事業の状況 

 

実績 

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

敬老会開催数 １３２ １２３ １２１ 

敬老祝金支給人数 ６０１ ６０６ ６１１ 

 

  



高齢者保健福祉計画   

 

72 

 
（３）生涯学習の推進（うきは市民大学いきいき学部） 

高齢者の学習の充実と社会参加活動の促進を図り、高齢者が「創り」「教え」「学び」「活
かす」をテーマに高齢者が健康と生きがいづくりに取り組んでいます。 

実行委員会が主催でいきいき教室を開催し、受講生は企画運営し、学長が認定すること
で自主運営講座（課外活動）を開催することができます。今後も活動拠点を作るため取り
組んでいきます。 

 
（４）陶芸教室 

浮羽町陶芸部「土の詩」、吉井町陶芸部「寿楽窯」は、陶芸活動による生きがいづくりの
場となっています。また、小学生の親子が参加する「わんぱく陶芸教室」、保育所の陶芸教室
の講師となるなどの社会貢献活動も行っています。 

 
（５）浮羽町日本赤十字看護奉仕団あいの会 

地域の人とのつながりを深め、互助共生の地域社会を目的として、ひとり暮らしの方への声
かけや手作りお弁当配布、施設入所者等訪問、地区のよりあいやシルバー男性料理教室の
お手伝い等を行っています。 
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（６）高齢者の就労・就業等の支援 

平成 27 年の国勢調査によると、前期高齢者の
42.8％、後期高齢者の 12.5％が何らかの仕事に従事
しており、平成 22 年よりも就業者数・就業率ともに増加
しています。 

本市では、農業・自営業など定年のない業種に従事
する高齢者が多いことや、うきはブランド推進課の事業とし
て、うきは市民センター（図書館）別館で創業・移住相
談窓口や無料職業紹介所の機能を有した U-BiC（ユ
ービック）が高齢者を含めた就業支援を行っていることか
ら就業者数、就業率ともに増加していると考えられます。 

また、シルバー人材センターにおいては、就業機会の確
保、就業開拓、事業拡大、適正就業等に取り組み、高齢者の就業を通じた生きがいづくりを
推進するとともに、会員による地域社会に貢献するボランティア活動を促進しています。 

シルバー人材センターの取り組み内容や会員の自主活動等について、会報やホームページ、
ポスター・チラシ、イベント等で広くＰＲするとともに、入会説明会や研修会を開催して、多様
な特技や技能、意欲のある高齢者の加入を促します。 

同時に、現在検討している生活支援サービスの提供体制の一部として、シルバー人材セン
ターが新たなメニュー開発（話し相手、ごみ出し、掃除、送迎など）を行い、必要な人員を確
保する場合は、必要な支援を行っていきます。 
 

シルバー人材センター 

 

実績 

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

会員数 ２５，０５２ ２４，８１４ ２４，７６７ 

実就業人数 ２１，３９４ ２０，７９５ ２０，３４４ 

就業率 ９０．９％ ８８．４％ ８５．０％ 

受注件数 １３８，４７３ １３５，６１６ １３１，２９０ 

就業延人数 ２，２１７，２２５ ２，１７６，０６９ ２，１２８，２４９ 

 

  

604 620 75歳以上

就業者数

1,494
1,902 65-74歳

就業者数

2,098

2,522

37.4%

42.8%

12.7% 12.5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0人

500人

1,000人

1,500人

2,000人

2,500人

3,000人

H22 H27 凡例

高齢者の就業状況（うきは市）



高齢者保健福祉計画   

 

74 

 
多職種連携による重層的な支援体制の構築 

１ 地域包括支援センターの機能強化 

（１）地域包括支援センターの機能強化に向けた体制整備 

本市は、平成 29 年度まで地域包括支援センターを直営で設置してきました。 
地域包括支援センターは、行政直営型、委託型にかかわらず、行政（市町村）機能の

一部として地域の最前線に立ち、地域包括ケアシステムにおける中核的な機関として期待さ
れることから、現状の課題や今後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
ことが重要となっています。また、「在宅医療・介護連携の推進」、「認知症施策の推進」、「地
域ケア会議の推進」、「生活支援サービスの体制整備」に係る事業が包括的支援事業に位
置づけられており、設立当初と比較するとその役割は格段に高まっています。 

本市地域包括支援センターにおいても、平成 27 年度から医療・介護専門職、地域住民、
行政の多職種の委員で個別ケースの検討により共有された地域課題を地域づくりや政策形
成に結びつける「地域ケア推進会議」を年２回開催してきました。 

また、医療機関（病院・診療所・歯科診療所等）と、介護サービス事業所、福祉関係機
関などの多職種の連携を目指し、浮羽医師会と連携してうきは市在宅医療・介護連携推進
事業を平成 27 年度から開始し、平成 29 年度には在宅医療拠点事業協議会３回、運営
委員会５回の会議を設けました。 

 

 

  

多職種協働による個別事例のケ

アマネジメントの充実と地域課

題の解決による地域包括ケアシ

ステムの構築

早期診断・早期対応等により、

認知症になっても住み慣れた地

域で暮らし続けられる支援体制

づくりなど、認知症施策を推進

地域医師会等との連携により、在

宅医療・介護の一体的な提供体制

を構築

市町村

運営方針の策定・新総合事業の実施・地域ケア会議の実施等

在宅医療・介護連携

認知症初期集中支援チーム
認知症地域支援推進員

介護予防の推進

地域ケア会議

包括的支援業務
介護予防ケアマネジメント

地域包括支援センター
※ 地域の実情を踏まえ、基幹的な役割のセン

ター（※１）や機能強化型のセンター（※

２）を位置づけるなどセンター間の役割分

担・連携を強化

※１ 基幹的な役割の

センター

（直営センターで実施も可）

たとえば、センター間の

総合調整、他センターの

後方支援、地域ケア推進

会議の開催などを担う

※２ 機能強化型のセンター

過去の実績や得意分野を踏

まえて機能を強化し、他の

センターの後方支援も担う

今後充実する業務については地

域包括支援センターまたは適切

な機関が実施

＜例＞

・基幹的な役割のセンターに

位置づける方法

・他の適切な機関に委託して

連携する方法

・基幹的な役割のセンターと

機能強化型のセンタ－で分

担する方法 等

高齢者のニーズとボランティア等の

地域資源とのマッチングにより、多様な主

体による生活支援を充実

多様な参加の場づくりと

リハビリ専門職の適切な関与に
より、高齢者が生きがいをもっ

て生活できるよう支援

従来の業務を評価・改善す

ることにより、地域包括ケ

アの取組を充実

生活支援コーディネーター

地域包括支援センターの機能強化のイメージ
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このような中、地域包括支援センターが地域づくりの中核を担い、地域課題から政策形成

に結び付けていくためには、さらなる機能強化と業務分掌の明確化が必要となってきたことから、
平成 30 年度から新規に委託型センターを設置し、運営を浮羽医師会に委託することで、基
幹型と委託型の２つの地域包括支援センターに役割を分担しました。 

今後は、基幹型において、在宅医療・介護連携の中核としての役割、介護予防・日常生
活支援総合事業の推進、認知症施策の推進、生活支援サービスの推進、地域ケア会議の
開催などの役割を担い、一方、委託型においては、介護予防ケアマネジメント業務及び指定
介護予防支援業務（ケアプラン等作成と支援）を担うことで、機能強化を図ることとします。 

一方、体制強化については、職員の退職等に伴う新たな専門職員確保が困難な状況に
あることや、新たに雇用した職員の育成にも時間を要する現状があります。 

しかし、平成 30 年度から厚生労働省が策定する評価指標を用いて、地域包括支援セン
ターの業務の状況や量等を把握し、評価点検を行うとともに、評価内容に応じた必要な人員
体制の充実や予算確保に努めることで体制強化についても継続して実施します。 

 
地域包括支援センターの体制と主要業務（平成 30 年９月現在） 
 基幹型 委託型 

運営主体 うきは市役所 浮羽医師会 

職種の配置状況 ９名 ９名 

管理者 １名 １名 

健康運動指導士 １名 ─ 

理学療法士 １名 ─ 

主任介護支援専門員 １名 １名 

介護支援専門員 １名 ─ 

保健師又は経験のあ

る看護師 
２名 １名（兼務） 

社会福祉士 ２名 １名 

ケアプランナー ─ ５名 

事務職 ─ １名 

主要業務 

①介護予防・生活支援サービス事業 

②一般介護予防事業 

③在宅医療・介護連携推進事業 

④認知症施策 

⑤地域ケア会議推進事業 

⑥生活支援体制整備事業 

①介護予防ケアマネジメント業務 

②指定介護予防支援業務 

 （ケアプラン作成と支援） 
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（２）地域ケア会議の開催による効果的な連携体制の構築 

地域ケア会議は、地域の支援者を含めた多職種による専門的視点を交え、介護支援専
門員（ケアマネジャー）のケアマネジメント支援を通じて、適切な支援につながっていない高齢
者の支援を行うとともに、個別ケースの課題分析等を通じて地域課題を発見し、地域に必要
な資源開発や地域づくり、さらには介護保険事業計画への反映などの政策形成につなげるこ
とを目指すものとなります。 

また、今回の制度改正では、地域ケア会議の設置が規定（法的な位置づけ）され、市町
村は地域ケア会議を行うよう努めなければならないことや、地域ケア会議の参加者への守秘
義務などが設けられました。 

本市では、今後も地域包括支援センターが中心となり、自立支援型ケアマネジメントに向
けた「地域ケア個別会議」を、うきはブロック介護サービス事業連絡会、うきは地区 PTOTST
連絡会など関係機関等を通じて保健・医療・福祉等の従事者に参加を呼びかけ、定期的な
開催を行っていきます。 

同時に、本市が中心となり、地域課題の把握から対策まで一貫した対応ができる「地域ケ
ア推進会議」の開催についても、定期的な開催を行うこととします。 

 

  

    

  
 
地域ケア会議の開催 

 

実績 目標 

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

推進会議の開催数   2 4 4 4 

個別会議の開催数 9 11 59 48 48 48 

 

地域ケア推進会議 
市全域における地域課題の整理 
市全域におけるネットワークの構築 
地域課題解決に関する政策提言 

地域ケア会議 
（個別地域ケア会議） 

地域課題の整理 
地域課題の解決策の検討 
解決策の検討を通じた関係機関等のネットワークの構築 
多職種協働による個別ケースの課題解決 
個別ケース検討・支援を通じた関係機関等のネットワークの構築 
個別ケース検討・支援を通じた地域に共通する課題の発見 
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（３）地域リハビリテーション活動支援事業の展開 

地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービ
ス担当者会議、住民運営の集いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進します。 

なお、本市の在宅医療・介護連携の中心的な手段として、地域ケア会議の開催と地域リ
ハビリテーション活動支援事業の展開を位置づけ、在宅療養支援、人材育成や研修、連携
に必要なツールの開発やルールづくり等の役割を担い、本市で在宅介護を行っている家族の
在宅介護力の限界点を高め、可能な限り住み慣れた地域で安心して暮らしていける「地域
包括ケアの構築」に向けた核となる取組とします。 

 
 
 

 

地域ケア会議の開催とリハ職の関与による施策検討・地域づくりのイメージ 
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２ 医療と介護の連携 

（１）多職種協働による医療と介護の連携の推進 

本市には、永く住み慣れた自宅・地域での生活が可能な限り続くことを望む高齢者が多く、
そのためには、仮に高齢者が疾病を抱えても、住み慣れた地域や在宅で療養することができる
よう、在宅医療・看護、在宅介護を中心としたケアが受けられる支援体制の構築が重要で
す。 

このような背景のもと、浮羽医師会は、「福岡県地域在宅医療推進事業」及び「福岡県
在宅医療連携拠点整備事業」に、浮羽歯科医師会では「訪問歯科診療推進整備事業」に
取り組んでいます。 

 
■福岡県在宅医療連携拠点整備事業 
 ●在宅医療相談窓口設置 
 ●同行訪問事業 
 ●退院支援連携促進事業 
 ●医療機器の共同利用 
 
また、医療・介護サービスが地域の中で一体的に提供されるよう、共有すべき情報について

検討を進めており、退院支援や日常の療養支援、急変時の対応、看取り看護など、さまざま
な場面で適切なサービスにつなぐことができるよう、県の支援のもと、地域包括支援センターを
中心とする医療と介護の関係機関によるネットワークの構築に取り組んでいます。 

また、これらの連携を在宅医療・介護連携推進事業として地域支援事業の包括的支援
事業に位置づけ、本市・久留米市・浮羽医師会の３者で委託契約を結び、以下８つの事
業を実施しており、今後も継続していきます。 

 
ア）地域の医療・介護の資源の把握 
イ）在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策を検討する会議の開催 
ウ）切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進 
エ）医療・介護関係者の情報共有の支援 
オ）在宅医療・介護連携に関する相談支援 
カ）医療・介護関係者の研修 
キ）地域住民への普及啓発 
ク）在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携 
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（２）うきはブロック介護サービス事業連絡会を通じた連携 

本市では、浮羽医師会、うきは市社会福祉協議会、医療機関、薬局、介護事業所など
が加入する連絡会を立ち上げており、サービス事業所間の情報交換、研修会等を開催し、事
業所間の連携と資質の向上を図っています。 

連絡会は、総会と６つの専門部会で構成されており、平成 29 年度の主な活動は、全会
員が対象となる全体研修会の開催、高齢者徘徊模擬訓練の実施、御幸地区福祉大会と
のタイアップによる寸劇、声かけ確認、啓発活動の実施と、各部会が主催する個別研修会等
の実施などとなっています。 

本市では、この連絡会を通じた活動が毎月のように開催されており、加入する会員は常にど
こかで顔を合わせ、お互いを知りあう関係性が構築されており、その結果、事業所の枠組みを
も超える幅広い多職種の連携ができていると自負します。 

今後も、本市は地域包括支援センターが中心となり、連絡会を通じた本市ならではの貴重
な人と人とのつながりが生み出す社会資源の後方支援を担いつづけます。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

うきはブロック介護事業連絡会 
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３ サービス提供体制の確保及び資質の向上 

（１）サービスの質の向上に向けた事業者への支援 

平成 12 年からスタートした介護保険制度は、サービス提供事業所が年々増加してきたな
かで、保険者と各事業所が連携し相談対応の充実や事故防止に努め、サービスの質の向上
が図られてきました。 

引き続き、本市は福岡県介護保険広域連合と一体となり、介護サービスの質の向上を図
るため、地域包括支援センター等による研修を実施し、研修内容については、地域ケア会議
等の場において現状と課題を分析し、それらを踏まえてプログラムの充実を図ります。 

また、介護サービスの利用者からの苦情や不満を聞き、サービス提供者と本市の間に立って
問題解決を図る「介護相談員」を配置し、利用者の視点でサービスの質の向上を図ります。 

さらに、ケアプラン作成の参考資料など介護保険制度に関する様々な情報を事業者に提
供し介護保険の適正な運営を推進します。 

 
（２）事業者への適切な指導・監査の実施 

介護保険法に基づき、介護サービス事業者に対し介護給付等対象サービスの取り扱いや
介護報酬の請求等に関する事項について、周知徹底することを目的に指導を行います。実施
形態としては、事業所における実地指導、必要な指導の内容に応じ集団指導を行います。 

また、指定基準違反や介護報酬請求に関する不正がある場合等は監査を実施します。 
なお、厚生労働省では、社会福祉法人に対して、平成 25 年度以降の財務諸表の公表

を義務化していることから、適宜指導を行っています。 
 

（３）福祉人材の育成 

平成26年６月に成立した「介護・障害福祉従事者の人材確保のための介護・障害福祉
従事者の処遇改善に関する法律」の施行に合わせ、介護・障害福祉従事者の賃金改善が
図られることが期待されており、法の周知とそれに基づいた事業所の取組等を支援します。 
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認知症施策の推進と高齢者の権利擁護 

１ 認知症高齢者や介護家族への支援 

（１）認知症初期集中支援チームの設置と認知症地域支援推進の配置 

認知症の人やその家族に早期に関わることで早期診断・早期対応に向けた支援体制を構
築し、認知症になっても本人に意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮
らし続けられるように認知症初期集中支援チームを市内の精神科である筑後吉井こころホス
ピタルに６月から業務委託で設置しました。 

認知症専門医１名、専門知識をもつ看護師、精神保健福祉士で構成されたチーム員が、
認知症の方（疑いのある方）やその家族の状況に合わせた病院やサービス利用、家族の支
援を行っています。 

また、認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために、認知症の人やその家
族を支援する相談業務等を行う認知症地域支援推進員を３名配置し、認知症関係事業
（認知症カフェ・講演会等）への参加等を中心に活動しています。 

今後は、認知症あるいはその疑いのある方に関する情報を、随時拾い上げていき、チームに
よる対応を図るとともに、多職種連携の場である地域ケア会議においても、継続的に情報交
換・意見交換を図ります。 

 
認知症初期集中支援チーム検討委員会の開催 

 

実績 目標 

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

開催数          2 2 2 

  

診断・指導

指導・助言

地域包括支援センター・認知症疾患医療センター等に設置

紹介

診断・指導

紹介

情報提供・相談

複数の専門職による個別の訪問支援

（受診勧奨や本人・家族へのサポート等）

保健師・看護師等

連携

認知症初期集中支援チームと認知症地域支援推進員について

認知症サポート医

である専門医（嘱託） ○ 専門的な鑑別診断

○ 定期的なアセスメント

○ 行動・心理症状外来対応

○ 地域連携

●認知症初期集中支援チーム
●専門医療機関（認知症疾患医療センター等）

●認知症地域支援推進員

地域の実態に応じた認知症施策の推進

（医療・介護・地域資源と専門相談等）

●かかりつけ医・歯科医

指
導

助
言

相
談

情
報
提
供

医療系＋介護系職員（保健師、看護師、介護福

祉士、社会福祉士、精神保健福祉士等）

訪問担当者
相
談

情
報
提
供

指
導

助
言

近隣地域

本
人

家
族

訪問（観察・評価）

専門医

派遣

日常診療

診療

相談
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（２）認知症サポーターの養成と認知症高齢者見守り事業の推進 

認知症サポーターは、認知症について正しく理解し、認知症の人や家族を温かく見守り、支
援する応援者であり、地域住民、金融機関やスーパーマーケットの従業員、小・中・高等学校
の生徒など様々な方が登録されています。 

また、保健課職員や認知症介護実践リーダー研修修了者等を、計画的にキャラバン・メイ
トとして養成しており、平成 29 年度末で 106 人がキャラバン・メイトとして活動できる体制が
整っています。 

今後は、若い世代を含めた認知症サポーターの養成と活動意欲のある認知症サポーターの
活用を図っていくとともに、地域ぐるみで見守る体制づくりとして、高齢者徘徊 SOS ネットワーク
事業を推進し徘徊の恐れのある方の事前登録や仮に行方不明になった場合でも、登録情報
等を活用し安全に早期発見ができるよう、地域の関係機関とのネットワークづくりを進めます。 

また、市町村圏域を超えた広域ネットワークとしては、「ちくご認知症高齢者等 SOS ネットワ
ーク広域連携事業」を行っており、筑後地域 12 市町が連携し、平成 20 年度に研究会を設
置して、福岡県大牟田市などの先進事例に学び、平成 24 年度から事業を開始しています。 

事業の中では、県・市町共同で徘徊事例の全件検証を行いながら、各市町のネットワーク
と広域連携体制の課題の改善に向けて取り組んでいます。 

 
認知症サポーターの養成 

 

実績 

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

開催数 ７ １０ ４ 

登録者数（新規） ４１７ ２８０ ９５ 

キャラバン・メイト総数 １０３ １０３ １０６ 

 
高齢者等徘徊 SOS ネットワーク 

 

実績 

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

登録者数（新規） １ ２ ４ 

登録者総数 ８ １０ １４ 
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（３）認知症カフェを通じた交流機会の創出 

家族の負担の軽減のために、認知症の方やその家族の語らいの場、さらに、認知症の方や
その家族、地域住民が集い、語らい、支えあう「認知症カフェ」を、平成 28 年度から「オレンジ
カフェ三春」、平成 29 年度から「はじまるカフェ咸生閣」の市内２か所で、それぞれ月１回実
施しています。 

今後も、それぞれの団体が継続して実施できるよう本市でも必要な支援を行っていきます。 
 
認知症カフェ 

 

実績 

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

開催数  12 24 

参加者数  276 572 

 
（４）認知症ケアパスの普及と推進 

認知症ケアパスとは、「地域で認知症の人の生活を支えるために、生活機能障害の進行に
合わせて、いつ、どこで、どのような医療・介護サービスを受けることが出来るのか」を示し、それを
達成するための連携の仕組みです。つまり、認知症ケアパスの概念図を作成することは、多職
種連携の基礎となります。 

同時に、認知症対策においては、本人だけでなく、その家族や地域住民など、認知症高齢
者に関わる、すべての方が安心して暮らしていける体制を示すものとなります。 

そのため、認知症ケアパスの作成に取り組むととともに、認知症ケアパスの内容をまとめたパ
ンフレットやガイドブック等を作成し周知広報を図ることや、認知症に関するホームページの内
容の充実を図ります。 

 
  



高齢者保健福祉計画   

 

84 

 
２ 相談支援体制の充実 

（１）地域包括支援センターの相談支援体制の充実 

地域包括支援センターでは、高齢者やその家族等を取り巻く様々な相談や潜在的ニーズ、
地域の課題等に対して適切に支援を行うとともに、必要に応じて専門機関等へつなげて解決
を図っていく相談支援体制を整えています。 

本市は、平成29年度まで地域包括支援センターを市の直営として運営してきましたが、相
談件数・困難事例も増えてきており、支援内容も複雑になっていました。 

平成 30 年度からは、新規に委託型センターを設置し、浮羽医師会に運営を委託すること
で、基幹型と委託型の２つの地域包括支援センター体制でより高齢者の生活に身近な体制
で対応することとします。 

同時に、近年増えてきている高齢者の多様なニーズへの対応、高齢者のみではなく、その
家族を含めたケースへの対応、さらには、経済的な理由が含まれるケースなど困難事例に対し
ては、基幹型の地域包括支援センターが、関係機関と連携しつつ対応することとします。 

 
地域包括支援センターでの相談件数（面談実人数） 

 

実績 

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

総合相談支援 924 950 807 

権利擁護相談 78 167 114 

包括的・継続的ケアマネジメント 105 130 124 

 

コラム：主な相談事例 

総合相談 
・民生委員から心配な方がいると相談がある 
・退院後の介護サービスについて 
・介護保険のサービスの利用の仕方について 

権利擁護業務 

・サービス事業所より、サービス利用時に体に叩かれたようなあざがあった 
・衣類が汚染し体が汚れているが、介護を受けているのか心配 
・成年後見制度について教えてほしい 
・介護支援専門員から利用者が消費者被害にあっているようだ 

包括的・継続的ケアマ
ネジメントの支援業務 

・利用者と家族との関係調整が難しい 
・経済的に困っている方の支援方法 
・在宅支援が困難なので一緒に支援を検討して欲しい 
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３ 高齢者虐待・権利擁護・消費者トラブル防止に向けた取組の促進 

（１）高齢者虐待の防止と高齢者保護に向けた取組の促進 

本市は、高齢者の権利、尊厳に関する相談や虐待（疑い含む）通報への対応を行い、
市長による成年後見開始の審判申立対応及び親族申し立てにおける相談・支援などを行っ
ており、虐待や消費者被害から高齢者の権利を守るため、成年後見制度の活用、老人福祉
施設等への措置、高齢者虐待への対応など必要な対応を行います。 

地域包括支援センターが事実確認を行った平成 29 年度の実績は、虐待疑い 21 件、う
ち虐待判定 10 件で、虐待判定 10 件のうち、８件が終結（成年後見審判後、施設入所）
で 2 件が支援継続となっています。 

今後、高齢者等からの成年後見制度や権利擁護に関する相談を受けた場合は、必要に
応じて弁護士による専門相談への紹介を行うとともに、申し立て手続き等の相談に応じること
で、成年後見制度の普及や利用促進を図ります。 

さらに、判断能力の低下により、介護や福祉サービスの手続き方法が分からない、あるいは、
金銭管理等に不安のある住民については、社会福祉協議会が実施している日常生活自立
支援事業の活用を図ります。 

 
（参考）成年後見制度と日常生活自立支援事業の比較 

 

  

制
度
等

対
象
者

申
立
先

相
談
先

日常生活

支援事業
任意後見

法定後見

補助 保佐 後見

判断能力が低下している

高齢者など

判断能力が
不十分

軽度認知症

判断能力が
著しく不十分

中等度認知症

ほとんど
判断できない

高度認知症

地域包括支援センター（相談）、福祉事務所（市長申立）

社会福祉
協議会

公証人役場 家庭裁判所
申立できる人

○本人・配偶者・４親等以内の親族等

○身寄りのない人・親族が拒否した場合は市町村長

法務省厚労省
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（２）成年後見制度利用促進法への対応 

平成28年度に成立した成年後見利用促進法において、市町村は計画策定の努力義務、
地域連携ネットワークの中核機関等の設置において積極的な役割、さらには地域の専門職
団体等の協力も得て、地域連携ネットワークの設立と円滑な運営についても積極的な役割を
果たすこととされています。 

本市においても、国の動向に注視し、先進地等の取り組み状況を把握しながら計画策定
及び中核機関・地域連携ネットワークの構築に向け、関係課・関係機関と連携を図りながら
対応していくことを目指します。 

 

コラム：成年後見制度利用促進基本計画について 

根拠法 「成年後見制度の利用の促進に関する法律」（平成 28 年５月 13 日施行） 

目 的 
①利用者がメリットを実感できる制度・運用の改善 
②権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり 
③不正防止の徹底と利用しやすさの調和 

市町村 
の役割 

地域連携ネットワークの構築及び中核機関の設置 
中核機関の機能 

・広報機能（権利擁護の必要な人の発見、周知・啓発等） 
・相談機能（相談対応、後見ニーズの精査、見守り体制の調整等） 
・利用促進（マッチング）機能 
・後見人支援機能（チームによる支援、本人の意思を尊重した柔軟な対応等） 
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（３）消費者被害防止施策の推進 

本市での消費者被害相談者の内訳では、家族やホームヘルパーなど、高齢者本人以外か
らの相談が大多数を占めており、本人が気づいていない、あるいは声なき声を拾う周囲のサポ
ートがなければ、被害が潜在化してしまう状況があります。 

高齢者の消費者トラブルを防ぐためのポイントは、家族や周囲による「見守り」と「気づき」で
あるとされていることから、まずは、すべての高齢者の消費者被害を未然に防止することを目的
として、悪質商法の手口やその対処法に関する情報を広報誌等で発信し、本人のみならず
家族など身近な人たちへの啓発を強化します。 

同時に、本市うきはブランド推進課が実施している「消費生活相談」、社協が実施している
「生活・福祉丸ごと相談」、さらに久留米市消費生活センターで実施している「消費生活苦情
相談」、「消費生活に関する無料弁護士相談」の３層による相談支援体制を維持しつつ、高
齢者の集まる機会を通じた取組や広報誌等の媒体を活用し、地域包括支援センター等関
係機関との連携による、消費者被害の未然防止と被害を受けた場合の救済支援を図りま
す。 
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安全で安心して生活できる地域づくり 

１ 移動手段の確保 

（１）高齢者等の移動支援 

高齢になると自分で運転することが困難になり、自家用車を保有しないことや改正道路交
通法により認知機能検査の結果等を受け、免許を自主的に返納する方が増える可能性があ
るなど、移動手段が限定される傾向にあります。しかし、本市は多様な交通手段が確保されて
いるとは言い難い地域の一つであり、高齢者が交通弱者となりやすい状況があります。 

そのため、交通対策については、２つのアプローチでその対策を協議しており、一つ目は、現
在全庁的な取組の中で交通網の確保策の協議と、二つ目は、第２層協議の場の中で、国
の高齢者生きがい確保支援事業を活用した移動支援の創出を目指しています。 

全庁的な交通網の確保の方向性としては、すべての市民を対象とした交通手段確保につ
いて検討されており、その中で、高齢者特有の課題として、停留所の設置基準・配置場所、
乗降時の配慮、シルバーカーなど持込の配慮などへの対応を検討します。 

第２層協議の場の中では、江南地区が他地区に先駆けて独自の交通手段の確保を検
討しており、その推移を見守りつつ、全地区への波及可能性について検討します。 

なお、改正道路交通法施行に伴い、高齢ドライバーの交通安全対策が強化され、75 歳
以上の運転者に対する臨時適性検査制度の見直しと臨時認知機能検査・臨時高齢者講
習制度が新設されました。 

今後は、免許自主返納者への支援拡充が求められることから、①免許自主返納者の把
握、②生活支援体制整備事業等による新たなサービスの周知の徹底、③福祉有償運送の
実施など、よりきめ細やかな対応ができるサービスについても検討を行っていきます。 

同時に、本市には全国的にも珍しい市が管理・運営する「うきは市立自動車学校」と連携
し、75 歳以上の免許保有高齢者に対して、認知機能の低下予防に資するような取り組みを
行っていくことで、交通弱者対策の一助とします。 
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２ 状況に応じた施設や住まいの整備 

（１）住まいの確保 

本市に在住する高齢者の多くは、賃貸住宅やアパート住まいではなく、持家暮らしをしてい
ますが、高齢者の身体機能の衰えに応じた住宅改修が必要となることがあります。 

そのため、本市では、住宅改修・住まいの確保について以下の事業を行っています。 
持ち家がある方については、住宅金融支援機構の行う高齢者向け返済特例制度の活用

を行い、持ち家住宅のバリアフリー化の推進と、農林振興課が主管課となり実施しているうき
は市の木材を活用した新築・改築を行った場合の補助制度があります。 

一方、環境上または経済的な理由により、居宅での生活が困難な高齢者の住まいの確保
については、養護老人ホーム等の入所措置を継続するとともに、高齢者虐待防止等に向けた
緊急避難的な受入体制の確保を図ります。 

なお、養護老人ホーム浮羽老人ホームについては、定員 55 名から 45 名としたうえで、平
成 31 年度から民営化を図り、社会福祉法人ふたば会を運営法人とすることとなっています。 

これにより特定施設となり、同施設入居者に対して施設が介護保険サービスを提供するこ
とが可能となるため、福岡県介護保険広域連合が予測する平成 30 年度以降の要介護３
以上の方の急激な増加予測に対応できるサービス提供体制の確保につながるものと考えられ
ます。 

さらに今後は、新しい住宅セーフティネット法として、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住
宅の供給の促進に関する法律の一部改正」が実施され、高齢者、低額所得者、子育て世
帯、障がい者、被災者等の住宅の確保に特に配慮を要する方に対し、賃貸住宅の供給の促
進等を図ることとされていることから、関係機関等と連携し必要な対応を図ります。 

 
養護老人ホームの入所者数 

 

実績 

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

施設数 ９ ７ ７ 

入所者数 ５６ ４７ ４７ 
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（２）多世代同居等の促進 

本市の高齢者は、国・県と比較してその他世帯（２・３世帯や親族等の同居）の割合が
非常に高い地域のひとつとなっています。 

その理由としては、農業・自営業
など家族経営の事業者が多いことや、
持ち家の方が多いこと、さらには久留
米市・日田市に隣接した立地であり、
本市内に居住しつつ通勤が可能なこ
となどが考えられます。 

一方、アンケート調査によると、世
帯構成の違いにより、高齢者の幸福
度に大きな違いがあり、１人暮らし
（6.60）、夫婦のみ世帯の平均
（7.14）に対して、息子・娘との２
世帯（7.66）となっています。 

このことから、今後本市の産業構
造、立地条件を活かしつつ、高齢者
の幸福度を高めていくためには、2・３
世代同居を促進することがその手段
となり得る可能性があります。 

全国的には、2・３世代同居の促
進策として、①子育て支援・地域コミュニティの活性化や定住促進、②住宅リフォーム促進・ゼ
ロエネルギー住宅・低炭素住宅・長期優良住宅、地産木材活用を目的とした事業があり、そ
の中では、リフォーム補助として数万円から数十万円を補助する制度があります。 

今後、本市においても、これら先進事例を参考としつつ、市民の公平性に配慮した施策を
全庁的な仕組みの中で検討します。 

一方、平成 27 年度から３年間の期間限定のモデル事業として低所得者高齢者等住ま
い・生活支援モデル事業では、空き家の一軒家を活用した①高齢者の住まいに関する相談
窓口、②介護予防事業を行う場、③通いの場としての機能を持たせる取り組みを行っていま
す。 

この事業については、平成 30 年度以降も市単費事業として継続していきます。 
 

  

幸福度（10 点満点）の平均値（世帯別：H28 アンケート調査） 
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３ 災害時要援護体制の充実 

（１）災害時要援護者支援の推進 

本市は、平成 24年 7月の九州北部豪雨災害により甚大な被害を受けました。市内各所
で河川氾濫・堤防決壊により、浸水被害、通行止めが相次ぎ、全 10,735 世帯への避難勧
告と小坂地区 61 世帯への避難指示が発令されました。また、山間部ではいたるところで土砂
崩れにより連絡道路が寸断され多数の孤立集落が発生しました。 

 
 
 
 
 
 
そうした経験を踏まえ、本市では、地震や風水害などの災害が発生した場合や発生する恐

れがあるときに、自力で避難することが難しく不安を感じている方々の避難行動（避難所への
避難など）をお住まいに地域などで支援するため、国の法律に基づき、本市で定めた要件によ
り、「災害時避難行動要支援者名簿」の作成を行っています。 

この名簿作成に際しては、災害時に情報入手や避難行動が困難な「避難行動要支援者」
や「要配慮者」（高齢者や障害者など）の対象者の把握を行い、避難支援等関係者（民
生委員、自主防災組織など）への個人情報の提供の意思確認のための同意書の取りまとめ
を行っています。 

しかし、本市のこれまでの取り組みは完全なものとは言えず、今後は、「災害時避難行動要
支援者名簿」に記載されたすべての方に対する避難計画の作成が求められています。 

避難行動要支援者に関する個別計画の作成に向けて、要支援者に対する支援者の確
認、避難場所の確認などの個々人の状況に応じた個別支援の取組を推進します。 

 
（２）緊急時の通報体制の整備や情報共有に向けた取組の推進 

本市は、平成 28 年６月に「うきは市地域防災計画」を策定し、災害時の被害を最小化
する「減災」の考え方を基本とし、市民が自らを災害から守る「自助」、地域社会がお互いを守
る「互助」、リスクを共有する保険制度等の「共助」、そして、行政施策としての「公助」の適切
な役割文体に基づく防災協働社会の実現を目指した取組を推進しています。 

計画に基づいた取組として、「自助」に対する支援として、防災知識の普及、防災訓練の
実施、「共助」への支援として、自主防災組織の育成、避難・備蓄体制の整備、災害時要
配慮者対策、災害ボランティアの活動環境等の整備などを実施しています。 
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また、関係機関等の情報共有の手段として、ひとり暮らし高齢者等見守り事業を実施して

おり、本人に関する基本情報・キーパーソン・緊急連絡先・かかりつけ医など緊急時に必要な
情報をまとめていますが、本人家族等からの申請式の事業のため、支援を要すると考えられる
すべての方を網羅したものとはなり得ていないことが課題となることからその周知を図ります。 

引き続き、地域の自主防災組織の立ち上げから個別計画の策定までは市民協働推進課
消防防災係が主管していますが、「要配慮者」の把握については、保健課の介護・高齢者支
援係、地域包括支援センター、福祉事務所の３ヶ所が所管していることから、関係部署との
密な連携を行っていきます。 

 
（情報共有のツール）ひとり暮らし高齢者等見守り事業 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひとり暮らし高齢者等見守り事業の状況 

 

実績 

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

台帳登録者数 １，２３５ １，５０３ １，５２２ 
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４ 交通安全・防犯対策の推進 

（１）交通安全に向けた取組の充実 

本市では、交通安全の確保に向けて、①交通事故を起こさない、②交通事故にあわない
ことを目指し、季節ごとの交通安全運動、街頭指導などの事業や、市道のガードレールやカー
ブミラー等の安全施設の整備を行ってきました。 

また、本市には全国的にも珍しい市営の自動車学校である「うきは市立自動車学校」があ
ることから、自動車学校が主管となった取り組みを行っています。 

しかし、近年、高齢者が関係する交通事故が増加していることから、高齢者特有の行動パ
ターンや身体機能の衰えによる事故等を未然に防止することが重要となっています。 

引き続き、老人クラブ等高齢者が集まる場において、交通指導員による交通安全活動、
啓発活動等を実施し、交通安全に向けた取組を拡充していきます。 

 
（２）防犯対策に向けた取組の充実 

警視庁によると、高齢者が被害者となった犯罪の件数は、平成 14 年をピークに減少傾向
にあると言われていますが、一方で、認知症やその疑いのある高齢者が被害者となる犯罪の割
合が増加しています。 

高齢者が被害者となる犯罪としては、悪質商法による未公開株や社債等の取引を持ちか
ける事案や、住宅リフォームや消火器等の訪問販売、高齢者を狙ったひったくりなどがありま
す。 

近年増加している、振り込め詐欺を始めとする特殊詐欺は、高齢者が主な被害者層となっ
ており、地域社会の連帯意識の希薄化がその一因となっていると考えられています。 

今後は、「地域で地域は守る」を合言葉に、子どもへのあいさつ活動や高齢者への声かけ
活動等により、地域防犯力の向上を図るとともに、高齢者のいる世帯に対し、ニセ電話による
詐欺予防のため、ニセ電話防止電話機設置を推進します。 

また、防犯指導・注意喚起の推進を、警察を始めとする関係機関やうきは防犯協会の団
体等と連携して継続します。特に家族や地域住民の防犯パトロールに加え、防犯委員による
防犯青色パトロール等の活動を継続し、安全で安心なまちづくりを推進します。 

さらに、防災行政無線放送による防犯情報の伝達、防犯意識を高めるための防犯講習会
に継続して取り組みます。 
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第２章 介護保険サービスの量の見込み 

本市の介護保険事業に関連する将来予測 

１ 被保険者数の現状と将来予測 

本市の総人口が減少する中で、高齢者人口は平成 22 年 8,753 人から平成 27 年 9,493
人となっており年 150 人ほどの増加で推移してきました。しかし、今後は平成 32 年をピークに、
減少に転じ、平成 37 年には 9,808 人になると推計されています。 

ただし、年齢区分ごとでみると、要介護のリスクが高まる 75 歳以上人口と、そのうち特に 85 歳
以上の人口が、引き続き増加する見込みです。 

 

 

                                        うきは市ルネッサンス戦略 
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２ 要支援・要介護認定者数の現状と将来予測 

要支援・要介護認定者数は、平成 22 年に 1,397 人でしたが、平成 27 年まで１年間に
50 人ほどの増加を続けてきました。平成 27 年以降は、認定者数が大きく増加せずおおむね横
ばいに推移しています。 

しかし、福岡県介護保険広域連合の予測によると、平成 30 年以降認定者数が急激に増加
する見込みとなっており、特に要介護３以上の方の増加が顕著となっており、第７期期間中にお
いては、中重度者対策が喫緊の課題となり得ます。 

一方、本市では、総合事業の開始に伴い、新規要支援認定者となり得る方に対して、基本
チェックリストを用いた判定を行いながら、総合事業への案内を実施することで、軽度認定者の増
加抑制を図ります。 

 

 

                                      福岡県介護保険広域連合 
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介護保険サービスの量の見込みと確保策 

１ 介護保険サービスの量の見込み 

ここで使用している介護保険に関する各種データは、国の示した「地域包括ケア見える化シス
テム」を用いて福岡県介護保険広域連合が算出したデータとなります。 

 
（１）介護予防サービス（年間） 

  
平成 27

年度 

平成 28

年度 

平成 29

年度 

平成 30

年度 

平成 31

年度 

平成 32

年度 

平成 37

年度 

（１）介護予防サービス         

 介護予防訪問入浴介護 人 0 0 0 0 0 0 0 

 介護予防訪問看護 人 216 269 296 276 276 312 312 

 介護予防訪問リハビリテーション 人 154 166 156 180 192 192 204 

 介護予防居宅療養管理指導 人 128 214 244 216 216 240 252 

 介護予防通所リハビリテーション 人 1,052 1,090 1,236 1,116 1,116 1,176 1,224 

 介護予防短期入所生活介護 人 24 37 44 36 36 36 36 

 介護予防短期入所療養介護（老健） 人 13 15 16 36 24 24 24 

 介護予防短期入所療養介護（病院等） 人 2 2 0 0 0 0 0 

 介護予防福祉用具貸与 人 1,803 1,838 1,792 1,872 1,872 1,956 2,028 

 特定介護予防福祉用具購入費 人 39 44 24 48 48 48 36 

 介護予防住宅改修 人 65 64 44 72 60 60 60 

 介護予防特定施設入居者生活介護 人 72 132 124 120 108 84 84 

（２）地域密着型介護予防サービス 
 

       

 介護予防認知症対応型通所介護 人 23 10 12 24 24 24 24 

 介護予防小規模多機能型居宅介護 人 105 98 100 132 144 192 192 

 介護予防認知症対応型共同生活介護 人 12 0 4 12 12 24 24 

（３）介護予防支援 人 4,223 3,485 2,732 3,432 3,396 3,516 3,624 
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（２）介護サービス（年間） 

  
平成 27

年度 

平成 28

年度 

平成 29

年度 

平成 30

年度 

平成 31

年度 

平成 32

年度 

平成 37

年度 

（１）居宅サービス         

 訪問介護 人 1,567 1,419 1,332 1,752 1,824 1,932 1,908 

 訪問入浴介護 人 37 28 4 60 60 60 60 

 訪問看護 人 534 672 784 720 768 816 792 

 訪問リハビリテーション 人 342 375 328 444 468 516 504 

 居宅療養管理指導 人 1,135 1,557 1,696 1,740 1,884 2,064 1,968 

 通所介護 人 4,300 4,257 4,212 4,644 4,812 5,052 5,064 

 通所リハビリテーション 人 1,933 1,877 1,956 2,064 2,112 2,184 2,244 

 短期入所生活介護 人 833 810 964 972 1,032 1,116 1,080 

 短期入所療養介護（老健） 人 103 100 108 132 132 156 156 

 短期入所療養介護（病院等） 人 13 11 16 24 24 24 24 

 福祉用具貸与 人 3,670 3,738 3,672 4,128 4,392 4,704 4,596 

 特定福祉用具購入費 人 48 53 36 48 60 72 60 

 住宅改修費 人 51 49 36 48 60 60 60 

 特定施設入居者生活介護 人 84 228 260 300 372 456 516 

（２）地域密着型サービス         

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 人 0 0 52 60 84 96 96 

 夜間対応型訪問介護 人 0 0 0 0 0 0 0 

 認知症対応型通所介護 人 323 296 336 384 396 420 420 

 小規模多機能型居宅介護 人 528 542 532 636 684 732 720 

 認知症対応型共同生活介護 人 840 792 872 972 1,056 1,200 1,380 

 地域密着型特定施設入居者生活介護 人 0 0 0 0 0 0 0 

 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 人 0 0 0 0 0 0 0 

 看護小規模多機能型居宅介護 人 0 0 0 24 36 36 36 

 地域密着型通所介護 人 0 320 400 324 336 348 360 

（３）施設サービス         

 介護老人福祉施設 人 1,668 1,632 1,680 2,004 2,340 2,664 3,012 

 介護老人保健施設 人 1,404 1,344 1,332 1,332 1,332 1,332 1,560 

 
介護医療院 

（平成 37 年度は介護療養型医療施設を含む） 
人       0 0 0 240 

 介護療養型医療施設 人 240 216 168 168 168 168   

（４）居宅介護支援 人 6,488 6,837 7,048 6,672 6,864 7,164 7,212 
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２ 介護保険サービス提供体制の整備 

（１）地域密着型サービスについて 

在宅支援において、24 時間 365 日の在宅医療・介護サービス提供体制の構築が求めら
れる中、本市では、自宅に居ながら、施設入所者と同様のサービスが受けられる定期巡回・
随時対応型訪問介護看護事業所を平成 29 年度に整備しました。 

一方、小規模多機能型居宅介護については、１か所（定員 29 名）を予定し、事業者
募集（公募）を行いましたが、応募者がなく整備に至りませんでした。 

 
（２）施設・居住系サービスについて 

第７次福岡県高齢者保健福祉計画及び福岡県介護保険広域連合の第６次介護保
険事業計画に基づき、本市においては、次の施設整備が行われました。 

 
① 平成 28 年度開始 混合型特定施設（有料老人ホーム）     定員 30 人 
② 平成 29 年度開始 特別養護老人ホーム（介護保険福祉施設）  50 床 
③ 平成 30 年度開始 認知症対応型共同生活介護（グループホーム）定員 18 人 
 
これらの取組により、一定程度のサービス提供体制の確保が図られたことから、第８次福岡

県高齢者保健福祉計画及び福岡県介護保険広域連合の第７次介護保険事業計画に
基づいた、本市における施設整備は行わないこととなっています。 

なお、養護老人ホーム浮羽老人ホームについては、定員 55 名から 45 名としたうえで、平
成 31 年度から民営化を図り、社会福祉法人ふたば会を運営法人とすることとなっています。 

これにより特定施設となり、同施設入居者に対して施設が介護保険サービスを提供するこ
とが可能となるため、福岡県介護保険広域連合が予測する平成 30 年度以降の要介護３
以上の方の急激な増加予測に対応できるサービス提供体制の確保につながるものと考えられ
ます。 
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第３章 計画の推進 

計画の推進体制の確保 

１ 計画の推進体制と進行管理 

本市では、高齢者施策の推進を全庁的に図るため３年ごとの計画策定を行う「うきは市高齢
者保健福祉計画策定委員会」、及び住民参画の場として「うきは市高齢者保健福祉計画策
定検討会」を設置しています。 

また、毎年度の事業進捗の評価を行う組織として、「地域密着型サービス運営委員会」、「地
域ケア運営会議」を設置しています。 

これらの機会を通じ、次年度以降の計画推進及び施策内容の改善につなげるために、課題の
抽出や、福岡県介護保険広域連合と連携し地域包括ケア「見える化」システムを活用した介護
保険事業の評価を行い、PDCA サイクルによる効果的かつ継続的な計画の推進を図ります。 

 

 
 

 

 
 

   

   

   
 

 
 
 

次期計画 

うきは市高齢者保健福祉計画策定委員会 

うきは市高齢者保健福祉計画策定検討会 

地域密着型サービス運営委員会 地域ケア運営会議 

介護保険に関すること 地域包括支援センターに関すること 

介護保険制度の運営・施策に関する審議 
地域密着型サービスの指定・運営などに関

する審議 

地域包括支援センターの設置及び運営 
 

うきは市高齢者保健福祉計画 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料編 
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第３部 資料編 

策定委員会について 

１ うきは市高齢者保健福祉計画策定委員名簿 

職名 氏名 所属 備考 

委員長 今村 一朗 副市長  

副委員長 田村 吉彦 うきは市社会福祉協議会事務局長  

委 員 土岐 雅之 生涯学習課社会教育係長  

委 員 古賀 一聡 市民協働推進課消防防災係長  

委 員 石井 孝幸 市民協働推進課コミュニティ支援係長  

委 員 山崎  穣 住環境建設課建設管理係長  

委 員 家永 順子 福祉事務所福祉係長  

委 員 石井 好貴 
福岡県介護保険広域連合 

うきは・大刀洗支部事務長 
 

委 員 原  廣正 保健課長  

委 員 宮﨑 公子 保健課食育・健康対策係長  

委 員 末次 ヒトミ 保健課地域包括支援係長  
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地域支援事業の実施状況 

１ 本市における地域支援事業の実施状況 

（１）総合事業 

 

 

 
  

実施年度 事業名称 実施主体(委託先) 備考

①現行の訪問介護相当 平成２８年度～ 訪問介護相当 市内事業所

②訪問型サービスA(緩和した基準によるサービス) 平成２８年度～ 訪問型サービスA 市内事業所

③訪問型サービスB(住民主体による支援) 要検討 要検討 要検討

④訪問型サービスC(短期集中予防サービス) 平成２８年度～ スポット訪問 市 H29までは委託

⑤訪問型サービスD(移動支援) 要検討 要検討 要検討

①現行の通所介護相当 平成２８年度～ 通所介護相当 市内事業所

②通所型サービスA(緩和した基準によるサービス) 平成２８年度～ 通所型サービスA 市内事業所

③通所型サービスB(住民主体による支援) 平成３０年度～ 集いの場立ち上げ支援事業 くま健(委託) H30は福富地区

平成２８年度～ 元気が出る学校 くま健(委託)

平成２８年度～ スマイルケア教室(脳の健康教室) 市

平成２８年度～ スマイルサポーター養成講座 市

・その他の生活支援サービス

①栄養改善を目的とした配食や一人暮らし高齢者に対
する見守りとともに行う配食等

要検討

②定期的な安否確認及び緊急時の対応と、住民ボラン
ティア等が行う訪問による見守り

要検討

③その他、訪問型サービス及び通所型サービスの一
体的提供等地域における自立した日常生活の支援に
資するサービスとして市町村が定める生活支援

要検討

・介護予防支援事業(ケアマネジメント) 平成２８年度～ ケアマネジメント事業 くま健(委託)

○介護予防・生活支援サービス

・訪問型サービス

・通所型サービス

④通所型サービスC(短期集中予防サービス)

○一般介護予防事業 実施年度 事業名称 実施主体(委託先) 備考

①介護予防把握事業 平成２４年度以前～ 様々な機関との連携による把握 市等

平成２７年度以前～ 集いの場 支援事業 住民(市) H29より住民主体

平成２７年度以前～ 集いの場 サポーター養成講座 くま健(委託)

平成２７年度以前～ 集いの場サポーターフォローアップ教室 市

平成２７年度以前～ 通所型介護予防事業(ロコモ予防教室) うきはアリーナ(委託)

平成２７年度以前～ ノルディックウォーキング体験会 市 H30より一部サークル化

平成２７年度以前～ 認知症予防事業 市

平成２７年度以前～ 介護の日講演会 市

平成２８年度～ スマイルアップ教室(脳の健康補助金) 市

平成２８年度～ 集いの場支援補助金(7会場分) 市

平成３０年度～ 事業評価を行い地域ケア運営会議等へ報告 市

平成２８年度～ 地域リハビリ活動支援事業専門職派遣事業 市

④一般介護予防事業評価事業

⑤地域リハビリテーション活動支援事業

②介護予防普及啓発事業

③地域介護予防活動支援事業
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（２）包括的支援事業 

 

 

 

 

 
  

実施年度 事業名称 実施主体(委託先) 備考

平成２４年度～ 介護予防ケアマネジメント 市と委託  H30～浮羽包括が主業務

平成２４年度～ 総合相談支援業務 市と委託

平成２４年度～ 権利養護業務 市と委託

平成２４年度～ ケアマネジメント支援 市と委託

平成２５年度～ 地域ケア会議の運営・推進 市

○地域包括支援センターの運営

①介護予防ケアマネジメント

②総合相談支援業務
H30～

センター浮羽町
に増設

③権利養護業務

④ケアマネジメント支援

⑤地域ケア会議の開催

実施年度 事業名称 実施主体(委託先) 備考

平成２８年度～ 在宅医療介護資源マップHP更新関係 医師会 平成３０年度～委託

平成２９年度 医療実態調査業務 市

平成２８年度～ 在宅医療介護連携センター等事業協議会・運営委員会 市(医師会と連携)

平成２８年度～ 在宅医療介護連携センター等事業協議会・運営委員会 医師会 平成３０年度～委託

平成２８年度～ 在宅医療介護連携組織会議 医師会 平成３０年度～委託

平成２８年度～ とびうめネット検討会 医師会 平成３０年度～委託

平成２７年度～ 在宅医療相談窓口事業 医師会 平成３０年度～委託

平成２８年度～ 地域外多職種連携講演会、各種研修会、同行訪問 医師会 平成３０年度～委託

平成２７年度～ 講演会の開催、出前講座 医師会 平成３０年度～委託

平成２９年度～ 久留米市との協議 市

①地域の医療・介護の資源の把握

②在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討

③切れ目ないのない在宅医療と在宅介護の提供体制の
構築推進

④医療・介護関係者の情報共有の支援

⑤在宅医療・介護連携に関する相談支援

⑥医療・介護関係者の研修

⑦地域住民への普及啓発

⑧在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携

○在宅医療・介護連携の推進

実施年度 事業名称 実施主体(委託先) 備考

平成２９年度～ 認知症初期集中支援チームの設置 市内医療機関(委託)

平成３０年度～ 認知症初期集中支援チーム検討委員会 市

平成２７年度～ 認知症地域支援推進員の配置 市

平成２９年度～ 認知症カフェの支援 H28支援開始

要検討 認知症ケアパスの作成 要検討

○認知症総合支援事業

①認知症初期集中支援推進事業

②認知症地域支援・ケア向上事業

○生活支援体制整備事業 実施年度 事業名称 実施主体(委託先) 備考

平成２７年度～ 第1層地域支え合い推進員の配置 社会福祉協議会(委託)

平成３０年度～ 第２層地域支え合い推進員の配置 市 江南・御幸・妹川地区

平成２９年度～ 第１層協議の場の設置 市

平成２９年度～ 第２層協議の場の設置 市 ３ヶ所設置済

平成２８年度～ 第２層協議の場勉強会 市 随時実施

①地域支え合い推進員の配置

②第１層協議体の設置

③第２層協議体の設置
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（３）任意事業 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

○介護給付費適正化事業 実施年度 事業名称 実施主体(委託先) 備考

平成２７年度以前～ 介護給付適正化事業 広域連合

○家族介護支援事業 実施年度 事業名称 実施主体(委託先) 備考

平成２７年度以前～ 家族介護者交流・リフレッシュ事業 社会福祉協議会(委託)

平成２７年度以前～ 紙おむつ支給事業 市内業者(委託)

平成２７年度以前～ 生活管理指導短期宿泊事業 市内業者(委託)

○その他の事業 実施年度 事業名称 実施主体(委託先) 備考

平成２７年度以前～ 配食サービス事業 社会福祉協議会(委託)

平成２７年度～ 成年後見制度利用支援事業 市

平成２７年度以前～ 市民後見推進事業 社会福祉協議会(委託)

平成２７年度以前～ 緊急通報体制等整備事業 周南マリコム

平成２７年度以前～ 寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業 市内事業所(委託)

平成２７年度以前～ 虐待等高齢者緊急支援事業 市内事業所(委託)

平成２７年度以前～ 老人日常生活用具給付事業 市

平成２７年度以前～ 認知症サポーター養成講座の開催 市

平成２７年度以前～ キャラバン・メイトフォローアップ教室 市 現在休止

平成２７年度～ 低所得高齢者住まい・生活支援モデル事業 社会福祉協議会(委託)
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