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第１節 高齢期の健康づくりの推進 

 

１ 健康増進の推進 

 生涯現役の基本となる健康づくりに対して、個人個人が積極的に取り組んでいくよう意識づくり

を高めるとともに、疾病の予防・早期発見・早期治療のため、健康診査やがん検診さらには感染症

予防等に関する啓発を強化し、高齢者の健康管理を推進します。 

主要施策 担当課 施策の内容 進捗状況 

１健康相談機会

の充実 

保健推

進課 

身近な会館などで気軽に利用

できる健康相談を実施します。

また、高齢者クラブや町内会な

ど地域で行っている活動の場

に出向いて相談を行います。 

高齢者クラブ 

Ｈ27年度 6回 延 64人 

Ｈ28年度 7回 延 93人 

町内会等 

Ｈ27年度 6回 延 74人 

Ｈ28年度 5回 延 70人 

(見込) 

２健康づくりに

関する啓発・情報

提供の促進 

保健推

進課 

各種イベントや健康講座など

で普及啓発を行います。「石狩

市健康づくり計画」は、平成２

８年度より第２期の計画とな

るため、新たな健康課題や取り

組みについても周知を図りま

す。 

いしかり健康フェスタ来場者数 

Ｈ27年度 358人 

Ｈ28年度 310人 

Ｈ28年 3月、石狩市健康づくり計画

（第 2次）を策定。広報、市ホーム

ページ等で周知。 

３歯・口腔の健康

づくりの推進 

保健推

進課 

「８０２０（ハチマルニイマ

ル）運動」を推進するとともに、

口腔機能向上について、地域包

括支援課・高齢者支援課と連携

し、周知を図ります。また、歯

周病検診の受診機会を増やす

ための検討を行います。 

歯科相談の実施 

 Ｈ27年度  1回 22人 

 Ｈ28年度  1回 76人 

歯科健康教育の実施 

 Ｈ27年度 6回 延 93人 

 Ｈ28年度 1回 24人 

(Ｈ28.12月末) 

Ｈ28 年度より歯周病検診の個別医

療機関委託を開始。 

４健康増進事業

の推進 

保健推

進課 

高齢者の健康課題にあわせた

講座等を行います。 

健康づくり講座 

Ｈ27年度 5回 延 84人 

Ｈ28年度 6回 延 76人 

ヘルスアップ事業（65歳以上） 

 Ｈ27年度 延 3,189人 

 Ｈ28年度 延 2,818人 

（Ｈ28.12月末） 
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５地域における

健康づくり活動

の促進 

保健推

進課 

出前講座や協働事業等も活用

しながら地域等での健康づく

り活動の普及を推進していき

ます。また、地域での健康づく

り活動が継続できる体制を検

討します。 

依頼に応じ情報提供や講師紹介、派

遣等の支援を実施 

Ｈ27年度 5回 延 63人 

Ｈ28年度 6回 延 184人 

(Ｈ28.12月末) 

６健康診査・保健

指導の実施 

保健推

進課 

受診率向上へ向けて、受診医療

機関の拡大等、受診しやすい環

境づくりの推進を図るととも

に、未受診者の調査・分析を行

い、より実効性のある未受診者

対策に取り組む。また、指導体

制の強化や未実施者への働き

かけの強化等、特定保健指導の

充実を図ります。 

特定健康診査 

 Ｈ27年度  2,735人 

 Ｈ28年度  2,750人（見込） 

後期高齢者健康診査 

 Ｈ27年度    657人 

 Ｈ28年度   720人（見込） 

特定保健指導 

 Ｈ27年度 動機づけ支援 143人 

積極的支援  23人 

 Ｈ28年度 動機づけ支援 110人 

積極的支援 20人 

(見込) 

特定健診事後教室 

 Ｈ27年度  9回 延 104人 

 Ｈ28年度 10回 延 105人 

(見込) 

７がん検診や骨

粗しょう症等各

種検診の実施 

保健推

進課 

検診を身近な会館や医療機関

で実施するなど、受けやすい検

診体制を整えるとともに、広報

紙・ホームページ・ポスター・

個別の案内などを用いて検診

に関するわかりやすい情報を

発信します。 

65歳以上の受診数 

胃がん検診 Ｈ27年度 1,355人 

      Ｈ28年度 1,400人 

(見込) 

肺がん検診 Ｈ27年度 1,772人 

      Ｈ28年度 1,800人 

(見込) 

大腸がん検診 Ｈ27年度 1,924人 

       Ｈ28年度 2,000人 

(見込) 

子宮頸がん検診 Ｈ27年度480人 

        Ｈ28年度 480人 

(見込) 

乳がん検診  Ｈ27年度 510人 

       Ｈ28年度 510人 

(見込) 
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骨粗しょう症検診 Ｈ27年度 67人 

       Ｈ28年度 70人 

(見込) 

歯周病検診   Ｈ27年度 3人 

        Ｈ28年度 30人 

(見込) 

８感染症予防の

推進 

保健推

進課 

結核検診、高齢者インフルエン

ザ予防接種については、今まで

どおり継続して実施します。高

齢者用肺炎球菌ワクチンにつ

いては、平成 26年 10月 1日よ

り予防接種法に基づく定期接

種となり、対象年齢については

65歳の方、60歳以上 65歳未満

の方で、心臓、腎臓若しくは呼

吸器の機能、又は、ヒト免疫不

全ウイルスによる免疫の機能

に日常生活がほとんど不可能

な程度の障害を有する方（身体

障害１級程度の方）となり、平

成 30 年度までの経過措置とし

て、65歳以上 100歳までの 5歳

刻み年齢、平成 26 年度限りで

の 101 歳以上の方も対象とな

る。このことから定期接種の対

象とならない狭間の年齢の方

に対し、現状サービスの維持を

図るため、今までどおりと同じ

手法で任意接種による事業を

継続して実施します。 

結核住民検診  

Ｈ27年度  150人 

 Ｈ28年度   41人 

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種(65歳以上) 

 Ｈ27年度 7,358人 

 Ｈ28年度 7,892人 

高齢者用肺炎球菌予防接種 

Ｈ27年度 1,177人 

 Ｈ28年度  743人 

※Ｈ28年度実績は、Ｈ28.12月末時点の

実績。 

９食を中心とし

た健康づくりの

推進 

保健推

進課 

健診結果や個人のライフスタ

イルに応じた栄養相談を実施

します。また、食生活改善推進

員と連携し、男性の料理教室な

ど食生活の自立を支援するた

めの事業を開催するとともに

自主グループの活動を支援し

ます。 

栄養相談（定例・随時）（65歳以上） 

 Ｈ27年度 延124人 

 Ｈ28年度 延 79人（H28.12月末） 

おやじの料理教室 

 Ｈ27年度 4回 延 57人 

 Ｈ28年度 4回 延 43人 

食生活改善推進員再講習 

 Ｈ27年度  4回 延109人 
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 Ｈ28年度  5回 延104人(見込) 

 

第２節 住み慣れた地域で安心して生活できる地域包括ケアシステムの構築 

 

１ 総合的なサービス提供体制の整備 

 保健・医療・福祉の連携のもと、総合的なサービスを提供できるケアマネジメント体制の整備や

サービス提供者等とのネットワークづくりを進めます。 

主要施策 担当課 施策の内容 進捗状況 

１「地域包括支援

センター」の機能

充実 

高齢者

支援課 

地域包括ケア推進の拠点とし

て、引き続き周知及び機能充実

に努めます。また、地域ケア会

議は個別ケース会議から、地域

課題を抽出し政策へと結びつ

ける機能を強化します。また、

地域において気軽に相談でき

る場の確保に努めます。 

・ｾﾝﾀｰ周知の場として、年1回ｾﾝﾀｰ職員

による“劇団ﾌｫｰかつ”の寸劇を交え

た市民講演会を開催するほか、出前講

座や高齢者ｸﾗﾌﾞの会合にてｾﾝﾀｰの周

知を実施。 

・Ｈ27年度からは広報に 65歳以上の相

談窓口として毎号掲載。 

・Ｈ28 年度、南・北地域包括支援ｾﾝﾀｰ

に職員を各1名増員（各4→5名）。 

・地域ケア会議にて、個別ケース会議か

ら抽出した地域課題を検討する専門

部会を実施。（Ｈ27年度4回、Ｈ28年

度上半期1回） 

Ｈ27年度 

・総合相談～南1,436件／北1,267件／

厚田291件／浜益324件 

・予防給付ｹｱﾌﾟﾗﾝ作成件数～南2,968件

／北2,587件／厚田156件／浜益362

件 

Ｈ28年度上半期 

・総合相談～南809件／北577件／厚田

107件／浜益212件 

・予防給付ｹｱﾌﾟﾗﾝ作成件数～南1,354件

／北 1,386 件／厚田 52 件／浜益 181

件 
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２保健福祉制度

や介護保険制度

に関する情報提

供の推進 

高齢者

支援課 

第６期に向けては、大幅な制度

変更が見込まれることから、地

域包括支援センターや民生委

員などとも連携を図りながら

周知機会の拡大を検討します。 

出前講座等による制度周知 

Ｈ27年度  18回 

Ｈ28年度  10回 

 

 

 

 

２ 生活支援サービスの充実 

 高齢者が自立した生活を確保するために必要な生活支援施策を推進します。また、居宅サービス

を関係機関との連携などにより、サービスの質の向上に努めます。 

主要施策 担当課 施策の内容 進捗状況 

１介護保険給付

サービス量の確

保と質の向上 

高齢者

支援課 

 

介護保険事業計画に基づき、保

険給付サービス量の確保に努

めるとともに、サービスの質の

向上に努めます。また、予防サ

ービスの市町村事業への意向

についても、対象者及び事業の

実施形態について検討を行い

ます。 

Ｈ27年度介護給付費 

 予算額：4,133,456千円 

 決算額：4,015,448千円 

（執行率：97.1％） 

Ｈ28年度介護給付費（12月末時点） 

予算額：4,303,073千円 

 決算額：3,050,715千円 

（執行率：70.8％） 

２介護保険サー

ビスの質と利用

者満足度の向上 

高齢者

支援課 

(介護相談員の)各施設への訪問回

数を増やします。 

・介護相談員派遣 

Ｈ26年度 

① 介護保険施設(6か所) 延 102回 

② ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ(17か所)  延 72回 

③ 高齢者住宅等(15か所) 延 58回 

Ｈ27年度 

① 介護保険施設(6か所) 延 105回 

② ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ(17か所)  延 98回 

③ 高齢者住宅等(18か所) 延 75回 

３生活支援サー

ビスの推進 

高齢者

支援課 

【緊急通報】 

① 利用者の外泊等の事前連絡 

の周知徹底及び民生委員との

連携強化に努めます。 

② 居宅介護支援事業所等、関 

係所管課との連携、広報・出前

講座等での事業周知を図りつ

つ、利用拡大に取り組みます。  

【除雪】 

【緊急通報サービス】 

Ｈ27年度   利用世帯 112世帯 

Ｈ28年度   利用世帯 97世帯 

【除雪サービス】 

Ｈ27年度   利用世帯 569世帯 

Ｈ28年度   利用世帯 567世帯 

【訪問サービス】 

Ｈ27年度   利用世帯  62世帯 

Ｈ28年度   利用世帯  63世帯 
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委託事業者等と協議を行い、 

適切な事業実施に努めます。 

【訪問】 

居宅介護支援事業所等、関係 

所管課との連携、広報・出前講

座等での事業周知を図りつつ、

利用拡大に取り組みます。 

 

※Ｈ28年度は見込 

ホームページや広報（社協）、出前講座

や地域ケア会議において、事業周知を図

った。 

４外出支援サー

ビスの推進 

高齢者

支援課 

居宅介護支援事業所等や関係

所管課との連携、広報・出前講

座等での事業周知を図りつつ、

利用拡大に向け取り組みを進

めます。 

Ｈ27年度  登録８人 実利用４人 

Ｈ28年度  登録５人 実利用２人 

５理美容・紙おむ

つ支給サービス

等の推進 

高齢者

支援課 

居宅介護支援事業所等や関係

所管課との連携、広報・出前講

座等での事業周知を図りつつ、

利用拡大に向け取り組みを進

めます。 

【理美容サービス】 

Ｈ27年度  登録11人 実利用6人 

Ｈ28年度  登録  8人 実利用7人 

【紙おむつ】 

Ｈ27年度 実利用91人･延利用427人 

Ｈ28年度 実利用92人･延利用411人 

 

３ 支え合うこころや意識づくりの推進 

 市民の心のバリアフリーを促進するため、様々な機会を通じ高齢者や社会的弱者を支え合う心を

育んでいきます。 

主要施策 担当課 施策の内容 進捗状況 

１市社会福祉協

議会の広報誌や

冊子の充実 

福祉総

務課 

地域福祉の理解をより多くの

市民に広げることができるよ

う、今後も様々な手段を用い

て情報提供に努めます。 

【広報誌の発行】 

・年 4回：各 24,900部発行 

【地域福祉壁新聞の発行】 

・Ｈ28年度：年 6 回 

（掲示場所 31か所） 

【ホームページの充実】 

・ツイッター、ブログ、フェイスブ

ックも含めた情報提供 

２ボランティア

センター機能の

充実 

福祉総

務課 

ボランティアの活性化を図る

ための核となる人材の発掘、

養成を行いながら、新たな事

業展開を図ります。 

【ボランティアセンター運営】 

・Ｈ27年度 

 登録者数：725人 

 活動人数：延 5,897人 

・Ｈ28年度（12月末） 

 登録者数：734人 

 活動人数：延 5,096人 
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４ 地域ケア体制の整備 

 本市においては地域包括支援センターの一層の周知を図るとともに、３つの日常生活圏のもと地

域包括支援センターを中心に、地域ケア体制の充実を推進します。 

主要施策 担当課 施策の内容 進捗状況 

１住民グループ

支援事業の実施 

高齢者

支援課 

社会福祉協議会、地域包括支援

課等との連携に努めるととも

に、より積極的な周知による事

業拡大・充実に向け取組を進め

ます。 

Ｈ27年度   

14団体、324回、延5,109人 

Ｈ28年度（見込） 

  16団体、364回、延3,716人  

２地域包括支援

センターを中心

とした地域ケア

体制の確立 

高齢者

支援課 

引き続き、地域の実情に合わせ、地

域住民も含めた多職種と協働で地

域のネットワーク作りを推進しま

す。 

Ｈ27年度 

・地域ｹｱ会議 全体会 4回／専門部

会 4回／個別ｹｰｽ検討会 14回 

・地域包括支援ｾﾝﾀｰ研修会 2回（南・

北各 1回） 

・介護保険事業所関係者連絡会議

（厚田）24 回 

・浜ｹｱﾈｯﾄ(浜益) 5回 延 28人 

・浜ｹｱﾈｯﾄ学習交流会(浜益） 

1回 延 24人 

【ボランティアポイント事業】 

活動の対価としてのポイント付与

制度の実施 

・Ｈ27年度 登録者数：336人 

・Ｈ28年度 登録者数：336人 

３福祉大会の充

実 

福祉総

務課 

地域福祉への理解を深め、福祉課

題を共有する機会として、事業を

継続します。 

市民等が地域福祉対する共通理解

を得ることを目的に開催。 

・Ｈ27年度 

テーマ：「これからの福祉のゆく

え！」～求められる地域のつながり

～260 人参加 

・Ｈ28年度 

テーマ：『東日本大震災から 5 年』

～被災地の想いと今地域で取り組

むべきこと～260人参加 

４「ふれあい広場

いしかり」の充実 

福祉総

務課 

新たな市民の参画や事業展開を考

慮に入れながら事業を継続しま

す。 

ボランティアを中心として構成す

る実行委員会方式で開催。 

・Ｈ27年度：約 3,000人 

・Ｈ28年度：約 3,000人 



 

8 

 

Ｈ28年度上半期 

・地域ｹｱ会議 全体会 2回／専門部

会 2回／個別ｹｰｽ検討会 8回 

・地域包括支援ｾﾝﾀｰ研修会 1回 

・介護保険事業所関係者連絡会議

（厚田）12 回 

・浜ｹｱﾈｯﾄ(浜益）2回 延 12人 

・浜ｹｱﾈｯﾄ学習交流会(浜益） 

1回 延 21名 

3 近隣での見守

り・声かけ運動の

促進 

福祉総

務課 

各地域の特性に合わせた見守りの

仕組みづくりに向けて、支援を継続

します。 

【福祉協力員（地域福祉ｻﾎﾟｰﾀｰ）研修会】 

・Ｈ27年度：44人 

・Ｈ28年度：42人（総登録者180名） 

【見守りネットワーク】 

地域福祉懇談会において、見守り支援の

仕組みづくりについて説明・提案 

・Ｈ26年度：6会場・延べ322人参加 

・Ｈ27年度：6会場・延べ247人参加 

4 ふれあい給食サ

ービス事業の拡

充 

福祉総

務課 

新たな地域の協力者の参画も考慮

し、事業の継続を支援します。 

・Ｈ27年度  実施回数：344回 

参加人数：延7,828人 

 ボランティア数：延 1,640 人 

・Ｈ28年度（12月末） 

実施回数：274回 

参加人数：延5,861人 

 ボランティア数：延 1,271 人 

5 地区社会福祉協

議会の活動促進 

福祉総

務課 

地域特性や地域課題を考慮に入れ

ながら、事業を継続します。 

地区社会福祉協議会数 

・Ｈ28年度：17地区 

活動内容：広報誌の発行や世代間交流、

配食サービスを通じたひとり暮らし高

齢者等の見守り活動など 

6 民生委員・児童

委員との連携強

化 

福祉総

務課 

民生委員との情報共有や連携のあ

り方などを検討しながら、支援を継

続します。 

民生委員を対象とした各種研修会を通

して行政サービスや福祉制度に関する

情報提供を行った。 

7 ボランティア活

動等における NPO

法人等の支援 

企画課 引き続きＮＰＯや市民活動団

体等の支援に向けて、講座の企

画や補助金や助成金などの情

報を発信します。また、協働事

業提案制度については、提案団

体と行政の双方が目的を共有

し、協働できる制度となるよ

○市民活動情報センター活動状況 

【講座の開催】 

・Ｈ27 年度 ５件（まちづくりラウン

ドテーブル等） 

・Ｈ28 年度 ５件（予定）（まちづくり

講演会等） 

【情報提供】 
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う、改善又は見直しを行いま

す。 

・情報誌を２ヶ月毎に発行 

○協働事業提案制度活動状況 

Ｈ24年度から、団体・企業からの提案「フ

リーテーマ型」に加え、市が予め市民と

協働したい事業のテーマ等を設定する

「事業提示型」を導入。 

【協働事業提案制度採択事業数】 

・Ｈ27年度 １件 

・Ｈ28年度 ８件（予定） 

 

8「やすらぎ訪問

活動事業」の検討 

福祉総

務課 

各地域の特性に合わせた見守りの

仕組みづくりに向けて、支援を継続

します。 

地域における安否確認・見守り支援活動

の担い手となる福祉協力員（地域福祉サ

ポーター）の登録を行った。 

Ｈ27年度：登録者189人 

Ｈ28年度：登録者180人 

 

５ 新しい総合事業の推進 

 新しい総合事業は、市町村が中心となり地域の実情に応じて住民等の多様な主体が参加して、さ

まざまなサービスを提供することができるように創設され、これまでの予防給付のうち訪問介護・

通所介護が新しい総合事業へ移行となります。 

要支援認定を受けた方又は基本チェックリストで要支援に該当すると判断された方を対象とする

「介護予防・生活支援サービス事業＊1」とすべての高齢者を対象とする「一般介護予防事業」か

ら成ります。 

平成27年度から平成28年度までは、第５期介護保険事業計画と同様の地域支援事業を継続し、多

様なニーズに対応するため、地域の社会資源を活かしながら事業の見直しや新たなサービスの創設

に取り組み、平成29年度からは新しい総合事業を開始します。 

主要施策 担当課 施策の内容 進捗状況 

１介護予防に関

する啓発情報提

供の推進 

高齢者

支援課 

既存の普及・啓発方法に加え、

効果的な方法について検討・

実施します。 

Ｈ27年度：11回、延 255人 

Ｈ28年度上半期：6回、122人 

 

２基本チェック

リストの配布・回

収 

高齢者

支援課 

対象者及び事業の実施形態に

ついて検討し、介護予防・日

常生活支援総合事業に移行し

ます。 

Ｈ27年度： 

基本ﾁｪｯｸﾘｽﾄ実施数 407人 

二次予防事業対象者数 272人 

Ｈ28年度上半期： 

基本ﾁｪｯｸﾘｽﾄ実施数 106人 

二次予防事業対象者数 84人 

３介護予防サポ

ーターの養成 

高齢者

支援課 

引き続き、養成に努めます。 Ｈ27年度：1 回、実 15名 

Ｈ28年度：1 回、実 15名 
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４筋力トレーニ

ングの実施 

 

 

保健推

進課 

現実績水準の維持を図り、参

加者あるいは参加を希望する

市民の要望を把握しながら、

今後の方向性を検討します。 

やさしい筋力トレーニング教室 

（体育協会主催事業） 

Ｈ27年度：20回、延 645人 

Ｈ28年度：20回予定 

５通所型介護予

防事業の推進 

高齢者

支援課 

対象者及び事業の実施形態に

ついて検討し、介護予防・日

常生活支援総合事業に移行し

ます。 

Ｈ27年度：120回 延 970人 

Ｈ28年度上半期：55回 延 352人 

６訪問指導の推

進 

高齢者

支援課 

対象者及び事業の実施形態に

ついて検討し、介護予防・日

常生活支援総合事業に移行し

ます。 

Ｈ27年度：延35人 

Ｈ28年度：延 6人 

７介護予防教室

の実施 

高齢者

支援課 

対象者及び事業の実施形態に

ついて検討し、介護予防・日

常生活支援総合事業に移行し

ます。  

・一般高齢者機能訓練事業 

Ｈ27年度：738回、延9,153人 

・介護予防教室（委託） 

Ｈ27年度：11回、延208人 

Ｈ28年度上半期：7回、延156人 

８住民グループ

支援事業の実施 

（再掲） 

 

高齢者

支援課 

社会福祉協議会等との連携に

努めるとともに、より積極的

な周知による事業拡大・充実

に向け取組を進めます。 

Ｈ27年度  

 14団体、324回、延5,109人 

Ｈ28年度（見込） 

 16団体、364回、延3,716人  

９介護予防サー

ビスの推進 

高齢者

支援課 

対象者及び事業の実施形態に

ついて検討し、介護予防・日

常生活支援総合事業に移行し

ます。  

いきいきホームヘルプサービス 

Ｈ27年度 0件 

 

10 配食サービス

の推進 

高齢者

支援課 

アンケート調査等によるニー

ズの把握及び委託先である社

会福祉協議会との協議を継続

して実施し、更なる利用拡大

に向けた取組を進めます。  

Ｈ27年度  

実利用者137人  配食数16,128食 

Ｈ28年度（12月末現在） 

実利用者102人  配食数11,498食 

 

６ 認知症高齢者の対策 

本人の状態に応じた適切な支援により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

慣れた地域の中で暮らしが続けられるよう、医療・介護サービスの適切な提供、地域の見守り等も

含めた切れ目のない支援体制（認知症ケアパス）を構築します。 

主要施策 担当課 施策の内容 進捗状況 
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１認知症者サポ

ート体制の推進 

 

高齢者

支援課 

認知症サポーター養成に努

め、新たに認知症の状態に応

じた適切なサービスが提供で

きるように認知症ケアパスの

作成と普及に取り組みます。  

・認知症サポーター養成講座 

Ｈ27年度：14回、延 245人 

Ｈ28年度上半期：11回 延 226人 

・認知症ケアパス 

認知症ケアパス作成委員会（3回）を

開催し、Ｈ28.10 完成。地域包括支援

ｾﾝﾀｰ･医療機関・居宅介護支援事業

所・認知症カフェに配布 

２徘徊認知症高

齢者対策の推進 

高齢者

支援課 

徘徊認知症高齢者等探索機器

貸与の更なる利用拡大を図る

とともに、ＳＯＳネットワー

クの充実強化に取り組みま

す。  

【検索機器貸与】 

Ｈ27年度   利用者８人 

Ｈ28年度   利用者７人 

【ＳＯＳネットワーク】 

Ｈ27 年度末、ＳＯＳﾈｯﾄﾜｰｸ事務局を

保健所から市に移行。 

“ＳＯＳｻﾎﾟｰﾄ機関”の協力を、介護・

障がい事業所、医療機関、公共施設等

に呼びかけ、Ｈ28年度 63機関の登録。 

Ｈ28上半期利用件数 1件。 

３権利擁護事業

の促進 

高齢者

支援課 

成年後見制度の啓発に努める

とともに、成年後見センター

と連携し活躍できる市民後見

人の養成を継続します。  

◎Ｈ27年度 

＜成年後見＞ 

・成年後見ｾﾝﾀｰ委託 

(市民後見人ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修年 2 回、後

見ｻﾎﾟｰﾀｰｽﾞ事務局、運営会議年 10回、

地域での啓発活動 7回） 

・石狩市権利擁護連携会議年 3回 

※その他権利擁護事業（参考） 

＜高齢者虐待＞ 

・高齢者虐待防止ﾈｯﾄﾜｰｸ全体会議 

年 1回 

・高齢者虐待防止ﾈｯﾄﾜｰｸｹｰｽ会議 

年 24回 

＜消費者被害＞ 

連絡網での情報提供 年 9回 

◎Ｈ28年度 

＜成年後見＞ 

・成年後見センター委託 

(市民後見人ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修年 2 回、後

見ｻﾎﾟｰﾀｰｽﾞ事務局、運営会議年 9回、
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地域での啓発活動 8回） 

・石狩市権利擁護連携会議年 2回 

※その他権利擁護事業（参考） 

＜高齢者虐待＞ 

・高齢者虐待防止ﾈｯﾄﾜｰｸ全体会議 

年 1回 

・高齢者虐待防止ﾈｯﾄﾜｰｸｹｰｽ会議 

年 10回 

＜消費者被害＞ 

・連絡網での情報提供 年 8回 

・市消費生活相談員の方と地域包括支

援センター、成年後見センターで意見

交換・勉強会開催 1回 

４認知症等高齢

者の地域支え合

い活動の促進 

 

 

高齢者

支援課 

認知症サポーターやＮＰＯ法

人等を活用するなど、地域で

認知症の人や家族を支える活

動（認知症カフェなど）への

支援に取り組みます。  

・認知症カフェ 

Ｈ27年度より委託事業開始。 

Ｈ27年度 18 回 延 177人 

Ｈ28年度上半期 12回 延 65人 

・認知症ＦＣ家族の集い 

NPO 法人認知症ﾌﾚﾝﾄﾞｼｯﾌﾟｸﾗﾌﾞが主催

する家族の集いを、周知等で後方支

援。 

（参考：Ｈ27 年度４回、Ｈ28 年度上

半期２回開催） 

 

７ 介護と医療の連携体制の構築 

 高齢者が病気になっても、住み慣れた場所で療養しながら、その人らしい生活を継続できるよう、

医師会等と連携し、在宅医療と介護サービスの情報共有など高齢者の状態・状況に応じて、在宅療

養・介護には欠かせない医療と介護の連携を図るシステムの整備を推進します。 

主要施策 担当課 施策の内容 進捗状況 

１医療・介護従事

者の連携強化の

システム構築 

 

高齢者

支援課 

在宅医療に関する実態把握を

行い医師や看護師、薬剤師、

ケアマネジャーなど多職種に

よる在宅医療・介護の連携に

ついての対策を協議・推進し

ます。  

Ｈ27年度 

医療機関・訪問看護事業所・薬局・居

宅介護支援事業所を対象としたアン

ケート調査を実施。 

Ｈ28年度 

調査結果をもとに、多職種を対象とし

た研修会を開催。 

 

８ 福祉人材の養成 
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多様化し増大する要援護高齢者に対応するための福祉人材の養成に努めるとともに、サービスの

質の向上を図るため、福祉サービスの従事者に対する研修の充実を図ります。 

 

 

主要施策 担当課 施策の内容 進捗状況 

１介護支援専門

員や介護福祉関

係職種の資質の

向上 

高齢者

支援課 

引き続き、地域ケア会議や研修の機

会等の確保に努めます。 

（再掲） 

Ｈ27年度 

・地域ｹｱ会議 全体会 4回／専門部会

4回／個別ｹｰｽ検討会 14回 

・介護保険事業所関係者連絡会議（厚

田）24回 

・浜ｹｱﾈｯﾄ(浜益）5回 延 28人 

・浜ｹｱﾈｯﾄ学習交流会(浜益)1 回 延

24人 

Ｈ28年度上半期 

・初任介護支援専門員ＯＪＴ(道事

業) 実施 1組 

・地域ｹｱ会議 全体会 2 回／専門部

会 2回／個別ｹｰｽ検討会 8回 

・介護保険事業所関係者連絡会議（厚

田）12回 

・浜ｹｱﾈｯﾄ(浜益）2回 延 12人 

・浜ｹｱﾈｯﾄ学習交流会(浜益) 1回 延

21名 

２福祉人材拡充

のための養成研

修等の開催 

福祉総

務課 

各種研修について、学んだ成果を実

践に結びつけることを考慮しなが

ら、事業を継続します。 

【福祉調整員（地域福祉ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ）

養成講習】 

地域において中核となる人材の養成 

・Ｈ27年度：70人 

・Ｈ28年度：3月開催 

【災害ボランティア関係事業】 

災害時を想定した実践的な演習 

・Ｈ27年度：31人 

・Ｈ28年度：2月開催 

【ボランティアスクール】 

ボランティアに係る入門的講習の実

施 

・Ｈ27年度：19人 

・Ｈ28年度：3月開催 
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第３節 生きがいと張り合いのある高齢期の生活の質の確保 

 

１ 社会参加・社会貢献活動の促進 

生涯にわたって、学習・文化・スポーツ・レクリエーションが楽しめるよう、各種の機会づくり

に努めるとともに、知識・技術を身に付けた高齢者が別の高齢者を指導できるような環境づくりを

進めていきます。また、地域でのボランティアグループの活動やボランティア会員の増強等、ボラ

ンティアコーディネート機能の充実と、ボランティアグループへの支援強化を図ります。 

主要施策 担当課 施策の内容 進捗状況 

１高齢者クラ

ブの育成 

高齢者

支援課 

主体的、意欲的に活動する高齢

者クラブを引き続き支援すると

ともに、単独では運営困難なク

ラブについては、クラブ間の連

携など活動方法について検討し

ます。（※クラブが主体となり、

市は市社協を通じた助言等後方

支援）  

Ｈ27年度 38クラブ 2,363人 

Ｈ28年度 38クラブ 2,246人 

 

 

２「シニアプラ

ザ」などの推進 

公民館 

・浜益

生涯学

習課 

高齢者の学習や交流の場である

「シニアプラザ」の推進を図り、

より魅力的な学習内容を提供す

るために、ニーズに応じた講座

の開設や講師の発掘に取り組み

ます。  

○はまなす学園（石狩）（1/16現在） 

Ｈ27:17回1,162人、Ｈ28:16回1,047人 

内容：午前は講義、午後はクラブ活動を

基本とし、文化祭なども実施。 

○生きがいづくり学園（浜益区） 

Ｈ27:9回392人、Ｈ28：9回  329人 

３芸能発表等

の文化活動の

促進 

社会教

育課・

両区生

涯学習

課・公

民館 

芸術文化に親しむ機会や芸能発

表・交流の場を提供し、高齢者

の生きがいづくりや文化活動を

促進します。  

石狩市民文化祭等を開催し、高齢者を含

めた幅広い年齢層の文化活動発表の場づ

くりを進めているほか、石狩市文化協会

から、各種発表等の文化事業に対し行事

費助成をし、文化活動の促進に努めてい

る。 

４高度情報化

社会への適応

力の強化 

社会教

育課 

民間事業者と調整し、開催方法等を

検討していきます。 

Ｈ27、Ｈ28講座等の実績はない 

なお、高齢者の受講者が多いいしかり市

民カレッジは、独自のホームページによ

り発信、周知、申込受付を行い、市民カ

レッジ受講者がホームページに親しむき

っかけになればと、毎講座ごとに内容を

更新している。 

５生きがい農

園事業の推進 

高齢者

支援課 

収穫の喜びと生きがいづくりのた

め、高齢者の生きがい農園事業を推

Ｈ27年度 123人 

Ｈ28年度 124人 
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２ 就労の促進 

 これから団塊の世代が新たな高齢者層としてデビューすることを踏まえ、その方たちの経験・知

恵・知識等をまちづくりに積極的に活かせるよう、シルバー人材センターへの支援とともに、国・

道と連携して、地域の企業等への啓発を進めるとともに、就労に関する情報提供をします。 

主要施策 担当課 施策の内容 進捗状況 

１雇用啓発の

推進 

商工労働

観光課 

国・道と連携を強め、高年齢者の

安定した雇用の確保のため各種

制度の周知を行い雇用啓発につ

いて積極的に取り組んでいきま

す。 

毎年 7月、市内事業所に対し実施する

「雇用・労働基本調査」において、リ

ーフレットを同封し高年齢者雇用制

度に関する周知のほか、市ＨＰにおい

ても周知を図った。 

進します。  

６社会参加の

促進 

高齢者

支援課 

【割引券】利用者アンケート等

を参考としながら、事業内容や

交付方法などについて検討を重

ね、より継続性と有効性の高い

事業を目指します。  

Ｈ27年度 

対象者12,622人 交付率 72.7％  

利用率 89.1％ 

Ｈ27 年度に利用可能な施設を３か所追加

し、高齢者の健康増進や福祉の向上、社

会参加の促進に努めている。 

7世代間交流の

促進 

社会教

育課 

児童の居場所づくりや学習支

援、様々な伝統文化の体験を支

援する活動を通じ、異世代交流

の推進を図ります。  

○学校支援地域本部事業 

学校等での児童生徒への学習支援や、伝

統文化、遊びを伝え、体験する取り組み

を行うことで異世代交流を進めている。 

8シニアボラン

ティアの育成 

・支援 

福祉総

務課 

市のボランティア活動全体の活

性化を図る中で、シニアボラン

ティアが継続的に活動できる機

会の拡大を考慮に入れ、支援を

継続します。  

【シニアボランティア講習会】 

・Ｈ27 年度：シニア向け講習会の開

催はなかったが、継続的支援を行っ

ている。 

9 生涯スポーツ

の推進 

スポー

ツ健康

課 

現在、実施している事業を創意

工夫により、さらに多くの参加

者を取り込み、加えて新たな事

業についての実施も検討しま

す。  

・カローリング教室 

 Ｈ27年度：教室16回 

 Ｈ28年度：教室20回 

・ウオーキング推進事業（イベント、講

習会、町内会普及・啓発事業） 

・はりきりウオーキングラリーの継続 

・啓発事業としてウオー９の日を設置し

て月１回程度ウオーキングイベントを実

施 
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２就労に関す

る情報提供の

推進 

商工労働

観光課 

高齢者の就労を促進するため、ジ

ョブガイドいしかり（石狩市ふる

さとハローワーク）との連携によ

る情報提供に努め、就労を希望す

る高齢者へのニーズに応えてい

きます。 

引き続き、Ｈ22 年 6 月に本庁舎内に

ハローワーク札幌北と共同で設置し

た「ジョブガイドいしかり」において、

求人検索ｼｽﾃﾑ設置等による求人情報

の提供、相談体制を整備し、就労を支

援した。 

３シルバー人

材センターの

支援 

商工労働

観光課 

高齢者の知識や技術・経験を活か

した就労、高齢者の生きがい就労

等を推進するシルバー人材セン

ターを支援します。 

（公社）石狩市シルバー人材センター

に拠出金を交付し経営の安定化を図

るとともに、広報ディスプレイや市広

報誌に入会説明会等の記事を掲載し

会員拡大を支援した。 
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第４節 高齢者が暮らしやすい魅力あるまちづくりの推進 

 

１ ユニバーサルデザインによるまちづくり 

誰もが障壁（バリア）を感じずに市民生活が送れるように、社会参加の機会やサポート体制、あ

るいは街中の移動空間やシステム等、誰にとっても障壁のないユニバーサルデザインに基づくまち

づくりの推進に努めます。 

 

２ 施設サービスの充実 

主要施策 担当課 施策の内容 進捗状況 

１バリアフリー

に向けた既存施

設の改修 

都市整

備課 

高齢者が安全に外出し、社会参加

ができるよう、道路等の公共施設

のバリアフリー化を地域の要望

に応じて進めます。 

【道路】 道路は改良工事に合わせて

バリアフリー化を行っている。 

 歩行者専用道路のバリアフリー化

については町内会からの要望箇所を

順次実施している。 

【公園】 今後整備する公園について

はバリアフリー化を行っていく。 

２石狩市福祉の

まちづくり条例

の啓発 

福祉総

務課 

現計画と同様に啓発推進に努め

ます。 

【高齢者等住宅改修費補助金】 

高齢社会における市民の暮らしの安全安

心の向上のための補助金を交付 

・Ｈ27年度：8件（714千円） 

・Ｈ28年度（1月時点）：4件（351千円） 

３ふれあい雪か

き運動の推進 

高齢者

支援課 

より積極的な事業の周知、協力依

頼等につき検討していきます。 

Ｈ27年度  

実施団体10団体  対象世帯167世帯 

Ｈ28年度（見込） 

実施団体11団体  対象世帯184世帯 

４除雪サービス

の拡充と新規除

雪対策事業の創

設 

高齢者

支援課 

委託事業者等と協議を行い、適切

な事業実施に努めます。 

【除雪サービス】 

Ｈ27年度   利用世帯 578世帯 

Ｈ28年度   利用世帯 567世帯 

【再掲】 

５歩道の除雪等

の充実 

都市整

備課 

当該事業の対象となる町内会等

に対して周知を図り、町内会等の

提案に応じ、実施町内会の拡充に

努めます。 

幹線等の歩道除雪を引き続き行っていく

とともに、歩道除雪の拡充を図るため、町

内会による歩道等除雪の協働事業を取り

進め、歩行者の安全確保を図っている。 

６外出支援サー

ビスの推進 

高齢者

支援課 

居宅介護支援事業所等や関係

所管課との連携、広報、出前

講座等での事業周知を図りつ

つ、利用拡大に向け取り組み

を進めます。 

Ｈ27年度  登録８人 実利用４人 

Ｈ28年度  登録５人 実利用２人 

【再掲】 
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 要支援・要介護高齢者の施設ニーズに対応するため、個室・ユニットケア化等の整備促進につい

て検討します。民間を活用した高齢者の多様な住まいの整備を促進します。 

主要施策 担当課 施策の内容 進捗状況 

１居住福祉型施

設のユニットケ

ア化の促進 

高齢者

支援課 

生活の質の向上の観点から、居

住福祉型施設のユニットケア化

を促進します。 

個室・ユニットケアの状況 

１１２床／３１０床 

 

３ 良質な住宅の普及促進 

高齢者が安心・安全そして快適に暮らせるように、居住の確保や住宅の機能、設備の充実・改善

に向け、関係する事業者などと十分な連携を図るとともに、各種の相談体制の充実に努めます。 

主要施策 担当課 施策の内容 進捗状況 

１公的賃貸住

宅の整備の推

進 

建設指

導課 

平成23年度に策定した「石狩市

公営住宅等長寿命化計画」で位

置付けられた南花川団地の建

替えに当たって、整備する建替

え団地の一部については、シル

バーハウジングの導入につい

て検討します。  

未実施 

高齢者向住宅

の整備促進 

高齢者

支援課 

高齢者が地域の中で安心して

暮らし続けられることを念頭

におき、今後もサービス付き高

齢者向け住宅をはじめとする

高齢者の多様な住まいの整備

を促進します。  

サービス付高齢者向住宅 

８件（９棟 ３４４戸） 

高齢者賃貸住宅 

 ６件（８９戸） 
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≪参考≫ 

１ 高齢者福祉サービス 

  高齢者が住み慣れた地域で、安心、快適に暮らせるように各種サービスを行っております。 

 

事業名 事業内容  平成 27 年度実績 

１外出支援サービス 65歳以上の要介護者（要介護4・5）で車いすリフト付

き車輛又はストレッチャー付き車両以外で外出が困難

な者が、市内の医療機関の通院等をする場合に、これら

の移動手段を提供する。 

登録8人   実利用4人  

２寝たきり高齢者等理

容サービス 

寝たきり状態にある６５歳以上の者等の自宅に理容師

又は美容師を派遣して、散髪等を行う。 

登録11人 実利用6人 

 

３寝たきり高齢者等 

 ふとんクリーニング

サービス 

居宅において寝たきり状態にある65歳以上の高齢者等

に対し、布団等の寝具の洗濯及び乾燥を行う。 

登録16人 実利用9人 

 

４寝たきり高齢者等 

紙おむつ給付ｻｰﾋﾞｽ 

寝たきり状態にある65歳以上の高齢者等に対し、紙お

むつ等を給付する。 

実利用91人  

延利用427人 

５訪問サービス 70歳以上の一人暮らしの高齢者等の自宅に、1週間に3

回訪問し乳酸飲料を手渡すとともに、対話をして高齢者

等の安全確認を行う。 

実利用 62 人 

延利用 645 人 

６ひとり暮らし高齢者

世帯等除雪サービス 

除雪が困難な70歳以上の高齢者世帯等に、冬期間の生

活道路を確保するため、玄関先から公道までの除雪を行

う。 

実利用 569 世帯 

延 2,116 世帯 

７緊急通報サービス 70 歳以上の一人暮らしの高齢者等に対し、緊急通報受

信ｾﾝﾀｰを電話回線で直結して 24 時間の受診体制をと

り、急病、事故等の緊急事態等に迅速な救援活動を行う。 

実利用 112 世帯 

８配食サービス 65 歳以上で一人暮らしの高齢者等で、食事を作ること

が困難な世帯に対して、夕食を自宅に届ける。 

実利用 137人  

延利用 1,049人 

９徘徊認知症高齢者等

探索機器貸与サービ

ス 

徘徊を繰り返す 65 歳以上の認知症高齢者や 40 歳以上

の初老認知症の方が行方不明になったときの現在地を

検索するため、携帯できる小型専用端末機を無償で貸与

する。 

利用者 8人 

  

10福祉利用割引券の交 

 付 

70 歳以上の高齢者、又は重度障がい者で、６ヶ月以上

市内に住民登録のある方に対し、福祉利用割引券を交付

する。 

対象者 12,622 人 

交付率 72.7％ 

利用率 89.1％ 

11 百歳長寿祝金の交付 市内に在住する年度内に 100 歳になる高齢者に対し、

祝金を支給する。 

交付 26 人 

12 高齢者・身障者合同

スポーツ大会 

高齢者と身障者が集い、軽スポーツを通じて、体力の維

持・増進を図り、社会参加の促進を目的に開催する。 

参加者 554 名 
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