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第５章 地域包括ケアシステムの推進 

 

地域包括ケアシステムとは、本格的な高齢社会において、高齢者が介護や支援が必要な状態

になっても、住み慣れた地域で安心して暮らし続けていけるよう、地域全体で高齢者を支える

ため、保健・医療・福祉の関係者をはじめ、地域の各種団体や住民が連携し、「①介護、②予

防、③医療、④生活支援、⑤住まい」の 5つのサービスを一体化して提供していく地域づくり

のことです。 

地域包括ケアシステムは、高齢期におけるケアが念頭に置かれていますが、必要な支援を地

域の中で包括的に提供し、地域での自立した生活を支援するという考え方は、障がい者の地域

生活への移行や、困難を抱える地域の子どもや子育て家庭に対する支援等にも通じるものがあ

ります。これまでの、高齢期におけるケアを念頭に置いたシステムから「地域共生社会」の実

現に向けた包括的な支援体制の整備を進め、地域包括ケアシステムの推移に努めます。 

 

■地域包括ケアシステムのイメージ 

 

 

  

地域包括ケアシステムの姿

住まい

病気になったら･･･

医 療
介護が必要になったら･･･

介 護

通院･入院
通所･入所

いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援･介護予防

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO等

相談業務やサービスのコー

ディネートを行います。

・地域包括支援センター

・ケアマネジャー

■施設･居住系サービス

・介護老人福祉施設

・介護老人保健施設

・認知症共同生活介護

・特定施設入所者生活

介護等

※地域包括ケアシステムは、おおむ

ね30分以内に必要なサービスが提供

される日常生活圏域（具体的には中

学校区）を単位として想定

病院：

急性期、回復期、慢性期

日常の医療

・かかりつけ医、有床診療所

・地域の連携病院

・歯科医療、薬局

・自宅

・サービス付き高齢者向け住宅等

■在宅系サービス：

・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護

・小規模多機能型居宅介護

・短期入所生活介護

・24時間対応の訪問サービス

・複合型サービス

（小規模多機能型居宅介護＋訪問

看護）等

■介護予防サービス
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１ 地域共生社会の実現に向けた取組 

地域共生社会とは、制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を越え

て、地域住民や地域の多様な主体が『我が事』として参画し、人と人、人と資源が世代や分

野を越えて『丸ごと』つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに

創っていく社会です。 

地域共生社会の実現のため、村民と行政が協働し、地域や個人が抱える地域生活課題を解

決していけるよう、さまざまな相談を受け止める包括的な支援体制を整備することが求めら

れています。 

村では公的支援は、高齢者や障がいなどで窓口は分かれていますが、どの窓口でも個人や

世帯の複合的な問題があった場合は、関係窓口に繋ぎ、合同訪問など連携して問題解決に取

り組んでいます。 

今後は、介護保険事業によるサービスと高齢者福祉の数々の施策を一体的、総合的に推進

し、六ヶ所村における地域共生社会の実現を目指すとともに、地域住民の地域福祉活動への

参加を促進するための環境整備や、地域を基盤とする保健福祉横断的な包括的支援の在り方

の検討を行っていきます。 

 

２ 自立支援・重度化防止に向けた取組の推進 

高齢者が要介護状態になることを防ぎ、要介護状態になっても状態をそれ以上悪化させな

いようにするためには、生活機能全体を向上させ、活動的で生きがいを持てる生活を営むこ

とができる生活環境の調整及び地域づくり等により、高齢者を取り巻く環境へのアプローチ

を含めた、効果的でバランスの良いアプローチが重要となります。 

一般介護予防事業の充実や、健康ポイント事業などによるインセンティブの付与などを継

続して実施していくとともに、地域主体通いの場へのリハビリ専門職の派遣といった、地域

における専門職等の関与を得ながら高齢者の自立支援に資する取組を推進し、生活上の様々

な課題を抱える個々の高齢者の実態に即した支援を行っていきます。また、運動、口腔、栄

養、社会参加の観点から高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施を推進し、高齢者が身

近な場所で健康づくりに参加でき、また、高齢者のフレイル状態を把握した上で、適切な医

療につなげることによって、疾病予防・重度化予防の促進につながるよう努めます。 
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３ 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機能の充実 

地域包括支援センターでは、主任ケアマネジャー、保健師、社会福祉士の専門職により

地域の高齢者やその家族等の心身の健康維持、生活の安定、保健・福祉・医療の向上と増

進のために必要な援助、支援を包括的に担う地域の中核機関としての役割を果たしてい

ます。本村では福祉課内に１か所、直営包括として設置され、介護予防ケアプランの作成

や総合相談の実施など、地域住民の心身の健康の保持及び生活安定のために必要な支援

を行っています。 

また、高齢者やその家族等が身近な地域で気軽に相談ができ、各種保健・福祉サービス

を総合的、効果的に受けられるよう、地域包括支援センターの事業について評価を行い、

地域包括支援センターの円滑な運営と機能強化を図っていきます。 

 

（２）包括的支援事業 

高齢者の相談支援や権利擁護等の高齢者ができる限り自宅や住み慣れた地域で過ごす

ことを支援するために、地域包括支援センターが中心となって実施しています。 

 

①介護予防ケアマネジメント事業 

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的とし、個々の状態に

応じたケアプランを作成し、効果的に介護予防を進めます。 

 

②包括的・継続的ケアマネジメント事業 

高齢者一人ひとりの状態の変化に対応した長期的ケアマネジメントを実施します。 

包括的・継続的ケアマネジメントの実現に向けて、ケアマネジャー、主治医、地域の

関係機関との連携など、地域において多職種相互の協働等による連携を強化し、個々の

ケアマネジャーに対する日常的個別相談・指導、支援等を行っていきます。 
 
 

●ケアマネジャーの日常的個別相談・指導 

●支援困難事例への指導助言 

●地域のケアマネジャーのネットワーク構築 

●長期継続ケア（医療を含めた多職種連携）  など 
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③総合相談支援業務 

地域の高齢者が住み慣れた地域で安心して、その人らしい生活を継続していくことが

できるよう、地域包括支援センターを中心に、住民の各種相談を幅広く受け付けるとと

もに、相談・苦情の受付についても窓口となって支援を行っています。 

地域におけるさまざまな関係者とのネットワーク構築、把握に努め、サービスに関す

る情報提供等の初期相談対応や、支援方針に基づくさまざまなサービス等の利用のつな

ぎ機能など継続的・専門的な相談支援を行い、制度横断的、多面的な支援を展開します。 

 

■総合相談支援業務の実績と見込み 

 

実績値 見込み 

平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

相談件数（件） 187 150 150 150 150 150 

 

④権利擁護業務 

虐待を受けている高齢者に対して、対応マニュアル等を作成し、早期発見・早期対応

を行う体制を確立し、多職種による支援を行っています。 

また、高齢者虐待の防止、早期発見ため、住民に高齢者虐待防止を広く理解してもら

えるよう住民への周知を図ります。 

今後も、施設関係者や関係機関を対象とした虐待についての研修会を実施し、高齢者

や養護者等への適切な支援ができる体制の強化を図っていきます。 

  



 

 

                                                 第５章 地域包括ケアシステムの推進 

57 

 

⑤成年後見制度利用支援事業 

成年後見制度は、認知症高齢者、知的障がいなどで判断能力が不十分な方などに対し

て、財産管理や身上監護（介護施設への入所・退所）についての契約や遺産分配などの

法律行為等を自分で行うことが困難な方々を保護し、支援する制度です。 

地域包括支援センターでは、成年後見制度の利用に係る申立に要する経費や、成年後

見人等の報酬助成を行っているほか、制度の利用促進のためのパンフレットの作成・配

布等の広報、普及活動を実施しています。今後も、高齢者等が安心して地域生活が送れ

るよう、権利擁護の普及啓発を進めるとともに、地域支援ネットワークのコーディネー

トを担う中核機関を設置し、迅速かつ円滑な制度利用に繋げていきます。 

 

■成年後見利用支援の実績と見込み 

 

実績値 見込み 

平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

実施件数（件） 2 0 1 2 2 2 

 

 

■後見人報酬助成の実績と見込み 

 

実績値 見込み 

平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

実施者数（人） 1 0 2 3 4 4 

 

  



 

 

第５章 地域包括ケアシステムの推進                                                 

58 

 

（３）任意事業 

地域の高齢者が、住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことが

できるようにするため、介護保険事業の運営の安定化を図るとともに、被保険者及び要介

護被保険者を介護する者等に対し必要な支援を行います。 

 

①家族介護教室 

在宅で高齢者の介護をしている家族を対象に、介護の知識と技術の習得を目的とした

介護教室を開催します。 

今後も、高齢者の介護を担う家族を支援するため、教室を開催していきます。 

 

■家族介護教室の実績と実施見込み 

 

実績値 見込み 

平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

開催回数（回） 3 3 3 3 3 3 

参加延人数（人） 22 24 20 25 25 25 

 

②家族介護者交流事業 

要介護高齢者等を介護する家族等を一時的に介護から解放し、心身のリフレッシュを

図るため、介護者相互の交流会を開催していきます。 

今後も、高齢者の介護を担う家族を支援するため、事業を継続していきます。 

 

■家族介護者交流事業の実績と実施見込み 

 

実績値 見込み 

平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

開催回数（回） 2 2 1 2 2 2 

参加延人数（人） 22 30 8 30 30 30 
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４ 介護人材の確保に向けた取組の推進 

少子高齢化が進む中、全国的に介護を担う人材の不足が課題となっています。 

また、今後も団塊世代が 75歳以上となる 2025年（令和７年）、団塊ジュニア世代が 65歳

以上となる 2040年（令和 22年）に向けて、更なる介護人材の不足が見込まれ、人材の確保

に向けた取組の重要性が高まっています。 

本村でも、これまでも介護人材の確保・育成の取り組みを進めてきましたが、増大する介

護需要に合わせ、これまでの取組を強化するほか、国や県、事業者等と連携し、処遇改善、

新規参入や多様な人材の活用の促進、介護の仕事の魅力向上、職場環境の改善等、「確保」、

「定着」、「育成」の視点から総合的な取組を検討します。 

 

■介護人材の確保に向けた取組 

確保 
介護の仕事の魅力向上を図る等人材の新規参入の促進、有資

格者の掘り起し等の人材の確保 

定着 
介護職に就いた人材が長く働けるよう、キャリアアップ確立

の支援や働きやすい環境づくり等事業者を支援 

育成 
質の高い介護サービスを安定的に提供できるようにするた

め、各種研修支援等のスキルアップを支援 
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５ 居住環境の充実と多様な住まいの確保 

地域包括ケアシステムでは、生活の基盤として、高齢者のプライバシーと尊厳が十分に守

られた住まいが確保されていることが求められます。 

加齢に伴い身体機能などが低下してくると、長年住み慣れた自分の住居であっても、それ

が必ずしも住みやすい生活環境であるとは言えない状況もでてきます。高齢者の住宅改修等

を支援することにより利便性・安全性の向上を図るとともに、公営住宅についてはバリアフ

リー化を実施するなど高齢者の生活に配慮した住宅供給に努め、高齢者の居住環境の充実を

図ります。また、自宅での生活が困難になっても、地域の中での生活が継続できるよう、見

守りや生活相談を受けられる高齢者向けの住まい（有料老人ホーム、サービス付高齢者向け

住宅等）等の確保について関係機関と連携して取り組みます。 

 

（１）住宅改修相談支援 

介護保険を利用して、家庭での手すりの取り付け等の住宅改修を行う前に、介護支援専

門員（ケアマネジャー）と連携をとり、適切な改修を図るものです。 

今後も、個々の状況に対応しながら、積極的に情報を提供するとともに、住宅改修の相

談・支援を行います。 
 

■住宅改修相談支援の実績と実施見込み 

 

実績値 見込み 

平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

相談件数（件） 6 6 7 6 6 6 

実施件数（件） 6 5 7 6 6 6 

 

 

（２）福祉用具利用の促進 

高齢者個々の生活環境や身体の状況に応じた福祉用具の利用は、高齢者の自立を促し、

毎日の生活を快適に過ごすことが可能になります。今後も適切な福祉用具の使用方法の

指導や情報提供を行い、自宅での生活支援を推進します。 
 

■福祉用具購入の実績と実施見込み 

 

実績値 見込み 

平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

実施件数（件） 15 23 15 20 20 20 
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（３）バリアフリー化の推進 

高齢者が安心して外出できる環境は、社会参加と密接なつながりがあります。本村で

は、高齢者のみならず、障がい者、幼児などを含めたすべての村民が安心して快適に移動

できる歩行空間の形成に向けて、段差の解消によるバリアフリー化に配慮します。また、

福祉施策と連携した誰もが安心して暮らせる住まいづくりを目指します。 

本村では、新設される施設についてはスロープや手すり等のバリアフリー対応がされ

ておりますが、既存施設の改修等には至っていません。 

今後、関係各課との連携により、公共施設の改修、整備によるバリアフリー化を推進す

るとともに、車道と歩道の段差解消、歩道整備など歩行空間のバリアフリー化を推進しま

す。 

 

（４）高齢者の多様な住まいについて 

高齢者の住まいの選択肢の一つとして、施設での生活が挙げられますが、介護保険制度

だけでは対応しきれない部分に対応するため、介護・医療・住宅の連携のもとにサービス

付き高齢者住宅制度が設立されました。 

村内に高齢者住宅等はありませんが、村外の施設利用者は増加しているため、県や近隣

市町村との情報の共有や住民の利用ニーズの把握に努め、多様な住まいの確保について

検討していきます。 
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６ 福祉施設の確保（介護保険法定外） 

（１）養護老人ホーム措置事業 

養護老人ホームは、入所者が自立した生活を営み、社会的活動に参加するために必要な

指導及び訓練その他の援助を行うことを目的とする施設です。身体的・精神的な理由や、

経済的・家庭環境等の理由によって、在宅において生活することが困難な高齢者を対象

に、老人福祉法に基づき入所措置を行います。 

介護保険の施設である特別養護老人ホームと異なり、日常生活においてほぼ自立して

いる方が対象です。本村に施設はありませんが、他市町村の施設に入所者がいます。 
 
■養護老人ホーム措置事業の実績と実施見込み 

 

実績値 見込み 

平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

措置者数（人） 5 4 3 3 3 3 

 
 

（２）生活支援ハウス 

生活支援ハウスは、高齢者の居住機能及び交流機能を総合的に提供することを目的と

して平成 15年度に設置されました。 

利用対象は、60 歳以上のひとり暮らしの方や夫婦のみの世帯、家族の援助を受けるこ

とが困難で、独立して生活することに不安のある方です。 

今後も引き続き、利用を必要とする方の把握と入居者への支援を継続していきます。 

 

（３）老人福祉センター 

老人福祉センターは、保養、余暇の利用及び健康の増進、教養の向上を図る場を提供す

ることを目的として昭和 58年度に設置されました。 

入浴施設もあり、健康保持、利用者同士の交流、レクリエーション等の各種事業の場と

して活用しており、今後も継続していきます。 

 

（４）地域交流ホーム 

地域交流ホームは、六ヶ所村民の交流活動並びにスポーツ及び文化活動の場を提供し、

社会福祉サービスの向上を図るための拠点施設として平成 12年度に設置されました。 

入浴施設もあり、隣接する特別養護老人ホームや障害者支援施設の入所者と地域住民

の交流を図る場として活用しており、今後も継続していきます。 
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在宅医療・介護連携支援に関する相談窓口

（郡市区医師会等）

連 携

関係機関の

連携体制の

構築支援

訪問診療

病院・在宅療養支援病院・診療所（有床診療所）等

訪問看護等

介護サービス

介護サービス事業所

訪問看護事業所、薬局

地域包括支援センター

訪問診療

利用者・患者

在宅医療・介護連携の推進

市町村

※市区町村役場、地域包括支援

センターに設置することも可能

後方支援、

広域調整等

の支援

都道府県・保健所

・地域の医療・介護関係者による会議の開催

・在宅医療・介護連携に関する相談の受付

・在宅医療・介護関係者の研修 等

一時入院

（急変時の一時受け入れ）

診療所・在宅療養支援診療所・歯科診療所等

○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続けることができるよう、地域における医療・介護の関係

機関（※）が連携して、包括的かつ継続的な在宅医療・介護を提供することが重要。
（※）在宅療養を支える関係機関の例

・診療所・在宅療養支援診療所・歯科診療所等 （定期的な訪問診療等の実施）

・病院・在宅療養支援病院・診療所（有床診療所）等 （急変時の診療・一時的な入院の受入れの実施）

・訪問看護事業所、薬局 （医療機関と連携し、服薬管理や点滴・褥瘡処置等の医療処置、看取りケアの実施等）

・介護サービス事業所 （入浴、排せつ、食事等の介護の実施）

○このため、関係機関が連携し、多職種協働により在宅医療・介護を一体的に提供できる体制を構築するため、都道府県・保健所の支援の下、市区

町村が中心となって、地域の医師会等と緊密に連携しながら、地域の関係機関の連携体制の構築を推進する。

 

７ 在宅医療・介護連携の推進 

高齢化が進展し、医療と介護の両方のニーズを有する高齢者の増加が予測される中で、

住まいや予防、生活支援に加え、医療や介護が一体的に提供され、重度の要介護状態にな

っても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最後まで続けることができるよう、在宅医療

と介護の連携の推進が求められています。また、令和２年度実施の、介護予防・日常生活

圏域ニーズ調査において、回答者の 37％が在宅での看取りを希望しており、そのためには

家族の介護負担の軽減や往診、訪問看護、急変時の対応などを望んでいるという結果でし

た。 

在宅医療・介護連携を計画的かつ効果的に推進するため、村においてあるべき在宅医

療・介護提供体制を共有し、関係者の連携体制や対応を図り、サービスの供給体制を整備

していくことで、地域の目指す理想像である「切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制

の構築」を進め、在宅療養体制の充実に努めていきます。 

 
■在宅医療・介護連携の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）庁内の連携体制 

医療や介護・健康づくり担当課の庁内連携を密にし、データや情報の共有を進めるとと

もに、保健や医療、福祉など地域の課題を横断的に把握することで、村においてあるべき

在宅医療・介護提供体制を共有します。  
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（２）在宅医療・介護連携推進の主な取組 

住民や地域の医療・介護関係者と地域の目指すべき姿（地域の理想像）を共有し、医療

機関と介護事業所等の関係者の連携を推進するために、以下の取組を行います。 

 

①現状分析、課題抽出・施策立案 

切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築に向け、現状の分析、課題の抽出、施

策の立案を行います。 

     

取組内容 具体的内容 

ア．地域の医療・介護資源の把握 
地域の医療機関・介護事業所の機能等を情報収集し作成し

た「医療・介護資源マップ」を適宜更新します。 

イ．在宅医療・介護連携の課題の
抽出と対応策の検討 

地域ケア会議等、地域の医療・介護関係者等が参集する会

議において、在宅医療に関する課題の検討を行い、これに対

応する施策の立案を行います。 

ウ．切れ目のない在宅医療と介護
の提供体制の構築の推進 

緊急時に備えた消防との連携として一人暮らし高齢者等に

配布している「緊急時情報キット配布事業」を継続します。 

 

②対応策の実施 

医療・介護関係者が在宅医療・介護連携について相談できる窓口の設置や、住民や医

療・介護関係者が在宅医療と介護に関する理解を深め、在宅療養を必要とする人が適切

なサービスを選択できるように普及啓発を行います。 

 

取組内容 具体的内容 

ア．在宅医療・介護連携に関する
相談支援 

「在宅医療・介護連携相談窓口」を地域包括支援センターに

設置済みです。在宅医療と介護の連携に関する相談支援を継

続して行います。 

イ．地域住民への普及啓発 

「在宅医療・介護連携相談窓口」や「医療・介護資源マップ」

などの在宅医療に関する情報等について、広報誌やＨＰなど

の媒体を活用して周知します。 

ウ．医療・介護関係者の情報共有
の支援 

・医療機関等とケアマネジャーの連携をスムーズに行うため

の「在宅介護・医療連携に関わる連絡票(３種類)」の活用支

援を行います。 

・「入退院時の引継ぎルール」（上十三保健所圏域事業）の活

用周知と実施支援を行います。 

・「医療と介護の連携手帳」を作成し必要な方に配布します。 

エ．医療・介護関係者の研修 
多職種の協働・連携に関する研修や医療・介護等に関する

研修について、年１回以上開催します。 
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８ 認知症施策の推進 

認知症は誰にでも起こりうる「脳の病気」です。「いろいろな原因で脳の細胞が死んでし

まったり、働きが悪くなったために様々な障がいが起こり、生活する上で支障が出ている

状態」をいい、「記憶障害」や「見当識障害」、「理解・判断力の低下」などの中核症状や、

「不安・焦燥」、「うつ状態」、「幻覚・妄想」、「徘徊」などの周辺症状という形で現れ

てきます。 

認知症高齢者は、高齢化に伴い年々増加しており、国の推計で 2025 年（令和７年）には、

65 歳以上の約５人に１人の割合で上昇する見込みとなっています。 

認知症施策においては、認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を持って日常生

活を過ごせる社会を目指し、認知症の人やその家族の意見も踏まえながら、「共生」と「予

防」の施策を推進することが重要です。 

本村では、国の「認知症施策推進大綱」（令和元年６月策定）に基づき、認知症の人がで

きる限り地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができる社会の実現を目指し、総

合的な認知症対策を展開します。 

 

 

■認知症施策推進大綱の５つの柱 

 

① 普及啓発・本人発信支援 

② 予防 

③ 医療・ケア・介護サービス・介護者への支援 

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 

⑤ 研究開発 
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（１）認知症への理解を深めるための普及・啓発、本人発信支援 

認知症は皆にとって身近な病気であることを、普及・啓発等を通じて改めて社会全体と

して確認していきます。 

 

①認知症サポーター・キャラバンメイト養成 

認知症サポーターは、認知症について正しく理解し、偏見を持たず、認知症の人やそ

の家族を温かく見守り支える応援者です。 

認知症への理解を深めるため普及・啓発活動として、村内中学生や企業を対象とした

講座の開催や認知症キャラバンメイト連絡会を開催し、講座の定期開催を行っていきま

す。 

 

■認知症サポーター養成数と人口割合の実績と見込み 

 

実績値 見込み 

平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

養成数(人) 286 153 100 100 100 100 

割合(％) 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 

   

②認知症サポーターの活用 

認知症サポーターが正しい理解を得たことを契機に自主的に行ってきた活動をさらに

一歩前進させ、地域で暮らす認知症の人等の支援ニーズに認知症サポーターをつなげる

仕組み「チームオレンジ」の構築に向けた体制作りを検討していきます。 

 

③認知症の人本人からの発信支援 

これまで認知症の人は支援やサービスを受ける対象として考えられてきましたが、令

和元年６月に示された認知症施策推進大綱の中では、認知症の人とともに同じ社会の一

員として地域を創っていくために、本人発信支援が具体的な施策として取り上げられま

した。 

今後は、認知症の人本人が自身の希望や必要としていること等を表現できる場づくり

を進めることが必要となっています。 

村では、認知症カフェなどの機会を通じて認知症の本人やその家族の意見を確認する

場を設けます。 
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■認知症カフェの開催実績及び実施見込み 

 

実績値 見込み 

平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

開催数(回) 11 9 10 14 24 24 

参加者(人) 73 74 73 75 90 90 

 

（２）認知症の予防推進 

認知症の発症予防に向け、広く高齢者の社会参加を促進するとともに、リスクが疑われ

る高齢者を中心に、認知症予防のための介護予防事業や介護サービスを通じて適切な訓

練を実施することにより、認知機能の低下等の防止に取り組みます。 

 

①認知症予防に関する取り組み 

日常生活における認知機能の低下防止のため、脳活性化事業（脳の楽習教室）などの

介護予防教室の開催や心身の健康づくりの機会を図ります。 

■脳の楽習教室の実績と見込み 

 

実績値 見込み 

平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

開催回数（回） 19 19 11 19 19 19 

参加実人数（人） 13 15 10 15 15 15 

           

 

（３）医療・ケア・介護サービス・介護者への支援 

認知症を発症した際には、早い段階で治療することによりその進行を遅らせることが

できるため、早期診断・早期対応を軸に、「本人主体」を基本とした医療・介護等の有機

的連携により、認知症の容態の変化に応じて、適時・適切に切れ目なく、その時の容態に

もっともふさわしい場所で医療・介護等が提供される循環型の仕組みを実現します。 

また、認知症の人の介護者への支援を行うことは、認知症の人の生活の質の改善にもつ

ながるため、家族など介護者の精神的身体的な負担の軽減や、生活と介護の両立を支援す

る取組を推進します。 
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①認知症初期集中支援チームの活用 

保健師や看護師、介護福祉士など複数の専門職が認知症と疑われる高齢者を訪問し、

相談や症状の評価、本人や家族への初期支援を集中的に行い、自立生活をサポートする

「認知症初期集中支援チーム」を設置しています。広報等で啓発活動を継続しながら、窓

口相談があった際には、チームにつなげる等速やかに対応していきます。 

 

■認知症初期集中支援チームの対応実績と見込み 

 

実績値 見込み 

平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

対応人数（人） 1 1 1 2 2 2 

 

②本人及び家族への支援 

本村では、認知症の本人及び家族が安定した生活が送れるよう、早期治療や必要な生

活支援や介護サービスの利用などの結びつけを図ります。 

また、認知症により判断能力が低下した方への支援策として、虐待防止、成年後見制

度や日常生活自立支援事業の利用促進、消費者被害防止のための取り組みを関係機関の

連携のもと推進していきます。 

さらに、認知症の人を介護する家族には悩みが少なくないことから、家族同士が交流

できる場を設けることで同じような悩みや苦労を話し合える機会をつくり、介護する家

族の支援を図ります。 

 

③認知症地域支援推進員の配置 

医療機関、介護サービス事業所等の支援機関をつなぐ連携支援や認知症高齢者自身や

その家族を支援する相談業務等を行う認知症地域推進員を平成 29 年度より地域包括支

援センターに配置しており、今後も相談支援の他、認知症の普及啓発活動や在宅生活の

支援を行っていきます。 

 

④認知症ケアパスの普及 

認知症ケアパスとは認知症が発症したときから生活する上で、さまざまな支障が出て

くる中で、その進行状況にあわせて、いつ、どこで、どのような医療・介護サービスを

受ければよいかを標準的に示すものです。 

本村では、「標準的な認知症ケアパス」を作成し、関係機関・老人クラブ等に配布する

とともに、村ホームページに掲載するなど普及を図っています。今後も普及に努め、認

知症高齢者及び家族の支援に努めます。 
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⑤認知症カフェの開設 

認知症の方と家族が、地域住民や医療・介護・福祉専門職等と相互に情報を共有し、

お互いに理解し合うことを目的に、認知症カフェ(おれんじカフェ)を村内１カ所で開設

し、毎月１回定期開催しています。今後は村内の事業所等でも開設できるよう認知症地

域推進員がカフェの開設・運営を支援します。 

 

⑥地域密着型介護サービスの整備 

介護サービスにおいて、認知症の人を適切にケアし、家族の負担を軽減するものとし

て、地域密着型サービスは非常に有効です。本村では、認知症対応型共同生活介護、地

域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護のサービスを提供しています。 

今後も、認知症高齢者の身近な地域での生活を支援し、家族の介護負担の軽減を図る

ため、需要動向を把握しながら、認知症対応型サービスをはじめとする地域密着型介護

サービスの充実に努めます。 

 

（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 

認知症が高齢者に限らず若い世代にも発症するケースがみられ、65 歳未満で発症する

認知症を「若年性認知症」といいます。 

若年性認知症の人は、就労や生活費等の経済的問題が大きいこと等から、居場所づくり

等の様々な分野にわたる支援を総合的に講じていきます。 

また、生活の支援（ソフト面）、生活しやすい環境（ハード面）の整備、就労・社会参

加支援及び安全確保を行い、認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくりを推進しま

す。 

 

①若年性認知症への対応 

普及啓発を進め、若年性認知症への一般の理解を深めるとともに、早期診断・早期対

応へつなげていきます。また、窓口において「若年性認知症支援ハンドブック」を配布

し「青森県若年性認知症総合支援センター」へつなげるなど、本人への配慮と適切な対

応に努めます。 

 

②地域での見守り体制の整備 

「高齢者等見守りネットワーク推進協議会」を設置し、地域の特性を生かした見守り

体制の検討など、認知症高齢者に限らず高齢者等が地域で安心して生活できるように地

域全体で支え合う体制を整備し、関係機関等によるネットワークを構築しています。今

後も年に数回、会議を開催し、高齢者等の見守りを強化していきます。 
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③安全確保のための事業  

認知症高齢者が徘徊により行方不明になった場合など、早期発見・保護の必要があり

ます。「徘徊高齢者等家族支援事業」として、ＧＰＳ機能付き端末を貸与し位置情報を早

期に把握できる取り組みを実施しております。また、徘徊の恐れのある高齢者が行方不

明になった場合に、地域の支援を得て早期に発見できるよう関係機関の支援体制を構築

する「徘徊ＳＯＳネットワーク事業」、徘徊によって第三者に負わせた損害を補償する

「認知症高齢者等個人賠償責任保険」を実施し、認知症高齢者の安全を守ります。また

「徘徊模擬訓練」を行い、認知症高齢者に対する対応の仕方について実演を通じて訓練

を行います。 

 

■ＳＯＳネットワーク事業の実績と見込み 

 

実績値 見込み 

平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

登録者数（人） 4 3 3 5 5 5 

           

■徘徊高齢者等家族支援事業の実績と見込み 

 

実績値 見込み 

平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

登録者数（人） 3 4 3 4 5 6 

           

■認知症高齢者等個人賠償責任保険の実績と見込み 

 

実績値 見込み 

平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

加入者数（人） - 6 3 6 7 8 

           

 

（５）研究開発 

国が中心となり、認知症の原因となる疾患それぞれの病態解明や行動・心理症状（Ｂ

ＰＳＤ）等を起こすメカニズムの解明を通じて、認知症の予防法、診断法、リハビリテ

ーションモデル、介護モデル等の研究開発を推進します。国から求められた調査に的確

に回答するなどの対応を行います。 
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９ 生活支援サービスの充実・強化 

現在、一人暮らし高齢者や高齢者世帯が増加している中、行政が中心となり生活支援サ

ービスを担う多様な事業主体と連携し、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高

齢者の社会参加の推進を一体的に図り、高齢者を地域で支え合える地域づくりのため、生

活支援サービスの体制を整備していく必要があります。 

また、高齢者自身がサービスの提供者となり、社会的な役割を持つことが生きがいや介

護予防にもつながります。 

本村では、高齢者の安心で快適な生活を実現するために必要な生活支援サービスの充実

と高齢者の社会参加を図ります。 

 

（１）生活支援コーディネーターの配置 

地域における高齢者の生活支援体制の整備を推進するため、ボランティア等を担い手

とした生活支援サービスの資源開発やサービス提供主体間のネットワーク構築等のコー

ディネート業務を行う生活支援コーディネーターを１名配置しました。 

 

（２）生活支援体制整備推進協議会の設置 

生活支援コーディネーターと生活支援サービスの提供主体等が参画し、定期的な情報

共有、連携及び協働による資源開発等を推進することを目的としたネットワークとして

六ヶ所村生活支援体制整備推進協議会を設置しました。 

 

■生活支援体制整備推進協議会の実績と見込み 

 

実績値 見込み 

平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

開催回数（回） 3 3 2 2 2 2 

 

（３）生活支援サービスの実施 

生活支援体制整備推進協議会の中で話合われた内容として、「配食サービス事業」や「外

出支援サービス」等の社会資源を構築しました。 

今後も生活支援等サービスの体制整備を目的に定期的に協議会を開催し、生活支援コ

ーディネーターと協議会が地域づくりを進めていくことができるよう基盤整備していき

ます。また、協議会に多様な関係者が参加することで理解を広め、協働して地域づくりを

推進できる体制を整備していきます。 
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10 地域ケア会議の充実 

地域包括ケアシステムの構築を進めるには、「個別課題の解決」、「地域包括支援ネットワ

ークの構築」、「地域課題の発見」、「地域づくり、資源開発」、「政策の形成」の５つの機能を

有する地域ケア会議により、高齢者個人に対する支援の充実と、それを支える社会基盤の整

備を同時に図っていくことが重要です。 

地域ケア会議は、地域包括支援センターが主催し、行政、医療、介護等の多職種や民生委

員児童委員など地域の方と協働して高齢者の個別課題の解決を図り、ネットワークを構築す

るとともに、介護支援専門員の自立支援に資するケアマネジメントの実践力を高めます。 

また、個別ケースの課題分析等を積み重ねることにより、地域に共通した課題を明確化し、

共有された地域課題の解決に必要な資源開発や地域づくりを進めます。 

第８期においても、研修会も取り入れながら継続して取り組んでいきます。 

 

■地域ケア会議の開催実績 

 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

開催回数 
個別会議 12 7 7 

推進会議 3 4 5 

参加職種 

（研修参加のみ含む） 

行政、社会福祉協議

会、ケアマネジャー、

デイケア施設職員、

ヘルパー事業所、医

療センターケースワ

ーカー、民生委員、行

政連絡員、保健協力

員、老人クラブ、婦人

会、社会福祉協議会、

デイケア施設職員、

ヘルパー事業所、医

療センターケースワ

ーカー 

行政、社会福祉協議

会、ケアマネジャー、

デイケア施設職員、

ヘルパー事業所、医

療センターケースワ

ーカー、理学療法士、

薬剤師、医師 

行政、社会福祉協議

会、ケアマネジャー、

デイケア施設職員、

ヘルパー事業所、医

療センターケースワ

ーカー、理学療法士、

薬剤師、医師 

 

■地域ケア会議会の開催見込み 

 

見込み 

令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

開催回数 

（回） 

個別会議 7 7 6 

推進会議 6 6 6 
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11 多様な生活支援の展開 

高齢者でひとり暮らしの人や高齢の夫婦のみ世帯などのすべての高齢者ができるだけ身

近な地域で暮らし続けていくためには、それぞれのニーズに合った生活支援サービスが必要

です。 

地域の互助や民間のサービスとの役割分担を踏まえた上で、安心・快適な日常生活を実現

するために必要な支援を検討し、村独自の生活支援サービスの充実を図ります。 

 

（１）軽度生活援助事業 

要介護認定で自立と判定された 65歳以上の高齢者のうち、日常生活の支援が必要な方

に対し、食事の提供や食材の確保、掃除洗濯等の家事援助、健康管理に関する助言等を行

っています。サービスを必要とする高齢者を的確に把握し、高齢者への支援の充実を図り

ます。 

 

■軽度生活援助事業の実績と実施見込み 

 

実績値 見込み 

平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

利用実人数（人） 1 3 3 3 3 3 

利用延回数（回） 12 75 133 120 120 120 

 

 

（２）家族介護用品支給事業 

要介護４以上の要介護認定者を在宅で介護している家族に対し、１か月 5,000 円以内

の紙おむつ等を支給し、家族の経済的負担の軽減を図ります。 

介護する家族の精神的、経済的負担の軽減を図るため、今後も事業を継続していきま

す。 

 

■家族介護用品支給事業の実績と実施見込み 

 

実績値 見込み 

平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

支給実人数（人） 16 17 (17) 17 17 17 
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（３）家族介護慰労事業 

要介護１から５の要介護認定者を在宅で１年間介護している家族に対し、介護度に応

じて１万円～５万円の介護者慰労金を支給しています。 

介護する家族の労をねぎらい、その精神的、経済的負担の軽減を図るため、今後も事業

を継続していきます。 

 

■家族介護慰労事業の実績と実施見込み 

 

実績値 見込み 

平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

支給実人数（人） 119 116 127 125 133 142 

 

 

（４）配食サービス 

高齢者一人暮らし世帯及び高齢者のみ世帯等を対象に、栄養バランスの良い食事の提

供と見守り等を目的とした配食サービスを開始しました。令和元年度はモデル事業とし

て対象地域を限定し実施しましたが、令和２年度より村内全域で実施しています。 

高齢者の方の食生活の安定や調理負担の軽減及び栄養の改善を図るため、今後も事業

を継続していきます。 

 

■配食サービスの実績と実施見込み 

 

実績値 見込み 

平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

利用者数（人） - 65 110 240 240 240 

配食数（食） - 429 700 1,000 1,000 1,000 
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（５）高齢者世帯等除雪支援事業 

自力で除雪ができず家族などからの支援が受けられない高齢者世帯、要介護認定者、障

がい者の方などの生活路を確保するため、玄関から道路までのおおむね１ｍ幅の通路を

除雪するもので、村が六ヶ所村社会福祉協議会に委託しています。 

高齢者の方等が冬期間も住み慣れた地域で生活できるよう、今後も事業を継続してい

きます。 

 

■高齢者世帯等除雪支援事業の実績と実施見込み 

 

実績値 見込み 

平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

登録者数（人） 45 59 73 65 70 75 

作業延べ時間（時） 762.5 292 1,500 1,100 1,200 1,300 

 

 

（６）外出支援事業 

在宅で要介護１以上の高齢者等の医療機関への通院、介護保険施設等への入退所の際、

送迎が困難な場合に移送車両による送迎を行っています。 

今後も、サービスを必要とする高齢者を的確に把握し、高齢者の生活支援を推進しま

す。 

 

■外出支援事業の実績と実施見込み 

 

実績値 見込み 

平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

利用者数（人） 

村内 
359 325 332 300 300 300 

近隣 134 168 212 170 170 170 

その他 44 77 61 50 50 50 
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（７）高齢者等無料入浴券交付事業 

65 歳以上の方（令和２年度から対象年齢を 70 歳以上から拡充しました）、障害者手帳

等の交付を受けた方、生活保護を受給している方、運転経歴証明書の交付を受けた方を対

象に、村内の浴場施設（スパハウスろっかぽっか、老人福祉センター、地域交流ホーム、

泊地区ふれあいセンター）の入浴券を交付し、交付を受けている方が利用できる無料送迎

バスを運行しています。 

また、移動手段がなく買い物に支障のある高齢者の方等の負担軽減のため、入浴券を交

付されている方を対象とし、スパハウスろっかぽっかとショッピングセンターリーブを

往復する買い物送迎バスを運行しています。高齢者の方等の入浴の促進と外出等に係る

経済的負担の軽減を図るため、今後も事業を継続していきます。 

 

■高齢者等無料入浴券交付事業の実績と実施見込み 

 

実績値 見込み 

平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

交付人数（人） 2,240 2,304 3,307 3,150 3,200 3,250 

乗車延べ人数（人） 24,257 21,694 18,623 20,000 20,500 21,000 

 

（８）外出支援バス（はっぴい号）運行 

（７）の無料入浴券の交付を受けている方を対象に、ショッピングセンターリーブ、薬

王堂、役場周辺を往復する外出支援バスを運行しています。 

利用目的を買い物に限定せず、友人に会いに行く、用足しなどに利用できるよう、今後

も住民が利用しやすいようなルートや運行時間帯の改善を図っていきます。 

 

■外出支援バス運行の実績と実施見込み 

 

実績値 見込み 

平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

乗車延べ人数（人） - - 600 600 600 600 
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（９）一人暮らし高齢者防火訪問 

70 歳以上の一人暮らし高齢者の方を対象に、消防職員及び民生委員と連携して、生活

状況・健康状態の確認や防火設備等の点検を行うため、防火訪問を行っています。 

高齢者の方が安心して自宅で生活できるよう、今後も事業を継続していきます。 

 

■一人暮らし高齢者防火訪問の実績と実施見込み 

 

実績値 見込み 

平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

訪問件数（件） 174 179 131 280 280 280 

 

 

（10）緊急通報体制等整備事業 

ひとり暮らし高齢者、高齢者世帯などを対象に、緊急通報装置を貸与し、さらに、近隣

住民やボランティアなどの協力員からの協力を得ることにより、急病等の緊急時に迅速

かつ適切な対応を図ります。 

今後、ひとり暮らし高齢者等の増加が見込まれているため、より効果的な事業となるよ

う実施方法を工夫し、高齢者の生活支援を推進します。 

 

■緊急通報体制等整備事業の実績と実施見込み 

 

実績値 見込み 

平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

機器設置台数（台） 9 11 13 14 15 16 

 

（11）自動車急発進防止装置整備費補助事業 

認知症の診断を受けていない 65歳以上の方で、使用する自家用車両に「急発進防止装

置」を設置した方に、装置の購入費と設置費用の９割を補助します。 

高齢運転者の交通事故の防止及び事故時の被害軽減ができるよう、今後も事業を継続

していきます。 
 

■自動車急発進防止装置整備費補助事業の実績と実施見込み 

 

実績値 見込み 

平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

補助人数（人） - - 9 10 10 10 
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（12）高齢者適正服薬支援事業 

認知症等の要因により定期的な服薬が困難な高齢者の方に、飲み忘れや過量服薬の防

止を支援する機器を貸し出します。 

高齢者の方が適正な服薬を行うことで、在宅生活の維持と健康寿命の延伸に寄与でき

るよう、今後も事業を継続していきます。 
 

■高齢者適正服薬支援事業の実績と実施見込み 

 

実績値 見込み 

平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

貸出台数（台） - - 2 5 7 9 
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12 支え合いの促進と災害・感染症対策の体制整備 

地域包括ケアシステムの構築には、高齢者の状況やその変化に応じて、適切なサービス、

多様な支援を提供することが必要です。そのためには、保健・医療・福祉・介護の各サービ

スを担う専門職相互の連携を進めるとともに、地域福祉の向上、地域住民からの協力が不可

欠です。 

本村では、地域における支え合いやボランティア活動などのインフォーマルな活動を促進

するとともに、それらを地域資源として統合・ネットワーク化し、高齢者を継続的かつ包括

的に支援する地域づくりを推進するとともに、日常から、住民同士が支え合える地域の実現

を目指します。 

 

（１）地域支え合い意識の醸成 

ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯の増加が進んでいく状況においては、高齢者が互い

に助け合い、地域社会全体が支え合いの意識を持つことが必要となっています。 

本村では地域における高齢者の自立生活を実現するため、ひとり暮らし高齢者等の見

守りなどについて地域住民が福祉の担い手として力を発揮してもらえるよう、高齢社会

における支え合い意識の啓発を図り、ともに支え合える地域づくりを推進します。 

 

（２）地域福祉を担う組織との連携 

民生委員、社会福祉協議会と連携を密にし、村の福祉サービスだけでは担いきれない、

地域での助け合いを促すとともに、住民と行政のパイプ役として重要な役割を担ってお

り、連携体制の強化を図っていきます。 

 

①民生委員児童委員 

民生委員児童委員は、地域において援助を必要とする住民の様々な相談に応じるとと

もに、必要な援助を住民の立場に立って幅広く支援しており、地域福祉の充実には欠か

せない存在となっています。また、地域において住民の生活状態や福祉ニーズを直接把

握できる立場にあり、相談を受け助言を行うとともに、住民と行政・関係機関等とのパ

イプ役として重要な役割を担っています。 

今後も、民生委員児童委員協議会との間で福祉担当者、介護保険担当者、地域包括支

援センター、在宅介護支援センター等が定期的に情報交換し、適切な生活支援やサービ

ス調整に結びつくよう連携体制の強化を図ります。 
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②社会福祉協議会 

地域福祉を推進していく上で、村の福祉サービスだけではまかないきれない近隣や地

域での助け合いを促すため、民間の自主的組織として六ヶ所村社会福祉協議会が設立さ

れています。 

社会福祉協議会では、住民福祉の向上を目指し、福祉関係諸団体との連携を図りなが

ら、心配ごと相談等のほか、社会福祉についての啓発活動、ボランティアに対する研修会

等の事業を展開しています。 

本村では、地域の福祉問題を自らの手によって考え解決していく社会福祉協議会の民

間自主組織としての使命を尊重し、福祉行政や介護保険事業との役割分担を意識しなが

ら、社会福祉協議会がこれまで取り組んできた福祉サービスの充実並びに住民活動を推

進する機能を最大限発揮できるよう連携していきます。 

今後も、地域活動の核となる社会福祉協議会の強化を図り、住民参加による地域福祉活

動を地域の実情に即し総合的に推進し、村民がともに支え合い、住み慣れた地域でいつま

でも安心して暮らせるような地域づくりを目指します。 

 

（３）高齢者のための防犯・交通安全対策 

近年、高齢者が訪問販売等の被害に遭うなどの問題も深刻化してきています。また、一

般に、交通事故における死亡者には 65歳以上の高齢者が多いことから、日頃から高齢者

の交通安全意識の啓発を図る必要があります。 

高齢者の犯罪被害や交通事故をなくすことを目指し、高齢者が被害に遭わないように

自己防衛を図ることのできる情報提供や講習会等を通じて、高齢者のための防犯・交通安

全対策を推進していきます。 

高齢者のみならずすべての村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、総合的かつ計画的に防犯、交通安全対策の充実を図ります。 
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（４）防災対策・災害時対応の充実 

東日本大震災をはじめ、近年の多発する地震・風水被害を受け、高齢者の災害に対する

不安や災害時支援への関心はひときわ高まっているようです。本村では、ひとり暮らし高

齢者や高齢者のみの世帯等の把握に努めるとともに、登録制による緊急通報体制の整備

など高齢者のための防災対策を進めています。 

また、地震等の大規模災害発生時には、一人暮らしの高齢者や障がい者などの避難に支

援が必要な方（災害時要配慮者、要支援者）を地域全体で支えることが求められることか

ら、避難行動要支援者名簿を整備しています。 

さらに、地域住民、消防団及び自主防災組織等との連携並びに情報の共有化を図り、安

否確認や避難誘導などに関して、災害発生時に迅速かつ的確に対応するための体制づく

りに努めています。 

今後も、支援を要する高齢者等の把握に努めるとともに、総合的かつ計画的な防災対策

の推進、災害時対応の体制づくりに努めます。また、地域における住民の取り組みを促進

し、民生委員児童委員を中心とした見守り活動や各地区の自主防災組織による高齢者の

支援の仕組みづくりを推進していきます。 

 

（５）感染症対策の推進 

新型コロナウイルス感染症の流行により、「新しい生活様式」を踏まえた地域の支え合

いや介護事業所等における感染防止対策、感染発症時の利用者のサービス確保、事業者間

の連携支援体制等について、地域の実情に応じて検討していく必要があります。 

また、その他の感染症についても、日頃から介護事業所等と連携し、感染拡大防止策の

周知啓発や訓練の実施、感染症発生時に備えた平時からの事前準備、感染症発生時の代替

サービスの確保に向けた連携体制の構築等を行うことが重要です 

本村では、全国的な新型コロナウイルス感染症の大規模流行を踏まえ、「六ヶ所村新型

インフルエンザ等対策行動計画」や「六ヶ所村地域防災計画」との調和に配慮しつつ、介

護事業所等と連携して感染症対策の周知啓発を実施します。 

また、介護事業所等における感染症発生時に必要な物資について、備蓄・調達・輸送体

制を整備するとともに、県・村・関係団体が連携し、感染症発生時の支援・応援体制を整

備します。 

 

 

 

  


