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第５章  施策の推進  

基本目標１ 健やかで充実した高齢期の実現 
 

１ 健康づくり(生活習慣病予防)の充実 

生活習慣病に起因する疾病により介護が必要となるケースが増えてきていることから、健や

かで充実した高齢期を実現するためには、若い時からの生活習慣病の予防が極めて重要となり

ます。生活習慣病の予防に向けては、特定健康診査の受診者の増とともに、健診結果に基づく

生活習慣の改善や早期の適正治療の促進等必要な保健指導及び町の実態を踏まえた健康教育

の更なる推進を図ります。こうした取り組みを通して住民一人ひとりが自らの健康を意識し、

主体的に健康づくりに取り組むことができるよう、健康づくりの動機付けや必要な情報の提供

及び知識の普及啓発を図ります。また、後期高齢者の健康づくりを推進します。 

 

①特定健康診査受診率向上 

・特定健康診査の受診率向上を図るために、引き続き戸別訪問や電話、チラシ、防災無線等に

よる受診勧奨及び町内医療機関と連携した通院者への受診勧奨に取り組みます。 

・未受診者を中心とした受診勧奨等の強化を図るために、広報等による募集案内や自治会、地

域の団体等と連携し、健康づくり推進員の増に取り組みます。 

・特定健康診査受診率の高い行政区に対し報奨を授与することで、町全体の受診率向上につな

がるよう、特定健康診査受診率自治会報奨制度の実施を継続します。 

 

②特定保健指導 

・特定健康診査の結果については、引き続き保健師と管理栄養士による個別の結果説明と必要

な保健指導を行います。結果説明に参加していない者に対しては、改めて説明日時の予約を

取るなど参加への働きかけを行います。 

・生活習慣病への早期介入と重症化を予防するため、適切な医療受診や生活改善等が必要な者

について、継続してフォローしていけるよう対象者の情報管理と指導体制の充実を図ります。

また、保健指導の効果を高めるために、今後も二次健診を実施し結果に基づく保健指導を行

います。 

・食の面から生活習慣病の重症化を予防するために、管理栄養士を中心に地区担当保健師と連

携し、対象者への栄養相談・栄養指導の充実に取り組みます。 

・保健指導に係る職員のスキル向上を図るため、引き続き各種研修会等に積極的に参加します。 

  

基本目標１ 健やかで充実した高齢期の実現 
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③健康教育 

・保健指導･健診後フォロー時に、生活習慣の改善が必要な方に対し 3 ヵ月チャレンジ教室を

案内します。その際、途中脱落者が出ないよう参加継続の要件を具体的に説明します。また、

広報掲載を早い時期から開始します。 

・3 ヵ月チャレンジ教室参加者について、改善した生活習慣を継続できるよう教室終了後のフ

ォロー体制を整えます。 

・引き続き健診結果や医療費の分析及び介護認定の原因疾患等を踏まえて、本町の実情に即し

た健康教育を推進します。 

 

④長寿健康診査 

・沖縄県後期高齢者医療広域連合と協力し、後期高齢者健康診査を引き続き実施します。また、

人間ドックを受診する者について費用助成を継続します。 

 

⑤健康長寿訪問指導 

・長寿健康診査の結果に基づき、沖縄県後期高齢者医療広域連合が指定する訪問指導対象者に

ついて、引き続き委託により健康長寿訪問指導を行います。 

・訪問指導の際には、対象者の経済的な不安や困りごとなどにできる範囲で対応していけるよ

う、対象者が必要とする医療や福祉及び日常生活関連の情報提供に取り組みます。また、必

要に応じて関係機関につなぎます。 

・今後は、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施の観点から、医療広域連合と連携し長

寿健康診査を受けた全ての高齢者について、訪問指導が可能な体制づくりに取り組みます。 

 

⑥高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施 

・沖縄県後期高齢者医療広域連合からの委託により、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実

施を行うために、保健師等の医療専門職を配置します。 

・医療専門職は、事業全体のコーディネート等を行います。また、医療・介護データを分析し

高齢者の健康課題を把握するとともに、具体的な健康課題を抱える高齢者や閉じこもりがち

な高齢者、健康状態不明な高齢者を特定し、必要に応じてアウトリーチ支援を行いながら、

必要な医療・介護サービスにつなぎます。 

・さらに、これまで保健事業で行っていた疾病予防・重症化予防と併せて、地域の医療関係団

体等と連携を図りながら、医療専門職がいいあんべー共生事業(通いの場)等の介護予防活動

にも積極的に関与し、フレイル予防にも着眼した高齢者への支援に取り組みます。 
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２ 介護予防・日常生活支援総合事業の推進 

介護予防の取り組みにおいては、単に高齢者の心身機能の改善だけを目指すことなく、日常

生活の活動(ADL、IADL、職業能力といった生活行為全般)を高め、家庭や社会生活への参加(役

割を果たすこと)を促すとともに、高齢者一人ひとりの生きがいと自己実現のための取り組み

を支援し、生活の質を高めていくことを目指します。 

 

（１）介護予防・生活支援サービス事業 

要支援者等の介護予防の充実を図るために、訪問型サービスや通所型サービスの提供及び

これらのサービスが適切に提供されるよう、介護予防ケアマネジメントの充実を図ります。 

 

①訪問介護 

・介護保険の要支援認定者及び基本チェックリストで要支援者に相当すると認められた

者に対し、利用意向に基づき訪問介護(旧介護予防訪問介護に相当するサービス)を提供

します。 

 

②通所介護 

・介護保険の要支援認定者及び基本チェックリストで要支援者に相当すると認められた者

に対し、利用意向に基づき通所介護(旧介護予防通所介護に相当するサービス)を提供し

ます。 

 

③さらばんじ短期大学(通所型サービスＣ) 

・今後は事業対象者を整形外科疾患等のリハビリ後の退院者とし、運動器等の改善可能な

者を事業につなぐため、対象者の選定についてフローチャートを作成し、総合事業への

流れを作ります。また、事業実施の評価を地域ケア会議等で行います。 

・マンパワーの確保と実施体制の強化を図るために、事業委託を検討し通年を通して実施

出来るよう取り組みます。 

 

④介護予防ケアマネジメント 

・介護予防・生活支援サービス事業の利用に際しては、地域包括支援センターによる介護

予防ケアマネジメントを行います。 

・介護予防ケアマネジメントの実施にあたっては、高齢者が地域における自立した日常生

活を送れるよう支援することを基本に、高齢者自身が、地域で何らかの役割を果たせる

活動を継続することにより、結果として介護予防に繋がるという視点を持ちます。また、

必要なモニタリングの実施やマネジメントの評価を行います。 

・ケアプラン作成業務は可能な限り地域包括支援センターで対応するものとし、業務の増

加に対応できない場合は、一部を居宅介護支援事業所に委託します。 
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（２）一般介護予防事業 

一般介護予防事業は全ての高齢者を対象に、町が行う一般介護予防事業や住民運営の通い

の場を充実させ、人と人とのつながりを通じて、参加者や通いの場が継続的に拡大していく

ような地域づくりを推進します。また、地域においてリハビリテーション専門職等を活かし

た自立支援に資する取組を推進し、要介護状態になっても、生きがい・役割をもって生活で

きる地域の実現を目指します。 

 

①介護予防把握事業 

・相談窓口や地域包括支援センターによる高齢者実態把握事業、地域ケア会議、地域生

活支援コーディネーター、いいあんべー家、その他関係者や関係機関・団体等と連携

した情報収集を通して、基本チェックリストによる閉じこもり等何らかの支援を必要

とする高齢者を把握し、介護予防活動につなぎます。 

 

②介護予防普及啓発事業 

・町広報誌やチラシ、パンフレット等の活用及び介護予防に関する講演会(出前講座等)

の開催などにより、介護予防の普及啓発に取り組みます。 

・健康づくり部門と連携し、各地域において生活習慣病の予防が介護予防に繋がること

の周知と啓発に取り組みます。 

 

③介護予防サポーター養成と活動の充実 

・介護予防サポーターの増を図るため、サポーターの活動意義と養成講座の周知強化を行

い、講座への参加促進を図ります。 

・介護予防サポーターの定例会でサポーターのスキルアップを図ります。 

・介護予防サポーターの活動の場を広げるために、地域生活支援コーディネーターと連携

した生活支援活動、いいあんべー共生事業やいいあんべー家の介護予防活動などへの支

援につながるよう、関係者等と連携を密にします。また、介護予防サポーターに対する

ボランティアポイント制度の実施を検討します。 

 

④地域介護予防活動 

ｱ）地域型通所事業(体操サークル） 

・体操サークルの運営において、代表者の都合等により活動が止まることがないよう、

自主運営が定着するサークルの育成に取り組みます。 

・介護予防の受け皿の強化を図る上で、体操サークルへの理学療法士等の関与は重要であ

り、安定的に確保していくために、理学療法士協会等と連携した配置に取り組みます。 

・介護予防サポーターによる体操サークルへの活動支援に取り組みます。 

・いいあんべー共生事業等地域の事業に参加していない対象等も含めて、新たな自主サ

ークルの掘り起しに取り組みます。 

・これまで育成した地域の中で、精力的に活動している地域があり、モデル地区として

活動の発表や好事例の紹介を行いサークルの普及を図ります。 

 



69 

ｲ）いいあんべー共生事業 

・高齢者の閉じこもりを防止し、介護予防や生きがい活動等を支援するために、地域の

ボランティアや地域活動組織等の協力を得て、地域の公民館や自治会事務所等に定期

的に集まってもらい、健康チェックや趣味・レクリエーション活動、交流活動、各種

講座の開催等、多様な取り組みを行います。 

・介護予防に資する取り組みの充実を図るために、地域事業の自主サークル等との連携及

び健康づくり部門と連携した生活習慣病の予防に関する講座等の開催に取り組みます。 

・ボランティアの減少や負担が大きいことについて、地域と課題を共有し、活動促進に取

り組みます。 

・公民館から遠く事業参加が困難な高齢者に対し、地域による参加への支援活動について

地域と話し合っていきます。 

 

ｳ）ロコフィット体操(機能訓練事業) 

・若いときからの介護予防対策として 40 歳以上を対象に、体力維持と運動器の機能向上を

図ります。 

・「誰でも簡単にできる運動」を主軸にしながらも、参加者からの意見・要望を可能な範囲

で反映させ、継続して参加していきたいと思えるよう事業を展開します。 

 

ｴ）ロコフィット体操男塾(機能訓練事業) 

・若いときからの介護予防対策として、40 歳以上の男性のみを対象に、体力維持と運動器

の機能向上を図ります。 

・男性の積極的な参加につながるよう、事業内容や事業の周知方法について検討します。 

 

ｵ）じんぶん教室(認知症予防・生活機能改善事業) 

・介護予防を目的に体力測定、運動指導、口腔機能向上、入れ歯や歯の磨き方の指導、

栄養指導、認知症予防の講習会などを行います。 

・参加者の増を図るために、保健部門や生涯学習部門と連携した、住民への教室の周知

と参加促進を図ります。特に男性の参加者が増えるよう工夫します。 

・運動の継続を促すために、体力測定から目標設定を行い、目的志向型の教室を展開し

ていきます。 

・教室利用者の送迎費用の受益者負担について検討します。 

 

ｶ）訓練室運動事業 

・介護予防につながるよう、40 歳以上の住民で運動制限のない方を対象に、気軽に運動

を継続して行けるよう、いいあんべー家の訓練室の活用と運動指導を行います。 

・運動器具の劣化に対する対応を検討します。 
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ｷ）夜のピラティス教室 

・40 歳～59 歳の住民を対象に、健康づくりと介護予防の意識を高めてもらうために、

ヨガ講師によるエクササイズ等を実施します。 

 

ｸ）健康講話・医療講話 

・40 歳以上の住民を対象に、介護予防や健康づくりの意識を高めてもらうために、介護

予防に関する講話及び運動等を行っていきます。 

 

⑤地域リハビリテーション活動支援事業(訪問型支援事業) 

・基本チェックリスト等により今後要介護状態等となる可能性が高いと認められた者で、

心身の状況により通所形態による事業への参加が困難な者について、理学療法士等がそ

の者の居宅を訪問して、その生活機能に関する問題を総合的に把握・評価し必要な相談・

指導等を実施します。 

・地域や地域の関係機関・団体等との連携により、事業対象となる高齢者を把握し事業の

利用促進を図ります。 

・委託等により理学療法士を確保し事業の強化を図ります。 
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３ 在宅福祉サービスの推進 

安心して暮らしていけるよう、在宅における介護や自立生活の支援の充実を図るために、総

合事業と連携のとれた在宅福祉サービスを推進します。 

 

①配食サービス 

・低栄養状態にある高齢者の栄養改善や疾病等に伴う特別食への対応を図るために、計画的

に食事を提供し、食生活の改善と健康増進を図り、併せて高齢者の安否確認を行います。 

・サービスの周知を図るほか、ニーズ調査や関係機関・関係団体等との情報交換により対

象者を把握し利用促進を図ります。 

・サービス利用者に対し、安易な理由での利用とならないよう、サービスの意義・目的の

浸透を図ります。 

・介護保険の通所サービス利用者の夕食の利用について、安否確認の面から利用のあり方

を検討します。 

 

②生活管理短期宿泊事業 

・生活指導や体調調整が必要な高齢者を、地域の関係機関・関係団体等との連携により

把握し、当該サービスの利用促進を図ります。 

 

③緊急通報システム 

・緊急通報システムが十分機能するよう、協力員が見つかりにくいケースへの対応や、

入所等に伴うサービス利用辞退等の手続き代行について、事業委託先と調整等行いま

す。 
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４ 生きがい活動支援の充実 

高齢者それぞれが自分なりの生きがいを持ち、明るく、活動的で充実した生活が送れるよう

に、高齢者の社会参加や主体的な活動を支援するとともに、生きがいづくりの機会の創出を図

ります。 

 

 

①敬老記念品支給事業 

・長年の社会貢献に対する感謝の気持ちを表し、高齢者の長寿を祝うために、トーカチ

(88 歳)、カジマヤー(97 歳)の方に町長訪問による記念品贈呈を行います。 

・状況に応じて、事業実施のあり方について検討します。 

 

②老人クラブ活動支援 

・老人クラブの活動の充実が図れるよう、今後も補助金を交付するほか、活動に対する

必要な相談支援を行います。 

・会員数の減少により活動の低下に繋がることがないよう、会員数の維持・拡大を促し

ます。 

 

③世代間交流活動の推進 

・いいあんべー共生事業や自治会活動、老人クラブ活動、スポーツ大会等において、世

代間交流の取り組みを推進します。 

 

④学習・スポーツ活動等の推進 

・高齢者がいつまでも生きがいを持ち社会参加が図れるよう、高齢者のスポーツ・サー

クル活動を支援します。 

・中央公民館において高齢者を対象とした「文教大学」を引き続き開催します。 

・町立図書館において、高齢者のニーズを踏まえながら文化教養等の講座を開催します。 

 

⑤シルバー人材センターの活動推進 

・シルバー人材センターの就業機会の拡大を図るために、広報誌やホームページなどで

活動等の周知及び利用促進を図ります。 

・引き続き「のびるくん(液肥)」「かえるくん・めばえくん・すくすくくん(堆肥)」の販

売促進・安全供給を図り、収益の確保及び会員全員の就業機会の確保を目指します。 
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基本目標２ いつまでも安心して暮らせる包括的な支援体制の確立 
 

１ 地域包括支援センターの運営の充実 

地域包括支援センターは、全ての高齢者が明るく安心して暮らしていけるよう、必要な援助

を包括的に行う中核機関として、高齢者が住み慣れた地域で、尊厳あるその人らしい生活を継

続することができるよう、高齢者やその家族等からの様々な相談に対応するとともに、地域の

高齢者の実態を把握し関係者と情報を共有することで、多職種が協働した支援を行います。ま

た、介護支援専門員の資質向上を支援します。さらに、地域包括ケアシステムの実現に向けて、

地域ケア会議の充実等地域包括支援センターの運営体制の充実を図ります。 

 

 

①総合相談支援事業 

・本町の高齢者にかかわる総合的な相談窓口として、高齢者及びその家族等からの相談

に対し、必要な指導・助言や情報の提供、サービスの利用援助等を行います。 

・単に公的サービスの利用のみでは解決が困難な事例については、地域ケア会議の開催

を通して、多職種や関係機関、地域活動組織等と協働した支援を行います。 

 

②高齢者実態把握事業 

・地域相談窓口(相談員)と連携し、地域の公民館で高齢者やその家族等からの様々な相

談を受けることで地域の高齢者の実態を把握します。 

・関係者等からの情報に基づき、必要に応じて高齢者への訪問調査を行い、実態を把握

します。 

・地域相談窓口の利用促進を図るために、相談することの大切さについて啓発を図ると

ともに、相談窓口の開設のあり方や相談しやすい環境づくりに取り組みます。 

・毎年度、実態把握重点地域を定め調査を行うとともに、調査結果に基づく地域の状況

や課題等について、地域ケア会議において参加者の情報の共有化に取り組みます。 

 

③包括的・継続的ケアマネジメント事業 

・地域ケア会議等を通して、地域の福祉、保健、介護、医療に関わる各関係機関・関係団

体及びインフォーマルサービス（住民福祉活動）と連携した、多職種協働による包括

的・継続的ケアマネジメントを推進します。 

・西原町介護支援専門員連絡会と協働し、介護支援専門員の資質向上を図るための研修

などの企画・運営や介護支援専門員同士の交流を図ります。 

・介護支援専門員のケアプラン作成に関する相談・指導や支援困難な事例に対する指導・

助言等を行います。 

・在宅医療・介護連携に基づき、在宅高齢者への介護サービスの提供とともに、医療関

係者との連携を深めます。 
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④地域ケア会議の充実 

・地域包括ケアシステムの実現に向けて、個別のケースに対する支援の充実とそれを支

える社会基盤の整備を進めるために、個別ケースの課題分析等を積み重ねるとともに、

地域ケア会議を通して、地域課題の把握や地域資源の開発・地域づくり等の機能の構

築を目指します。 

 

⑤地域包括支援センターの運営体制の強化(機能強化) 

・地域包括支援センターは、今後も高齢化の進展により相談件数の増加とこれに伴う業

務量の増加が予測されることから、地域包括支援センターの機能の充実を図ります。 

・地域包括支援センターから遠い地域にいる高齢者等に対し、より身近で相談しやすい

環境と効率的・効果的な相談業務が行える体制を整えるために、サテライト型の地域

包括支援センターの設置に取り組みます。 
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２ 権利擁護の推進 

高齢者が認知症などで判断力が低下することにより、権利が侵害されることや虐待によって

尊厳が傷つけられないよう、安心して暮らしていくために地域包括支援センターと関係機関・

関係団体等が連携した、権利擁護の取り組みを推進します。また、消費者被害や詐欺被害から

高齢者を守る取り組みを進めます。 

 

①成年後見制度の普及啓発 

・認知症等で判断能力が十分ではない高齢者の権利擁護のために、成年後見制度の普及

啓発を図ります。 

・地域包括支援センターにおいて、成年後見制度に関する相談に対応するとともに、可

能な範囲で制度利用のための支援を行います。 

・制度利用の支援の充実を図るために、法律の専門家との連携に取り組みます。 

・成年後見制度利用促進計画及び中核機関の設置について検討します。 

 

②成年後見制度利用支援事業 

・成年後見制度の利用にあたり、必要な費用の負担が困難な方に対し、町が費用を助成

する成年後見制度利用支援事業について、引き続き周知を図るとともに、地域包括支

援センターにおいて利用に関する相談支援を行います。 

 

③高齢者虐待防止対策 

・高齢者虐待の早期発見・早期対応を図るために、地域包括支援センター等において虐

待に関する相談に対応します。 

・虐待があった際の通告義務等について、町民への周知を図ります。 

・被虐待高齢者の一時避難先の確保を継続します。 

・実際に虐待があった際には、地域包括支援センターを中心に、被虐待高齢者本人の意

思を最大限尊重するとともに、ケースに応じて、関係者間の連絡・連携を密にし、状

況の変化に即した組織的な対応を行うものとします。 

 

④消費者被害・詐欺被害の防止対策 

・消費者被害等の防止を図るために、地域への情報提供と未然・再発防止の啓発、地域

包括支援センターや町をはじめとする消費者被害等の相談窓口の周知を行います。 

・被害があった際には関係機関や関係団体と連携し、被害者救済について協議し、必要

な対策を講じます。 
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３ 在宅医療・介護連携の推進 

医療と介護の両方を必要とする高齢者が、住み慣れた地域で安心して自分らしい暮らしを人

生の最後まで続けることができるよう、在宅医療と介護サービスを一体的に提供するために、

県や保健所の支援の下、中部地区医師会等と緊密に連携しながら、居宅における医療機関と介

護サービス事業者などの関係者の連携体制の構築等に取り組みます。 

 

①医療・介護サービス資源の把握 

・中部地区医師会と連携し、医療と介護サービスの資源マップシステムへの登録数を増

やし、関係者への周知を強化することで、地域の医療・介護関係者が紹介先や協力依

頼先を適切に選択、連絡できるよう取り組みます。 

 

②在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応の協議 

・中部地区医師会と連携し、引き続き在宅医療・介護連携に関する課題の抽出を行うと

ともに、課題に対する対応が効果的かつ効率的に進められるよう、PDCAサイクルによ

る検証や課題等を客観的に把握できるデータの活用などに取り組みます。 

 

③切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築 

・病院から在宅医療、在宅診療を希望する方について、医療と介護の連携を深め安心し

て在宅生活を送れるよう、中部地区医師会との連携のもと、在宅医療に関わる医師と

介護専門職の共通理解及び医療介護等の多職種連携による支援の提供に取り組みます。 

 

④医療・介護関係者の情報共有支援 

・在宅医療・介護連携事業について、地域の医療機関、介護事業所等関係者への周知強

化を図るとともに、入退院連携マナーブック、在宅医療・介護連携支援センターのホ

ームページ及びメーリングリストなどによる、医療・介護関係者の情報共有を促進し

ます。 

 

⑤在宅医療・介護連携に関する相談支援 

・在宅医療・介護連携における、医療介護従事者の相談支援の窓口となる、中部地区医

師会の在宅医療介護連携推進支援センターについて、地域の関係者への周知強化と利

活用を促し、より円滑な在宅医療・介護連携体制の構築につなぎます。 

 

⑥医療・介護関係者の研修 

・中部地区医師会が開催する多職種研修会に参加し、在宅医療・介護の質の向上を図り

ます。 

・地域の介護職員へ参加の促進を呼びかけます。 
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⑦地域住民への普及啓発 

・地域への在宅医療・介護連携への普及啓発を図るために、引き続き中部地区医師会と

連携し、パンフレットの配布や講演会等を開催します。 

・講演会は若い人を含めた、幅広い年齢層の参加促進に取り組みます。また、3 町村合同

の講演会のほか、町村単位の講演会の開催及び社会情勢や住民ニーズ等を踏まえた、

多種多様な講演会の開催に取り組みます。 

 

⑧二次医療圏内・関係市町村との連携 

・中部地区医師会による中部地域等の二次医療圏にある市町村との連携会議に引き続き

参加し、当該二次医療圏内の医療機関から退院する事例等に関して、退院後に在宅医

療・介護サービスを一体的に提供していくための課題等の確認及び、その他在宅医療・

介護連携のために必要な事項について協議を行います。 
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４ 認知症対策の推進 

認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続け

ることができる社会の実現を目指します。その実現のため、状態に応じた適切なサービス提供

の流れを示した認知症ケアパス(西原町認知症安心ガイド)の普及を図ります。また、認知症へ

の早期支援や相談体制の充実、地域の認知症への理解促進、その他認知症者や家族への支援等

の取り組みを進めます。 

 

①認知症ケアパスの普及 

・認知症ケアパス(西原町認知症安心ガイド)を引き続き役場や地域包括支援センター等

の相談窓口で配布し、相談支援ツールとして活用するとともに、ケアパスの地域への

普及と活用促進を図ります。また、必要に応じていいあんべー共生事業等で配布し、

ケアパスの周知と活用を促します。 

・最新の情報に基づき、認知症ケアパスの内容を適宜更新します。 

 

②認知症初期集中支援チーム 

・認知症は早期診断・早期対応が重要であることから、初期の段階で医療と介護との連

携の下に認知症の人やその家族に対して個別に訪問し適切な支援を行うために、「認知

症初期集中支援チーム」の設置と活動を継続します。 

・「認知症初期集中支援チーム」の地域への周知強化と活用促進に取り組みます。 

 

③認知症地域支援推進員 

・「認知症地域支援推進員」を引き続き配置し、「認知症初期集中支援チーム」との連携

の下、医療機関、介護サービス事業所やその他の支援機関をつなぐ連携支援を行うほ

か、認知症の人やその家族を支援するための相談支援業務を行います。 

 

④認知症ケア向上推進事業 

・家族介護者の集まりとして行われている認知症カフェについて、運営を継続していけ

るよう、当事者・家族、関係機関と調整連携を行っていきます。 

・家族等による認知症カフェの自主運営を目指します。 

 

⑤認知症への理解促進・情報提供 

・地域において認知症の早期発見と早期支援につながるよう、引き続き各自治会と連携

した講話を実施するなど、地域への認知症に関する正しい知識と理解の普及啓発を進

めます。また、今後は、講話以外の方法(寸劇等)による理解促進の方法について検討

します。 
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⑥認知症サポーターの養成と連携 

・認知症になっても安心して暮らせるまちづくりを進めるために、認知症を正しく理解

し認知症の人やその家族を自分のできる範囲で見守り支えていく認知症サポーターの

養成に取り組みます。 

・｢認知症サポーター養成講座｣の講師役となるキャラバン･メイトの養成に取り組みま

す。 

・必要に応じて「認知症地域支援推進員」の活動をサポートする人材(協力員)として、

認知症サポーターの活用を検討します。 

 

⑦認知症高齢者発見・保護体制 

・認知症により行方不明となった高齢者を警察や関係機関等との連携のもと、早期発見・

保護できるよう「西原町認知症高齢者等見守りＳＯＳネットワーク」における連携体

制の充実を図ります。 

・ＳＯＳネットワークに登録された高齢者について、関係者への連絡や情報の提供が円

滑に行われるよう、適時登録情報の確認と更新を行います。 

 

⑧認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の確保 

・認知症対応型共同生活介護を新たに 1 か所確保するために、公募等により事業者の参

入を図ります。 
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５ 生活支援体制整備の推進 

全ての高齢者がいつまでも安心して暮らし続けることができるよう、必要な生活支援・介護

予防サービスを整備していくために、関係機関・関係団体と連携し高齢者を支える地域の支え

合いの体制づくりを推進していきます。 

 

①生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)の活動 

・地域における高齢者の生活支援体制の整備を推進していくために、「生活支援コーディ

ネーター（地域支え合い推進員）」を引き続き配置します。 

・生活支援コーディネーターは、高齢者の日常生活における生活課題を把握し、課題解

決のために、地域組織や既存の住民福祉活動の活用をコーディネートするとともに、

第 1 層協議体と連携した、新たなサービス(福祉活動)の開発や担い手の確保・養成、

地域の関係者間のネットワーク化などに取り組みます。 

 

②生活支援等協議体の活性化 

・地域における高齢者の生活支援体制を整備していく上で、関係者が参画し定期的な情

報共有及び連携強化を図り、地域の資源開発等を推進するための中核となる第 1 層協

議体について、引き続き地域ケア推進会議を位置付けます。また、生活支援コーディ

ネーターを引き続き第 2層協議体に位置付けます。 

・第 1層協議体は、第 2層協議体で把握された生活課題に対し、町全体で考えていく

べきことを整理するとともに、第 2 層協議体が主体的に活動しやすいような仕組

みづくりや制度を考えていきます。 

 

③生活支援サポータ(仮称)の養成 

・第 2層協議体による地域課題の把握状況に応じて、必要となる生活支援サポーター(有

償ボランティア)の養成に取り組みます。 
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基本目標３ 安全・安心な生活環境の整備推進 
 

１ 住環境の向上推進 

全ての高齢者が明るく安心して暮らせる在宅生活を支えるために、住宅の改修や必要な情報

の提供を行います。 
 

①住環境の整備推進 

・介護予防の観点から必要な高齢者に対し、介護保険における「住宅改修」を案内します。 

・町営住宅については、引き続き高齢者の入居に一定の配慮を行います。 

 

②情報提供 

・高齢者の居住の安定を確保するために、バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連

携し高齢者を支援するサービス付き高齢者向け住宅などの、住まいに関する情報を提

供します。 

 

２ 安全・安心なまちづくり推進 

高齢者が地域において安心して暮らせるように、公共施設のバリアフリーの推進、災害時に

おける避難支援体制を構築します。 
 

①バリアフリーの推進 

・新たに整備する道路や公共建築物については、引き続きバリアフリーに関する法律や

「沖縄県福祉のまちづくり条例」等に基づく設置基準に従って、高齢者等の円滑な利

用に配慮したバリアフリーを推進します。 

・既存の建物や公園等の公共建築物については、高齢者や障がい者をはじめ、誰もが快

適に利用できるように、スロープや手すり、エレベータの設置、身体障害者用のトイ

レや駐車スペースの確保等について、必要に応じて整備を行います。 
 

②防災対策 

・「西原町地域防災計画」に基づき、町民に対する防災知識の普及啓発や防災訓練の実施、

自主防災組織の育成を引き続き進めます。また、ハザードマップによる災害における

危険箇所や避難所、備えと対策についての周知を継続して行います。 

・町社会福祉協議会及び町内介護保険施設(3 施設)との福祉避難所の協定を継続します。 

・避難行動要支援者名簿の周知徹底を図り、登録者の増を図ります。 

・災害時避難行動要支援者への避難支援体制を構築するために、地域の関係機関、関係

団体、福祉施設、事業所及び地域住民等と連携し、避難行動要支援者名簿登録者の情

報の更新や具体的な避難誘導等についてを検討していきます。 

基本目標３ 安全・安心な生活環境の整備推進 
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③感染症の拡大防止 

・令和２年度においては、新型コロナウイルス感染症の世界的感染拡大が起こり、これ

により、本町でも地域の集まりが抑制されたり、高齢者のサービスの利用が控えられ

るなどの影響が出ています。高齢者については外出の機会が減ったり、生活が不活発

になるとフレイルを招く危険性が高くなります。 

こうした中、ウイルスと共存しつつ本計画における高齢者へのサービスの提供や社会

活動の活性化を進めるためには、感染拡大を防止する「新しい生活様式」を定着させ

ることが重要です。 

安心して必要な方が必要なサービスを利用できるように、マスクの着用、手洗い・手

指の消毒、「３密（密閉、密集、密接）」の回避など、国や県からの指導・助言等に基づ

く感染予防対策を徹底した、高齢者へのサービス提供や生活支援等に取り組みます。 

 

新型コロナウイルス感染症 

COVID-19（coronavirus disease 2019）：令和元年(2019 年)に発生した感染症。ヒ

ト・ヒト間での感染が認められており、症状としては、発熱、咳、頭痛、倦怠感等

のインフルエンザに似た症状や呼吸困難を伴う肺炎を認める場合がある。令和２年

(2020 年)10 月現在、有効な治療法は存在せず、対症療法が中心である。我が国に

おいても感染が拡大しており、健康福祉施策にも大きな影響を及ぼしている。 

 

  


