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第３章 計画の基本的な考え方 

１ 基本理念 

2019（令和元）年度に実施した扶桑町高齢者等実態調査の結果では、2016（平成

28）年度の前回調査に引き続き、心身の状況や家族構成にかかわらず、多くの高齢者の

方が介護や病気で治療が必要になっても、住み慣れた地域や自宅での生活を希望してい

ることがわかりました。  

その一方で、高齢者の方が自身の加齢に伴う身体的、精神的衰えによる不安を取り除

き、健康で安心•安全な生活を続けるための対策の必要性や、地域活動や交流等の社会参

加率の低下等から健康寿命の延伸を図るうえでの課題もみえてきました。 

こうした背景のもと、本計画においては、扶桑町第7期高齢者保健福祉総合計画に引き

続き、 高齢者ができる限り住み慣れた地域でその能力を最大限に発揮して生活を送るこ

とができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び生活支援が、専門職の連携と住民同

士の支え合いにより確保される地域包括ケアシステムを推進します。 

また、できる限り高い水準の介護サービスを提供しながら、介護が必要な状態になっ

ても安心して地域に住み続けられるまちづくりを目指します。 

本計画では、これらの趣旨を踏まえた第5期から第7期計画までの理念を継承し、これ

までの取組みを更に強化・充実し、地域共生社会の考え方に基づき住民同士の支え合い

と、住民と行政の協働により、高齢者が笑顔で生き生きと暮らせるまちづくりを目指し

ていく観点から『みんなで支え合い、高齢者が生き生きと暮らせるまち 扶桑』を基本理

念として掲げます。 

 

 

 

  

みんなで支え合い、高齢者が生き生きと 

暮らせるまち  扶桑
ふ そ う
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２ 基本目標 

第7期計画は、以下の4つの基本目標に沿って施策を展開してきました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第8期となる本計画においては、これらを踏襲するとともに整理し、新たな制度や高齢

者等実態調査の結果を踏まえ基本目標を次のとおり設定します。 

基本目標１ 「扶桑」で永く暮らし続けるために 
＜地域包括ケアシステムの推進と生活支援の充実＞ 

本町の高齢者数は、近年横ばいで推移していますが、高齢化率は引き続き増加してい

くことが見込まれます。また、団塊の世代が75歳以上の後期高齢者になる2025（令和

7）年には、介護保険の認定者は大幅に増加すると予測されます。 

こうした背景のもと、誰もが安心して住み慣れた地域に暮らし続けられるよう、地域

包括ケアシステムの構築の実現を目指し取組みをすすめてきました。本計画では、本町

の地域資源を活用して地域包括ケアシステムの推進を目指します。 

また、住民と行政の協働による支え合いの仕組みづくりをすすめるとともに、住民が

真に必要とするサービスを利用できるよう、情報提供や相談体制の充実を図ります。 

＜施策の方向性＞ 

 

 

  

（１）「扶桑」で暮らし続けるために 
＜地域包括ケアシステムの構築と生活支援の充実＞ 

（２）「扶桑」で生き生きと活動するために 
＜介護予防と生きがいづくり・社会参加の促進＞ 

（３）「扶桑」で認知症の人を支えるために 
＜認知症施策の推進＞ 

（４）「扶桑」で安心して介護が受けられるために 
＜介護保険事業の充実＞ 

■地域包括ケアシステムの推進 
■在宅医療と介護の連携体制の構築 
■生活支援の充実 
■地域福祉活動の推進 
■相談体制の充実 
■高齢者の居住安定に係る施策と連携 
■高齢者の安全確保の推進 
■人にやさしいまちづくりの推進 
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基本目標２ 「扶桑」で永く生き生きと活動するために 
＜介護予防と生きがいづくり・社会参加の促進＞ 

健康づくりや介護予防への関心は高まってきていますが、それが実際の行動や活動に

つながらないのが現状といえます。高齢者がこれまでに得た技能や経験を活かしたボラ

ンティア活動、就労的活動を通じて、高齢者の生活機能の維持向上を積極的に図り、介

護が必要な状態にならないよう、身近な場所における地域ぐるみの自立支援・介護予防

を推進します。 

また、高齢者は「支えられる」対象という考えから、高齢者が「地域を支える」もし

くは高齢者同士で「支え合う」という発想の転換のもと、その地域活動を積極的に支援

するとともに、「閉じこもり」状態の予防につなげ、地域における活動の場づくりを推進

します。 

＜施策の方向性＞ 

 
 
 
 
 
 

基本目標３ 「扶桑」で認知症の人を支え続けるために＜認知症施策の推進＞ 

高齢者等実態調査によると、在宅の要介護認定者の55.7％に認知症の症状があること

がわかりました。一方、認定を受けていない高齢者でも認知症に対する不安は大きく、

予防についての情報等が求められています。 

認知症対策の基本は、できる限り多くの方に認知症に対する理解を深めてもらうこと

です。高齢者はもとより、地域住民に広く認知症に関する正しい知識を普及し、予防対

策を推進するとともに、認知症高齢者とその家族が安心して地域で暮らすことができる

よう、住民と行政の協働による見守りのネットワークづくりをすすめていきます。 

＜施策の方向性＞ 

 
 
 
 

 

  

■自立支援、介護予防・重度化防止に向けた取組の推進 
■高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施 
■生きがいづくりの推進 
■『閉じこもり』予防の推進 

■普及啓発・本人発信支援及び予防対策 
■医療・ケア（早期発見・早期対応） 
■家族に対する支援の充実 
■認知症バリアフリーの推進と社会参加支援 
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基本目標４ 「扶桑」で安心して介護が受けられるために 
＜介護保険事業の充実＞ 

「被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づ

き、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的

かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない」（介護保険法第2条第3

項）と介護保険法にはサービス提供の原則が定められています。 

居宅サービスを中心に、施設・居住系サービス等必要とされる介護保険サービスの十

分な確保に努め、誰もが自らの意思でサービスを選択できるような環境を整備するとと

もに、重度化を防止し、要介護度が改善するような取組みを検討します。 

また、サービスの質の確保と向上を目指し、介護人材の確保や育成についても検討し

ていきます。 

＜施策の方向性＞ 

 
 
 
 

 

 

 
  

■居宅サービスの充実 
■施設・居住系サービスの充実 
■介護保険事業費の見込みと保険料 
■介護保険制度の円滑な運営 
■介護者支援の充実 
■介護人材の確保と育成 
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３ 地域共生社会の実現を目指して 

今後、高齢化が一層進む社会の中で、地域で高齢者の生活を支える「地域包括ケアシ

ステム」は、地域共生社会※3の実現に向けた中核的な基盤となるものです。 

その実現に向けては、「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改

正する法律（平成29年法律第52号）」により「社会福祉法（昭和26年法律第45号）」が

改正され、地域住民と行政等が協働し、公的な体制による支援とあいまって、地域や個人

が抱える生活課題を解決していくことができるよう、「我が事・丸ごと」の包括的な支援

体制の整備が市町村の努力義務とされました。 

本町はこれまで、「基本目標1 『扶桑』で暮らし続けるために＜地域包括ケアシステ

ムの構築と生活支援の充実＞」において、「地域共生社会の考え方の普及」を施策として

掲げ、「地域共生社会」の実現を目指して、「自助」や「互助」の重要性、地域の課題に対

して「我が事」として向き合うことの必要性等を地域住民に理解してもらえるよう、様々

な機会を利用して「地域共生」という考え方の周知を図ってきました。 

一方、地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律（令和2年法律

52号）においては、2040（令和22）年を見据え、また地域共生社会の実現を目指して、

以下のような介護保険制度と一体的な見直しが行われました。 

① 地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市町村の包括的な支援体制の 

構築の支援 

② 地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整備等の促進 

③ 医療・介護のデータ基盤の整備の推進 

④ 介護人材確保及び業務効率化の取組みの強化 

⑤ 社会福祉連携推進法人の創設等社会福祉法等に基づく社会福祉基盤の整備 

 

今後は、地域住民の複雑化・複合化したニーズに対応するための相談支援、参加支援、

地域づくりに向けた支援を一体的にする重層的支援体制の整備を踏まえながら、包括的

な支援体制の構築等の社会福祉基盤の整備と併せて、介護保険制度に基づく地域包括ケ

アシステムの推進や地域づくり等に一体的に取組むことで、地域共生社会の実現を目指

します。  

                                         
※3 地域共生社会とは、高齢者介護、障害福祉、児童福祉、生活困窮者支援などの制度・分野の枠や、「支える側」、「支

えられる側」という従来の関係を超えて、人と人、人と社会がつながり、一人ひとりが生きがいや役割を持ち、助け合いな

がら暮らしていくことのできる包摂的な社会をいう。 
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４ 計画の体系 
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基本目標１ 
「扶桑」で永く 

暮らし続けるために 
＜地域包括ケアシステムの 
推進と生活支援の充実＞ 

■地域包括ケアシステムの推進 

■在宅医療と介護の連携体制の構築 

■生活支援の充実 

■地域福祉活動の推進 

■相談体制の充実 

■高齢者の居住安定に係る施策と連携 

■高齢者の安全確保の推進 

■人にやさしいまちづくりの推進 

＜施策の方向性＞ 

基本目標２ 
「扶桑」で永く生き生きと 

活動するために 

＜介護予防と生きがいづくり 
・社会参加の促進＞ 

 

■自立支援、介護予防・重度化防止に 
向けた取組の推進 

■高齢者の保健事業と介護予防の 
一体的な実施 

■生きがいづくりの推進 

■「閉じこもり」予防の推進 

＜施策の方向性＞ 

基本目標３ 
「扶桑」で認知症の人を 
支え続けるために 
＜認知症施策の推進＞ 

 

■普及啓発・本人発信支援及び予防対策 

■医療・ケア（早期発見・早期対応） 

■家族に対する支援の充実 

■認知症バリアフリーの推進と社会参加
支援 

＜施策の方向性＞ 

基本目標４ 
「扶桑」で安心して 

介護が受けられるために 
＜介護保険事業の充実＞ 

 

■居宅サービスの充実 

■施設・居住系サービスの充実 

■介護保険事業費の見込みと保険料 

■介護保険制度の円滑な運営 

■介護者支援の充実 

■介護人材の確保と育成 

＜施策の方向性＞ 
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