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各 論 

第１章 総合的な介護予防体制の推進 

１ 健康づくりの推進 
アンケート調査結果をみると、要介護状態でない人の約８割が健康状態について良い

と回答していますが、あまり良くないとの回答も見受けられます。また、外出する際に

転倒することについて不安を感じている人が５割程度います。 

今後も持続可能な介護保険制度とするためにも、生活習慣病や社会環境の改善を通じ

て健康寿命を延伸させ、町民の健康状態や疾病傾向など、地域特性や健康課題を明らか

にし、一人ひとりが健康を意識しながら、ライフステージに応じた主体的・継続的な健

康づくりに取り組む環境を整備していくことが必要です。 

高齢者が長く健康な生活を送ることを目指すため、各種検診等を実施し、様々な疾病

の早期発見・早期治療を促し、生活習慣病の悪化による要介護状態になることを防止し

ていくため、生活習慣病予防の取り組みを強化していきます。また、歯や口の状態は全

身の健康状態にも影響を及ぼすことから、歯周病検診の充実も図ります。 

 

主な施策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 

（１）健康の維持増進 

①特定健康診査（国民健康保険課） 

事業概要 

40 歳～74 歳の国民健康保険の被保険者や後期高齢者医療被保険者に対して、広報

紙やホームページ等を通じた特定健康診査の重要性の PR や未受診者へ電話等によ

る個別の受診勧奨を行い、受診率の向上に努めます。 

また、健診結果により保健指導が必要な人に対しては、生活習慣改善のための自主

的な取り組みが行えるよう支援します。 
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②がん検診（健康づくり課） 

事業概要 

町民が受診しやすい検診方法や体制を検討するとともに、未受診者への受診勧奨を

行い、受診率の向上に努めます。 

さらに、高い精度のもとでの検診実施と、精密検査が必要とされた場合の受診率の

向上に努め、がんの早期発見、早期治療を促進します。 

今後の方針 
各種がん検診の受診率の向上を図り、がんの早期発見・早期治療を促進するよう努

めます。 

 

【基準値と計画値】 

区分 基準値 計画値 

年度 Ｒ元年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 

受診者数 2,227人 2,400人 2,400人 2,400人 

 

 

③歯周病検診（健康づくり課） 

事業概要 

「大泉町歯と口の健康づくり推進条例」（平成 24年制定）に基づき、乳幼児から高

齢者まで、すべての世代の歯と口の健康づくりに関する知識の普及啓発に努めると

ともに、「80 歳になっても 20 本以上自分の歯を保とう」という「8020（ハチマル

ニイマル）運動」を推進します。 

また、歯周病検診受診率の向上、各種相談・教育による歯周疾患の早期発見・予防

などに努めるとともに、関係機関・団体等と連携を図り、歯科保健の向上に努めま

す。 

今後の方針 
館林邑楽歯科医師会と連携を図り、町民が検診を受診しやすい環境づくりに努めま

す。 

 

 

④健康教育・健康相談（健康づくり課） 

事業概要 

特定健康診査やがん検診など、様々な受診の機会を利用して、対象者の年齢や健康

状態に応じた健康教育・健康相談に取り組みます。 

また、地域の健康課題や町民のニーズを踏まえた、より参加しやすい健康教育の場

の設定、相談しやすい体制づくりに努めます。 

さらに、運動指導や食生活指導などの介護予防事業への参加を促し、より多くの高

齢者の自立した生活を支援します。 

今後の方針 
個々の健康状態に応じた健康教育・相談を行い、成人期から高齢期にかけての自立

した生活を促す取り組みに努めます。 
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（２）疾病予防の促進 

①健康状態の把握と改善（健康づくり課、国民健康保険課、高齢介護課） 

事業概要 
生活習慣病の予防に向けて「自分の健康は自分で守る」意識を醸成し、健康状態の

把握と改善に向けた町民それぞれの取り組みを促します。 
また、社会教育の場、広報紙やホームページ、健診などの機会を活用し、生活習慣

病に関する基礎的な知識の普及、生活習慣の改善事例の紹介などを行い、町民の健

康知識と実践意欲の向上を図ります。 
さらに、町民それぞれの運動習慣の定着を促すため、運動教室等の機会を提供する

とともに、健康機器（体重計・体脂肪計・血圧計・歩数計など）を活用した、町民

自身による健康状態の把握を促進します。 
今後の方針 運動教室を開催し運動習慣の定着を図る取り組みや、健康状態の把握のため体組成計等健康機器の活用の周知等を図ります。 

また、高齢者のみならず現役世代の生活習慣病対策と連携した一体的な取り組みを

行うため、国民健康保険や健康推進・介護の担当部門が連携し、地域や職域に対し

ても普及啓発を推進します。 
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２ 介護予防の推進 
令和元年度に実施した介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の結果によると、運動機能

の低下・咀嚼
そしゃく

機能の低下・閉じこもり・認知症のリスクが平成 28年度より高まっている

ことが見受けられます。 

これらに対応する介護予防の取り組みを、元気な状態を維持するための取り組み、徐々

に低下する生活機能を維持するための取り組み、けがや疾病などにより一時的に自立し

た生活が困難な高齢者が地域での生活を再開するための機能改善を図る取り組みの３つ

のステップで構成しています。 

生活機能リスク改善の取り組みとして、定期的な体操や集まり等地域の自主的な介護

予防活動に重点を置き、活動の充実のために専門職による技術的な助言やケアマネジメ

ント支援を行い、高齢者一人ひとりの自立を推進します。 

事業を実施する中で、機能の低下が著しい高齢者や一時的に自立した生活が困難とな

っている高齢者には、適切なケアマネジメントのもと、介護予防・日常生活支援総合事

業のサービスを利用した専門職による支援により生活機能の改善や維持を図ります。相

談体制の充実やリスク対象者への積極的な働きかけにより、支援が必要な高齢者へ早期

に働きかけ、重度化の防止を図ります。 

また、事業全体を通して介護予防に関する普及啓発に努め、高齢者自らが自立した生

活を維持することの意義を理解し、介護予防に取り組むための支援体制を整えます。 

 

  



48 

主な施策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 

（１）一般介護予防事業 

①介護予防把握事業 

１）訪問による把握事業（高齢介護課） 

事業概要 
要介護認定を受けていない高齢者宅へ家庭訪問し、実態を把握するとともに、要支

援・要介護状態になる可能性の高い高齢者に対して介護予防の活動へつなげます。 

今後の方針 

閉じこもりがちな人やひとり暮らし高齢者等リスクの高い人を早期に把握し、必要

な支援につなげ、継続的に状況把握を行います。 

また、対象者の把握に国保データベースシステムを活用し、効果的な事業の推進を

図ります。 

 

【基準値と計画値】 

区分 基準値 計画値 

年度 Ｒ元年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 

訪問件数 886件 900件 910件 920件 

 

 

②介護予防普及啓発 

１）介護予防教室の開催（高齢介護課） 

事業概要 

音楽療法教室、転倒予防教室等の介護予防教室を開催します。 

また、地域活動団体との連携を図り、地域で行う介護予防教室等の取り組みを支援

します。 

今後の方針 
より多くの人が参加できるような教室づくりについて、内容や実施方法を検討して

いきます。 

 

【基準値と計画値】 

区分 基準値 計画値 

年度 Ｒ元年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 

参加者数 1,412人 1,430人 1,440人 1,450人 

 

  



49 

③地域介護予防活動支援事業 

１）地域における介護予防活動の支援（高齢介護課、国民健康保険課） 

事業概要 

町民主体の介護予防教室を運営する団体に対して「大泉町地域介護予防活動支援事

業補助金」を交付し、高齢者がお互い協力しあい介護予防に取り組む｢通いの場｣と

して地域の介護予防活動を支援します。 

また、地域における介護予防活動を実施する「介護予防サポーター」の活動が継続

的に展開されるよう、スキルアップ講習会や情報交換会、地域介護予防活動への参

加支援を行い、サポーターとしての意識と技能の向上、より身近な地域で活動でき

る体制づくりなどを支援します。 

今後の方針 

地域包括支援センターと連携し、自主グループの立ち上げや活動継続のための支援

を行い、団体数の増加を促進します。 

また、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な事業についての取り組みとして、通

いの場等において専門職を派遣し、健康教育や健康相談を実施します。 

 

 

④地域リハビリテーション活動支援事業（高齢介護課） 

事業概要 

リハビリテーションに関する専門職が、介護予防教室や地域の介護予防活動におい

て、高齢者に対し体力測定や運動指導を実施し身体機能の強化を図ります。 

また、地域ケア会議において高齢者の自立支援に資するケアマネジメント支援を行

い、介護予防・重度化防止の取り組みの強化に努めます。 

今後の方針 

リハビリ専門職が介入することで、身体機能の維持・改善についての知識を提供し、

地域において自立した生活を継続できるよう支援します。 

また、参加者の身体機能等のデータ管理を行い、機能改善の評価分析に取り組みま

す。 

 

 

⑤ボランティア人材育成 

１）介護予防に関するボランティアの人材養成（高齢介護課、多文化協働課） 

事業概要 
「介護予防サポーター」や「認知症サポーター」の養成研修及び講座を開催し、地

域で介護予防活動を担うボランティア等の人材を育成します。 

今後の方針 
養成研修や講座を定期的に開催し、地域で活動できる人材を育成するとともに、活

動の場の拡大を図ります。 

 

【基準値と計画値】 

区分 基準値 計画値 

年度 Ｒ元年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 

介護予防サポー

ター養成数 
33人 20人 20人 20人 
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２）介護支援ボランティア事業（高齢介護課） 

事業概要 

社会参加・就労的活動を通じて、高齢者の介護予防と生きがいづくりを促進すると

ともに、高齢者が地域の支え手、介護現場における人材不足の担い手として活躍で

きる地域社会づくりを推進します。 

今後の方針 
活動への継続的な参加の促進と、新たに参加する元気な高齢者が増えるよう活動内

容等の充実を図ります。 

 

【基準値と計画値】 

区分 基準値 計画値 

年度 Ｒ元年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 

登録者数 97人 110人 120人 130人 
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介護予防給付

介護予防
日常生活支援
総合事業

６５歳以上で生活機能の低下がみられる人

要 支 援 者
要 介 護 者

地域包括支援センターが介護予防ケアマネジメントを実施

訪問看護、福祉用具等
※全国一律の人員基準、運営基準

介護予防・生活支援サービス事業
①訪問型・通所型サービス
②その他の生活支援サービス（栄養改善を目的とした配食、定期的な
安否確認・緊急時の対応 等）

※事業内容は、市町村の裁量を拡大、柔軟な人員基準、運営基準

一般介護予防事業

介護予防・生活支援
サービス事業対象者

一般高齢者等

認定申請 基本チェックリスト

（２）介護予防・日常生活支援総合事業 

 

【介護予防・日常生活支援総合事業のイメージ図】 
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

①訪問型サービス（高齢介護課） 

事業概要 従来の訪問介護員による身体介護や生活援助に加え、町民主体による生活援助、保

健・医療の専門職による短期集中サービス、移動支援等地域の実情に応じたサービ

スの取り組みについて検討していきます。 
 

②通所型サービス（高齢介護課） 

事業概要 従来の生活機能向上のための機能訓練に加え、町民主体による体操・運動等の集い

の場、保健・医療の専門職による短期集中サービス等地域の実情に応じたサービス

の取り組みについて検討していきます。 
 

③介護予防ケアマネジメント（高齢介護課） 

事業概要 対象者が要介護状態になることを予防し、地域において自立した生活を送ることが

できるよう、適切なサービスを包括的かつ効率的に提供するため、地域包括支援セ

ンターが専門的視点によるマネジメントや支援等を行います。 
 

  



52 

３ 包括的支援事業 
高齢者が住み慣れた地域で出来るだけ自立した生活を送り続けるためには、包括的な

相談支援体制の構築や保健・医療・福祉等の多職種の連携が不可欠となっています。 

また、認知症高齢者の増加に伴い、国においても令和元年に「認知症施策推進大綱」を

取りまとめ、認知症になっても住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられる「共生」

を目指し、「認知症バリアフリー」の取り組みを推進しています。 

地域で生活する高齢者の心身の健康維持、保健・医療・福祉の向上、生活の安定のため

に必要な援助、支援を包括的に行う地域包括支援センターを中心としたケア体制を推進

し、適切な情報提供や総合的な相談支援を行います。 

また、高齢者を取り巻く地域課題の解決等に向け、地域ケア会議の実施や生活支援体

制整備事業の推進も行います。認知症施策としては、認知症になっても自分らしく日常

生活を過ごせる社会を目指し、認知症に対する理解を深めるための普及啓発や本人・家

族を支える地域の仕組みづくりを推進します。 

 

主な施策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 

（１）地域包括支援センターの機能強化 

①総合相談事業（高齢介護課） 

事業概要 

地域の高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくこと

ができるよう、高齢者本人・家族・近隣住民からの様々な高齢者に関する相談につ

いて、総合的・専門的な助言指導を継続的に行います。 

当事者に関する課題を明確にし、適切なサービスや制度の利用につなげるととも

に、関係機関と連絡調整等を行い支援効果の把握やさらなる改善を図ります。 

今後の方針 

高齢者のみならず子どもや障害者などすべての人々が包括的な支援を受けられる

地域共生社会の実現に向け、総合的に相談に応じることができるようセンター機能

の強化と相談窓口の体制整備及び充実を図ります。 

 

【基準値と計画値】 

区分 基準値 計画値 

年度 Ｒ元年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 

相談件数 3,845件 3,870件 3,900件 3,930件 
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②包括的・継続的ケアマネジメント支援事業（高齢介護課） 

事業概要 

地域における包括的・継続的なケアを実施するため、ケアマネジメント連絡会や高

齢者医療福祉連絡会議を通して保健・医療・福祉等の多職種の連携を推進します。 

また、高齢者の介護予防ケアマネジメント、要支援認定者の介護予防支援及び介護

給付におけるケアマネジメントとの相互の連携を図ることにより、高齢者の自立し

た生活支援のための包括的・継続的なケアマネジメントを行います。 

今後の方針 
地域の介護支援専門員のネットワーク充実を図り、研修会や交流会を開催すること

で高齢者を支える介護支援専門員の資質向上と連携の強化を図ります。 

 

 

（２）在宅医療・介護連携 

①在宅医療・介護連携（高齢介護課） 

事業概要 

医療と介護の両方を必要とする状態になっても、住み慣れた地域で暮らし続けられ

るよう、地域における医療・介護の関係者が連携して包括的かつ継続的な在宅医療・

介護が提供できるようネットワークの構築を図ります。 

今後の方針 

館林市邑楽郡医師会の｢在宅医療介護連携相談センターたておう｣に業務を委託し、

広域的な在宅医療・介護の連携、看取りや認知症への対応強化を図ります。 

また、講演会の開催やホームページ等を活用し、町民への在宅療養に関する情報提

供を促進します。 

 

 

（３）認知症施策の推進 

①予防及び普及啓発 

１）認知症サポーター養成の推進（高齢介護課） 

事業概要 

認知症サポーター養成講座を地域や職域、学校等で開催し、講座を通じて、認知症

について正しく理解し、認知症の人や家族を支える認知症サポーターを養成しま

す。 

今後の方針 

認知症サポーター養成講座の開催により、支援者の拡充を図ります。 

また、認知症サポーターの受講者に対して、さらなるスキルアップのためのステッ

プアップ講座を開催し、サポーターを中心とした早期からの継続支援の活動を行う

チームオレンジの立ち上げを目指します。 

 

【基準値と計画値】 

区分 基準値 計画値 

年度 Ｒ元年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 

認知症サポー

ター養成者数 
45人 55人 65人 75人 
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２）認知症地域支援推進員の活動推進（高齢介護課） 

事業概要 
認知症地域支援推進員を配置し、認知症に対する正しい知識の普及啓発や医療機関

や介護サービス事業所等とのネットワーク構築、相談体制の充実を図ります。 

今後の方針 

地域における認知症講座の開催や認知症の理解や予防に関する普及啓発、家族会へ

の支援等を実施し、認知症になっても安心して暮らし続けられる地域づくりを推進

します。 

 

 

②医療・ケア・介護サービス・介護者への支援 

１）認知症初期集中支援推進事業（高齢介護課） 

事業概要 

認知症に係る専門的な知識・技能を有する医師、複数の専門職で構成される認知症

初期集中支援チームを活用し、認知症が疑われる人や認知症の人及びその家族を訪

問し、観察や評価、家族支援等の初期の支援を包括的、集中的に行い、自立生活の

サポートを行います。 

今後の方針 チームに関する普及啓発を行い、認知症の早期発見・早期治療を目指します。 

 

 

２）認知症カフェの充実（高齢介護課） 

事業概要 

認知症の人と家族、地域住民、介護・福祉などの専門家等が集い、カフェのような

くつろげる環境で気軽に日頃の思いや悩みを語らい、リフレッシュや情報交換を行

う認知症カフェの運営を支援します。 

今後の方針 
認知症カフェの開催場所の拡充を図り、本人または家族のみならず地域の人々が認

知症を正しく理解する場を提供します。 

 

【基準値と計画値】 

区分 基準値 計画値 

年度 Ｒ元年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 

参加者数 319人 380人 390人 400人 
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（４）生活支援体制整備の推進 

①生活支援体制整備事業（高齢介護課） 

事業概要 
高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、高齢者を

はじめ、町民が担い手として参加する町民主体の活動や、多様な主体による各種サ

ービスを提供する体制を構築します。 
具体的には、関係者のネットワーク構築の担い手である「生活支援コーディネータ

ー」により定期的な情報共有の場である「協議体」を運営し、多様な主体と連携を

とりながら、互助を基本とした高齢者を支える地域の支えあい・助けあいの体制づ

くりを推進します。 
今後の方針 町全体を範囲とする第１層、中学校区を範囲とする第２層の協議体において、地域の困りごとやニーズについて意見を出しあい、地域課題の解決に向けて検討を進め

ます。 
また、地域資源とニーズのマッチングや高齢者の居場所づくりや見守り等の支えあ

い助けあいサービスの創出を進めます。 
 

 

（５）地域ケア会議の推進 

①地域ケア会議（高齢介護課） 

事業概要 
医療・介護・保健等の多職種が連携し、高齢者等の個別課題の解決や生活の質の向

上に向け協議をし、介護支援専門員等をはじめとする関係者の自立支援に資するケ

アマネジメントの実践力を高めます。 
また、個別ケースの課題分析等を積み重ねることにより、地域に共通した課題を明

確化するとともに、共有された地域課題の解決のための地域ケア推進会議を開催

し、必要な社会資源開発や地域づくり、さらには政策形成につなげます。 
今後の方針 個別支援会議及び自立支援型会議では、個別課題（困難事例、自立支援等）の解決に資する会議となるよう充実を図ります。 

また、抽出された地域課題について、自立した生活を営むために必要な生活支援を

整えることができるよう、地域ケア推進会議を開催し検討するとともに、生活支援

体制整備事業等と連携し情報共有を図っていきます。 
 

 

  


