
基本理念 政策目標 重点課題

第１節 基本理念と政策目標

第２節 重点課題

第３節 地域包括ケアシステムの７つの分野の取組

第３章
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１ 基本理念

本市では、第五次宮崎市総合計画において、高齢者福祉等に係る重点項目として『2025

年問題に対応した「医療・福祉の充実」』を掲げ、団塊の世代が後期高齢者となる2025

年問題に対応するため、住み慣れた地域での生活を支える地域包括ケアシステムの構築を

目指すこととしています。地域包括ケアシステムの推進にあたっては、医療と介護の切れ

目のないサービス提供に必要な体制の充実や、高齢者がともに支え合い、生きがいや誇り

をもって生活できるよう高齢者の社会参加が図られることが重要になります。

また、国は、令和７（2025）年だけでなく、いわゆる団塊ジュニア世代が65歳以上

になる令和22（2040）年を見据え、地域ごとの高齢化の状況と介護需要を踏まえたサー

ビス基盤の整備を進めていくことや、「地域共生社会」の実現に向けて各分野（高齢、障が

い、子ども等）にまたがる包括的な支援体制を地域に構築することを求めています。

本計画では、上位計画と整合を図るとともに、2015年から取り組んでいる地域包括ケ

アシステムを深化・推進していくため、基本理念も前2期計画を継承し、「すべての高齢者

が住み慣れた地域の中で、安心して暮せるまちの構築」とします。

２ 政策目標

本市の地域包括ケアシステムは、愛称を「ぐるみん宮崎」として「住み慣れた地域でい

つまでも暮らしたい」という市民の希望を実現するため、国が示す「住まい」「生活支援」

「介護予防」「介護」「医療」に「医療介護連携」「認知症」を加えた７つの分野を構築し、

一体的に提供していけるよう推進しています。

高齢者が地域でいつまでも安心した生活を継続し、介護保険制度を始めとする高齢者福

祉サービスの安定的な提供を実現するためには、医療と介護を始めとする関係機関の更な

る連携体制を強化し、高齢者の身体・精神状態や生活の状況に合わせたサービスを切れ目

すべての高齢者が住み慣れた地域の中で、

安心して暮らせるまちの構築

基本理念

政策目標

地域包括ケアシステムの推進による

「切れ目のない在宅支援の充実」と

「地域に根ざす自立支援の実現」を目指して

第１節 基本理念と政策目標
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なく提供するとともに、自立や重度化防止を推進することが重要です。

また、地域においても、地縁団体やＮＰＯ、地域住民など地域の多様な主体による支え

合いや介護予防に取り組む体制を構築することや、高齢者が介護保険制度を正しく理解し、

介護予防やボランティアなどの多様な社会参加を通じて自立した生活を維持していくこと

も重要になります。

そこで、政策目標として、『地域包括ケアシステムの推進による「切れ目のない在宅支

援の充実」と「地域に根ざす自立支援の実現」を目指して』を掲げ、行政や関係機関、

市民が一体となった取組を推進していきます。

３ 基本理念や政策目標の実現に向けた基本的な考え方

高齢化が進展し、サービス提供体制を確保する取組が重要となる中、国は、地域包括

ケアシステムを深化・推進するため、自立支援や重度化防止の取組を強化するとともに、

切れ目のない在宅医療と介護の実現に向けて、認知症の人が、尊厳と希望をもって日常

生活を過ごせる社会を目指し、地域全体で見守ることができる体制の構築や、看取りに

関する取組の強化を求めています。

また、国は「地域医療構想による病床の機能分化・連携」を進めており、今後、医療

病床が削減され、高齢化の進展と相まって、在宅生活者への医療及び介護サービスの需

要が増加することが見込まれています。

これらを踏まえ、本市では、基本理念である『すべての高齢者が住み慣れた地域の中

で、安心して暮らせるまちの構築』に向けて、前計画から引き続き「在宅介護の継続」

を重視することとし、在宅介護の継続に資する在宅サービスの充実を図るとともに、「在

宅生活の限界点」を高めるための事業等に積極的に取り組んでいきます。特に、医療依

存度の高い高齢者に必要なサービスを提供できる体制を整えるため、医療と介護の連携

強化に取り組むとともに、看護機能をもつ在宅サービスや、認知症高齢者支援のニーズ

に対応するサービスの充実を図っていきます。

また、介護需要だけでなく、自立支援・重度化防止に資するサービスにおいても、高

齢者の心身の状況や生活環境によりニーズが多様化していることから、総合事業（通所

型サービス、訪問型サービス等）において、在宅生活を支援するためのメニューの充実

を図っていきます。

なお、国は、高齢期のケアを念頭に置いた地域包括ケアシステムを包含する「地域共

生社会」を実現するため、地域住民の複合化・複雑化した支援ニーズに対応する包括的

な支援体制の構築を求めています。「地域共生社会」の実現にあたっては、上位計画であ

る第四次宮崎市地域福祉計画において、『ともに支え合い、安心して暮らせる福祉のまち

づくり』を基本理念に、今後も多様化する福祉の困りごとを解決する仕組みの構築を目

指し、各相談機関が連携し、分野や年齢に関係なく包括的に相談や支援を行う体制の構

築や、地域の住民同士による支え合いや助け合いの活動を推進することとしており、本

計画においても整合を図り取組を進めていきます。
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「基本理念」及び「政策目標」を実現するために、本市では「住まい」「生活支援」「介護

予防」「介護」「医療介護連携」「医療」「認知症」の７つの分野を構築し、一体的に提供して

いく地域包括ケアシステムを推進していきます。推進にあたって、特に重点的に取り組む課

題について「４つの重点課題」として設定し、計画期間中において特に留意して取組を進め

ていきます。

第２節 重点課題

４つの重点課題

１ 自立した生活を継続するための

「自立支援」「重度化防止」の推進

３ 高齢者の生活を支えるための

地域自治区を基本としたサービス体制の整備

２ 認知症の人が認知症とともにより良く生きて

いくことができる地域づくり

４ 地域でいきいきと活動的に暮らすための

生きがいづくり活動の推進
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基 本 方 針

本市の要介護認定率の特徴として、要支援と要介護１の認定者が、認定者全体の53％を

占めており、全国と比較して軽度者の割合が高い状況にあります。この状況から、地域包

括支援センター等が実施するケアマネジメントを通じて、軽度者の自立や重度化防止を図

ることで、住み慣れた地域での自立した生活の継続につなげていきます。

【重点課題１】

自立した生活を継続するための「自立支援」「重度化防止」の推進

＜取組内容＞

地域包括支援センター等が実施するケアマネジメントでは、利用者の心身の状

況や置かれている環境、本人や家族の希望を勘案し、利用する介護サービス等の

種類及び内容等を定めた計画（ケアプラン）を作成します。ケアマネジメントに

おいて、日常生活上の課題を解決し、自立した生活を実現するためには、単に運

動機能や栄養状態といった身体機能の改善だけを目指すのではなく、本人とその

生活に関わる家族・介護サービス事業所等が同じ目標を認識し、生活機能（※）

の維持・向上を図ることが重要です。効果的なケアマネジメントを実現するため、

本市では、地域包括支援センター等のスキル向上に取り組んでいます。

第８期では、ケアマネジメントに基づくより効果的な自立支援・重度化防止の

実現を目指し、「自立支援型地域ケア会議を核とした取組」「生活の質（ＱＯＬ）

を向上する支援」「介護予防の取組」を一体的に推進します。

（１）自立支援型地域ケア会議を核とした取組の推進

前計画から引き続き、医療や介護に係る専門職の参画のもと、自立等に向

けたケアマネジメントを検討する「自立支援型地域ケア会議」を基点に、高

齢者の生活の質（ＱＯＬ）の向上につながる取組の充実を図ります。第８期

では、これまでの会議事例の蓄積で明らかになった解決すべき課題として、

①自立に資するケアマネジメントの理解・実践

②介護サービス事業所の自立支援に資するサービス提供方法の検討

③事例の蓄積から地域に不足する資源等を明らかにし、解決に向けた検討

（医療と介護の連携、住民主体の支え合いの仕組みの構築、地域のニー

ズに即した総合事業の充実など）

に重点的に取り組むとともに、引き続き、新たな課題の抽出と解決に努めま

す。
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＜取組内容＞

（２）生活の質を向上する自立支援・生活支援等の充実

高齢者の生活の質の向上には、日常生活に定期的な運動や、バランスの摂

れた食事等のセルフケアを取り入れることが重要で、その実現には一人一人

の生活状況に即したケアマネジメントとサービス提供が求められます。第７

期では、要支援者等の心身機能の評価において、運動・栄養・口腔の視点を

重視し、維持・改善を図るとともに、日常生活にセルフケアを取り入れる取

組を推進してきました。

第８期では、高齢者数の更なる増加に向けて、高齢者の心身機能が衰えて

も軽度のうちにできる限り改善・悪化の防止が図られるよう、運動・栄養・

口腔を重視したケアマネジメント及びサービスの提供体制を整備します。ま

た、認知機能の低下がみられる高齢者はセルフケア等の定着が難しいことか

ら、運動・栄養・口腔の状態の維持・改善に加え、認知機能の低下及び認知

症のリスクの低減に働きかける複合的な通所サービスで生活の質の向上を図

ります。さらに、閉じこもりがちな高齢者や心身機能の低下により通所が難

しい方に対しては、地域の専門職による居宅の評価やセルフケアの支援を充

実するなど、多様なニーズに応じた支援体制を整備します。

（３）ケアマネジメントにおける介護予防の取組の推進

高齢者が介護予防活動や集いの場、ボランティア等に参加したり、就労し

たりすることは、心身の状態を維持し、介護予防につながります。

そこで、ケアマネジメントにおいて介護予防を取り入れられるよう、第７

期では、運動と認知機能に特化した介護予防事業について、栄養と口腔の視

点を取り入れ、理学療法士、管理栄養士、歯科衛生士等の専門職が参画する

事業に再構築し、地域における専門的な介護予防教室を展開しました。第８

期では、きめ細やかな介護予防の取組を地域でさらに充実するため、介護予

防のノウハウのある人材が地域に出向き、地域住民に介護予防を啓発し、通

いの場の立ち上げを支援することで、継続性のある通いの場の創出に取り組

みます。

このような取組を通じて、ケアマネジメントにおいて、改善した状態を維

持できるよう、介護予防を推進します。

※ 「生活機能」は、人が生きていくための機能全体として捉え、体の働きや精神の

働きである「心身機能」、家事や屋外歩行等の生活行為全般を指す「活動」、家事

やボランティア等で役割を果たすことである「参加」の３つの要素からなる。
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【自立支援型ケアマネジメントの展開イメージ】

＜成果指標＞

※１ 当該年度に認定有効期間満了を迎える要支援１・２の者のうち、介護認定審査会の二次
判定結果が維持又は軽度化した者の割合。

※２ 当該年度にサービスＣの利用者を対象に、本市の地域包括支援センター等が独自に実施す
る介護予防アセスメント(全 55項目)の事前・事後の合計点数を比較した際の維持又は改善し
た者の割合。本アセスメントは、合計点数が高いほど生活課題がある可能性が高いことを示
し、①事後アセスメントの合計点数が事前の合計点数より低い場合を改善、②同じ場合を維
持、③高い場合を悪化とカウントする。

指標
現況値 目標値

出典等
2020(見込) 2021 2022 2023

要支援認定更新時の

維持・軽度化割合(※1)

62.6%

※2019実績
64.5% 66.0% 67.5% 宮崎市実績

短期集中サービス（サー

ビスＣ）の維持・改善率

(※2)

87.0% 88.0% 90.0% 92.0% 宮崎市実績
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基 本 方 針

認知症は誰もがなりうるものであって、家族や身近な人がなることなどを含め、多くの

人にとって身近なものとなっています。

認知症の発症を遅らせ、認知症になっても尊厳と希望をもって日常生活を過ごせる地域

を目指し、地域全体で見守ることができる体制の構築を推進します。

【重点課題２】

認知症の人が認知症とともにより良く生きていくことができる地域づくり

＜取組内容＞

（１）認知症に関する相談窓口の充実

地域における認知症の人とその家族を支援する相談支援や支援体制を強化

するため、地域の高齢者等の保健医療・介護等に関する総合相談窓口である

地域包括支援センターや認知症地域支援推進員など、相談窓口の体制のあり

方を検討します。

（２）認知症予防の促進

「認知症施策推進大綱」（令和元年６月閣議決定）では、「『予防』とは、認

知症にならないという意味ではなく、認知症になるのを遅らせる、認知症に

なっても進行を緩やかにするという意味である」と定義されています。

そこで、認知症予防に資する可能性が示唆されている運動不足の改善、生

活習慣病の予防、社会参加による社会的孤立の解消や役割の保持等を図るた

め、地域において高齢者が身近に通える場等の確保に取り組みます。

また、認知機能低下のある人や、認知症の人に対して、早期発見・早期対

応により認知症の進行を緩やかにするため、認知症地域支援推進員や認知症

初期集中支援チームの連携強化や体制のあり方を検討します。

（３）地域住民の認知症理解と支援の促進

認知症について正しく理解し、認知症の人やその家族を見守る認知症サポー

ターの養成に引き続き取り組むとともに、養成された認知症サポーターができ

る範囲で認知症の人やその家族の方の手助けを行い、安心して在宅生活を送れ

る地域づくりを推進します。

（４）権利擁護支援体制の充実

認知症高齢者の増加に伴い、財産管理や日常生活等に支障のある方が増加

しています。本人の意思や尊厳を尊重し、自分らしく住み慣れた環境で暮ら
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＜成果指標＞

指標
現況値 目標値

出典等
2020（見込） 2021 2022 2023

認知症初期集中支援チー

ムへの連携支援者数
70 人 120 人 240 人 570 人 宮崎市実績

認知症初期集中支援チー

ム支援終結者数
45 人 84 人 168 人 399 人 宮崎市実績

ステップアップ講座受講

者数
28 人 60 人 60 人 60 人 宮崎市実績

成年後見市長申立件数 30 件 35 件 40 件 45 件 宮崎市実績

認知症高齢者位置検索サ

ービス事業利用者数
41 人 41 人 41 人 41 人 宮崎市実績

認知症高齢者防火支援事

業助成件数
21 件 21 件 21 件 21 件 宮崎市実績

し続けるために、成年後見制度利用促進のための中核機関を設置し、制度の周

知を図るとともに、制度の利用を促進します。

（５）認知症高齢者等支援事業の充実

認知症高齢者やその高齢者を介護する家族等が住み慣れた地域で安心して

暮らせるよう、認知症高齢者が帰宅できなくなった際の早期発見のための環境

整備支援、防火等の配慮の必要な一人暮らしの認知症高齢者への防火体制の整

備支援等の充実を図ります。
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基 本 方 針

「いつまでも住み慣れた地域で暮らしたい」という市民の希望を実現するために、地域

自治区ごとに医療や介護のサービスを切れ目なく提供していく上で必要な介護サービス事

業所等の整備を図るとともに、その基盤となる人材の確保・定着、地域における支え合い

の仕組みの構築を推進します。

【重点課題３】

高齢者の生活を支えるための地域自治区を基本としたサービス体制の整備

＜取組内容＞

（１）介護需要に応じた介護サービス事業所の整備の推進

高齢者が地域で安心して生活を続けていくには、身体状況等に応じた医療

及び介護サービスを、地理的条件を踏まえた一定のエリア内において、切れ

目なく提供できる環境を整えていくことが重要になります。そこで、本市で

は、地域の自律性の向上や市域の均衡ある発展に向けて設置している22の

地域自治区を基本に、地域包括ケアシステムの基盤となる介護サービス事業

所等の整備を進めています。

また、高齢者の増加に伴い介護需要が一層高まる中で、高齢者が身体状況

等に応じた適切な介護サービスが受けられるように、地域自治区ごとに多様

な在宅サービスを整備していくことが重要になります。さらに、令和７

（2025）年の医療提供体制を示す「地域医療構想」に基づき医療病床数の

減少が見込まれていることから、医療的ケアが必要な高齢者を受け入れる療

養病床を確保するとともに、医療と介護の連携を図り、訪問看護や訪問リハ

ビリテーションなどの医療系サービスの整備を推進するなど、切れ目なく在

宅サービスを提供できる環境を整えることが重要になります。

そこで、本市では、介護サービス事業所等の施設数および利用状況、要介

護認定者数、人口構造等をもとに、高齢者が地域で適切なサービスを受けら

れるように、第７期に引き続き、地域自治区ごとに介護需要に応じた介護サ

ービス事業所等の整備を進めていきます。

■地域密着型サービスの整備の推進

地域密着型サービスは中重度の要介護状態になっても、住み慣れた地域で

の生活を継続できるように平成18（2006）年度に開始されたサービスで

す。第７期では、認知症対応の入所施設である「認知症対応型共同生活介護」

や、通所・訪問・短期入所を組み合わせて提供する「（看護）小規模多機能

型居宅介護」、24時間体制で在宅訪問を行う「定期巡回・随時対応型訪問介

護看護」について、国の補助金を活用した公募等により整備を進めてきまし
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た。第８期も引き続き、重点的に整備を推進するサービスに位置づけ、需要

に応じた整備を推進します。

■特定施設入居者生活介護の整備

本市では、他都市に比べて介護保険サービス外である有料老人ホームが数

多く設置され、高齢者の生活を支えています。介護度が低い段階から入所で

きることもあり、在宅での生活に不安を感じる高齢者や家族等からの需要は

高く、施設数、定員数ともに年々増加し、今後も増加傾向が続くと予想され

ます。一方で、有料老人ホームは、介護保険サービスのように人員基準や設

備基準が厳格ではなく、運営主体により運営状況に差が生じている現状があ

ります。

そこで、第８期では、既設の有料老人ホームを対象に、介護保険サービス

である特定施設入居者生活介護への移行を進めていきます。これにより、運

営の安定を図るとともに、サービスの質の向上を図っていきます。

（２）介護人材の確保・定着に向けた取組の推進

①介護職員の就労・定着に向けた取組

高齢者介護に携わることに関心を持ち、介護の現場で就労する意欲のある人

材を資格取得につなげる支援や、就労を定着させていくための支援を積極的に

行います。また、介護に係る資格を有しながらも介護職から離職している人材

の現場復帰や、資格を取得したにもかかわらず介護職未経験の人材の就労を支

援するなど、潜在的な人材の就労を推進することにより人材不足の解消を図り

ます。

②新たな人材確保に向けた取組

本市では、高齢者の自立した在宅生活を支援するために、「家事援助スタッ

フ」を養成し、介護予防・日常生活支援総合事業の「訪問型家事援助サービ

ス」の担い手として位置づけています。身体介護を伴わない、家事のみの援

助が必要な高齢者に訪問サービスを提供し、自立した生活を支援しています。

本事業は、介護資格を持たず、介護経験がない一般市民が介護に関心を持ち、

知識を深めながら就労につながっていく入口ともなっており、引き続き推進

を図ります。

また、今年度実施した介護事業所への調査において、現場の戦力として介護

助手（介護の資格をもたず、介護周辺業務を担う者）の活用意向が高いことや、

専門職が多様な業務を一手に担っている像が浮かび上がったため、事業所にお

ける機能分化の推進やスポット的な介護人材の活用を図っていきます。その一

つの方策として、意欲の高い高齢者等が、介護助手やボランティアとして介護

分野で活躍できる仕組みを支援していきます。
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また、外国人の受け入れに向けた支援として、国や他自治体の動向を把握

するとともに、関係団体との情報交換等を通じて介護事業所における需要の

把握に努め、需要に応じて宮崎県等と連携した支援を進めていきます。

③ＡＩ・ＩＣＴを活用した業務効率化等の取組

本市では、ケアマネジメントにおける人手の確保、業務の効率化、自立支援･

重度化防止に資する能力の向上が課題になっていることから、ＡＩ・ＩＣＴ等

を活用したケアマネジメントの効率化に取り組んでいます。引き続き、ケアプ

ランの作成や運動・口腔機能の評価を支援する技術を持つ民間事業者、地域包

括支援センター、介護サービス事業所等と本市が協力して課題解決に向けた研

究を行います。

（３）地域ぐるみの支え合いの取組の充実

市民が安心して住み続けられる地域づくりを進めるため、各ブロック（北、

中央、西、南）に配置している生活支援コーディネーターの支援のもと、地域

協議会や社会福祉協議会等の地域の関係機関や地縁団体等と連携するほか、ボ

ランティア団体や地域の住民団体とも協働しながら、地域ぐるみの支え合いの

構築を推進していきます。

また、高齢者自身の「健康の保持増進」や「介護予防」に努める意識を広く

認識してもらい、生きがいや役割づくりを通して「ぐるみん宮崎」の推進に参

加する機運を高めるため、周知や啓発の活動を併せて推進していきます。

①第２層協議体（※）の設置と充実

地域のニーズや課題について、地域の関係団体等と共有し解決するため

に、引き続き生活支援コーディネーターが関係団体等を繋ぎ、地域自治区ご

とに「第2層協議体」設置に向けた働きかけを行います。また、設置され

た協議体の活動を通して、課題を地域で解決できる支え合いの仕組み作りを

支援します。

②地域住民や関係団体等に対する啓発・周知

サロンや地域の団体が集まる機会を活用し、「ぐるみん宮崎」構築の必要

性等について地域住民が「我がごと」として捉えてもらうように、各地域の

現状や抱えている課題、少子高齢化が進んだ将来の姿などを踏まえながら、

積極的に地域に出向いて周知・啓発を行います。

③地域の資源の発掘

地域資源を有効に活用し、高齢者等が抱える課題解決につなげるため、各

地域にあるサロンや店舗等で独自に行っているサービス等の資源を発掘し、

関係機関や団体等との共有や活用を図ります。
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＜成果指標＞

指標
現況値 目標値

出典等
2020(見込) 2021 2022 2023

定期巡回・随時対応型訪

問介護看護の整備数
― ３年間で３事業所 宮崎市実績

（看護）小規模多機能型

居宅介護の整備数
― ３年間で５事業所 宮崎市実績

認知症対応型共同生活介

護の整備数
― ３年間で６ユニット（５４床） 宮崎市実績

特定施設入居者生活介護

の整備数
―

３年間で１００床

※有料老人ホーム等からの移行
宮崎市実績

訪問型サービスＡ利用件

数
862 件 887 件 913 件 939 件 宮崎市実績

地域ぐるみでの生活支援

の場設置数
11カ所 17カ所 22カ所 23カ所 宮崎市実績

第 2層協議体の設置数 14 協議体 22 協議体 22 協議体 22 協議体 宮崎市実績

※「協議体」とは、生活支援・介護予防サービスの体制整備に向け、多様なサービス提

供団体等における「定期的な情報共有・連携強化の場」として市町村が主体となって

設置するもの。市町村は協議体の活動において、多様なサービス団体等の情報共有及

び連携・協働を促進し、各地域の生活課題等の解決に向けた地域資源の開発を推進す

る。

本市の協議体は、第１層と第２層があり、第１層は市全域、第２層は日常生活圏域

を対象エリアとする。第２層の協議体においては、住民主体の活動を広める観点から、

地区社会福祉協議会や自治会、地域協議会など、地域で活動する地縁組織が構成メン

バーとして加わることが望まれる。
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基 本 方 針

超高齢社会を迎える中、明るく活力ある社会を実現するには、高齢者自身が健康で、生

きがいをもって、地域との関わりをもち続け、自立した生活を送れることが重要です。

高齢者が年齢にとらわれることなく趣味活動やスポーツ、生涯学習などの個人の取組を

継続するほか、地域における介護予防の取組やボランティア、老人クラブなどを含めた活

動を通じて、多世代にわたって人と人とのつながりを広げ、地域での役割を実感すること

ができるような取組を推進します。

【重点課題４】

地域でいきいきと活動的に暮らすための生きがいづくり活動の推進

＜取組内容＞

（１）高齢者の健康・生きがいづくり活動の支援

本市には公民館や体育館等の公共施設のほか、スポーツクラブや趣味活動を行

うような共用スペースが多く設置されており、趣味や娯楽、スポーツ等の生きが

い活動を通して生き生きとした生活を送る高齢者は大勢います。

一方、加齢による身体機能等に衰えを感じてくると、自動車等に乗って遠方へ

出向いて活動するよりも、自宅周辺等に活動範囲が縮小していく傾向があり、地

域単位での健康増進や生きがいづくりを求める人が増えてきます。

このため、個人的な趣味やスポーツなどの活動から、住んでいる地区やエリア

での生きがい活動へ移行した際でも、継続的に活動できる仕組みづくりが重要に

なります。

本市には、高齢者の生きがい支援施設として老人福祉センターや老人いこいの

家を設置しているほか、地域住民の活動拠点として地区交流センターや自治公民

館等があり、高齢者サロンや健康運動教室、趣味活動まで多様な活動が行われて

います。これらの活動は、介護予防に加え、高齢者同士の見守りや声かけの場と

しても機能しています。今後、高齢者の増加が続く中で、地域ごとにより多くの

場所で生きがいづくりや介護予防の取組が始められるよう、人的支援や活動開始

に向けた新たな参加プログラムの提供を行っていきます。

また、老人クラブは地域に根付いた自主的な組織であり、「健康・友愛・奉仕」

の理念のもと、文化・スポーツ活動、ボランティア活動などさまざまな分野で活

動しています。一方で、加入率の低下、役員の高齢化、後継者不足といった問題

が深刻・顕在化しています。このような現状を改善するために、若手リーダーの

育成などの新しい活動を取り入れるなど、より一層魅力的なクラブ活動を展開し

ていくことが重要になっています。

今後とも、老人クラブをはじめとする各種団体による介護予防や地域貢献活動

等、生きがいにつながる取組が充実するよう支援していきます。
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＜成果指標＞

指標
現況値 目標値

出典等
2020(見込) 2021 2022 2023

みんなで体操みんなで健

幸事業（健康運動教室参

加者実人数）

2,000 人 4,060 人 4,860 人 5,660 人 宮崎市実績

シニア応援ボランティア

登録者数
740 人 885 人 965 人 1,045 人 宮崎市実績

敬老バスカ実利用者 25,000 人 26,500 人 28,000 人 29,500 人 宮崎市実績

（２）高齢者の外出促進および通いの場の充実

健康寿命の延伸に伴い活力ある高齢者が増加する中で、閉じこもりの防止や社

会参加のきっかけとなるように、高齢者の外出の機会や活動の場を創出すること

が重要になります。そこで、老人福祉センターなどの生きがい支援施設について、

多くの高齢者が快適に利用するとともに、高齢者同士が交流を深め、共に活動す

る機会を提供できるような施設運営に、指定管理者制度を用い、努めていきます。

これらの生きがいづくり活動に高齢者が積極的に参加できるように、路線バスを

低額な料金で利用できる敬老バス事業の実施に加え、自動車運転免許証を返納し

た高齢者に、路線バス利用に必要な交通系ＩＣカードの購入費用の助成や、特典

付与を行うなど、移動手段に係る支援を行っていきます。また、バス停までが遠

いなどの理由でバスの利用が困難な高齢者もいることから、身近な移動手段とな

る地域コミュニティ交通を進める他部署とも連携していきます。

また、高齢者は移動手段が限られるため、徒歩圏内に継続して通える場所があ

ることも重要です。そのため、地域の団体や自治会等に対して必要な情報提供を

行い、介護予防に取り組む場や生活支援の担い手として活躍できる場の立ち上げ

を推進していきます。

このように地域ぐるみでの介護予防や生活支援の取組を推進することにより、

一人一人の閉じこもり防止や生きがいづくりはもとより、高齢者が新たな社会的

役割を担うことや、住民同士のきずなづくりにつなげ、災害時などにも互いに声

をかけあうような地域で支え合う体制の構築を目指します。
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【地域包括ケアシステム構築イメージ】

本市では、市民が高齢になっても住み慣れた地域で安心して生活していけるように、

団塊の世代が75歳以上となる令和7（2025）年に向け、地域ぐるみの支え合いの仕

組みである地域包括ケアシステム（ぐるみん宮崎）の構築を推進しています。

今期プランにおいても、「住まい」「生活支援」「介護予防」「介護」「医療」「医療介護

連携」「認知症」の7つの分野について、地域自治区を基本の圏域とし、取り組むべき

優先課題等を設定し、地域住民、市民団体や企業、医療及び介護・福祉の関係者と連携

しながら、取組を進めていきます。

本市の７つの分野について、市全域で取り組むべきものがある一方、地域自治区単位

で取り組むことができるものもあれば、隣接する地域自治区で取り組む方が効果的であ

るものもあります。

「住まい」や「認知症」については、市全域で取り組むべきものが多く、「生活支援」

や「介護予防」については、日常生活圏域（地域自治区）で取り組む方がより実情に合

った仕組みの構築が可能となります。また、「医療」、「介護」、そして「医療介護連携」

については、それぞれで取り組むべきことがある一方、包括的・継続的なものとして一

体的に取り組む方が効果的であると考えています。

７つの分野の各取組を示す施策の考え方については、第４章、第５章で記載すること

とし、ここでは「2025年までに実現すべき将来像」を示します。また、「生活支援」

については、地域自治区を基本として個別に記載しています。

第３節 地域包括ケアシステムの７つの分野の取組
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２０２５年までに実現を目指す将来像

７分野 ２０２５年のあるべき姿

住まい ➢高齢者の「住まい」に関する支援体制が充実し、居住ニーズに応じた「住

まい」が確保されている。

➢高齢者向け居住施設においては、入居者の権利が尊重され、適切なサー

ビスやサポートが提供される。

生活支援 ➢高齢者個人又は地域の困りごとを解決するために、多様な主体(住民、Ｎ

ＰＯ、民間企業等)により地域実情にあった支え合い体制が構築され、生活

のニーズに対応した多様なサポートが行われている。

介護予防 ➢多様な主体による健康づくりや介護予防

活動の通いの場が身近なところにでき、高

齢者をはじめ、児童や障がい者・児が集う

場ができている。

➢高齢者が通いの場等の担い手として参加

し、生きがいづくりや介護予防につなげて

いる。

➢あらゆる場を通して、市民

が認知症にならない、認知症

になっても重度化させない

ように、運動をはじめとする

「備え」としての介護予防に

取り組んでいる。

認知症 ➢市民の認知症への理解が広がり、認知症

の人ができる限り地域のよい環境で自分ら

しく暮らし続けられるよう、認知症に関す

る相談機関が周知されるとともに、認知症

の人やその家族を支える体制が各地区で構

築されている。

➢認知症を予防する取組や認知症になって

も重度化しないよう、様態に応じた適時・

適切な医療や介護等が提供されている。

医療、介護

医療介護連携

➢在宅において24時間発生する医療・介護ニーズへの対応が可能な体制

が構築されている。

➢日常の療養支援、入退院支援、急変時の対応、看取りの各場面で切れ目

のない在宅医療と介護の提供体制が構築できている。

➢自立支援や重度化防止に向けた質の高いケアマネジメントや質の高いサ

ービスが提供されている。

➢在宅にいる高齢者の心身の状態や生活課題の解決に対応できるサービス

が提供できている。
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生活支援(支え合い)の分野に関する現状と３年間の取組の方向性

中央東地域自治区

（中央東・檍北地区地域包括支援センター、小戸・橘地区地域包括支援センター圏域）

【高齢化率】

2020年現状：26.1％（市平均より -2.2 ポイント）

2025年将来推計：28.6％

【困りごとに対する生活支援コーディネーターの視点】

地価や家賃が高く、自治会の加入率が低いため、自治公民館等の活動の拠点を増やす

ことが難しい地域です。中心市街地という地域の特性を生かしながら、住民とともに、

商業や介護・福祉関係者等と連携し、「高齢者の通いの場づくり」「高齢者の生きがいづ

くり」等に取り組むことが重要になると考えています。

中央西地域自治区

（中央西地区地域包括支援センター圏域）

【高齢化率】

2020年現状：24.1％（市平均より -4.2 ポイント）

2025年将来推計：26.5％

【困りごとに対する生活支援コーディネーターの視点】

地域まちづくり推進委員会と地区社会福祉協議会が連携して通いの場をつくったり、

大学等と連携して開発した地域独自のカードを使って高齢者の外出意欲を高めたりする

など、介護予防活動において先進的な取り組みを行っている地域です。今後は、医療・

介護・福祉関係者等と地域住民で、連携して見守りができるネットワークを構築すると

ともに、高齢者にかかる課題解決に向けた意見交換を継続して行うことが重要になると

考えています。

小戸地域自治区

（小戸・橘地区地域包括支援センター圏域）

【高齢化率】

2020年現状：28.3％（市平均）

2025年将来推計：30.0％

【困りごとに対する生活支援コーディネーターの視点】

地域包括ケアシステムの啓発イベントである「ぐるみん小戸」を令和元年度に開催し、

高齢者を見守る体制づくりの重要性の共有を図っています。地区内に公立公民館がなく、

自治公民館も少ない地区なので、「集いの場づくり」を含めた地域で支え合う仕組みづく

りに向けて、各種団体が連携することが重要になると考えています。

- 71 -



大宮地域自治区

（大宮地区地域包括支援センター圏域）

【高齢化率】

2020年現状：28.0％（市平均より -0.3 ポイント）

2025年将来推計：29.7％

【困りごとに対する生活支援コーディネーターの視点】

数年前から、地域包括支援センターや地域まちづくり推進委員会、地区社会福祉協議

会が協力し、「高齢者の暮らしに役立つサービス一覧」として冊子にまとめ、高齢者世帯

に配付するなど、先進的な取組を行っています。多様な住民ニーズに対応できるよう、

住民同士が支え合う仕組みを地域全体で構築することが重要になると考えています。

東大宮地域自治区

（東大宮地区地域包括支援センター圏域）

【高齢化率】

2020年現状：28.8％（市平均より +0.5 ポイント）

2025年将来推計：29.3％

【困りごとに対する生活支援コーディネーターの視点】

地区社会福祉協議会をはじめとして、自治会や民生委員・児童委員、地域まちづくり

推進委員会によって、定期的な意見交換を行うほか、住民主体の介護予防活動や支え合

い活動など各種の取組が熱心に行われています。その取組を今後も継続し、広げていく

には、多様な主体同士が連携することが重要になると考えています。

大淀地域自治区

（大淀地区地域包括支援センター圏域）

【高齢化率】

2020年現状：26.0％（市平均より -2.3 ポイント）

2025年将来推計：28.9％

【困りごとに対する生活支援コーディネーターの視点】

商業地をはじめ、新興住宅地や農村地域もあるなど、地域の中でも困りごとが異なり

ます。5年間ほどの準備期間を経て、令和2年6月に大淀地区の困りごとに対応する大

淀ボランティアセンター「めぐみ」が設置されました。今後、この活動を充実していく

ため、高齢者の通いの場づくりに取り組みながら、住民同士が支え合う意識の啓発を図

ることが重要になると考えています。
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大塚地域自治区

（大塚地区地域包括支援センター圏域）

【高齢化率】

2020年現状：27.3％（市平均より -1.0 ポイント）

2025年将来推計：29.1％

【困りごとに対する生活支援コーディネーターの視点】

年に1度、地域包括支援センターが主催するケア会議を開催し、地域の主要団体の代

表者や事業者が集い、「ぐるみん大塚」の構築に向けて、意見交換を行っています。

また、地域内の各種団体（自治会・地域まちづくり推進委員会・地区社会福祉協議会・

福祉協力員等）が、高齢者福祉における取組みを展開しており、本年度から地域協議会

において、地域魅力発信プランの見直しに向けて検証がスタートし、構成団体が抱える

課題の解決策を模索することが重要になると考えています。

檍地域自治区

（中央東・檍北地区地域包括支援センター、檍南地区地域包括支援センター圏域）

【高齢化率】

2020年現状：25.0％（市平均より -3.3 ポイント）

2025年将来推計：26.8％

【困りごとに対する生活支援コーディネーターの視点】

地区社会福祉協議会を中心に、高齢者を見守る体制づくりを行うなど、先進的かつ積

極的に取り組まれています。住宅地域や農村地域がある一方で、大型商業施設を中心に、

新たな商業地域や住宅地が広がっています。地域で支え合う仕組みづくりを進めるには、

住民に加え、福祉に関係する事業者や商業関係者と協力していくことが重要になると考

えています。

大塚台地域自治区

（大塚台・生目台地区地域包括支援センター圏域）

【高齢化率】

2020年現状：39.5％（市平均より +11.2 ポイント）

2025年将来推計：40.5％

【困りごとに対する生活支援コーディネーターの視点】

住民同士が支え合う大塚台ボランティアセンター「つなぐ」が、市内でも最も早く設

置されるなど、地域福祉活動について、先進的かつ積極的に取り組まれています。ただ

し、高齢化率は市の平均値を大きく上回っているため、このボランティアセンターの運

営を充実するとともに、地域内の多くの地区が高台にあることから、高齢者の移動手段

を確保していくことが重要になると考えています。
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生目台地域自治区

（大塚台・生目台地区地域包括支援センター圏域）

【高齢化率】

2020年現状：26.1％（市平均より -2.2 ポイント）

2025年将来推計：33.2％

【困りごとに対する生活支援コーディネーターの視点】

2025年の高齢化率が急激に上昇することが予測されています。すでにＮＰＯ法人の

運営による「生目台サポートセンター」が設置されており、住民同士の支え合い活動が

発展していくことが期待されます。2035年頃には、75歳以上に到達する人が大きく増

加することになるため、住民が支え合う仕組みづくりについて、今後も継続して啓発す

ることが重要になると考えています。

小松台地域自治区

（生目・小松台地区地域包括支援センター圏域）

【高齢化率】

2020年現状：37.6％（市平均より +9.3 ポイント）

2025年将来推計：40.2％

【困りごとに対する生活支援コーディネーターの視点】

地区社会福祉協議会が、平成23年度から住民同士の支え合いの仕組みである「お助け

マン・ウーマン」を立ち上げるなど、先進的に取り組んでいます。高齢化率が高く、地

域内の住宅の大半が高台にあるため、介護・福祉関係者の協力を得ながら、移動支援を

含めた支え合う仕組みの構築が重要になると考えています。

赤江地域自治区

（赤江地区地域包括支援センター圏域）

【高齢化率】

2020年現状：27.7％（市平均より -0.6 ポイント）

2025年将来推計：29.8％

【困りごとに対する生活支援コーディネーターの視点】

赤江中学校区と赤江東中学校区にそれぞれ地区社会福祉協議会があり、地域福祉活動

に積極的に取り組んでいます。赤江東中学校区では、住民が支え合う仕組みづくりに向

けたボランティア養成講習を始めるなど機運は高まっています。赤江中学校区では、地

区の実情を踏まえ、自治会単位での支え合いの仕組みづくりを進めています。今後は、

介護・福祉関係者の協力を得ながら、赤江地域に適した支え合う仕組みをつくっていく

ことが重要になると考えています。
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本郷地域自治区

（本郷地区地域包括支援センター圏域）

【高齢化率】

2020年現状：27.0％（市平均より -1.3 ポイント）

2025年将来推計：28.4％

【困りごとに対する生活支援コーディネーターの視点】

住民を対象とした助け合いの仕組みづくりを先行して進めていた地区があり、現在は、

地区社会福祉協議会を中心にボランティアの育成を進め、住民同士が支え合う仕組みづ

くりの機運が高まっています。地域には、近年、大きく広がった団地がある一方、従前

からある住宅地もあるため、地域の特性に合った支え合う仕組みの構築が重要になると

考えています。

木花地域自治区

（木花・青島地区地域包括支援センター圏域）

【高齢化率】

2020年現状：28.6％（市平均より +0.3 ポイント）

2025年将来推計：31.3％

【困りごとに対する生活支援コーディネーターの視点】

過去に津波浸水を経験した地区もあることなどから、住民同士が支え合う仕組みづく

りへの関心が高く、婦人会や傾聴ボランティアの会の活動、社会福祉法人による地域福

祉活動への支援が積極的に行われています。今後、大学等とも連携しながら、他の地域

にはない独自の仕組みを構築することも期待できると考えています。

青島地域自治区

（木花・青島地区地域包括支援センター圏域）

【高齢化率】

2020年現状：41.5％（市平均より +13.2 ポイント）

2025年将来推計：41.9％

【困りごとに対する生活支援コーディネーターの視点】

高齢化率が高く、商業施設、医療・介護施設が少ないため、住民が買い物や病院受診

に他の地域へ移動しなければならない状況にあり、地区社会福祉協議会を含む地域の18

団体で構成される「地域交通検討会」を設置し検討を進めています。

また、住民同士が支え合う仕組みづくりについては、地区社会福祉協議会を中心とし

て検討を進めていますが、青島・内海地区の住民や事業者だけでは解決できない課題も

ありますので、隣接する地域の連携を視野に入れながら検討することが重要になると考

えています。
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住吉地域自治区

（住吉地区地域包括支援センター圏域）

【高齢化率】

2020年現状：27.9％（市平均より -0.4 ポイント）

2025年将来推計：29.9％

【困りごとに対する生活支援コーディネーターの視点】

平成28年度に発足した住吉ボランティアセンター「つなぎ」を核に、様々な団体と連

携して、生活支援のニーズに対応しています。現在、福祉施設の協力を得ながら、高齢

者の買い物支援に着手するとともに、地域内の商業施設の協力のもと、通いの場や気軽

に相談できる場などの設置も進んでいます。他の事業者の協力も得ながら取組を発展さ

せることが重要になると考えています。

生目地域自治区

（生目・小松台地区地域包括支援センター圏域）

【高齢化率】

2020年現状：32.9％（市平均より +4.6 ポイント）

2025年将来推計：34.8％

【困りごとに対する生活支援コーディネーターの視点】

令和2年8月に新しく宮崎市郡医師会病院等が移転開設され、令和4年度には、複合

型の集会施設を整備し、生目地域センター、地域包括支援センター、地区振興会、地区

社会福祉協議会が入る予定です。これまで以上に各種団体の連携が図りやすくなるため、

住民同士で支え合う仕組みづくりの構築に向け、意識を高めることが重要になると考え

ています。

北地域自治区

（北地区地域包括支援センター圏域）

【高齢化率】

2020年現状：35.9％（市平均より +7.6 ポイント）

2025年将来推計：38.0％

【困りごとに対する生活支援コーディネーターの視点】

地区社会福祉協議会、民生委員・児童委員や福祉協力員、ボランティアなどが積極的

に活動し、住民同士の支え合いの意識が高い地域です。本庄川を境に瓜生野地区と倉岡

地区に分かれ、それぞれの住民の困りごとが異なっています。通いの場を増やすことや

買い物や通院への移動手段を確保すること、買い物ができる機会を作ることなどが重要

になると考えています。
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佐土原地域自治区

（佐土原地区地域包括支援センター圏域）

【高齢化率】

2020年現状：32.0％（市平均より +3.7 ポイント）

2025年将来推計：33.7％

【困りごとに対する生活支援コーディネーターの視点】

小学校区ごとに地域づくり協議会が組織され、地域福祉の拠点となっている市社会福

祉協議会の支所があり、自治公民館を活用した高齢者サロンが行われています。今後は、

「若い世代を巻き込んだ住民同士が助け合う仕組みづくり」や「多様な業種の関係者を

取り込みながらの佐土原独自の仕組みづくり」を構築していくことが重要になると考え

ています。

田野地域自治区

（田野地区地域包括支援センター圏域）

【高齢化率】

2020年現状：33.5％（市平均より +5.2 ポイント）

2025年将来推計：36.6％

【困りごとに対する生活支援コーディネーターの視点】

地域内の面積の多くを農地や山間部が占め、移動には自動車が欠かせません。地域福

祉の拠点となっている市社会福祉協議会の支所があり、住民の交流の場や介護予防の場

として活用しています。乗合タクシー導入の検討を進めています。移動手段の確保を含

め住民同士が支え合う仕組みを構築していくことが重要になると考えています。

高岡地域自治区

（高岡地区地域包括支援センター圏域）

【高齢化率】

2020年現状：38.2％（市平均より +9.9 ポイント）

2025年将来推計：40.5％

【困りごとに対する生活支援コーディネーターの視点】

地域内の面積の多くを山間部が占め、移動には自動車が欠かせないため、乗合タクシ

ー「きずな号」が運行されています。市社会福祉協議会の支所が、地域福祉の中心的役

割を担っていますが、今後は、地域の特性を踏まえ、住民同士が支え合う仕組みづくり

を構築していくことが重要になると考えています。
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清武地域自治区

（清武地区地域包括支援センター圏域）

【高齢化率】

2020年現状：23.6％（市平均より -4.7 ポイント）

2025年将来推計：26.4％

【困りごとに対する生活支援コーディネーターの視点】

他の地域に比べ高齢化率は低いですが、住民の高齢化は進んでいます。市社会福祉協

議会の支所が、地域福祉の中心的役割を担っていますが、介護・福祉事業所の協力のも

と、独自の移動支援の検討を進めています。今後は、自治公民館を活用した通いの場づ

くりを進めるとともに、地域に多数ある商業施設等との連携も視野に入れながら、高齢

者の移動支援を含めて地域や住民同士が支え合う仕組みを構築することが重要になると

考えています。
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