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第３章 基本理念と施策の体系 

１ 計画の基本理念 ～高齢者介護のあるべき姿～ 

令和７（2025）年には団塊の世代が75歳以上となり、ひとり暮らし高齢者や高齢者

のみ世帯、要介護認定者、認知症高齢者が増加することが予測されます。 

こうした中、すべての高齢者が生きがいに満ち、自立して暮らし続けるためには、必

要に応じて適切なサービスを受けられることが大切ですが、すべての高齢者を公的な福

祉サービスだけで支えることは難しい状況となってきています。そこで、「支え手」「受

け手」という関係を超えて、高齢者も含めた地域住民や地域の多様な主体が「我が事」

として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながることで、助け

合い、地域をともに創っていく「地域共生社会」の実現をめざすことが求められています。 

本計画の策定にあたり、前期計画の基本的考え方や趣旨を継承し、「高齢者の安心と自

立生活を実現するまち」を基本理念としました。今後、基本理念に基づく施策および事

業を積極的に展開していくためには、高齢者が支えられる立場だけでなく、支える立場

も担えるよう、地域の中で多様な主体による社会参加の機会の提供を推進します。そし

て、本町で暮らすすべての高齢者が、笑顔で元気に暮らせる社会を実現するため、地域

包括ケアシステムをより一層推進します。 

 

 

基本理念 

高齢者の安心と自立生活を実現するまち 

 

  



朝日町 

22 

２ 計画の基本目標 

基本目標Ⅰ 積極的な社会参加の促進 

高齢者が個々で持っている能力を活かし、地域で活躍することを通して生きがいを見

つけ、活動的に暮らしていけるまちづくりが必要となります。 

本町では、高齢者が趣味や特技、老人クラブなどの活動を通じて地域社会と交流でき

る場、これまでに得た技能や経験、知識を活かしたボランティア活動、就労活動を通じ

て地域や社会を構成する一員として社会貢献できる場の提供を推進していきます。 

 

基本目標Ⅱ 健康づくりと介護予防の一体的な取組 

住み慣れた地域で高齢者が自立した生活を実現するためには、まず健康寿命を延伸す

ることが重要です。主に生活習慣病の予防を通じて、健康寿命の延伸を図るとともに、

高齢者が主体的に健康増進できるよう、既存施設や人材等の地域資源の有効活用を図り、

地域ぐるみの健康づくりや自主的な健康づくり活動を育成、支援していきます。 

また、高齢者の生活機能を維持し、悪化を防止するために運動機能の維持に努めるな

ど、自立した生活を送ることができるよう、普及啓発や通いの場の充実、多職種による

連携等を図りながら自立支援、介護予防、重度化防止の取組を推進します。 

 

基本目標Ⅲ 高齢者を支える地域共生への環境づくり 

地域住民一人ひとりが、「支え手」「受け手」という関係に分かれることなく、互いに

支え合い、助け合う地域共生社会の実現をめざす必要があります。 

支援を必要とする高齢者が、生活の場である身近な地域において、住民同士のふれあ

いや助け合い、支え合いによる重層的な支援を受けながら生活できるよう、住民主体の

福祉活動に対して必要な支援や基盤づくりを推進します。 
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基本目標Ⅳ 地域包括ケアシステムの深化・推進 

高齢者が、できる限り住み慣れた地域で、在宅を基本とした生活を継続するためには、

多種多様な支援を切れ目なく提供できる仕組みづくりが重要となります。 

尊厳ある自分らしい生活を安心して継続できるよう、地域包括支援センターが中心と

なって、保健・医療・介護・福祉等と連携し、必要なサービスが一体となって切れ目なく

提供される「地域包括ケアシステム」の深化・推進を図ります。 

また、日常生活圏域の中で、介護保険制度による公的サービスだけでなく、その他の

多様な社会資源を活用できるよう、包括的かつ継続的に支援していきます。 

 

基本目標Ⅴ 持続可能な介護保険事業の基盤整備 

介護保険事業の推進には、要介護状態等となることの予防、軽減・悪化の防止といっ

た介護保険制度の理念を堅持し、高齢者が自身の能力に応じ自立した日常生活を営むこ

とができるよう支援するための質の高いサービスを提供する体制を整えることはもとよ

り、令和７（2025）年や令和22（2040）年も見据え、財源と人材をより重点的・効

率的に活用する仕組みを構築することにより、介護保険制度の持続可能性を確保するこ

とが重要です。 

高齢者が必要な介護保険サービスを受けることができ、地域で安心して住み続けられ

るよう、各種サービスの確保と充実を図るとともに、町内外の事業所等と連携を図りな

がら、利用者の多様なニーズに対応した適切なサービス提供体制に努めます。 

また、効果的・効率的な介護給付、介護保険事業の運営の適正化を図りながら介護保

険制度の信頼感を高め、持続可能な介護保険制度の構築につなげます。 
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３ 施策体系 

 

基
本
理
念 

 

高
齢
者
の
安
心
と
自
立
生
活
を
実
現
す
る
ま
ち 

基本目標Ⅰ 
積極的な社会参加の促進 

１ 高齢者の多様な社会参加への 
支援 

基本目標Ⅱ 
健康づくりと介護予防の 
一体的な取組 

１ 高齢者の保健事業と介護予防の 
一体的な実施 

２ 自立支援、介護予防・重度化 
防止に向けた取組 

基本目標Ⅲ 
高齢者を支える地域共生への 
環境づくり 

１ 生活支援事業の充実 

２ 自立生活への支援 

３ 地域における支え合いの推進 

４ 安心できる生活環境の充実 

基本目標Ⅳ 
地域包括ケアシステムの 
深化・推進 

１ 地域包括ケアシステムを支える 
人材の確保及び資質の向上 

２ 地域包括支援センターの機能 
強化 

３ 在宅医療と介護の連携 

４ 認知症施策の推進 

５ 生活支援・介護予防サービスの 
基盤整備 

６ 地域ケア会議の推進 

基本目標Ⅴ 
持続可能な介護保険事業の基盤整備 

１ 利用者本位によるサービス提供 

２ 介護保険者機能の強化 

３ 介護人材の確保 

４ 介護給付サービスの計画的な 
提供体制 
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