
仙台市高齢者保健福祉計画（介護保険事業計画）【平成21年度～平成23年度】の取り組み状況について

○継続施策、●拡充施策、☆新規施策、◎検討すべき施策

平成21年度 平成22年度 平成23年度
①社会参加活動の推進

(ア）社会参加活動
促進のための環境整
備

●豊齢ネット（シニア活動団体のネットワーク組織）の
運営・活動に対する支援（(財）健康福祉事業団）

活動団体 32団体 32団体 32団体
　高齢者の社会参加活動を促進する取り組みとして、シニア活動団体のネットワーク組織であるせんだ
い豊齢ネットワークが開催する作品展やふれあい広場に対して各種支援を行った。

ボランティア団体への助成

○ふれあいデイホーム 団体数 17団体 16団体 16団体

○高齢者支援活動促進 団体数 7団体 6団体 5団体

○給食サービス 団体数 7団体 7団体 7団体

○敬老乗車証の交付 交付者数 101,314人 102,954人 106,384人

○豊齢カードの交付 交付者数 10,891人 8,856人 11,631人

●ミニデイサービス「遊湯う倶楽部」の実施 実施箇所 7箇所 7箇所 5箇所

○「シルバー100円入浴デー」の実施 交付者数 8,060人 7,698人 6,022人

○老人クラブへの助成 団体数 530団体 520団体 497団体

会員数 25,658人 24,849人 23,415人

②高齢者の就業支援

○シルバー人材センターによる臨時的・短期的な仕事の
あっせん（(公社)シルバー人材センター）

契約金額 920,873千円 876,555千円 869,934千円

☆シルバー人材センターの企画提案方式による事業 助成額 2,706千円 2,530千円 1,770千円

（イ）生活設計の支
援

○シルバーセンター総合相談センターの一般相談事業 相談件数 3,091件 3,065件 1,865件
　シルバーセンター相談事業において高齢者からの相談を行っているが、23年度は東日本大震災による
休館のため相談件数が減少した。

③多彩な生涯学習の展開

○豊齢学園における生涯学習と社会貢献活動を担う人材
育成（(財）健康福祉事業団）

在園生 204人 224人 233人

○老人福祉センターにおける「趣味の教室」の開催 平均利用者数/日 131人/日 144人/日 108人/日

○老人福祉センター開催の「いきがい夢広場」の実施 延べ参加者数 333人 417人 465人

○高齢者のためのＩＴセミナーの実施 参加者数 1,009人 1,041人 885人

○「シルバーライフ」の発行による情報提供 発行数 27,130部 27,130部 27,130部

○豊齢カードの交付（再掲） 交付者数 10,891人 8,856人 11,631人

○老人福祉センター合同イベント（演芸交流会、合同作
品展）の開催

演芸交流会
出演者数

128人 135人 163人

○シルバー創作展の開催 延べ来場者数 3,715人 2,540人 2,309人

○高齢者生きがい健康祭（シニアいきいきまつり）にお
ける競技種目交流大会の開催

参加者数
（種目数）

2,021人
（17種目）

2,035人
（17種目）

震災により
大会中止

○全国健康福祉祭（ねんりんピック）への選手派遣 選手派遣者数 124人 141人 133人

☆全国健康福祉祭（ねんりんピック）宮城・仙台大会開
催準備

事業経費負担金 890千円 3,401千円 26,999千円
(県・市合計）

○仙台市老人クラブ連合会におけるシルバースポーツセ
ミナーの開催

延べ参加者数 1,782人 1,846人 1,120人

（エ）地域社会への
還元

○老人クラブにおける友愛活動の実施

友愛訪問活動
を行っている
地区老連の割
合

100％ 100％ 100％

　仙台市老人クラブ連合会では、地区老連ごとに在宅福祉を支える友愛訪問活動を実施するとともに、
それぞれの区において、モデル地区老連を指定し、指定された地区では、チームを編成し、友愛訪問活
動を行っている。しかし、その活動内容が十分に市民に知られていない状況である。東日本大震災の経
験を踏まえ、地域全体で高齢者を支える体制づくりが求められており、今後こうした活動を充実してい
くとともに、広く市民に周知していくことが必要である。

　シルバーセンターや老人福祉センター等での講座や催し等を通じて、高齢者に学習機会の提供を行っ
た。老人福祉センターは市内に8館あり、元気高齢者の活動の場として様々な「趣味の教室」を行ってい
るが、その活動内容や参加者が固定化する傾向が見られる。

　豊齢カードは、市の文化施設等の優待制度として65歳以上を対象に交付を行っており、高齢者人口の
増加により交付者数が近年増加傾向にある。
　老人福祉センターの合同イベントである演芸交流会は、老人福祉センターの利用者が日頃練習してい
る踊りや音楽などを発表する場であるが、近年出演者数が増えている。

　24年度に開催する全国健康福祉祭（ねんりんピック）宮城・仙台大会に向けて、各種スポーツ活動等
への支援を行った。

　「ふれあいデイホーム事業」や「給食サービスボランティア事業」は、高齢者が当該ボランティア活
動に参加することによって社会参加を促すという効果を有しているだけでなく、「ふれあいデイホー
ム」では、介護予防活動や他の高齢者との交流活動を通して、サービスを受ける高齢者自身の社会参加
を促すという効果を有している。高齢者支援活動促進事業については、先駆的な取り組みを発掘し、支
援するという目的を有している事業であるが、近年活動内容の特色が薄れてきており、24年度より内容
の見直しを行った。

　「敬老乗車証」は、高齢化の急速な進展が見込まれる中、将来にわたって安定的に制度を運営してい
くために、受益と負担の適正化を図る観点から、制度の見直しを行い、平成24年10月より新制度を実施
した。

　地域コミュニティ活動を支える重要な役割を担う老人クラブを支援するため助成を行っているが、近
年は老人クラブの団体数や会員数が減少傾向にある。

　シルバー人材センターは、健康で働く意欲のある高齢者に対し、就業の機会を提供することで、高齢
者の生きがいづくりや健康づくりに寄与している。しかしながら、経済不況の影響で、ここ数年契約金
額の減少傾向が続いており、経営環境が悪化している。今後企業からの受注や一般家庭からの受注を確
保するために、就業開拓を強化していくことなどが課題となっている。

取り組み状況（実績）
評価と課題

(イ）ボランティア
活動・NPO活動等支
援

(ウ）外出支援

（エ）老人クラブ活
動の支援拡充

施策の柱 基本的方向性

　高齢者の社会参加を支援
し、高齢者が生きがいを感
じながら生活することがで
きるようにするとともに、
高齢者の持つ経験・能力を
地域に還元することによ
り、地域コミュニティの活
性化や、活力にあふれた社
会の創出を目指します。ま
た、高齢者が何らかの形で
社会と関わりを持つ機会を
継続的に設けることによ
り、地域での孤立化の防止
にもつなげていきます。

1．生きがいづくり・
社会参加の促進

主な施策施策の展開

（ア）学習機会の提
供

（イ）文化活動支援

（ア）就労機会の提
供

（ウ）スポーツ活動
支援

参考資料
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仙台市高齢者保健福祉計画（介護保険事業計画）【平成21年度～平成23年度】の取り組み状況について

○継続施策、●拡充施策、☆新規施策、◎検討すべき施策

平成21年度 平成22年度 平成23年度
取り組み状況（実績）

評価と課題施策の柱 基本的方向性 主な施策施策の展開

参考資料

①予防給付・地域支援事業の展開

（ア）予防給付の推
進

○介護予防ケアプランの作成・評価 プラン評価件数 273プラン 292プラン 212プラン

　介護予防支援事業所に対し、対象事業所で作成するケアプランを事前及び実地で点検し、必要な過程
を経て、利用者等の状況に合った適切なケアプランが作成されているか評価・指導を行い、生活機能の
維持向上や自立支援・重度化防止のためのサービス提供の推進に努めている。
　各事業所とも、基準を遵守し適正にケアプランの作成及び評価等を実施しているものの、「介護予防
の効果を最大限に発揮し、利用者が生活機能の改善を実現する」ことを目指したケアマネジメントには
十分とはいえない事例もあり、今後も継続的な指導が必要である。

○二次予防事業対象者把握（生活機能評価）

・二次予防事業対象者 人数 2,068人 1,678人 11,947人

・生活機能評価実施 実施者数 64 393人 64,423人 廃止

○通所型介護予防事業 延べ参加者数 429人 353人 359人

○介護予防訪問指導事業 延べ訪問回数 24回 25回 14回

☆介護予防に関する市民意識醸成のためのイベントの開
催

・ＳＫＹ大作戦開催 参加者数 1,000人 930人 1,100人

・生きがい健康祭開催 参加者数 - 600人 中止

開催回数 790回 802回 819回

参加者数 13,975人 12,658人 12,545人

○介護予防自主グループ育成・支援

・サポーター養成研修 実施箇所数 12箇所 11箇所 5箇所

・サポータースキルアップ研修 実施箇所数 6箇所 7箇所 7箇所

・新規グループ育成数 グループ数 17グループ 15グループ 9グループ

・グループ数累計 グループ数 102グループ 117グループ 126グループ

☆演劇を活用した生きがいづくり支援 公演観客数 - 503人 370人

②市民の健康づくり活動支援

☆ノルディックウォーキングを活用した健康づくりの展
開

・市民センター講座支援 支援数 7回 29回 17回

参加者数 147人 439人 306人

・イベント等での普及啓発活動実施 実施回数 2回 2回 1回

体験者数 91人 101人 52人

●社協サロン活動における軽運動等の推進 研修参加者数 283人 535人 349人

○仙台市老人クラブ連合会主催によるシルバースポーツ
推進員の研修や養成講座の開催

延べ参加者数 121人 204人 128人

○介護予防従事者研修の実施 研修参加者数 46人 71人 31人

●ミニデイサービス「遊湯う倶楽部」の実施（再掲） 実施箇所 7箇所 7箇所 5箇所

☆公園健康遊具の活用による健康づくりの取り組み促進 設置数 12箇所 9箇所 3箇所

（イ）地域支援事業
（介護予防事業）の
推進

（イ）介護予防・健
康づくりの取り組み
との連携

（ア）市民の健康づ
くり活動の促進

（ウ）地域施設を活
用した活動の支援

　ノルディックウォーキングを活用した健康づくりの一環として講座を開催しており、約40のサークル
が活動を行うまでに拡大した。今後は、グループの活性化・活動継続の取り組みと、ノルディック
ウォーキングを活用した介護予防の取り組みが主体的に行われるようにしていくことが必要となる。

　介護予防や健康づくりのために、市民や様々な団体が主体的に行う活動と連携を図っている。仙台市
社会福祉協議会とともに、軽運動の指導を行う人材を育成するため、地域のサロンで介護予防に関する
講座を実施した。

　高齢者が要支援・要介護状態にならないために介護予防を推進し、生活機能の維持・向上を図るため
の事業を実施している。
　二次予防事業対象者（生活機能の低下している要支援・要介護状態となる可能性の高い方）について
は、23年度から高齢者に対してチェックリストを直接送付する方式に変更したことにより、把握された
二次予防事業対象者数が前年度比で約7倍と増加している。
　二次予防事業対象者が大幅増となった一方、通所型介護予防教室及び訪問指導介護予防事業等の二次
予防事業への参加者は増加しておらず、対象者が生活機能低下の状況に応じた介護予防事業に適宜参加
できるよう体制作りを行っていく必要がある。
　また、地域の住民参加により自主的に介護予防に取り組む「介護予防自主グループ」がその数を伸ば
しているとともに、介護予防に関する一層の市民意識醸成を目的とした普及啓発イベントの開催や、社
協サロン活動における軽運動等の推進などにより、介護予防事業は確実に広がりをもってきている。

２．効果的な介護予
防推進と健康寿命の
延伸

　高齢者が、単に疾病がな
いという状態だけではな
く、心身の機能を維持しな
がら活動的な生活を送り、
充足感のある日常を継続す
ることができるよう、介護
予防や健康づくりの取り組
みを積極的に推進し、健康
寿命の延伸を目指します。
　また、高齢者はもとよ
り、より若い世代から健康
づくりへの意識を高め、市
民一人ひとりが取り組んで
いく環境づくりを行ってい
きます。

○地域包括支援センターによる介護予防教室

　「遊湯う倶楽部」は銭湯や温泉施設を会場に、健康体操や入浴を取り入れたミニデイサービスを行っ
ているが、銭湯の減少により、23年度から実施箇所数を7箇所から5箇所に縮小した。
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仙台市高齢者保健福祉計画（介護保険事業計画）【平成21年度～平成23年度】の取り組み状況について

○継続施策、●拡充施策、☆新規施策、◎検討すべき施策

平成21年度 平成22年度 平成23年度
取り組み状況（実績）

評価と課題施策の柱 基本的方向性 主な施策施策の展開

参考資料

①認知症高齢者とその家族への支援

○認知症サポーター養成講座開催 開催回数 117回 167回 116回

養成人数 3,650人 6,407人 3,763人

累計 7,153人 13,560人 17,221人

●小中学校対象認知症サポーター養成講座モデル事業 実施校 ― 11校 ―

養成者数 ― 1,334人 ―

○かかりつけ医認知症対応力向上研修 修了者数 31人 22人 ―

累計 190人 212人 ―

○認知症サポート医養成研修 修了者数 1人 1人 0人

累計 9人 10人 10人

○認知症対応型通所介護（認知症デイサービス）の整備 施設数 ― 3施設 0施設

登録者数 ― 36人 0人

○認知症対応型共同生活介護（グループホーム）の整備 施設数 4施設 7施設 3施設

床数 72床 126床 45床

○認知症対策推進会議の運営による認知症の「普及啓
発」「支援体制」「ネットワーク」の仕組みづくり

― ― ―

○地域包括支援センターにおける実態調査、民生委員等
による認知症高齢者の早期発見

― ― ―

●市立病院の認知症疾患医療センターによる鑑別診断や
相談、保健医療福祉資源との連携

― ― ―

認知症介護研修

○認知症介護指導者養成研修 修了者数 2人 2人 1人

累計 25人 27人 28人

○実践者研修 修了者数 237人 224人 171人

累計 1,560人 1,784人 1,955人

○実践リーダー研修 修了者数 20人 30人 31人

累計 268人 298人 326人

☆認知症地域資源マップ作成事業
実施箇所
(地域包括支援ｾﾝﾀｰ)

未実施 5箇所 5箇所

②高齢者虐待の防止と権利擁護

（ア）高齢者虐待の
防止

○高齢者虐待防止ネットワークの構築
新規実施ｾﾝﾀｰ
数
(地域包括支援ｾﾝﾀｰ)

8箇所 7箇所 3箇所

　高齢者虐待の発見、対応、防止には地域における日常的な見守り、声がけ、支援等が重要であること
から、本市では、地域包括支援センターを中心とした高齢者虐待防止ネットワークの構築に取り組み、
有機的に見守り等が行われるような地域づくりを目指している。22年度までに、地域包括支援センター
44センターのうち半数の22センターで実施されているが、今後ともネットワークの構築に取り組むとと
もに、すでに構築を行っている地域包括支援センターに対しても、その実績を活かしたネットワークを
継続するための支援を行う必要がある。

○高齢者虐待に関する相談件数

・区高齢者総合相談 件数 294件 277件 299件

・地域包括支援センター 件数 861件 800件 648件

◎成年後見制度の円滑な利用に向けた市民後見人の育成
等

・市民後見人候補者名簿登録 登録者数 22人 22人 18人

・成年後見制度に基づく市長申し立て
　（市民後見人選任の審判）

件数 0件 0件 1件

○成年後見制度に基づく市長申し立て 件数 12件 20件 11件

○成年後見制度利用支援事業による後見人等報酬の助成 件数 6件 6件 7件

　地域における支援体制を構築するために、関係各機関をメンバーとする「仙台市認知症対策推進会
議」を開催し、課題についての情報共有や課題解決のためのワーキングを開催した。これまで「普及啓
発ワーキング」「支援体制ワーキング」を実施し、ネットワーク構築を進めている。
　認知症疾患医療センターは仙台市立病院に加え、22年度より東北厚生年金病院を指定し、鑑別診断、
相談、地域の医療・介護関係者への研修等の充実を図っている。
　また、地域包括支援センターを中心に地域で認知症の方を支える支援体制構築に取り組み、実際の事
例や担当圏域包括ケア会議においても民生委員との連携が図られ、民生委員から認知症に関する相談も
増えている。

（イ）地域における
支援体制の構築

（ウ）認知症介護の
質の向上

　高齢者の権利擁護については、相談、支援事業の実施や制度の周知及び関係機関との連携強化を図る
とともに、市民の目線でより密接な支援が期待される市民後見人の養成と活用に取り組んだ。
　認知症高齢者やひとり暮らし高齢者の増加等に伴い成年後見制度の必要性も増していることから、区
役所・地域包括支援センターによる相談事業を引き続き進め、成年後見制度のより一層の周知を図ると
ともに、市民後見人の養成により、被後見人によりふさわしい後見人が選任できる体制を整えるなど、
被後見人に寄り添った制度の運営を図る必要がある。

　認知症介護の質の向上を図るため、各種研修や講座を開催している。実践リーダー研修については、
研修内容等の見直しを行った結果、修了者数が増加した。一方で、23年度は東日本大震災の影響によ
り、実践者研修の実施回数が少なかったことから修了者数が減少した。認知症の方やその家族のニーズ
や想いを理解し生活を支援するために、今後認知症ケアのより一層の質の向上が重要と考えられる。

（ア）認知症高齢
者・家族への支援強
化

３．高齢者の尊厳確
保に向けた支援の拡
充

　認知症は、さまざまな脳
の病気によって起こる、誰
でもかかる可能性のあるも
のです。認知症の高齢者や
その家族が、住み慣れた地
域において、安心して自分
らしい生活を続けていける
よう、認知症に関する正し
い知識の普及啓発や地域全
体で支援していくための取
り組みを行います。
　また、高齢者虐待の防止
や、成年後見制度の適切な
活用に結びつけるため、地
域の支援体制や関係機関の
連携体制の強化を図りま
す。

　認知症を正しく理解し、認知症高齢者とその家族を支援するために、地域における認知症の方やその
家族の理解者である「認知症サポーター」を23年度末時点で17,000人以上養成した。また、これからの
社会を担う子ども世代への働きかけを進めるため、22年度は小中学校を対象としたモデル事業を実施
し、11校約1,300人のサポーターを養成した。一方で、全国では300万人を超えるサポーターが養成され
ており、本市においても幅広い世代への働きかけを推進し、より一層のサポーターの養成が必要と考え
られる。
　認知症の方の早期発見・早期治療を推進するため、22年度までに地域のかかりつけ医を対象に認知症
対応力向上研修を開催し、200人を超える医師に受講していただき、かかりつけ医を持たない市民の相談
先として103名の医師に「認知症相談医」として登録いただいた。23年度は、かかりつけ医とコメディカ
ルスタッフの多職種で最新医療と地域連携をテーマに研修実施したほか、認知症サポート医のフォロー
アップ研修を行い、認知症サポート医のスキルアップを図った。

（イ）高齢者権利擁
護
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仙台市高齢者保健福祉計画（介護保険事業計画）【平成21年度～平成23年度】の取り組み状況について

○継続施策、●拡充施策、☆新規施策、◎検討すべき施策

平成21年度 平成22年度 平成23年度
取り組み状況（実績）

評価と課題施策の柱 基本的方向性 主な施策施策の展開

参考資料

①地域包括ケアの推進強化

○地域包括支援センターの運営 設置数 44箇所 44箇所 44箇所

延べ相談件数 54,823件 52,471件 49,780件

○担当圏域包括ケア会議 開催回数 157回 134回 141回

②在宅生活の支援

○小規模多機能型居宅介護の整備 延べ施設数 14施設 13施設 19施設

延べ登録者数 349人 324人 473人

○夜間対応型訪問介護の整備 延べ施設数 1施設 1施設 1施設

○食の自立支援事業 利用者数 2,012人 2,024人 1,982人

延べ配食数 327,800人 317,227人 330,993食

○高齢者日常生活用具給付事業

・吸引器 給付台数 29台 36台 11台

・電磁調理器 給付台数 10台 14台 44台

●高齢者生活援助サービス事業 登録者数 316人 286人 224人

延べ回数 13,267回 12,026回 9,940回

○在宅高齢者世帯調査の実施 回答者数 14,683人 13,112人

回答率 94.5％ 94.4％

※新規対象者のみ ※新規対象者のみ

○緊急通報システムの設置 年度末設置台数 4,021台 3,957台 3,670台

○緊急ショートステイベッドの確保 床数 4床 4床 3床

○介護家族慰労金の支給 支給者数 6人 5人 4人

③地域社会全体での支え合いの推進

（ア）高齢社会を主
体的な立場で支える
意識の啓発

○市政出前講座の実施 開催回数 6回 14回 9回
　高齢者が自ら高齢社会を支える一員であることの意識を醸成するため、市政出前講座の実施等の機会
を活用している。

○ボランティア団体への助成（再掲）

・ふれあいデイホーム（再掲） 団体数 17団体 16団体 16団体

・高齢者支援活動促進（再掲） 団体数 7団体 6団体 5団体

○地区社会福祉協議会の小地域福祉ネットワーク活動へ
の助成

地区数
99地区

(101地区中)
101地区

(102地区中)
101地区

(102地区中)

５．介護サービス基
盤の整備

①介護サービスの基盤の整備

（ア）特別養護老人
ホーム等施設の計画
的な整備

　在宅での生活が困難になった要介護高齢者の様々なニーズに対応できるよう、特別養護老人ホーム、
介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護（グループホーム）などの整備を進めてきており、計画
期間の整備目標はほぼ達成したところである。今後見込まれる要介護者の増加に対応できるよう、引き
続き、介護サービス基盤の整備を着実に進めていく必要がある。

②適切なサービス提供のための仕組みづくり

○小規模多機能型居宅介護の整備（再掲） 延べ施設数 14施設 13施設 19施設

延べ登録者数 349人 324人 473人

○夜間対応型訪問介護の整備（再掲） 延べ施設数 1施設 1施設 1施設

（イ）施設における
良好な環境の確保

☆認知症対応型共同生活介護（グループホーム）の消防
用設備整備に対する助成

― ― ―
　認知症対応型共同生活介護（グループホーム）の消防用設備の整備については、ほとんどの施設にお
いてスプリンクラーの整備を終えたところである。

実施せず

　小規模多機能型居宅介護については、一定の整備促進が図られた。一方、夜間対応型訪問介護につい
ては、補助を活用し整備の促進を図ってきたが、新規事業者の参入が進まなかった。施設の良好な環境
づくりの一環として、引き続き、小規模多機能型居宅介護の整備等を推進するとともに、複合型サービ
スや定期巡回・随時対応型訪問介護看護の新しいサービスの実施も視野に入れながら、個人に応じた適
切なサービス提供ができる環境づくりに努めていく。

　地区社会福祉協議会の小地域福祉ネットワーク活動については、全市的に見ると地域によってばらつ
きがあることから、地域のネットワーク活動の底上げを図るなど、個々の団体の活動を活発化させるた
めの方策について検討していくことが今後の課題となっている。

（ア）要援護高齢者
への支援

（イ）ひとし暮らし
高齢者等、高齢者の
み世帯への支援

（ア）高齢者個人の
ニーズに沿ったサー
ビスの提供

　介護者の急病等などの緊急時に利用できる緊急ショートステイ用のベッドを確保し、介護家族への支
援を行っている。特別養護老人ホームの開設等に伴い市内のショートステイ用ベッドの整備が進んでい
るところであるが、ショートステイの利用状況や介護者のニーズなども踏まえながら、引き続き必要な
支援を行っていく。

　小規模多機能型居宅介護事業所については、ＤＶＤやパンフレットを作成し、整備の促進を図るとと
もに、23年度からは整備補助による整備も進めてきており、引き続き整備の促進に努めていく。
　食に不安を抱える高齢者に食事を配達し、併せて安否確認を行う食の自立支援サービスについて、必
要な方がサービスを受けられるよう、市内全域でサービスが提供できる体制を整える必要がある。

　介護保険が適用されない75歳以上のひとり暮らし高齢者等を対象にヘルパーを派遣する高齢者生活援
助サービスについては、23年度から高齢者のみ世帯の利用回数を増やし、制度の拡充を行ってきたとこ
ろである。引き続き、必要な方にサービスを提供できるよう、制度の周知が必要である。

４．「地域の支え合
い」への支援

　介護や支援が必要な高齢
者が、引き続き住み慣れた
地域で暮らすことができる
よう、保健・福祉・医療等
の関係機関の連携強化を図
るとともに、高齢者を含め
た地域社会を構成する一人
ひとりが地域コミュニティ
の一員である自覚を持ち、
相互に支えることの意識づ
くりを進めます。
　また、高齢者自身やその
家族の身体状況・生活状況
に応じて適切なサービスを
受けることができ、安心で
快適な在宅生活が継続でき
るよう取り組みを充実しま
す。

　介護サービス基盤につい
ては、地域や高齢者のニー
ズ等を踏まえ、入所が必要
な要介護者が円滑に入所で
きるよう、特別養護老人
ホーム等の着実な整備を進
めます。
また、介護を必要とする高
齢者が、住み慣れた地域に
おける在宅生活を快適に送
るため、それぞれの身体状
況等に合わせたサービスを
選択して利用できるよう地
域密着型サービスの提供を
促進します。

（ウ）介護家族への
支援

（イ）社会全体にお
ける支え合いへの環
境整備

（ア）地域の関係機
関による地域包括ケ
アの推進

　地域包括支援センターは、地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援する中核機関と
して設置されるものであり、21年4月に新たに3箇所のセンターを設置したところである。今後も更なる
高齢化の進展に伴う各圏域内の高齢者人口状況に応じて、担当圏域の見直しについては適宜検討して行
く必要がある。（24年4月からは5箇所増で49箇所）

【介護保険施設の整備状況】
平成23年度末
【目標値】

設置数 定員 設置数 定員 設置数 定員 定員
介護老人福祉施設
　（特別養護老人ホーム）

45
  2,804
(＋167)

52
  3,167
(＋180)

52
  3,167
   (0)

3,137

　【広域型】 【41】 【2,688】 【43】 【2,906】 【43】 【2,906】

　【地域密着型】 【4】 【116】 【9】 【261】 【9】 【261】

介護老人保健施設 26
 2,580
(＋220)

27
  2,660
 (＋80)

27
  2,660
    (0)

2,660

認知症対応型共同生活介護
　（グループホーム）

69
　1,170
(＋180)

71
　1,227
(＋57)

72
  1,245
(＋18)

1,278

特定施設入居者生活介護 24
  1,723
(＋159)

26
  1,843
(＋120)

25
  1,793
(▲50)

1,824

※数字は、事業選定年度におけるもの。

平成21年度末 平成22年度末 平成23年度末
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仙台市高齢者保健福祉計画（介護保険事業計画）【平成21年度～平成23年度】の取り組み状況について

○継続施策、●拡充施策、☆新規施策、◎検討すべき施策

平成21年度 平成22年度 平成23年度
取り組み状況（実績）

評価と課題施策の柱 基本的方向性 主な施策施策の展開

参考資料

６．介護サービスの
質の向上

①利用者への質の高いサービスの提供

○介護支援専門員（ケアマネジャー）に対する研修の充
実・地域包括支援センター職員を対象とした研修等の実
施

・研修会 開催回数 7回 7回 6回

参加者数 1,028人 1,134人 932人

・説明会 開催回数 3回 2回 3回

参加者数 729人 526人 846人

実施事業所数 41事業所 31事業所 9事業所

ケアプラン数 158ケアプラン 79ケアプラン 34ケアプラン

事業所指導数 41事業所 31事業所 9事業所

○介護サービス事業者等に対する指導監査等の充実 実施事業所数 241事業所 251事業所 193事業所

○介護相談員派遣事業の実施 派遣事業所数 43事業所 42事業所 61事業所

派遣回数 469回 463回 617回

○介護サービスに関する第三者評価の促進 ― ― ―

○苦情等マニュアルに基づく対応 苦情受付件数 22件 5件 0件

○苦情処理に関わる関係機関との連携 ― ― ―

②円滑なサービス利用のための取り組み

○事業者リストの提供 ― ― ―

○パンフレット等の充実 ― ― ―

○市政出前講座の実施（再掲） 開催回数 7回 14回 9回

○認定調査状況チェック ― ― ―

○介護認定審査会の適正・効率化 ― ― ―

○訪問調査の適正化 ― ― ―

○認定に関する情報の提供 ― ― ―

①安全・安心な暮らしの確保

○緊急通報システムの設置（再掲） 年度末設置台数 4,021台 3,957台 3,670台

○在宅高齢者世帯調査の実施（再掲） 回答者数 14,683人 13,112人

回答率 94.5％ 94.4％

※新規対象者のみ ※新規対象者のみ

○災害時における福祉避難所の開設 開設施設数 0件

受入者数 0人

（イ）防犯・地域安
全

○老人クラブにおける友愛活動の実施（再掲）

友愛訪問活動
を行っている
地区老連の割
合

100％ 100％ 100％

　仙台市老人クラブ連合会では、地区老連ごとに在宅福祉を支える友愛訪問活動を実施するとともに、
それぞれの区において、モデル地区老連を指定し、指定された地区では、チームを編成し、友愛訪問活
動を行っている。しかし、その活動内容が十分に市民に知られていない状況である。東日本大震災の経
験を踏まえ、地域全体で高齢者を支える体制づくりが求められており、今後こうした活動を充実してい
くとともに、広く市民に周知し地域コミュニティにおける防犯意識の向上を図っていくことが必要であ
る。

○成年後見制度に基づく市長申し立て（再掲） 件数 12件 20件 11件

○成年後見制度利用支援事業による後見人等報酬の助成
（再掲）

件数 6件 6件 7件

②快適に暮らしていくための地域環境の整備

（ア）高齢者が暮ら
しやすい都市構造へ
の転換

○地下鉄東西線の整備推進
進捗率
（事業費ベー
ス)

25％ 30％ 43％
　高齢者等が利用しやすい公共交通を中心とした交通体系を整備し、鉄道を基軸としたまとまりのある
市街地の形成を目指し、地下鉄東西線建設事業を進めている。東日本大震災の影響により一時工事を中
断したものの、27年度開業を目指し着実に進捗している。

○バスや地下鉄等、交通バリアフリー化の推進
・地下鉄駅のバリアフリー化（エレベータ整備）

バリアフリー
化施設整備駅
数

1駅 0駅 2駅

○ノンステップバスの導入 導入台数 13台 17台 30台

○バス停留所への屋根の設置 設置箇所 11箇所 9箇所 11箇所

○生活援助員（ＬＳＡ）派遣事業

・シルバーハウジングへの派遣 派遣箇所数 3箇所 3箇所 3箇所

派遣戸数 70戸 70戸 70戸

・高齢者優良賃貸住宅への派遣 派遣箇所数 10箇所 10箇所 10箇所

派遣戸数 233戸 233戸 233戸

○高齢者住宅改造費補助金交付事業 交付件数 17件 17件 7件

　高齢者を狙ったさまざまな悪徳商法や「振り込め詐欺」などの消費者被害等を防止するため、高齢者
等に対し地域包括支援センターや消費生活センター等による講座の開催や、パンフレットの配布等を通
じた啓発を行った。引き続き十分な知識の普及に努めるとともに、成年後見制度が必要な方について
は、利用に向けた支援を行う必要がある。

　シルバーハウジング及び高齢者向け優良賃貸住宅への生活援助員（ＬＳＡ）の派遣を行うなど、高齢
者が安心して暮らすことができる住まいの整備を行っている。23年度には高齢者住まい法の改正より
サービス付き高齢者向け住宅が創設されており、新たな住まいの枠組みの中で、高齢者が安心・快適に
住み続けられるよう、多様なニーズに対応する住まいの環境の整備を推進する必要がある。

　ノンステップバスの導入計画にあっては、総車両数に占める割合が20年度末の14％から23年度末には
25％となり、概ね順調に導入が進んでいる。また、バス停留所への屋根の設置については、限られた財
源の中、バス停の乗車人員や歩道幅員を勘案しながら必要な箇所への適切な設置を行っており、概ね計
画通りに進んでいる。

　介護サービスのニーズが増大し、認知症高齢者の増加等によるニーズの多様化・高度化が進む中、高
齢者の尊厳確保のため、事業計画期間中に所管するすべての介護サービス事業者について指導を行い、
利用者等からの苦情に応じて適宜監査を実施することにより、介護サービスの質の確保と保険給付の適
正化を図っている。また、特別養護老人ホームや認知症高齢者グループホームなどへ介護相談員を派遣
し、必要に応じ橋渡し役として、利用者の不安、不満、希望等を事業者へ伝達することにより、改善が
図られサービスの質の向上に結び付いているが、施設の新設や派遣終了の施設に対応するため、実施体
制の充実が求められる。

要介護（要支援）認定調査票の記入漏れや内容の不整合がないか、また、認定調査の内容と主治医意
見書の内容に不整合がないか点検を行うことにより、適切な審査判定に結び付いているが、高齢者数の
増加等に伴い、要介護認定の申請件数が増加しており、点検業務を円滑に行うための実施体制の充実が
求められる。
　認定調査員を対象とした研修や調査結果を評価し助言指導等を実施し、認定調査の技術向上を図るこ
とにより、その適正化に寄与しているが、高齢者数の増加等に伴い、要介護認定の申請件数が増加して
おり、調査の精度の確保・向上を引き続き図っていく必要がある。

　利用者が安心して適切かつ円滑に介護サービスが受けられるよう介護人材の質の確保・向上を図るこ
とが求められており、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、介護保険施設等を対象として、介
護支援支援専門員（ケアマネジャー）に対する説明会及び研修会等を実施した。
　介護人材の資質の向上はもとより、就業意識の醸成を図るため、介護職員のみならず人材育成の立場
にある経営者や施設長を対象とした研修を実施するとともに、次代の担い手の育成に向けた研修を実施
した。
　ケアプランの評価基準の見直し、ケアマネジャーの自己チェック表の導入、研修後のアンケート実施
等を通じてスキルアップを進めている。

　利用者が介護サービスや事業者を適切に選択し、利用者本位にサービスが提供できるよう、事業者の
介護サービス情報の公表制度の活用、事業者リストの作成・市ホームページへの掲載及び地域包括支援
センターや民生委員など身近な関係機関等による情報提供を実施した。

実施せず
　東日本大震災の影響により、23年度は在宅高齢者世帯調査を実施できなかったが、本調査は民生委員
が直接自宅を訪問することにより、高齢者の生活状態を把握するとともに、災害時における高齢者の安
否確認活動等を行うための基礎資料を得ることを目的とするものであり、必要な見直しを行いながら引
き続き実施していく。
　また、東日本大震災では福祉避難所を40箇所開設したが、今後、災害時における高齢者の避難支援拠
点として必要な支援が行えるよう検討していく必要がある。40施設（東日本大震災）

288人（東日本大震災）

（ウ）住まいの整備

（ウ）消費者被害等
の防止

（イ）ひとにやさし
いまちづくりの推進

（ア）介護人材の資
質の向上

（イ）サービスの質
の向上・確保

（ア）サービス選択
のための情報提供の
充実

(イ）要介護（要支
援）認定の円滑な推
進

（ア）防災・救急

○居宅介護支援事業所等を対象としたケアプラン点検の
実施

　高齢者が住み慣れた地域
で、安全で快適に暮らせる
よう、災害、事故、犯罪等
さまざまな不測の事態から
高齢者を守るための取り組
みや、地域コミュニティの
連携促進を図ります。ま
た、こうした高齢者の暮ら
しを支える街づくりや住ま
い・周辺環境の整備を進め
ます。

７．安全で快適に暮
らせる生活環境づく
り

　介護人材の資質の向上を
図るための研修の実施や、
サービス提供事業者への指
導監査の充実、利用者から
の苦情対応などにより、利
用者に質の高い介護サービ
スの提供を図ります。
また、利用者に十分な情報
の提供を行い、サービスの
適切な提供に努めます。
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