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第第第第３３３３章章章章    高齢者高齢者高齢者高齢者福祉福祉福祉福祉計画計画計画計画 

    

○○○○目標目標目標目標１１１１    活力活力活力活力あるあるあるある高齢社会高齢社会高齢社会高齢社会のののの実現実現実現実現            

施策施策施策施策ⅠⅠⅠⅠ    高齢者高齢者高齢者高齢者のののの積極的積極的積極的積極的なななな社会参加社会参加社会参加社会参加 

 

（（（（１１１１））））    老人老人老人老人クラブクラブクラブクラブ活動活動活動活動へのへのへのへの支援支援支援支援    

                        老人クラブは、今後の地域社会の中で重要な役割を担う組織であ

り、高齢者の生きがいづくりや健康づくり、奉仕活動等の社会活動

を推進していくうえで、積極的な役割が期待されます。その役割を

果たすために老人クラブの自主性を最大限に尊重しつつ、老人クラ

ブ連合会、単位老人クラブと連携を図りながら、老人クラブ活動を

支援します。 

 

            老人クラブ加入者の推移 

   年度   クラブ数   加入者数  ６０歳以上人口  加入率 

 Ｈ１８   ９１   ４，６６８人   ２３，４０９人 １９．９％ 

 Ｈ１９    ９１   ４，５１７人   ２３，８９１人 １８．９％ 

 

◆能代地域・二ツ井地域の単位老人クラブ補助金の補助率の統一を進

めます。 

◆老人クラブ連合会には、地域の高齢者活動の中心的な役割も期待し、

その活動を支援します。 

            

（（（（２２２２））））    敬老会敬老会敬老会敬老会（（（（式式式式））））のののの開催開催開催開催 

敬老会（式）を開催し、高齢者同士がお互いの長寿と健康をお祝 

いするとともに、高齢者が集い、交流する機会を設けます。 

 

   年度           参加人数  

     能代地域    二ツ井地域 

    全体   ３地区    １１地区 

 Ｈ１８    ３９６人   ４２５人    １，３２７人 

 Ｈ１９    ２４１人   ３８８人    １，１６０人 

     

     ◆能代地域・二ツ井地域の対象年齢や実施方法の統一について検討を

進めます。 
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（（（（３３３３））））    青空青空青空青空デイサービスデイサービスデイサービスデイサービス事業事業事業事業のののの実施実施実施実施    

一人暮らし高齢者等に比較的軽易な農作業を体験させ、閉じこも

りを防止し、交流の場を提供する青空デイサービス事業を実施しま

す（地域支援事業）。 

 

◆当面は、既存の農地等を利用しながら、実施団体や指導者、参加

者の輪を広げ、市民の自主的な活動を促進します。また、農作物

の加工、販売等の可能性についても検討します。 

 

 （（（（４４４４））））    生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習のののの充実充実充実充実    

         「生涯学習の場」や「地域づくり」の拠点として、高齢者施設の

利用を促進します。また、公民館、体育館等における寿大学、シル

バースポーツの日交流会などの様々な事業の推進を支援するほか、

サークル、老人クラブ等の勉強会等へ講師を派遣するなど、高齢者

の学習意欲の向上に努めます。（一部地域支援事業として実施） 

 

      主な生涯学習関連事業（Ｈ１９） 

       事業名      開催数  参加人数 

 寿大学（能代地域）  各公民館毎１０回  １，４３４人 

 松寿大学（二ツ井地域）        ５回 ６７６人 

 シルバースポーツの日交流会       月２回  １，６４３人 

 趣味講座       ４８回  １，２９２人 

 ゲートボール大会        ２回    １２５人 

 健康づくりスポーツ大会        １回  １，０００人 

 高齢者芸能発表の集い        １回    ８００人 

 老人クラブ優良会員表彰・ 

 芸能発表大会 

   

  １回    ８６０人 

 高齢者寿作品展        １回    １８７人 

              

   （（（（５５５５））））    高齢者就業高齢者就業高齢者就業高齢者就業のののの支援支援支援支援    

      シルバー人材センターは高齢者が地域社会の活動と密接な連携を保

ちながら、豊かな経験と能力を生かし、相互協力のもと、働くことを

通じて「社会参加」「生きがいの増進」に寄与することを目的として

設立され、会員の自主性・主体性を最大限に発揮させながら、各種事

業を推進し、高年齢者の就業機会の提供を行っています。 

        また、「団塊の世代」がシルバー人材対象年齢となってきているこ

とから、就業先の拡充確保が求められます。 

     また、公共職業安定所等の関係機関と連絡をとりながら高齢者の就

労支援に努めます。 
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        シルバー人材センターの運営費、各種事業費の助成 

   年度   助成額  

 Ｈ１８ １０，８６０千円 

 Ｈ１９ １０，２４３千円 

  

      シルバー人材センター登録会員数 

   年度   登録人数    男   女  

 Ｈ１８   ３９１人   ３０９人 ８２人 

 Ｈ１９   ３９６人   ３０８人 ８８人 

 

 

○○○○目標目標目標目標１１１１    活力活力活力活力あるあるあるある高齢社会高齢社会高齢社会高齢社会のののの実現実現実現実現    

        施策施策施策施策ⅡⅡⅡⅡ    自立生活自立生活自立生活自立生活のののの支援支援支援支援（（（（介護保険法定以外介護保険法定以外介護保険法定以外介護保険法定以外）））） 

     

（（（（１１１１））））    高齢者福祉高齢者福祉高齢者福祉高齢者福祉サービスのサービスのサービスのサービスの見直見直見直見直しししし    

       高齢になっても住み慣れた地域で安心して暮らせる社会を実現し

ていくため、高齢者が要介護の状態になることを予防する施策や在

宅生活を継続するうえで何らかの支援が必要な要援護高齢者に対す

る施策を展開します。 

        高齢化の進展や厳しい財政状況が見込まれる中、すべてのサービ

ス水準を維持することは困難であり、市民ニーズの把握や事業効果

の検証をしながら、より効果的な事業については重点的に取り組む

ことが出来るよう、持続可能なサービスへの転換を図ります。 

また、高齢者が在宅で自立した生活を継続できるよう、地域包括

支援センター、民生・児童委員、社会福祉協議会、老人クラブ、自

治会、ボランティア等による支援体制の整備を図ります。 

 

アアアア    在宅生活在宅生活在宅生活在宅生活をををを続続続続けるためのけるためのけるためのけるための支援支援支援支援    

    

      ①①①①住宅改修費住宅改修費住宅改修費住宅改修費のののの助成助成助成助成    

         移動に不安のある要介護認定を受けた高齢者が、自己の住居を

日常生活に配慮した仕様に改造する場合に費用の一部を助成し

ます。 

 

   年度   件数      助成額  

 Ｈ１８ ６件  １，３５１，０００円 

 Ｈ１９ ３件       ６７７，０００円 

 

       ◆補助率、助成限度額の見直しを進めるとともに、個々の高齢者

の状況に即した必要な改修か検証します。 
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      ②②②②生活支援生活支援生活支援生活支援ハウスハウスハウスハウス    

        一人暮らし及び夫婦のみの世帯に対して、介護支援機能、居

住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、高齢者が

安心して健康で明るい生活を送れるよう支援します。  

 

   年度    実人数  延べ人数  

 Ｈ１８ １１人   ４８人 

 Ｈ１９ ８人   ４５人 

 

         ③③③③軽度生活援助軽度生活援助軽度生活援助軽度生活援助サービスのサービスのサービスのサービスの実施実施実施実施    

             自立した生活を支援するため、シルバー人材センター等を活

用し、一人暮らし高齢者等に日常生活上の軽易な援助を行いま

す。 

      

   年度    利用人数   利用券利用枚数  

 Ｈ１８  １，３２０人   ７，４１６枚 

 Ｈ１９  １，３６５人   ８，４６６枚 

 

◆対象者の条件、利用者負担額の見直しを検討します。 

      ◆事業委託先の拡大やボランティアの活用、高齢者同士の相互助

け合いなどの新たな仕組みも検討します。 

 

         ④④④④緊急通報装置緊急通報装置緊急通報装置緊急通報装置・ふれあい・ふれあい・ふれあい・ふれあい安心電話安心電話安心電話安心電話システムのシステムのシステムのシステムの設置設置設置設置    

             一人暮らし高齢者等の急病等緊急時に、迅速かつ適切な対応

が図れるよう電話回線を利用した緊急通報装置を貸与します。

 また、ふれあいコールを行い、安否確認するとともに、生活

不安解消のための相談に応じます。 

 

   年度   設置台数  非常通報   相談等  

 Ｈ１８  ５１５台   ５９件 ３４８件 

 Ｈ１９  ５１０台   ７６件 ３６７件 

 

   ◆能代地域と二ツ井地域の通報先やふれあいコールなどのサービ

スの違いの解消について検討します。 

 

         ⑤⑤⑤⑤訪問理容訪問理容訪問理容訪問理容サービスのサービスのサービスのサービスの実施実施実施実施    

        在宅の寝たきり等で理髪店に行けない市民税非課税高齢者の

衛生管理のため、理容師を派遣して理髪を行います。 
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   年度   利用者数   利用券利用枚数    利用金額  

 Ｈ１８  １２１人     ２７０枚  ８９１，０００円 

 Ｈ１９   ７７人     ２３６枚  ７７８，８００円 

 

◆理容師への委託料の額や利用者の自己負担、対象者の条件等の見

直しを検討します。 

 

⑥⑥⑥⑥高齢者高齢者高齢者高齢者のののの外出支援外出支援外出支援外出支援事業事業事業事業    

        一般の交通機関を利用することが困難な在宅の寝たきりなど

の高齢者を、移送車両により送迎します。 

   年度   延べ利用人数（能代）  延べ利用人数（二ツ井）  

 Ｈ１８     １６９人        １，６０４人 

 Ｈ１９       ７２人        １，５４１人 

 

◆能代地域は平成１９年度で廃止しており、二ツ井地域の利用者

の条件や交通事情等も勘案しながら、事業の見直しを検討しま

す。 

 

⑦⑦⑦⑦家族介護用品支給事業家族介護用品支給事業家族介護用品支給事業家族介護用品支給事業    

おむつ使用者を介護する家族に、おむつ等の購入費の全部又

は一部を助成します。（地域支援事業） 

 

   年度   利用者数   利用券利用枚数  

 Ｈ１８  ６８８人   ５，４６７枚 

 Ｈ１９  ７１６人   ５，４５９枚 

 

◆利用対象者の条件、助成額の見直しを検討します。 

       

⑧⑧⑧⑧徘徊高齢者家族支援徘徊高齢者家族支援徘徊高齢者家族支援徘徊高齢者家族支援サービスサービスサービスサービス事業事業事業事業    

徘徊探知機能を有した機器を、家族が購入する場合に、その

初期費用を助成します。（地域支援事業） 

      （初期費用：機器代、加入手数料。※使用料は、利用者負担。） 

 

   年度   利用者数    助成金額 

 Ｈ１８   ２人   １４，３８５円 

 Ｈ１９   ０人        ０円 

 

◆利用者数が減っており、事業の周知に努めるとともに、事業の 

あり方について検討します。 
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イイイイ    生生生生きがいづくりきがいづくりきがいづくりきがいづくり等等等等のののの支援支援支援支援    

 

①①①①はり・きゅう・マッサージはり・きゅう・マッサージはり・きゅう・マッサージはり・きゅう・マッサージ施術助成施術助成施術助成施術助成事業事業事業事業    

             高齢者（６５歳以上）の健康とさわやかな生活を確保するた

め、助成券を交付し、はり・きゅう・マッサージ施術費を助成

します。 

  

   年度    人数  利用枚数    助成額  

 Ｈ１８  １９５人  ８４６枚  ６７６，８００円 

 Ｈ１９   １６２人  ７３８枚  ５９０，４００円 

 

      ◆健康の保持や機能回復、閉じこもりの防止などの介護予防の効

果や、利用者のニーズを検証しながら、事業のあり方について

検討します。 

 

②②②②シルバーパスシルバーパスシルバーパスシルバーパス事業事業事業事業    

        高齢者がバスに１回１００円で乗車できるパスを発行し、高

齢者の外出を支援します。（二ツ井地域に限ります。） 

 

平成１９年度発行者数 １，０６３人（二ツ井地域の７０歳以

上の高齢者３１．３％） 

 

      ◆二ツ井地域の交通事情を勘案し、市全域の交通運輸対策と一体

的に事業のあり方を検討します。 

 

     ③③③③百歳百歳百歳百歳長寿祝事業長寿祝事業長寿祝事業長寿祝事業    

        市内に１０年以上居住し、満１００歳を迎えた人の誕生日に

訪問し、お祝い状と記念品を贈呈します。 

 

   年度   人数               備 考 

 Ｈ１８   ０人 二ツ井地域は、数え１００歳以上の者６人に賞

詞とお祝い金１０万円贈呈 

 Ｈ１９   ９人 約５万円相当の記念品贈呈 

 

 

④④④④地域福祉活動補助事業地域福祉活動補助事業地域福祉活動補助事業地域福祉活動補助事業    

ボランティア団体などが実施する「在宅福祉の普及・向上に

資する事業」「健康・生きがいづくりの推進に資する事業」「ボ

ランティア活動の活発化に資する事業」に対し、福祉基金を財

源として補助金を交付します。 
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◆対象事業・補助率の見直しについて検討します。 

 

⑤⑤⑤⑤青空青空青空青空デイサービスデイサービスデイサービスデイサービス事業事業事業事業のののの実施実施実施実施（（（（再掲再掲再掲再掲））））    

一人暮らし高齢者等に比較的軽易な農作業を体験させ、閉じ

こもりを防止し、交流の場を提供する青空デイサービス事業を

実施します（地域支援事業）。 

 

◆当面は、既存の農地等を利用しながら、実施団体や指導者、参

加者の輪を広げ、市民の自主的な活動を促進します。また、農

作物の加工、販売等の可能性についても検討します。 

 

    （（（（２２２２））））    福祉施設整備福祉施設整備福祉施設整備福祉施設整備のののの推進推進推進推進及及及及びびびび見直見直見直見直しししし    

 

    ①①①①養護老人養護老人養護老人養護老人ホームホームホームホーム    

      指定管理者が管理運営している「養護老人ホーム松籟荘」と一部

事務組合の「養護老人ホームやまもと」（三種町）の２施設があり

ます。また、秋田市の養護老人ホーム（盲）「松峰園」にも能代市

の方が入所しています。 

 

     ○入所の状況 

       家庭、居住環境や経済的理由により、在宅生活が困難な方が入

所していますが、入所が長期化するにつれて身体機能が低下する

方もあり、こうした入所者にも対応できる施設機能が求められて

います。 

 

     措置人員 

  年度   松籟荘   やまもと（三種町）   松峰園（秋田市）  

能代市  市外   能代市（二ツ井地域）     能代市 

 Ｈ１８   ５８  １２         ６       ２ 

 Ｈ１９   ５９  １１         ４       ２ 

 

     ◆入所判定委員会の専門的・客観的な意見を参考に、入所の可否及

び入所順位を決定します。 

     ◆生活管理指導短期宿泊事業（ショートステイ）の受け入れ先とし

ても活用します。 

 

        ○サービスの質の向上 

        利用者にとっては、施設が生活の本拠となるため、利用者の

生活習慣やニーズを適切に把握する必要があります。 
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     ◆指定管理者制度を導入した松籟荘の管理運営について指導・監督

し、サービスの向上及び経費の節減に努めます。 

       ◆入所者が要介護状態になっても安心して生活できるよう、特定施

設の指定を受け、入所者の状態に応じた介護サービスの利用につ

いても進めます。 

 

②②②②軽費老人軽費老人軽費老人軽費老人ホームホームホームホーム（（（（ケアハウスケアハウスケアハウスケアハウス））））    

○施設の整備状況 

            二ツ井地域に１施設があり、特別養護老人ホームに併設され

ています。 

 

      ○施設の入居状況 

  年度   入居率（定員１５名）  

 Ｈ１８   ９５．３％ 

 Ｈ１９   ９９．２％ 

 

      ◆今後、需要に応じた社会福祉法人等における施設整備の取組を促

進します。 

 

③③③③老人憩老人憩老人憩老人憩のののの家家家家（（（（白白白白濤亭濤亭濤亭濤亭））））    

高齢者の憩いと研修の場として設置され、入浴もできる施設で

す。    

 

   年度   利用人数  １日平均  

 Ｈ１８  １０，６３９人  ３５．１人 

 Ｈ１９ １１，５０１人 ３７．８人 

 

 ◆指定管理者制度の導入により、サービスの向上及び経費の節減に

努めていますが、施設の老朽化が進み、維持費がかかることから、

今後の施設のあり方も含め、検討を進めます。    

    

                    ④④④④保坂福祉会館松寿園保坂福祉会館松寿園保坂福祉会館松寿園保坂福祉会館松寿園    

       故保坂民治氏の寄附の趣旨に基づき、高齢者福祉の向上を図る

ため設置され、高齢者に憩いと研修の場を提供。老人クラブ活動

の拠点施設となっています。 

 

   年度   利用人数  １日平均  

 Ｈ１８ １３，８６５人 ４５．０人 

 Ｈ１９ １４，０４０人 ４５．７人 
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 ◆指定管理者制度の導入により、サービスの向上及び経費の節減に

努めています。 

 

⑤⑤⑤⑤高齢者高齢者高齢者高齢者保養保養保養保養センターセンターセンターセンター（（（（松風荘松風荘松風荘松風荘））））    

   高齢者の低廉で健全な保養の場として設置され、入浴、宿泊も

できる施設です。 

 

   年度   利用人数    日帰り   宿泊  

 Ｈ１８ ４，７８５人  ４，４２４人  ３６１人 

 Ｈ１９ ５，０９５人  ４，６２７人  ４６８人 

 

 ◆利用者数の増加に向けた取組や、敷地を利用した青空デイサービ

  ス事業の実施について検討を進めます。 

◆施設の老朽化が進み、維持費がかかることや、宿泊は地域住民以

外の利用が多いことなどから施設のあり方も含め、検討を進めま

す。 

    

⑥⑥⑥⑥能代能代能代能代ふれあいプラザふれあいプラザふれあいプラザふれあいプラザ（（（（サンピノサンピノサンピノサンピノ））））及及及及びびびび高齢者友愛高齢者友愛高齢者友愛高齢者友愛センターセンターセンターセンター    

                能代ふれあいプラザは、在宅福祉の拠点として（老人デイサー

ビスセンター、地域包括支援センター等）、また、中心市街地へ

の定住化の促進（市営住宅）や、世代間交流の促進（保育所・高

齢者友愛センター）を目指して建設された複合施設です。 

高齢者友愛センターは、高齢者の生きがいと健康づくり活動や

高齢者の交流促進等のほか、地域包括支援センターの介護予防事

業にも活用されています。 

 

高齢者友愛センターの利用状況 

           年度   利用人数  

 Ｈ１８ ５，３５０人 

 Ｈ１９ ７，８９１人 

    

⑦⑦⑦⑦二二二二ツツツツ井町井町井町井町総合総合総合総合福祉福祉福祉福祉センターセンターセンターセンター（（（（ふっちゃんふっちゃんふっちゃんふっちゃん））））    

                生活支援ハウスを併設し、相談事業や福祉情報の提供等を総合

的に行うほか、入浴もできる施設です。 

 

   年度   利用人数  

 Ｈ１８ １１，９８５人 

 Ｈ１９ １１，４４４人 
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 ◆指定管理者制度の導入により、サービスの向上及び経費の節減に

努めていますが、生活支援ハウスとともに今後の施設のあり方も

含め、検討を進めます。 

 

⑧⑧⑧⑧生活支援生活支援生活支援生活支援ハウスハウスハウスハウス（（（（再掲再掲再掲再掲））））    

一人暮らし及び夫婦のみの世帯に対して、介護支援機能、居住

機能及び交流機能を総合的に提供することにより、高齢者が安心

して健康で明るい生活を送れるよう支援します。二ツ井町総合福

祉センターに併設されています。  

 

   年度    実人数  延べ人数  

 Ｈ１８ １１人  ４８人 

 Ｈ１９ ８人  ４５人 

    

 ◆指定管理者制度の導入により、サービスの向上及び経費の節減に

努めていますが、二ツ井町総合福祉センターとともに今後の施設

のあり方も含め、検討を進めます。 

    

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


