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１ 建築物等のバリアフリー化

高齢者や障がい者が安心して外出し、在宅で自立した生活を続けていくためには、

建築物はもちろん、道路や歩道など都市空間のバリアフリー化が必要です。

本市においては、平成12年 12月に「宮崎市福祉のまちづくり条例」を制定（平

成13年４月１日施行）し、利用しやすい快適な環境づくりを推進しています。

今後も市民に対する意識の啓発や情報誌の発行等による広報活動に努めるととも

に、関係機関と連携して高齢者や障がい者に配慮したまちづくりを推進します。

２ 市営住宅・公営賃貸住宅等の整備

平成4年度以降に建設された市営住宅については、一定のバリアフリー性能を有

しており、今後も建替事業に併せたバリアフリー化を推進していくとともに、既存の

市営住宅については、本市の財政事情や既存ストックの有効活用の観点から、建物の

長寿命化を図る改修等を通じて、高齢化に対応したバリアフリー化を進めていきます。

また、高齢者の特性に配慮された住宅の確保を進めていく必要があることから、「高

齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づくサービス付高齢者住宅等の整備におい

て取り組んでいます。

３ 介護保険住宅改修の活用

介護保険制度の在宅サービスの一つとして、介護が必要な状態となった場合でも、

住み慣れた自宅での生活を維持していくことを目的とした「住宅改修費の支給」を行

います。

これは、要支援・要介護認定を受けている在宅の人が対象となるサービスで、担当

のケアマネジャーと相談したうえで、事前に保険者への申請を行うことが必要です。

また、本市では、平成15年度から専門性を有する第三者機関に委託し、審査及び

助言等を行うことで、利用者の住環境や身体状況に即した効果的な住宅改修ができる

ような支援に取り組んでいます。

今後も、介護保険制度や市の補助事業における住宅改修が有効に活用されるよう努

めます。

第１節 生活環境のバリアフリー化
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１ 安否確認や見守り体制の整備

高齢化の進展により一人暮らし高齢者や認知症高齢者の増加、地域における人間関

係の希薄化の影響等、小地域での相互の見守りが重要となることから、地区社会福祉

協議会、自治会、民生委員・児童委員、福祉協力員、地域ボランティアなど地域団体

での見守りネットワークに加え、地域包括支援センターを中心に専門職の支援が連携

して、見守りや相談、介護支援までを重層的に行える体制を確立していく必要があり

ます。

宮崎市社会福祉協議会においては、地域団体と協力し、各自治会に地域の見守りボ

ランティア福祉協力員の配置や、一人暮らし高齢者世帯、高齢者のみの世帯、障がい

者世帯など、住民の生活状態を必要に応じ適切に把握し、援助を必要とする高齢者等

が地域で安心して暮らすことができるよう、民生委員・児童委員による実態調査をも

とに「見守りネット台帳」を整備し、民生委員・児童委員や福祉協力員による訪問を

通じて、高齢者に安心感を与えられるよう、見守りネットワーク活動を推進しており、

今後も継続して支援に努めます。

２ 民間サービス・情報通信技術（ＩCＴ）の活用

高齢者が安心して生活するために、地域での見守りは重要です。しかし、在宅で生

活するすべての高齢者を地域包括支援センターをはじめとする地域の社会資源等の

みで見守っていくには限界があります。

このような状況から、夜間や緊急時に対応することを目的に、民間のサービス事業

者が運営する緊急通報システム事業や認知症高齢者位置検索サービス事業などを取

り入れるとともに、生活支援配食サービス事業などの実施により、支援の必要な独居

高齢者等の安否確認に努めています。

また、情報通信技術（ＩCＴ）等を活用することも有効な手法であることから、携

帯電話、IC タグ、センサー、位置情報等を活用した見守り支援など、技術革新の動

向も注視しながら、活用方法について検討を進めていきます。

第２節 安全・安心の確保
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３ ＳＯＳネットワーク

認知症高齢者が外出中に道に迷い行方不明となった場合、早期発見・早期保護を目

的に対象者に関する情報を捜索協力していただく団体等に提供し、地域ネットワーク

による道に迷った高齢者の捜索活動に取組んでいます。発見後は、地域包括支援セン

ターやサービス提供事業者等の関係機関と連携し、その後の適切な支援に努めていま

す。

認知症高齢者やその家族が、住み慣れた地域で安全で安心して暮らすことができる

よう、令和２年４月現在96団体で構成されている「ＳＯＳネットワークみやざき」

との連携強化を図り、認知症高齢者の日常的な見守り体制の強化や認知症に関して認

識を高める啓発活動を推進していきます。

４ 要配慮者の災害時避難支援

近年、地震や集中豪雨、台風などによる大規模な災害が国内各地において発生して

います。このような災害による被害を、未然に防いだり、最小限に抑えたりするため

には、日頃からの災害に対する備えが大切になります。

災害時においては、「自らの命は自らで守る」が一番の基本になりますが、地域に

は介護を必要とする高齢者の方や重度の障がいがある方など、特別な配慮を必要とさ

れる「要配慮者」の方も暮らしていることから、「自分たちの地域は自分たちで守る」

というお互いに助け合う意識も持って、災害に備えることが重要になります。

そこで本市では、宮崎市地域防災計画に基づき「宮崎市要配慮者避難支援プラン」

を作成し、地域や関係機関による要配慮者の支援強化に取り組んでいます。

例えば、要配慮者の中でも災害時に自力での歩行が困難といった理由により、避難

行動に支援が必要となる「避難行動要支援者」の方の名簿を作成し、地域の関係者に

名簿情報を提供することで、地域における避難支援体制の構築に取り組んでいます。

また、民間の社会福祉施設や宿泊施設等と協定を締結するなど、災害時における避

難生活が中長期化した際に、指定避難所では避難生活に支障をきたす要配慮者の方の

ための二次的な避難所である「福祉避難所」の確保に取り組んでいます。

このほか、要配慮者本人や支援者の防災意識を高め、自助・共助の充実を図ること

を目的として、要配慮者本人の日頃の備えと、災害時に要配慮者と支援者が取るべき

行動などをまとめた「要配慮者防災行動マニュアル」を作成しています。このマニュ

アルについては、要配慮者本人や支援者、関係者、関係団体等に配布しているほか、

出前講座の実施や市ホームページへ掲載することで、普及・啓発に努めています。

今後も、これらの取組を推進していくことで、要配慮者への支援の強化を図ってい

きます。
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少子高齢化の進展に伴い、労働人口の減少や社会保障費の増大が見込まれる中、

高齢者の生きがい支援はもちろん、経済活力の維持や労働力確保の観点からも、就業

を希望する高齢者が生涯現役で活躍し続けられるような環境を整えることが求めら

れています。

国においては、高齢者の雇用に関する法律の改正や就業相談窓口の設置など、高齢

者の一層の活躍に向けた取組みが実施されており、本市においても、その情報提供や

啓発を行ってきました。

高齢者は健康状態や職業経験等の個人差が大きく、その就業ニーズはさまざまであ

ることから、それぞれの状況に合わせて無理なく働くことができるよう、就業形態を

広げていくことが重要となります。また、高齢になるにつれて、就業要因が「経済上

の理由」といった金銭面から「いきがい、社会参加」「健康」といった心身面のもの

にシフトしていく傾向があります。

本市では臨時的・短期的な就業を希望する高齢者に就業機会を提供できるよう、

宮崎市シルバー人材センターの運営を支援しています。シルバー人材センターでは、

草刈や農作業、家事援助サービス、介護助手など高齢者の希望に応じた就業機会の

提供や、新たな就業分野の開拓に取り組まれています。

また、元気な高齢者がいる一方で、日常生活上の支援を必要とする高齢者も増えて

います。本市では、地域の支え合い体制の充実を図るため、軽度な高齢者の家事手伝

い等の支援を行う家事援助スタッフを養成しており、家事援助スタッフとして登録し

ている、働く意欲の高い高齢者も見られます。

高齢者の社会参加の一つとして、地域の通いの場で生産性のある活動に取り組む事

例も見られており、高齢者が長年培ってきた知識や経験を生かし、地域の中でも活躍

し続けることができる環境づくりに努めます。

第３節 就業支援
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生涯学習は学校や家庭、社会の中で行われる学習活動だけではなく、スポーツ活動、

文化活動、趣味、レクリエーション活動、ボランティア活動なども含まれ、幅広く多

様であることから、高齢者自身が主体的に選択ができるような体制づくりが重要です。

その一環として、宮崎市公立公民館主催講座では、日々進歩する情報機器の取り扱

いや近年頻発する大規模災害の対策など現代社会に適した講座等も開講し、多様化・

高度化した住民の学習ニーズに沿った学習の機会を提供するとともに、学習成果の活

用の機会を含めた生涯学習支援に努めていきます。

また、高齢者が長い人生の中で培ってきた豊富な知識・経験に加え、講座等で新た

に学んだことを生かし地域社会の課題解決やまちづくり、社会貢献など様々な活動に

取り組んでいただき、高齢者が自ら生きがいを創出することを推進していきます。

第４節 生涯学習の支援・推進
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高齢者の地域活動への参加は、高齢者自身の生きがいづくりや健康の保持、介護予

防だけでなく、地域の活性化につながるなど多様な意義があります。

本市はこれまで、敬老バスカの交付や、生涯学習、ボランティア、健康づくりなど

さまざまな活動の支援や生きがい支援施設の整備などを通じて、高齢者が地域活動へ

参加する機会の充実に努めてきました。

今後さらに少子高齢化が進展し、令和7（2025）年には「団塊の世代」が後期高

齢期を迎えるなか、いつまでも住み慣れた地域で暮らすためには、高齢者自身の介護

予防への取組や地域住民が互いに支え合う体制づくりがさらに重要となります。

本市では、元気な高齢者が生活支援の担い手として活動できる居場所を地域に増や

すとともに、高齢者の活動の場の創出、住民同士が支え合う地域づくりを目指してい

きます。

また、少子高齢化や核家族化などの社会的背景により、高齢者と若者や子どもたち

との関わりが希薄になっている状況が見られます。高齢者が育成者や指導者の一人と

して地域の児童館や児童センターの活動に参加したり、子どもたちが老人クラブの活

動に参加することで、お互いに交流を図ることができます。このように、子育て支援

の関係団体と老人クラブをはじめとする地域の団体が連携を深め、世代間交流事業を

継続的に展開していくことで、その貴重な体験や知識、技術を子どもたちに伝え、高

齢者にとっても喜びと生きがいが持てるよう活動を支援していきます。

今後も、高齢者が年齢にとらわれることなく、さまざまな活動に参加しやすい環境

づくりに取り組み、地域の一員として互いを尊重し支え合う地域づくりの推進に努め

ます。

第５節 地域活動への参加
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１ 災害対策の概要

（１）災害に対する備えについて

近年、荒天による災害で、介護サービス事業所等が被害を受けており、特に、令

和２年7月豪雨においては、熊本県の介護保険施設において、多数の利用者が亡く

なるという痛ましい被害がありました。

介護サービス事業所等は、自力避難困難な方も多く利用されていることから、立

地条件等を踏まえ、水害・土砂災害などの各種災害に備えた十分な対策を普段から

講じておく必要があり、利用者の安全を確保することが重要になります。

（２）災害対策の確認について

本市では、国から発出された介護保険施設等における災害に備えた避難対策等に

ついて、市ホームページで周知し、定期的に非常災害対策計画および業務継続計画

の策定状況と避難訓練の実施や避難時のリスク、物資の備蓄・調達状況の確認を行

っています。災害の種類別に避難に要する時間や避難経路等の確認を行うよう介護

サービス事業所等に促していきます。

なお、洪水等の浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内等の介護保険施設等につ

いては、本市の危機管理部局と連携し、市地域防災計画との調和に配慮しながら、

各施設の避難確保計画における避難に関する内容やその実効性を確実に把握・点検

するとともに、災害時の早期の避難が着実に行われるよう助言等を行います。

また、災害の発生が予測される場合は、危機管理部局と連携し、避難情報発令時

に個別に連絡する等により、早期の避難等の対応を促していきます。

（３）災害発生時の対応について

水害・土砂災害が発生し、介護サービス事業所等が被害を受けた場合は、利用者

の避難及び事業所の復旧について国及び宮崎県に報告するとともに、危機管理部局

や県、関連施設と連携し、物資の供給や周辺施設への応援要請等の支援を行います。

第６節 自然災害等に対する備え
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１ 感染防止対策の概要

（１）感染症に対する備えの検討について

介護サービスは、利用者やその家族の生活を継続する上で欠かせないものであり、

感染症発生時においても、感染防止対策を講じながら利用者に必要な各種サービス

が継続的に提供されることが重要です。

特に、今般、全国で発生している新型コロナウイルス感染症はもとより、インフ

ルエンザウイルス感染症等は、高齢者や基礎疾患がある利用者が感染した場合、症

状が重篤化する可能性が高いことから、適切な感染防止対策を実施することが求め

られます。

このため、厚生労働省から発出されている感染拡大防止のための留意点等につい

て、本市では市ホームページ等で随時周知しています。

また、日頃から介護サービス事業所等においては、訓練の実施や感染拡大防止策

の周知啓発、感染症発生時に備えた平時からの事前準備、感染症発生時の代替サー

ビスの確保に向けた連携体制の構築等を行うことが重要であるため、市行動計画と

の調和に配慮しながら、介護サービス事業所等と連携し、感染症への備えを行いま

す。

（２）感染症防止対策の確認について

介護サービス事業所等において、感染症発生した場合であってもサービスを継

続するための計画等が策定されているか、また、適切な感染防護具、消毒液その

他の感染症対策に必要な物資が整備されているかを事業所への実地指導時に確認

するとともに、介護事業所等の職員が感染症に対する理解や知見を有した上で業

務に当たることができるよう、感染症に対する研修の充実を図ります。

（３）感染症発生時の対応について

介護サービス事業所等で感染症が発生した場合、まずは感染拡大を防止すること

が重要です。

本市では、感染症発生時における対応手順を整備するなど、保健所や宮崎県、協

力医療機関等と連携して事業所への支援を行います。

また、感染症発生時に必要となる感染防護具や消毒液等の物資についても、速や

かに介護サービス事業所等に配付できるよう日頃から備蓄を行います。

第７節 新型コロナウイルス等の感染症に対する備え
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本市の要介護認定者の有病状況から、心臓病・脳疾患等の生活習慣病に関連する疾患

を有する率が高いことが分かります。

そこで、生活習慣病の重症化の原因の多くは予防可能であることを早い段階から市民

に普及啓発し、健康意識の醸成と『自分の健康は自分で守る』ための取組を年齢に関係

なく推進していくことが重要になります。特に、高齢者の疾病予防・重症化予防を効果

的に実施していくためには、早期に啓発を行い、健診結果などの医療情報を活用し、適

切なタイミングで保健指導を行うことが求められています。

また、高齢者は身体の脆弱性や複数の慢性疾患、認知機能や社会的繫がりの希薄化な

ど多面的な課題を抱えているという特性があり、いわゆるフレイル※状態にあることも

多いため、フレイル状態に着目した重症化予防の取組として、運動・口腔・栄養・社会

参加等の複合的なアプローチを行うことが重要になります。

今後の方策として、高齢者の特性を前提に生活習慣病等の重症化を予防する取組と生

活機能低下を防止する取組の双方を一体的に実施することが、より効果的であると捉え

ています。その結果、ハイリスク者を早い段階で把握でき、重症化予防への取組に繫げ

やすくなり、高齢者が要支援・要介護状態になることを未然に防ぐことができます。

具体的には、通いの場を活用し「加齢に伴うフレイルの特徴」や「フレイルが予防可

能であることの普及啓発」「高齢者の健康づくりに関する啓発活動」等を実施すること

などが考えられます。また、啓発の一つの方法として、介護予防事業の通いの場へ、医

療・専門職が介入できる環境づくりを行っていくなど、未然に疾患予防への導線を引く

ことで、重症化予防を促進し健康寿命の延伸が図られることを目指します。

※フレイル・・・要介護状態に至る前段階だが、身体的・精神心理的・社会的脆弱性などの多面的な

問題を抱えやすいハイリスク状態。

要介護認定者の有病状況

資料）ＫＤＢシステム帳票 平成 30年度 地域の全体像の把握

宮崎市 同規模市 全国平均

糖尿病 23.2％ 22.9％ 22.4％

高血圧症 56.3％ 50.2％ 50.8％

脂質異常症 29.4％ 29.9％ 29.2％

心臓病 64.3％ 57.1％ 57.8％

脳疾患 29.7％ 23.8％ 24.3％

がん 10.7％ 10.9％ 10.7％

第８節 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施
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― 資料編 ―

資料１ 宮崎市高齢者福祉計画等推進協議会設置要綱
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宮崎市高齢者福祉計画等推進協議会設置要綱

（設置）

第１条 宮崎市高齢者福祉計画（以下「福祉計画」という。）及び宮崎市介護保険事業計画（以

下「介護保険事業計画」という。）の推進等にあたり、広範な市民の意見を反映していくため、

宮崎市高齢者福祉計画等推進協議会（以下「協議会」という。）を設置する。

（所掌事務）

第２条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

１ 高齢者福祉計画及び介護保険事業計画に基づく諸施策の進捗状況に関すること。

２ 高齢者福祉計画及び介護保険事業計画推進の方策に関すること。

３ 高齢者福祉計画及び介護保険事業計画の策定に関すること。

（組織）

第３条 協議会は、委員２４名以内をもって組織する。

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会委員

(2) 学識経験者

(3) 関係団体機関の代表者等

(4) 介護保険の被保険者の代表

（委員の任期）

第４条 委員の任期は、３年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の

残任期間とする。

（会長及び副会長）

第５条 協議会に会長及び副会長各１名を置き、会長は委員の互選により選任し、副会長は会

長の指名により選任する。

２ 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

（会議）

第６条 協議会は、会長が招集する。

２ 協議会の議長は、会長がこれに当たる。

３ 協議会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

（庶務）

第７条 協議会の庶務は、福祉部長寿支援課において処理する。

（その他）

第８条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

附 則

（施行期日）

この要綱は、平成１２年１１月１日から施行する。

附 則

（施行期日）
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この要綱は、平成１２年１２月２７日から施行する。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、平成１８年１月５日から施行する。

（委員の任期の特例）

２ 総合支所管内委員の任期については、第 4条の規定にかかわらず、平成１９年９月３０日
までとする。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、平成２２年１０月１日から施行する。

（委員の任期の特例）

２ 清武総合支所管内委員の任期については、第 4条の規定にかかわらず、平成２４年３月３
１日までとする。

附 則

（施行期日）

この要綱は、平成２５年１０月１日から施行する。

- 184 -



資料編

＊敬称略

高齢者福祉計画等推進協議会委員

No. 氏 名 所属 ・ 役職

1 荒武 慎児 宮崎市郡医師会 事務局長

2 安樂 和寿 宮崎市郡歯科医師会事務局長

3 中村 千穂子 宮崎県立看護大学准教授

4 中武 郁子 宮崎県看護協会会長

5 日髙 弘一朗 宮崎県老人保健施設協会 事務局長

6 曽我 定明 宮崎市介護保険サービス連絡協議会会長

7 福元 直昭 宮崎市社会福祉協議会事務局長

8 中窪 民子 宮崎市民生委員児童委員協議会 副会長

9 時任 孝俊 宮崎市自治会連合会会長

10 松浦 博徳 宮崎市老人クラブ連合会会長

11 茜ヶ久保 眞由美 宮崎市地域婦人会連絡協議会 副会長

12 清藤 誠 宮崎市郡薬剤師会専務理事

13 小川 哲史 宮崎県理学療法士会理事

14 下屋 マユミ 宮崎県社会福祉士会理事

15 中村 誠 宮崎県介護福祉士会理事

16 中村 純忠 日本労働組合総連合会宮崎県連合会宮崎県退職者連合 事務局長

17 川辺 清人 認知症の人と家族の会宮崎県支部 世話人代表

18 坂本 増美 宮崎市介護支援専門員連絡協議会会長

19 井野 三男 宮崎市地区社会福祉協議会会長の会

20 石本 優 被保険者代表

21 日髙 栄子 被保険者代表
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発行 令和３年４月１日 宮崎市福祉部 長寿支援課・介護保険課


