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地域支え合い包括ケアシステムの推進【イメージ図】

高齢化のさらなる進行。
2040年、高齢者割合が36.6％に

　宇部市では、2040年には総人口は163,544人（2020年4月1日現
在）から約140,000人に、高齢者割合は33.1％から36.6％に増加する
見通しです。

第7期計画では、
「地域支え合い包括ケアシステム」の
充実に向け取組みを推進

　「地域支え合い包括ケアシステム」をさらに深化・推進し、地区単
位の「地域支え合い会議」を中心に、住民、コミュニティ団体、医療
介護施設、民間事業所等が連携し、地域共生社会の構築に取り組
んでいます。

2025年・2040年を見据え
第８期計画を策定

　本市を取り巻く７つの課題を設定し、この課題に対応する計画として策定しました。

　以下の基本理念のもと、「健やか」、「生きがい」、「尊厳」、「安心」の４つの柱に「基盤づくり」を加えた５つの施策分
野・基本目標を設定し、施策・取組みを推進します。

　いわゆる団塊の世代すべての人が75歳以上の高齢者となる
2025年、人口構造の変化が顕著になる2040年を見据え、認知症高
齢者やひとり暮らし高齢者の増加といった社会構造の変化や介護
人材の確保、業務改善といった新たな課題に対応した計画として、
本計画を策定します。

　2025年、2040年の人口減少、少子高齢化の進む社会を見据え、
高齢者が健康で「元気」に自分らしく「活躍」し、住み慣れた地域で
「イキイキ」と安全に安心して暮らし続けることができるように、子ど
もから高齢者まで障害がある人もない人も誰もが世代を超えて支
え合い、共にまちづくりを進める、宇部市の実現を目指します。

高齢者が「元気」「活躍」「イキイキ」と
世代を超えて支え合う、地域共生のまち・うべ

第8期宇部市高齢者福祉計画【概要版】
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課題 1 課題 2
介護・支援を
必要とする人の
割合が高くなる

15年後、高齢者の
４人に１人が

認知症高齢者となる

課題 3
在宅で通所介護を
必要とする人が
多くいる

課題 4
85歳以上の高齢者が
閉じこもり、

運動機能低下の
傾向がある

課題 7
在宅での
高齢者及び
介護者への支援

課題 6
趣味・生きがいの無い、
活躍の場を求める
高齢者への対応

課題 5
地域での

健康づくり活動等の
参加者が少ない

概要版

第８期宇部市高齢者福祉計画【概要版】

■５つの基本目標を達成するため、地区単位の「地域支え合い会議」を中心に、住民、コミュニティ団体、医療介護施設、民
間事業所等が連携し、地域の特性や資源を活用して、地域共生社会の実現に向けて取り組みます。
　さらに、地域での取組みを市全体の取組みへつなげることにより「地域支え合い包括ケアシステム」を充実していきます。 第８期宇部市高齢者福祉計画



計画・施策の全体像計画・施策の全体像 高齢者が｢元気」｢活躍」｢イキイキ」と世代を超えて支え合う、地域共生のまち・うべ基本
理念

重要
施策 地域支え合い包括ケアシステムの推進 認知症施策の推進 介護職等の人材定着支援の推進と

「新しい生活様式」での事業実施
保健事業と介護予防の一体的な実施の
推進と「通いの場」のさらなる活用
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尊 厳
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づくり

基本目標１

基本目標２

基本目標３

基本目標４

基本目標５

❶健康長寿を目指して、地域ぐるみで健康づくりや介護
予防の取組みを充実させます。

取組１
高齢期の疾病予防と
健康づくりの推進

取組２

介護予防に関する
正しい知識の普及と実施

事業・活動

□はつらつ健幸ポイントの登録推進 □地区の健康づくりプランの推進
□スポーツコミッションとの連携 □特定健康診査及び後期高齢者の健康診査の受診促進
□がん検診の受診促進（胃、大腸、肺、子宮、乳、前立腺） □まちかど健康情報ステーションの充実

□歯・口腔ケアの推進体制の整備 □地域の通いの場を生かした介護予防の取組みの強化　
□保健事業と介護予防の一体的な実施の推進【新規】

取組１

自助・互助・共助の推進と
高齢者が活躍し続けられる
環境整備

事業・活動

□生きがい就労の推進 □元気・安心・地域づくり事業の推進
□シルバー人材センターとの連携 □老人クラブとの連携

取組１

高齢者虐待防止と
権利擁護、終活の推進

事業・活動

□高齢者虐待防止に関する啓発と対応の強化 □成年後見制度・権利擁護事業の利用促進
□消費者被害の防止・対策の強化 □「終活」に関する啓発と支援
□身近な法律相談場所の設置

取組１
地域支援体制の強化

事業・活動

□地域支え合いの推進 □多様な移動手段の確保と支援
□地域福祉活動の拠点づくりの推進 □福祉なんでも相談の機能強化
□見守り体制の強化（日常、災害時、防犯等） □見守り安心コールサービスの実施
□介護家族への支援体制の充実

取組１
介護保険制度の運営

事業・活動

□介護保険制度に関する情報発信の充実 □地域密着型サービス事業所の指導・監督
□居宅介護支援事業所の指導・監督 □介護給付等適正化の促進
□高齢者総合相談センター（地域包括支援センター）の体制強化

取組２

業務改善と人材の
定着支援

□福祉・介護職の人材発掘と就業の促進、定着、質の向上　□ロボットやICT活用による事業者の業務改善支援
□申請様式・手続きの簡素化・標準化による業務効率化【新規】

取組３

災害や感染症対策の体制
整備と新しい生活様式の実践【新規】

□事業者と連携した防災対策【新規】 □事業者と連携した感染症対策【新規】
□「新しい生活様式」への対応とデジタル活用【新規】

取組２

介護予防・日常生活
総合事業と介護サービス
の充実

□安心して利用するための事業者情報の公表 □介護予防専門職の派遣
□介護予防・生活支援サービスの充実（栄養改善・移動支援など）
□介護サービスの充実（地域密着型サービスなど）

取組３ 医療と介護の連携 □医療・介護連携の推進 □在宅療養の支援体制の充実

取組４ 住環境の整備
□生活支援ハウス、養護老人ホームへの入所支援等 □シルバーハウジングへの生活援助員の派遣
□住宅セーフティーネット制度による住まいの確保を支援

取組２
認知症高齢者支援
（認知症バリアフリーの推進）

□相談・支援体制の強化 □認知症高齢者と家族介護者への支援の充実
□認知症に関する理解促進と本人発信支援 □地域の力を生かした見守り体制の充実
□認知症予防の取組み強化

取組３ 障害と介護の連携 □障害に関する理解促進　　　□障害と介護、相談調整機関、サービス事業所等の連携強化

目標指標

はつらつ健幸ポイント
登録者数

2020年度（令和２年度）
実績（見込み）

2023年度
（令和５年度）

2,500 人 8,300 人

特定健診受診率 36.0％ 60.0％

歯周病検診受診者数 600 人 1,000 人

通いの場等へのリハビリテー
ション専門職派遣件数 ３件 50 件

週 1 回以上の通いの場の参加率
（参加者数／高齢者人口） 0.7％ 1.0％

目標指標

シルバー人材センター
会員数

2020年度（令和２年度）
実績（見込み）

2023年度
（令和５年度）

1,213 人 1,300 人

うべシニア大学修了者数
（累計） 27 人 120 人

目標指標

宇部市成年後見センター
新規相談件数

2020年度（令和２年度）
実績（見込み）

2023年度
（令和５年度）

200 件 260 件

認知症カフェの
設置個所数 14か所 24か所

見守り愛ネット事業配信
メール受信登録者数 8,316 人 12,000 人

目標指標

サロン等の地域福祉活動
拠点数

2020年度（令和２年度）
実績（見込み）

2023年度
（令和５年度）

212か所 220か所

見守り愛ネット登録団体
数（累計） 80 団体 110 団体

通いの場等へのリハビリテー
ション専門職派遣件数 3件 50 件

目標指標

介護給付等適正化の促進
（ケアプラン点検事業所数・住宅
改修の点検数：累計）

2020年度（令和２年度）
実績（見込み）

2023年度
（令和５年度）

ケアプラン点検事業所
：48 事業所

住宅改修の点検数
：80 件

ケアプラン点検事業所
：108 事業所

住宅改修の点検数
：140 件

介護職員等の人材確保の
人数（累計） 43 人 118 人

介護施設等の業務継続計
画の策定割合 - 100％

第８期宇部市高齢者福祉計画【概要版】

❶高齢者が、これまで培ってきた知識や経験を生かして
生涯現役で活躍する環境づくりを推進します。
❷子どもから高齢者まで多世代が支え合うための担い手
づくりを促進します。
❸社会貢献活動や健康づくり活動など社会参加の場を
創設し生きがいづくりや活躍を促進します。

❶高齢者が、日常生活や終末期に必要な事項を自分で決
定し、その意思を受け止め、尊重できる社会づくりを推
進します。
❷高齢者になっても、障害があっても、安心して暮らせる
地域ぐるみの支援体制を整備します。
❸早期や事前に相談することで、認知症の予防や悪化防
止の取組みを充実します。

❶地域の連帯で見守りネットワークなど地域の多様な主
体を活用したきめ細やかな生活支援・介護予防サービ
スを充実します。
❷どこにいても、高齢者が地域との関わりを持ち、安心・安
全に暮らせる住まいの確保を促進します。

❸医療と介護の連携をさらに推進し、希望する在宅療養を
受けることができる体制づくりを推進します。

❹安定的な介護サービス提供が維持されるよう取り組み
ます。

❶介護保険制度の安定的かつ円滑な運営を行います。
❷高齢者総合相談センター（地域包括支援センター）の
機能強化を図ります。
❸介護人材の確保に向けて、介護職の魅力を広く周知します。
❹市民の不安の軽減を図るため、災害や感染症対策に
取り組みます。
❺きめ細やかな実態把握と情報発信の仕組みを整備し
ます。


