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１ 基本目標

　高齢者保健福祉施策を推進していく上での課題を踏まえ、基本目標の実現に向け、次の「３つの基
本的な方向」のもと「７つの施策」を設定し、取り組んでいきます。

　高齢になってもできるだけ長く心身ともに健康な生活を送れるよう、フレイル予防や介護予防に自主
的に取り組むことができる身近な通いの場などの環境の整備や活動の支援に加えて、適度な運動や生
活習慣病の対策などを踏まえた健康づくりを介護予防と保健事業の一体的な実施により推進します。
（１）介護予防・健康づくりに積極的に取り組むことのできる環境の整備

①一人ひとりの介護予防・健康づくりの取り組み
　（ア）からだの健康づくり
　（イ）こころの健康づくり
②地域での介護予防の取り組みを推進するための環境づくり

（２）スポーツ活動への支援

高齢者が健康で生きがいを感じながら、社会を支え続けるとともに、
地域で安心して誰もが自分らしく暮らすことができる社会の実現を目指します。

施 策 の 体 系

健康寿命を延伸するとともに社会で活躍し続けるために【方向１】

健康寿命を延伸するとともに社会で活躍し続けるために【方向１】

共に支え合い安心して暮らし続けるために【方向 2】

介護サービス基盤の充実と介護人材の活躍を支えるために　【方向 3】

　高齢者が、知識や経験、能力を生かし、あるいは、知識や経験などの有無に関わらず、元気に活躍
し続けられるよう、多彩な学びの機会の提供や、高齢者への就労支援、ボランティア活動、地域活動
等への支援など、高齢者の生きがいづくりや社会参加の取り組みを進めます。

（１）多彩な生涯学習の展開
①学習機会の提供
②文化活動への支援

（２）社会参加活動の推進

高齢者の健康と元気を応援する地域づくりや活動への支援の充実施策1

高齢者が生涯活躍することのできる環境の整備施策2

高齢者の健康と元気を応援する地域づくりや活動への支援の充実施策1

高齢者が生涯活躍することのできる環境の整備施策2

効果的な介護サービス基盤の整備施策6

多様な介護人材の確保・育成と働きやすい環境づくりの推進施策7

自立した生活を続けるための生活支援体制づくりの強化施策3

地域の多様な主体が連携する地域ネットワークづくりの推進施策4

認知症の人が希望を持って自分らしく暮らし続けることができる取り組みの推進施策5

　日常生活上の支援が必要になっても、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる
よう、地域の力も活用した多様な生活支援サービスを提供するとともに、高齢者の尊厳を保持するため、
虐待防止や成年後見制度の利用促進などの権利擁護の取り組みを進めます。また、高齢者が心身の状態
やライフスタイルに応じて、適切な住まいと住まい方を選択できるよう、居住環境の整備に取り組みます。

（１）暮らしを支える多様な支援
①相談・支援体制の整備
②日常生活を支援するサービスの提供
③介護家族への支援

（２）安心できる暮らしの確保
①災害対応力の強化
②消費者被害防止・交通事故防止に向けた啓発等

（３）高齢者の虐待防止と権利擁護の推進
①高齢者虐待の防止
②高齢者の権利擁護

（４）適切な住まいと住まい方を選択できる体制づくり
①多様な居住環境の整備
②住まいの選択・確保の支援

共に支え合い安心して暮らし続けるために【方向 2】

自立した生活を続けるための生活支援体制づくりの強化施策3
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　高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、地域における支え合いの体制づ
くりに引き続き取り組み、地域の住民や活動団体等による見守り活動の充実に向けた支援を進めます。
また、地域包括支援センターによる支援の充実とともに、医療や介護をはじめとするさまざまな専門職や
関係機関等の連携強化を図り、関係する全ての人が「我が事」として「丸ごと」つながることで暮らしを支
えることのできる地域ネットワークづくりを推進します。
（１）地域の見守りや支え合い活動の充実に向けた支援

①地域の支え合いに関する啓発等と担い手の育成
②地域の支え合いの体制整備と活動に対する支援の充実
　（ア）地域で高齢者を見守る体制づくり
　（イ）地域支え合い活動に対する支援の充実

（２）専門職の力を生かした高齢者の在宅生活の支援
①地域ケア会議を通した連携強化

　認知症は誰もがなりうるものであり、家族や身近な人が認知症になることなどを含め、身近なものとし
て認知症の理解促進を図るとともに、認知症の人が希望や生きがいを持って自分らしく暮らし続けるこ
とができるよう、活躍できる場や機会をつくる取り組みを推進するなど、当事者や家族の視点を重視しな
がら「共生」と「備え」を柱として、認知症施策を推進します。

（１）認知症への理解の促進と本人からの発信への支援
①認知症に対する理解の促進
②認知症の人本人などからの発信への支援

（２）医療・介護専門職等の連携による認知症への対応力の強化
①認知症の早期相談・早期診断・早期対応のための支援
②医療従事者の認知症対応力向上
③介護従事者の認知症対応力向上

（３）認知症の人や家族が自分らしく暮らし続けることのできる支援の充実
①共によりよく暮らしていくための取り組みの推進
②認知症の人の活躍の場や機会の創出

②在宅医療・介護連携の強化
　（ア）地域の医療・介護の資源の把握と共有
　（イ）多職種連携に向けた支援の充実
　（ウ）在宅医療・介護に関する研修の実施
　（エ）市民への情報提供・啓発

（３）地域包括支援センターによる支援の充実
①地域包括支援センターの取り組みの推進
②地域包括支援センターへの支援の充実

被保険者

・高齢者虐待への対応
・成年後見制度の活用促進

・ケアマネジャーへの日常的個別
指導・相談

・支援困難事例等への指導・助言
・地域でのケアマネジャーのネット
ワークの構築

・地域ケア会議の運営

包括的・継続的
ケアマネジメント支援事業

※社会福祉士、主任ケアマネジャー、
保健師等のいずれかの職種
（認知症地域支援推進員の役割も担う）

・アセスメントの実施
・ケアプラン策定
・再アセスメント

住民の各種相談を幅広く受け付
けて、制度横断的な支援を実施

相談 支援

権利擁護事業 総合相談・支援事業
介護予防ケアマネジメント業務

・介護予防の必要性の高い方へ
の支援や、健康教室の開催

一般介護予防事業

多面的（制度横断的）支援の展開

行政機関、保健所、医療機関など
必要なサービスにつなぐ

・生活支援・介護予防サービスの提
供体制の構築

・地域の支え合いの体制づくり

地域包括支援センター

・認知症初期集中支援チームとの連携
・認知症ケアパスの普及啓発

認知症総合支援事業生活支援体制整備事業

地域包括ケアシステムの土台づくりを推進

チームアプローチ

社会福祉士等

生活支援コーディネーター

主任ケアマネジャー等 保健師等

地域包括支援センターによる業務のイメージ

各々の業務を通じて地域の
ネットワークづくりを推進

事業対象者、要支援者
（総合事業のサービスのみ利用）に対する
ケアマネジメント

仙台市における地域ケア会議の構成

包　括
圏域で対応を要する課題

包括圏域会議

◆個別ケア会議
◆介護予防のための地域ケア個別会議（SKY個別会議）

個別課題
解決

ネットワーク
構築

地域づくり
・資源開発 政策形成

地域課題
発見

医師、歯科医師、薬剤師、栄養士、
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士　等（ ）

介護予防
ケアマネジメント

会議の機能 政策形成

包括的・継続的
ケアマネジメント支援 総合相談支援 権利擁護

地域課題

当該会議の主な機能は
　　　　で示す。

区 市

個別課題
解決

ネットワーク
構築

地域づくり
・資源開発 政策形成地域課題

発見

区で対応を要する課題
区地域ケア会議

個別課題
解決

ネットワーク
構築

地域づくり
・資源開発 政策形成

地域課題
発見

全市で対応を要する課題
市地域ケア会議

（介護保険審議会等）
個別課題
解決

ネットワーク
構築

地域づくり
・資源開発 政策形成

地域課題
発見

個別課題の検討

地域づくり
・資源開発地域課題発見個別課題解決 ネットワーク

構築

地域の多様な主体が連携する地域ネットワークづくりの推進施策4

認知症の人が希望を持って自分らしく暮らし続けることができる取り組みの推進施策5

第 4章 高齢者保健福祉施策の推進第 4章 高齢者保健福祉施策の推進

　介護サービスの需要を中長期的に踏まえ、高齢者が適切な介護サービスを受けることができるよう、
サービス基盤の整備を進めます。特別養護老人ホームなどの施設サービスや認知症高齢者グループ
ホームなどの地域密着型サービスについては、高齢者人口の中長期的な動向や、地域の実情を踏まえつ
つ、サービス付き高齢者向け住宅及び有料老人ホームの設置状況も考慮し、計画的な整備に努めます。
　また、提供されるサービスの質を確保するため、事業所・施設への支援を継続的に行います。
　さらに、大規模災害の発生や新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ、避難訓練の実施や感染拡大
防止策の周知啓発、感染症対策に必要な物資の備蓄など、継続してサービスが提供できる体制づくりに
取り組みます。

介護サービス基盤の充実と介護人材の活躍を支えるために【方向 3】

効果的な介護サービス基盤の整備施策6
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つ、サービス付き高齢者向け住宅及び有料老人ホームの設置状況も考慮し、計画的な整備に努めます。
　また、提供されるサービスの質を確保するため、事業所・施設への支援を継続的に行います。
　さらに、大規模災害の発生や新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ、避難訓練の実施や感染拡大
防止策の周知啓発、感染症対策に必要な物資の備蓄など、継続してサービスが提供できる体制づくりに
取り組みます。

介護サービス基盤の充実と介護人材の活躍を支えるために【方向 3】

効果的な介護サービス基盤の整備施策6
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第 4章 高齢者保健福祉施策の推進

１ 要介護等認定者数の推移

　本市の要介護・要支援認定者数は、令和2年10月１日現在で47,517人、出現率（第1号被保険者数に
対する要介護・要支援認定者数の割合）は18.5％となっています。
　本計画期間においても、要介護・要支援認定者数の9割弱を占める後期高齢者数の増加、認知症高齢
者数の増加が考えられ、令和5（2023）年における要介護・要支援認定者数は50,787人、出現率18.9％
と見込んでいます。

（１）介護サービス基盤の整備
　本計画期間内の整備量の目標は、次のとおりです。

（２）サービスを提供する事業所・施設への支援

　将来にわたって介護人材が確保され、質の高いサービスが安定的に提供されるよう、多様な人材の活用
など介護人材のすそ野を広げる取り組みや介護職員のキャリア形成、スキルアップへの支援を進めます。
　また、業務の効率化を図ることにより、介護現場の生産性を高めるとともに、介護職員の業務負担を軽
減し、働きやすい環境づくりを推進します。

（１）介護人材のすそ野を広げる取り組みの推進
①多様な介護人材の確保に向けた取り組みの推進
②若い世代の職業意識の醸成

（２）継続して働く意欲を高めるための取り組みの推進
①働きやすい環境づくりの支援
②キャリアパスの確立の支援

（３）介護人材の資質の向上
（４）業務の効率化に向けた取り組みの強化

注）数値は選定ベースによるものであり、また（　）内は令和5年度末の目標数です。

● 特別養護老人ホーム
● 介護老人保健施設
（※）介護医療院も含めた定員数とし、医療療養病床から介護保険施設等

への転換に伴う利用定員の増加分は含めません。

● 認知症高齢者グループホーム
● 特定施設入居者生活介護
● 小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所

……………………………………………
………………………………………………

…………………………………
………………………………………

……………………………………………………………………

220人分整備（5,612人）
110人分整備（3,690人）（※）

135人分整備（2,294人）
330人分整備（3,146人）

12事業所整備（76事業所）

多様な介護人材の確保・育成と働きやすい環境づくりの推進施策7

　第４章に記載の各施策につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を適切に講じな
がら推進します。
　中でも、コロナ禍において重要となる「高齢者の健康維持・介護予防」、「在宅支援サービスや地域に
おける見守りの継続」、「高齢者福祉施設等における感染防止対策の実施とサービス提供の継続」に
つきましては、次に掲げる方針により、感染リスクを避けながら、高齢者が心身ともに健康で日常生活
を安心して送ることができるよう取り組みを進めます。
【高齢者の健康維持・介護予防】
 ・ 動画配信などの各種広報媒体を活用して個人で行う健康づくりを支援します。
 ・ 心身機能の虚弱な方の早期把握や、セルフチェックやセルフケアにつながる情報を、各種広報媒体
を活用して周知し、早期の相談支援につなげます。

 ・ これまで対面や接触を前提としていた市民利用施設などでの集いや各種教室の実施方法を工夫
して行います。

【在宅支援サービスや地域における見守りの継続】
 ・ 日常生活上の支援が必要になっても、在宅生活を続けるための各種支援サービスについて、業務
マニュアルの見直し等により、接触機会を低減しながら、安心して利用できる方法で行います。

 ・ 地域において、対面によらない手法等も用いた見守りの継続に向けた取り組みを進めます。
【高齢者福祉施設等における感染防止対策の実施とサービス提供の継続】
 ・ 高齢者福祉施設等における利用者や従事者の感染を防止するための衛生用品の確保や感染防止
対策の周知徹底などを図るとともに、感染者が発生した場合においても、必要なサービスの提供を
継続するための支援などを進めます。

◆新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた施策の推進◆

【本市の要介護・要支援認定者数の推移】

第 5章 介護保険対象サービスの見込量

※令和2年までは実績（各年10月1日）、令和3年以降は直近の出現率の伸び率を基に推計
※出現率の推移は第1号被保険者の年齢構成に影響を受けるため、グラフの要介護・要支援認定者数の増減の推移と
必ずしも連動しない。
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