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高齢者の方が、地域で尊厳を持って、自立した日常生活を送ることができるよう、介護予防

ケアマネジメント、総合相談支援、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント支援などにつ

いて、総合的に取り組みます。地域包括ケアシステムの構築に向け、その中核的な機関である

地域包括支援センターを適切に運営し、多様な機関との連携協働によるネットワーク体制の充

実を図ります。

在宅医療・介護連携の推進、認知症施策の推進、生活支援サービスの体制整備を、地域支援

事業（包括的支援事業）に位置付けて、地域包括支援センターとの連携をベースに各種事

取り組んでいきます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 

地域包括支援センターは、地域包括ケアシステムの中核拠点として、包括的かつ継続的な支

援を行う地域包括ケアの実現に向けて、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員が協働して、

各種事業（総合相談支援業務、権利擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務、介

護予防ケアマネジメント業務等）を実施しています。

また、江別市地域包括支援センター運営協議会を設置し、地域包括支援センターの設置、公

正性及び中立性の確保並びに円滑かつ適正な運営に努めています。

地域包括支援センターには、今後も様々な連携・ネットワークづくりが求められており、介

護予防の推進、地域ケア会議の活用、医療及び介護の関係機関や生活支援コーディネーター機

能との連携に努めていきます。なお、今後も進むと見込まれる高齢化社会に対応するために、

新たに制定した条例（平成

し、効果的な活動を行ってまいります
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高齢者の方が、地域で尊厳を持って、自立した日常生活を送ることができるよう、介護予防

ケアマネジメント、総合相談支援、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント支援などにつ

いて、総合的に取り組みます。地域包括ケアシステムの構築に向け、その中核的な機関である

地域包括支援センターを適切に運営し、多様な機関との連携協働によるネットワーク体制の充

在宅医療・介護連携の推進、認知症施策の推進、生活支援サービスの体制整備を、地域支援

業に

地域包括支援センターは、地域包括ケアシステムの中核拠点として、包括的かつ継続的な支

援を行う地域包括ケアの実現に向けて、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員が協働して、

各種事業（総合相談支援業務、権利擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務、介

また、江別市地域包括支援センター運営協議会を設置し、地域包括支援センターの設置、公

地域包括支援センターには、今後も様々な連携・ネットワークづくりが求められており、介

護予防の推進、地域ケア会議の活用、医療及び介護の関係機関や生活支援コーディネーター機

能との連携に努めていきます。なお、今後も進むと見込まれる高齢化社会に対応するために、

日施行）に基づき、高齢者数に応じた専門職員を配置
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（１）総合相談支援業務 

包括的支援事業の１つで、高齢者やその家族、地域の関係者、医療関係者、介護サービス事

業者等からの様々な相談に対応しています。今後も市民に身近な相談拠点として、また介護・

福祉・医療等の関係者からの専門相談機関として、様々な機関や人的ネットワークを駆使しな

がら、相談体制の充実を図っていきます。 

 

《実績と計画》 

 実績値 計画値 

 平成 

24 年度 

 

25 年度 

 

26 年度 

 

27 年度 

 

28 年度 

 

29 年度 

年間相談件数(件) 8,225 9,347 11,714 13,000 14,000 15,000 

※平成 26 年度は見込み値 

 

（２）権利擁護業務 

包括的支援事業の１つで、権利侵害の予防や対応、権利行使の支援を専門的に行い、高齢者

が地域において尊厳ある暮らしを維持できるよう必要な支援を行います。 

 

《実績と計画》 

 実績値 計画値 

 平成 

24 年度 

 

25 年度 

 

26 年度 

 

27 年度 

 

28 年度 

 

29 年度 

相談延べ件数(件) 

（実人数） 

267 

（117） 

323 

（105） 

527 

（200） 

585 

（234） 

630 

（252） 

675 

（270） 

※平成 26 年度は見込み値 

 

（３）包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

包括的支援事業の１つで、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが、高齢者やその家族に包

括的・継続的に支援していくことができるよう、包括的・継続的ケアマネジメントの実践が可

能な環境の整備とケアマネジャーへのサポートを行っていきます。 

 

（４）介護予防ケアマネジメント業務 

包括的支援事業の１つで、高齢者が要介護状態等になることをできる限り防ぐために、その

心身の状態に応じて早い段階からできる限り自立した生活を送ることができるよう支援するこ

とを目的としています。 

また、新しい総合事業による介護予防ケアマネジメントでは、介護予防支援と同様に、要支

援者等に対してアセスメントを実施し、その状態や置かれた環境等に応じて、高齢者本人が自

立した生活を送ることができるようケアプランを作成することになります。 
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（５）住民組織や関係団体等への普及啓発活動 

高齢者クラブや自治会などの住民組織、関係団体からの依頼を受けて、高齢者を中心にした

地域住民の健康の保持・増進や生活の支援、地域のつながり合いのために、介護保険制度や介

護予防、高齢者の権利擁護などの講話や相談を継続して行っていきます。 

また、広報えべつや市ホームページに事業の開催案内や相談先の掲載を今後も継続して行

い、地域包括支援センターの認知度を高めるために、地域活動を通じて周知拡大に努め、高齢

者等の支援を行っていきます。 

 

《実績と計画》 

 実績値 計画値 

 平成 

24 年度 

 

25 年度 

 

26 年度 

 

27 年度 

 

28 年度 

 

29 年度 

講話等 

の実施 

開催回数(回) 88 107 108 110 120 150 

参加者数(人) 2,729 2,771 2,700 2,750 3,000 3,750 

※平成 26 年度は見込み値 

 

（６）江別市地域包括支援センター運営協議会の開催 

この協議会は、地域包括支援センターの設置、公正性及び中立性の確保並びに円滑かつ適正

な運営を図るために、医療、介護、福祉の職能団体や介護保険被保険者、相談事業を担う関係

者、学識経験者等により設置された協議会であります。センターの設置等の承認（担当圏域の

設定、センターの設置・変更及び廃止等）や運営及び評価、職員の確保や地域包括ケアに関す

ることなどの協議を通じて、センターの円滑かつ適正な運営を支援していきます。 
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第２節 地域ケア会議の充実 

「地域ケア会議」は制度改正により、介護保険制度に位置付けられました。 

この会議は、高齢者個人に対する支援の充実と地域課題の把握や地域づくり・社会資源の開

発につながるなど、高齢者を支える社会基盤の整備を同時にすすめていく「地域包括ケアシス

テム」の実現のために有効な手段であることから、「地域ケア会議」の実施と今後の有効活用を

目指します。 

 

（１）地域ケア会議の実施 

高齢者の在宅生活を支援するために、地域包括支援センターが個別事例を中心に多職種が参

加する「地域ケア会議」を実施するとともに、地域課題の把握や課題解決のための地域のネッ

トワークづくりなどを協議する会議を開催します。 

 

《実績と計画》 

 実績値 計画値 

 平成 

24 年度 

 

25 年度 

 

26 年度 

 

27 年度 

 

28 年度 

 

29 年度 

会議の開催数(回) 5 46 50 48 48 48 

※平成 26 年度は見込み値 

 

（２）多職種との連携・ネットワークの構築 

地域の住民組織や関係機関・団体、介護保険サービス事業者など多職種との連携を図るため

に、会議や研修会を開催しています。 

 

《実績と計画》 

 実績値 計画値 

 平成 

24 年度 

 

25 年度 

 

26 年度 

 

27 年度 

 

28 年度 

 

29 年度 

高齢者支援会議(回) 32 24 28 30 30 30 

ケアマネジャー等支援研

修・会議等(回) 
10 11 11 12 12 12 

※平成 26 年度は見込み値 
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第３節 多様な生活支援の充実 

日常生活上の困りごとへの支援が必要な単身高齢者世帯や高齢者世帯の増加を踏まえ、地域

住民の力を活用した多様な生活支援サービスの充実が求められています。従来の公的サービス

だけでなく、多様な主体による生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築を支援していく

必要があります。制度改正において、新しい総合事業の中で、住民主体の多様なサービスの充

実を図り、要支援者等が選択できるサービス・支援を充実し、在宅生活の安心確保を図るもの

とされています。自立生活支援に向けた介護保険外サービスの提供と地域支援事業における生

活支援体制整備を進めていきます。 

 

多様な主体による生活支援サービスの重層的な提供（イメージ）多様な主体による生活支援サービスの重層的な提供（イメージ）多様な主体による生活支援サービスの重層的な提供（イメージ）多様な主体による生活支援サービスの重層的な提供（イメージ）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国の全国介護保険担当課長会議資料より作成 

 

自
治

会
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位
の
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域
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の
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圏
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事業主体 

家事援助 

交流サロン 

声かけ 

コミュニティカフェ 

介護者支援 外出支援 食材配達 

配食＋見守り 

移動販売 

権利擁護 

安否確認 

民間企業 NPO 協同組合 社会福祉法人 ボランティア 

市町村を核とした支援体制の充実・強化（コーディネーターの配置、協議体の設置等を通じた住民

ニーズとサービス資源のマッチング、情報集約等） 

⇒民間とも協働して支援体制を構築 

バックアップバックアップバックアップバックアップ    

家族支援 
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（１）生活支援サービスの充実 

①在宅高齢者等給食サービス①在宅高齢者等給食サービス①在宅高齢者等給食サービス①在宅高齢者等給食サービス 
在宅高齢者及び障がい等により調理が困難な人を対象に夕食の宅配と安否確認を行います。 

 

《実績と計画》 

 実績値 計画値 

 平成 

24 年度 

 

25 年度 

 

26 年度 

 

27 年度 

 

28 年度 

 

29 年度 

年間利用者数(人) 400 313 313 313 313 313 

※平成 26 年度は見込み値 

 

②緊急通報システム設置②緊急通報システム設置②緊急通報システム設置②緊急通報システム設置 
在宅高齢者や障がいのある方の自宅から、消防本部への緊急通報を行うための装置を設置し

ます。 

 

《実績と計画》 

 実績値 計画値 

 平成 

24 年度 

 

25 年度 

 

26 年度 

 

27 年度 

 

28 年度 

 

29 年度 

年間利用者数(人) 539 577 612 674 710 745 

※平成 26 年度は見込み値 

 

③避難路確保除雪サービス③避難路確保除雪サービス③避難路確保除雪サービス③避難路確保除雪サービス 
市営住宅に入居する 70 歳以上の高齢者世帯等を対象に、玄関から公道までの通路を除雪し

ます。（中高層集合住宅以外の市営住宅入居者） 

 

④福祉除雪サービス④福祉除雪サービス④福祉除雪サービス④福祉除雪サービス 
戸建住宅に居住する 70 歳以上の高齢者世帯等を対象に、公道の除雪後に残る住宅間口の置

き雪を除雪します。 

 

《実績と計画》 

 実績値 計画値 

 平成 

24 年度 

 

25 年度 

 

26 年度 

 

27 年度 

 

28 年度 

 

29 年度 

年間利用者数(人) 655 715 795 883 940 1,000 

※平成 26 年度は見込み値 

 

 

 



【【【【各論各論各論各論】】】】 第４章 地域包括ケアの推進  

41 

⑤一人暮らし高齢者宅防火訪問⑤一人暮らし高齢者宅防火訪問⑤一人暮らし高齢者宅防火訪問⑤一人暮らし高齢者宅防火訪問 
年間を通じて女性消防団員が、一人暮らしの高齢者宅を訪問し火災予防のための啓発活動を

実施します。また、消防署では、高齢者の生命を住宅火災から守るため、火災の発生を早期に

知らせる住宅用火災警報器の普及促進に努め、防火対策の強化促進を図ります。 

 

 

（２）生活支援サービスの体制整備 

①生活支援コーディネーター①生活支援コーディネーター①生活支援コーディネーター①生活支援コーディネーター((((地域支え合い推進員地域支え合い推進員地域支え合い推進員地域支え合い推進員))))の配置の配置の配置の配置 
交流サロンや見守り、家事援助や外出支援など高齢者の日常生活を支援する、生活支援・介

護予防サービスの提供体制の構築のために、生活支援コーディネーターを配置します。 

地域に不足するサービスの開発、住民主体の活動、NPO、社会福祉法人、社会福祉協議会、

民間企業、シルバー人材センター等、多様なサービス提供者とのネットワークづくりを進める

とともに、住民ボランティアの支援、高齢者の通いの場の支援等を通じた生活支援の担い手の

育成を行います。 

 

②協議体②協議体②協議体②協議体((((多様な関係機関・団体等の参画多様な関係機関・団体等の参画多様な関係機関・団体等の参画多様な関係機関・団体等の参画))))の設置と生活支援サービス提供体制の整備の設置と生活支援サービス提供体制の整備の設置と生活支援サービス提供体制の整備の設置と生活支援サービス提供体制の整備 
生活支援コーディネーター、地域包括支援センターとともに協議体の構成やあり方について

検討し、協議体の設置に努めます。協議体では、生活支援・介護予防サービスに係る関係者の

ネットワーク化を図り、地域の情報共有や協働による資源開発などを進めていきます。また、

生活支援コーディネーターの活動を組織的に支援していきます。 

生活支援サービスの提供においては、例えば、民間の宅配事業者による見守りや自主的な活

動組織等による支援なども積極的に活用することを含め、公的なサービス、民間によるサービ

ス、住民主体のサービス等、多様な社会資源によるサービスの提供体制を構築し、在宅生活の

支援を行います。 

 

③家族介護者支援③家族介護者支援③家族介護者支援③家族介護者支援 
市や地域包括支援センター、介護保険サービス事業担当職員等の相談業務を通じて、担当ケ

アマネジャーが介護の悩みなど相談に応じるとともに、介護負担軽減のためのサービス利用の

調整を図ります。 

また、家族介護者同士が交流する機会を設けるなど、関係機関・団体等と連携し支援を行い

ます。 
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第４節 住環境整備とバリアフリーの推進 

高齢者が長年住み慣れた地域で、たとえ介護が必要になっても安心して暮らしていくには、

住まいのバリアフリーや見守り、生活支援サービスといったサービス付きの住まいなど、高齢

者のニーズに対応した住まいの確保が求められています。 

在宅生活が困難な高齢者向けの施設・居住系サービスの基盤整備、サービス付き高齢者向け

住宅をはじめとする賃貸住宅の供給を図ります。また、住宅施策とも連携を図り、高齢者が安

心して居住できる支援策を推進していきます。さらに「北海道高齢者居住安定確保計画」では、

道内の高齢者の多様なニーズに対応した住まいとサービスの提供を図るため、住宅施策と福祉

施策が連携し、高齢者の住まいに係る施策を推進しており、この高齢者居住安定確保計画と連

携して、高齢者の住まいの確保に努めていきます。 

（１）多様な住まい方への支援 

①高齢者住宅等安心確保事業の推進①高齢者住宅等安心確保事業の推進①高齢者住宅等安心確保事業の推進①高齢者住宅等安心確保事業の推進 
大麻沢町道営住宅の高齢者世話付住宅（シルバーハウジング）の居住者に対して、生活援助

員を派遣します。 

 

《実績と計画》 

 実績値 計画値 

 平成 

24 年度 

 

25 年度 

 

26 年度 

 

27 年度 

 

28 年度 

 

29 年度 

派遣世帯数(世帯) 60 60 60 60 60 60 

※平成 26 年度は見込み値 

 

②高齢者向け公営住宅の整備②高齢者向け公営住宅の整備②高齢者向け公営住宅の整備②高齢者向け公営住宅の整備 
室内の段差解消や手すりの設置など、高齢者やその家族が安心して暮らせるようなユニバー

サルデザインの視点に立ち、安心して住み続けることができる住まいづくりを支援します。 

 

③住宅マスタープランとの整合③住宅マスタープランとの整合③住宅マスタープランとの整合③住宅マスタープランとの整合 
高齢社会における住まいや住環境のあり方などについて、中長期的な視点に立った総合的な

住宅施策の指針である「江別市住宅マスタープラン」との整合性を図り住環境の整備を進めて

いきます。 

 

④住環境の整備④住環境の整備④住環境の整備④住環境の整備 
高齢者やその家族が安心して暮らせるよう、新設される住宅の整備に当たって、段差解消や

手すりの設置等のバリアフリー化を推進します。あわせて、バリアフリー構造を有し、安否確

認や生活支援サービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」についても、事業者の参入

の動向に注視し、北海道とも連携をとりながら、整備状況の積極的な情報提供に努めます。 
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⑤介護保険施設・居住系サービス基盤の整備⑤介護保険施設・居住系サービス基盤の整備⑤介護保険施設・居住系サービス基盤の整備⑤介護保険施設・居住系サービス基盤の整備    

介護が必要になっても住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、介護保険施設及び居

住系サービスの基盤整備を計画的に進めていきます。 

 

（２）バリアフリーの推進 

①公共施設のバリアフリー化①公共施設のバリアフリー化①公共施設のバリアフリー化①公共施設のバリアフリー化 
高齢社会における生活環境は、ノーマライゼーションの理念に基づき、すべての市民が安心

して日常生活を送ることができるものでなければなりません。 

今後は、特に車イス等を使用する高齢者の増加が考えられることから、公共施設において、

スロープや手すりの設置、トイレの改良などを推進します。また、高齢者の社会参加の促進や

そのための移動を支援するため、エレベーターの設置等による公共施設の改善や公共交通機関

利用者の利便性の向上に努め、高齢者が安心して移動できる環境づくりを推進します。 

 

②誰もが利用しやすい道路・公園・緑地などの整備②誰もが利用しやすい道路・公園・緑地などの整備②誰もが利用しやすい道路・公園・緑地などの整備②誰もが利用しやすい道路・公園・緑地などの整備 
本市では、誰もが利用しやすい道路・公園などの施設整備を進めており、高齢者が楽しみと

安らぎを求めて外出する機会が増えることが予想されます。このため、いつでもくつろぐこと

のできる魅力ある都市環境づくりを推進するとともに、江別の豊かな自然と緑を生かしたうる

おいのある都市空間の創出が必要となることから、公園・緑地等の整備や既設公園等の再整備

にあたり、常に高齢者の利用に配慮した整備を推進します。 

 

（３）交通安全対策の推進 

①高齢者交通安全教室の開催①高齢者交通安全教室の開催①高齢者交通安全教室の開催①高齢者交通安全教室の開催 
高齢者の交通安全意識と交通マナーの向上を図るため、高齢者クラブとの連携や自治会の協

力を得ながら、高齢者交通安全教室等を開催するほか、交通安全家庭訪問を通じて夜間の交通

事故防止のための夜光反射材の配布に努めるなど、交通安全教育を推進します。 

 

②交通安全運動の継続的推進②交通安全運動の継続的推進②交通安全運動の継続的推進②交通安全運動の継続的推進 
高齢者をはじめ市民一人ひとりに交通安全思想の普及徹底を図り、交通ルールを徹底するほ

か、関係機関・団体との連携を強化し、市民総ぐるみの交通安全運動として継続的な展開を推

進します。 

 

（４）避難行動要支援者避難支援制度の実施 

障がいをお持ちの方や単身でお住まいの高齢の方、要介護３以上の認定を受けている方など

災害時に自力での避難が困難な方（避難行動要支援者）が避難の必要なときに孤立することを

防ぐため、地域の中でふだんからの声かけや見守り活動などの体制づくりを行う「避難行動要

支援者避難支援制度」を実施しています。制度への登録申し込みをすると、要支援者名簿に登

録されます。 
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第５節 生きがい・社会参加と協働のまちづくり 

高齢者の社会参加を通じた生きがいづくりや、 自身の望む暮らしの実現に繋がる取り組みを

推進します。社会参加には、「趣味活動の充実」「就業」「ボランティア」「地域住民との交流」

など多様な形態があります。こうした機会や情報を提供し、高齢者の社会参加を促すことによ

り、健康づくりや要介護状態の防止に繋げていきます。また、地域支えあい体制を推進する担

い手として、高齢者の参加や活動を促進します。 

（１）ボランティア活動の促進（社会福祉協議会との協働、高齢者クラブ活

動支援） 

高齢者の豊富な知識や経験は、ボランティア活動においても貴重な社会資源です。そのた

め、高齢者の積極的なボランティア活動への参加を促すとともに、高齢者の中からリーダーと

して活躍してもらえる方を発掘することも重要です。 

 

①社会福祉協議会の各種事業での協働①社会福祉協議会の各種事業での協働①社会福祉協議会の各種事業での協働①社会福祉協議会の各種事業での協働 
社会福祉協議会では、地域での市民参加による福祉活動を促進するために高齢者の自主的・

自発的なボランティア活動を支援していきます。また、社会福祉協議会が実施する各種事業に

おいて、高齢者やその関連団体との協働を推進します。 

 

②高齢者クラブ活動の支援②高齢者クラブ活動の支援②高齢者クラブ活動の支援②高齢者クラブ活動の支援 
現在、市内では 64 の高齢者クラブが、地域での高齢者の社会参加や社会奉仕の場として活

動しています。江別市高齢者クラブ連合会を核とした組織化をはじめ、単位クラブの演芸、ス

ポーツ、社会活動、健康づくり等の活動をサポートするため、高齢者クラブや高齢者クラブ連

合会に対する補助を継続するとともに、高齢者クラブ連合会と連携して各種事業などの企画を

進めていきます。 

 

③ボランティア活動の推進支援③ボランティア活動の推進支援③ボランティア活動の推進支援③ボランティア活動の推進支援 
本市には、高齢者の社会参加や生きがいづくりに、積極的に取り組む自治会やボランティア

団体が数多くあります。こうした取り組みに関する情報を積極的に発信し、高齢者の社会参加

を促進します。また、こうした取り組みを増やしていくため、取組意向のある自治会や団体等

に対して、積極的に支援していきます。 

 

④ボランティアの育成④ボランティアの育成④ボランティアの育成④ボランティアの育成 
高齢者の社会参加による生きがいづくりや健康づくり、要介護状態の防止とともに、地域の

支えあい体制の促進のためにボランティアの育成と活動の場の確保に努めます。 

多様なボランティア活動を進めていく上では、ボランティアポイント制度の活用も検討して

いきます。 
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（２）就労支援（シルバー人材センターへの支援） 

豊富な知識と経験をもつ高齢者は貴重な社会資源です。高齢者に対する就労の機会を提供し

ている江別市シルバー人材センターは、高齢者の自主的な活動を通じて会員の就業機会拡大に

よる福祉の向上を図り、多岐にわたる事業を展開するなど、活力ある地域社会づくりにおいて

その役割はますます重要になっています。 

今後の高齢社会においては、このような活力ある高齢者が地域との関わりの中で様々な形で

社会的役割を果たすことが重要と考えられます。 

市では、シルバー人材センターに対し今後も継続して支援していきます。 

 

（３）生涯学習・文化活動・スポーツ活動等の促進 

高齢者が生涯にわたって生きがいをもち、豊かな人生を過ごすために、学習活動等を通じて

積極的な社会参加を行うことが必要です。学習の成果は、地域社会において世代間交流・ボラ

ンティア活動等で生かされ、ふれあいのある快適な暮らしの実現に向けて重要な役割を果たす

と考えられます。 

本市では、江別市生涯学習推進協議会、NPO法人江別市文化協会、一般財団法人江別市ス

ポーツ振興財団などにより、自主的な生涯学習・文化活動等が盛んに実施されております。ま

た、市内に４つある大学との連携による生涯学習の場も提供されています。 

こうした取り組みを江別市独自の魅力として、あるいは地域の活力源として位置づけ、高齢

者の社会参加、さらには多世代交流を促進していきます。 

 

①蒼樹（そうじゅ）大学事業①蒼樹（そうじゅ）大学事業①蒼樹（そうじゅ）大学事業①蒼樹（そうじゅ）大学事業 
市内に住む 65 歳以上の方を対象に生きがいづくりや交流を目的とし、各種教養講座や専攻

講座を開催しています。 

 

②聚楽（じゅらく）学園補助金②聚楽（じゅらく）学園補助金②聚楽（じゅらく）学園補助金②聚楽（じゅらく）学園補助金 
蒼樹大学やその他の高齢者大学を卒業した方を対象に、自信と希望を持って充実した生涯を

過ごすために必要な学習をすることを目的とした同学園の自主運営を支援しています。 

 

③市民文化祭開催支援事業③市民文化祭開催支援事業③市民文化祭開催支援事業③市民文化祭開催支援事業 
江別市文化協会の主催により、毎年、文化の日を中心に、江別、野幌、大麻の各地区におい

て、舞台、展示、文芸、生活文化の各部門で日ごろの学習成果を発表しており、高齢者の参加

比率が高い事業となっています。 

 

④えべつ市民カレッジ（四大学等連携生涯学習講座）事業④えべつ市民カレッジ（四大学等連携生涯学習講座）事業④えべつ市民カレッジ（四大学等連携生涯学習講座）事業④えべつ市民カレッジ（四大学等連携生涯学習講座）事業 
市内の４大学と協働で開催する「ふるさと江別塾」に加え、各大学で開催している市民公開

講座と連携し「えべつ市民カレッジ」と位置付けて、受講者である市民が、問題意識と知識を

獲得し、まちづくりに生かすための学習の場として、各大学を会場にそれぞれ講座を開催して

います。 
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⑤高齢者ふれあい健康教室⑤高齢者ふれあい健康教室⑤高齢者ふれあい健康教室⑤高齢者ふれあい健康教室 
一般財団法人江別市スポーツ振興財団が主体となり、高齢者を対象にスポーツ教室を開催し

ています。 

 

（４）地域交流の促進 

①ふれあい入浴デー事業①ふれあい入浴デー事業①ふれあい入浴デー事業①ふれあい入浴デー事業 
江別浴場組合と協力し、65 歳以上の高齢者に公衆浴場を月に一度無料開放することで、地域

への外出機会を増やし、心身の健康保持と地域社会とのふれあいの増進を図ります。 

 

②愛のふれあい交流事業②愛のふれあい交流事業②愛のふれあい交流事業②愛のふれあい交流事業 
65 歳以上のひとり暮らし高齢者等を対象として、自治会が中心となり、声かけ・訪問等の生

活支援活動や地域交流の集い活動を行い、高齢者の孤立感の解消を図ります。 

 

③シルバーウィーク事業への参加促進③シルバーウィーク事業への参加促進③シルバーウィーク事業への参加促進③シルバーウィーク事業への参加促進 
シルバーウィーク事業での、さまざまな行事等を通じて外出機会を増加させることにより、

社会的孤立感を解消し、高齢者クラブ等の活動との接点を持つことにより、自宅に閉じこもり

がちな高齢者の社会参加の促進を図ります。 

 

④老人憩の家での地域交流④老人憩の家での地域交流④老人憩の家での地域交流④老人憩の家での地域交流 
高齢者が、地域の人とふれあい、多様な活動ができる場を提供するため、地域ごとに４か所

の老人憩の家を設置しており、今後も、活動しやすい環境を整備し利用を促進することで、高

齢者の心身の健康と福祉の増進を図ります。 

 

 

（５）福祉体験の場と機会の提供 

次代を担う子どもたちが地域社会の問題について理解を深め、自らの問題として取り組み、

やさしさとふれあいのある社会をつくりあげていくためには、福祉活動への参加が重要です。 

現在、福祉施設や社会福祉協議会等では、子どもたちが高齢者や障がいのある方等への理解

を深めるため、市内の児童・生徒・学生を対象に福祉体験の場と機会を提供しています。 

 今後は、社会福祉協議会等を窓口として、市内の小・中学校、高等学校、大学、専修学校、

福祉施設、ボランティア団体等とより一層の連携を図り、青少年の福祉への参加を促進しま

す。 
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第６節 在宅医療と介護の連携 

在宅医療・介護の連携推進は、介護保険制度の改正で、包括的支援事業のメニューとして制

度化されました。介護保険法の地域支援事業に位置付けられ、市が主体となり、関係機関等と

連携して、事業を取り組むことになります。 

本市では医療機関に対して、江別医師会と共同で在宅医療に関するアンケート調査を行い、

在宅医療に対する取組状況や意向、課題等を整理し、今後の介護と医療の連携強化につなげて

いけるよう、段階的に進めていきます。また、介護の観点からは、ケアマネジャー調査を行い、

医療と介護の連携の状況等の実態把握に努め、具体的な取り組みについて検討を進めます。 

今後、医療ニーズと介護ニーズの両面からの支援が必要な高齢者の増加が見込まれ、たとえ

疾病を抱えても、自宅等の住み慣れた生活の場で療養し、尊厳ある暮らしを続けるために、地

域における医療と介護の関係機関が連携し、包括的かつ継続的な在宅医療・介護の提供を目指

します。 

 

（１）在宅医療・介護連携の協議 

医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者に対して、在宅医療と介護サービスを一体的に

提供するための体制づくりが必要です。地域の医療機関と介護サービス事業者などの関係者の

連携を推進するため、多職種による協議会により検討を進めます。 

地域の医療・介護サービスの提供体制の強化についても検討をすすめ、医療・介護の関係機

関の協力を得て体制強化を目指します。 

また、医療、介護等に関する情報共有の仕組みづくりについて協議していきます。 

 

（２）地域の医療・介護サービス情報の把握と発信 

地域の医療機関、介護事業者等の情報を調査し、従来把握している情報と合わせ、地域の医

療・介護関係者や住民への有用な情報発信を目指します。 

 

 


