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第５章 基本目標を達成するための施策 

１ 住み慣れた環境で活躍できる社会の実現 

（１）社会参加の促進と高齢者の生きがいの創出 

高齢者の趣味嗜好が多様化する中で、より多くの高齢者が社会参加の意欲を

持ち、自分に合った活躍の場を見つけることができるように、身近な場所で誰

もが気軽に学習・スポーツ等を通じて、心の豊かさや生きがいが得られる機会

を提供し、高齢者の社会参加を促します。 

さらに、人材需要が予想される高齢者向けの生活支援ニーズや、高齢者の社

会参加への意識を把握したうえで、生活支援に取り組む団体同士が協力し、意

欲ある人材の育成や紹介を行う等、効果的、効率的に人材と活躍の場を結びつ

ける方法の検討を行います。 

 

① 多様な生きがい活動への支援 

○「学びキャンパスせと」・「大学コンソーシアムせと」による講座の充実 

【事業内容】 

「学びキャンパスせと」では、知識や技術等、自分の得意なことを教えたい方が講

師となり、参加しやすい環境づくりに加えて、興味・関心の幅を広げられるような学

びの場を提供します。 

「大学コンソーシアムせと」では、加盟する５つの大学が、それぞれ特徴のある生

涯学習講座を実施します。 

【今後の方針】 

高齢者の趣味嗜好が多様化していることから、講座参加者のアンケート結果等を参

考に、時代や市民のニーズに沿った魅力的で多彩な講座を計画し、高齢者の学びの場、

活躍の場を広げていきます。 

 

○地区公民館・地域交流センターによる生涯学習事業の充実 

【事業内容】 

地域における生涯学習を推進するため、地区公民館及び地域交流センター自らが企

画し、実施する生涯学習事業に対し、補助又は委託を行います。 

【今後の方針】 

地区公民館、地域交流センターにおける生涯学習講座については、地域による自主

運営が実施されています。今後さらに地域ニーズにあった講座や、地域課題を解決す

るための講座の開設を推進していきます。 
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○総合型地域スポーツクラブ活動事業の支援 

【事業内容】 

健康づくりに対するニーズに応えるため、地域住民を対象としたスポーツ教室等を

開催する「総合型地域スポーツクラブ」の活動を支援します。 

なお、同クラブにおける高齢者向けの教室では、ミニテニス・カローリング・ノル

ディックウォーキング・スポーツ吹き矢・スナッグゴルフ等を実施しています。 

【今後の方針】 

該当団体と情報連携を行うことで課題等を把握し、引き続き事業を支援します。 

 

○生涯スポーツ教室及び大会の充実 

【事業内容】 

地域住民を対象としたスポーツ教室の開催と、中高年を対象としたシニアスポーツ

交流大会を実施します。シニアスポーツ交流大会では、ミニテニス及びカローリング

の競技を通して、中高年がスポーツに親しむ機会を提供し、健康づくりの機会を創出

します。 

【今後の方針】 

平成29年度の大会で6回目の開催を迎え、地域に定着しつつあります。今後新たな競

技種目の模索や教室の開催等を検討し、更なる充実を図っていきます。 

 

○老人福祉センターによる市民向け講座の充実 

【事業内容】 

老人福祉センターにおいて、高齢者向けの各種講座を開催します。また、従来の講

座に加え、参加者からの要望を取り入れながら、学習機会の充実を図ります。 

【今後の方針】 

高齢者の趣味嗜好が多様化しており、講座の内容やプログラムの見直しが必要です。

従来の枠組みにとらわれず、柔軟で市民のニーズにマッチした高齢者の学びの場を提

供していきます。 
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② 高齢者の就業の促進・支援 

○シルバー人材センター事業の支援 

【事業内容】 

働く意欲のある高齢者に対して就業の場を提供し、高齢者の労働能力の活用や、生

きがいの創出を支援します。 

【今後の方針】 

高齢化の伸び率に応じた登録者数の増加に繋がっていないため、より多くの高齢者

が生きがいや、働きがいを感じながら生活を送ることができるよう、シルバー人材セ

ンターの運営方法を見直し、事業の透明化及び事業内容の拡充を図っていきます。 

 

○担い手養成研修の実施 

【事業内容】 

介護事業所における人材の確保を図るとともに、就業を通した高齢者の介護予防を

目的に、身体介護を含まない介護サービス（生活支援訪問サービス・生活支援通所サ

ービス）の従事者を養成する研修を実施します。 

【今後の方針】 

介護事業所・研修受講者の要望を取り入れながら、実際のニーズに即した実践的な

講座内容を確立していきます。 

 

○ハローワークとの連携 

【事業内容】 

ハローワークや瀬戸・尾張旭雇用対策協議会等との連携により、地元優良企業を一

堂に集めた「就職フェア」を開催する等、地域内の雇用促進を図ります。 

また、ハローワークからの求人情報を月４回、本市役所１階の市政情報コーナーに

て配布するとともに、庁内関係部署に配布して、情報共有を行います。 

【今後の方針】 

就職フェアの参加企業等に対し、高齢者を含めた地域内での雇用促進に、効果的・

効率的に人材と活躍の場を結びつけられるよう働きかけを行っていきます。 

また、平成30年１月に本市と愛知労働局間で締結した「瀬戸市雇用対策協定」に基

づき、高齢者の雇用促進方策を検討し、事業化に努めます。 
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（写真 老人クラブ健康スポーツ活動の様子） 

③ 社会参加活動への支援 

○老人クラブ活動の支援 

【事業内容】 

高齢者の日々の生活を健全で豊かなものとし、

健康な高齢者の福祉の増進に資することを目的と

する、老人クラブ及び老人クラブ連合会の活動を

支援します。 

 

【今後の方針】 

高齢者人口は増加していますが、高齢者の趣味嗜好の多様化もあり、会員数は減少

傾向です。高齢者の定義そのものが変化していることから、活動に対する支援の方法

について、多角的に検討していきます。 

 

○ボランティア活動等の支援 

【事業内容】 

高齢者が持っている能力を社会貢献活動等に生かして新たな担い手となるよう、市

民活動センターでは相談・交流・学習事業を展開し支援していきます。 

【今後の方針】 

多くの市民団体がさまざまな分野で公益的な活動を展開している一方、多くの団体

が構成員の世代交代が進まないことに悩んでいることから、市民活動センターでは市

民活動への関心を高め、新たな担い手が増えるよう、引き続き各種事業を実施してい

きます。また、団体がその専門性を発揮し、多様な主体との連携・協働により地域・

社会の課題に応えていけるよう、支援していきます。 
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（２）要配慮者の自立支援 

地域における見守りや、生活上の困りごとに対応するため、生活支援サービ

スの開発やネットワークの構築を推進し、住み慣れた地域で高齢者が安心して

暮らしていけるよう、地域で支え合う仕組みを構築します。 

 

① 住み慣れた在宅生活への支援 

○生きがい活動支援通所事業 

【事業内容】 

老人憩いの家において、健康維持や仲間づくりのために、日常の動作訓練や趣味活

動等のデイサービスを提供し、自立した日常生活が送れるように支援します。 

【今後の方針】 

利用者が減少傾向である要因のひとつとして、老人憩いの家の施設老朽化及び立地

面での不便さがあると考えられます。他の施設でも同様の事業は実施可能であること

から、老人憩いの家のあり方を含めて、事業内容の見直しを行っていきます。 

 

○ミニデイ事業 

【事業内容】 

宅老所事業から名称を変更した本事業は、通所による各種サービスの提供を行い、

社会的孤立感の解消、自立生活の助長及び要介護状態への進行防止を目指します。 

【今後の方針】 

利用者の固定化が進んでいることから、平成28年度にはリーフレットを作成し、事

業の周知を図りました。平成29年度からは介護予防・日常生活支援総合事業（総合事

業）が開始され、類似の事業が各地域で展開されることが予想されることから、事業

内容の見直しを行っていきます。 

 

○訪問理美容サービス 

【事業内容】 

理容院・美容院に行くことができない方を対象に、利用者宅を訪問し、頭髪カット

を行い、生活の質の維持に努めます。 

【今後の方針】 

在宅介護サービスを充足するための重要な事業であることから、理美容組合と連携

し、事業の周知を図るとともに、利用回数が年４回までと設定されていることから、

利用回数を増やすことができるように検討していきます。 
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○配食サービス 

【事業内容】 

一人暮らしの高齢者等に対して、バランスのとれた食事を配達し、安否確認や栄養

状態の改善等、在宅で健康的で自立した生活が送れるよう支援します。 

【今後の方針】 

本事業の利用者が増加しており、今後も利用者の増加が予想されるため、事業の趣

旨に沿ったサービスが維持されるよう、適切な利用者負担額を検討し、新たな事業所

の導入や身体の状況に合わせたメニューが選択できるよう、事業の拡充に努めます。 

 

○緊急通報装置設置事業・緊急通報受信センター事業 

【事業内容】 

一人暮らしの高齢者等で、緊急時の支援や安否確認が必要な方に対し、ＮＴＴの電

話回線を利用する緊急通報装置を貸与し、急病や災害等の緊急時に、迅速かつ適切な

対応がとれるよう努めます。 

【今後の方針】 

本事業は利用者が減少している要因として、高齢者が携帯電話を所持し、家族との

連絡が容易になったことに加え、緊急通報装置が限られた回線にしか対応していない

ことが考えられます。ＩＣＴ技術を活用したさまざまな見守りシステムが開発されて

いることから、今後事業内容の見直しを行っていきます。 

 

○ごみのふれあい収集 

【事業内容】 

家庭から排出されるごみや資源物を収集場所まで持ち出すことが困難な高齢者や障

害者等のため、玄関先でごみ等の収集を行います。 

【今後の方針】 

関係機関との情報連携を行い、継続して事業を実施していきます。 

 

○日常生活用具給付事業 

【事業内容】 

一人暮らしの高齢者等に対して、住み慣れた居宅での生活が、安全で快適に送れる

よう、電磁調理器・火災警報器・自動消火器を給付します。 

【今後の方針】 

在宅での生活が安全で快適に送れるよう、防火関連の生活用具だけでなく、高齢者

の生活ニーズに即した幅広い用具を給付できるよう、事業内容の見直しを行っていき

ます。 
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② 安心・安全な住環境の整備 

○高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業 

【事業内容】 

高齢者世話付住宅に生活援助員を派遣し、生活指導・相談・安否の確認・一時的な

家事援助・緊急時の対応等のサービスを提供し、自立した安全かつ快適な生活が送れ

るよう支援します。 

【今後の方針】 

生活援助員の訪問回数や滞在時間等について、検討を行っていきます。 

 

○バリアフリーに配慮した道路、公園等の整備 

【事業内容】 

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活し、積極的に社会参加できるよう、鉄道駅・

道路・歩道・公園等のバリアフリー化を推進するとともに、公共施設の建築・改築時

は、高齢者や障害者等誰もが利用しやすい施設となるよう配慮します。 

【今後の方針】 

バリアフリー化されていない市内の鉄道駅の整備を推進していきます。 

 

○高齢者と保育園及び小・中学校との交流事業の充実 

【事業内容】 

各公立保育園では、地域の高齢者との触れ合い会を、地区社協と共催しています。 

また、小・中学校では、学校ごとに高齢者との交流を行っています。 

【今後の方針】 

保育園・小中学校ごとに高齢者との交流を継続して実施できているため、今後も定

期的に交流を深め、地域の高齢者との信頼をより強固なものにしていきます。 
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○避難行動要支援者対策 

【事業内容】 

災害時に安全かつ迅速に避難することができるよう、支援者をはじめ地域の関係者

等との連携・支援体制を整備するとともに、日頃から見守り体制を強化し、民生委員

等と連携しながら、避難行動要支援者の把握に努めます。 

【今後の方針】 

災害時対策は、要配慮者や支援者の把握だけでなく、避難経路や避難場所の確認・

確保も重要であることから、ソフトとハード両面の総合的な対策となるように、事業

内容の拡充・強化を行っていきます。 

また、関係課・関係機関との連携をより強固にし、円滑に避難誘導ができる支援体

制を構築していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真 平成 29 年度防災訓練の様子） 

 

 

○暮らしのあんしん訪問調査 

【事業内容】 

高齢者の自宅を消防職員・団員が担当民生委員とともに訪問し、住宅用火災報知器

の設置の有無を調査し、未設置の世帯に対しては設置を依頼するとともに、防火対策

のアドバイスを行います。 

【今後の方針】 

年々訪問調査対象世帯が減少してきていることから、消防本部を中心に抜本的な事

業の見直しを行っていきます。 
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○高齢者の交通安全、防犯意識の高揚 

【事業内容】 

警察と連携しながら、交通安全教室や防犯教室等の普及啓発活動を推進し、意識の

高揚に努めます。 

【今後の方針】 

高齢者に交通安全・防犯等に対する関心を持ってもらい、日頃から自己対策を講じ

てもらえるよう周知を図ります。さらに、交通安全・防犯に限らず、幅広い犯罪に対

する啓発を進めていきます。 

 

○福祉避難場所の確保 

【事業内容】 

災害時に、要配慮者が安心して避難できる避難場所を確保します。 

【今後の方針】 

福祉サービスを提供する事業所への協力要請を行い、福祉避難施設数の増加を目指

していきます。 

また、避難後の要配慮者の身体的ケアが行えるように、質の伴った避難場所の確保

に努めるとともに、避難場所における援助体制の強化を進めていきます。 
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２ 積極的に健康づくりに取り組む社会の実現 

（１）健康づくりの推進 

高齢者が元気で自立した生活を営むことができるよう、健康維持・増進のた

めの健康づくり事業と保健指導、栄養指導、運動指導をバランスよく組みあわ

せた質の高い保健サービスの提供に努めるとともに、必要な情報の提供や公的

機関等との協働に努め、本市全体として総合的、一体的に健康づくりを推進し

ます。 

 

① 生活習慣病予防対策の推進 

疾病の予防・早期発見や自己管理等、健康に関心を持つ機会を提供することで健康

維持と疾病予防に繋げ、高齢になっても健康でいきいきとした生活を送ることができ

る社会づくりに取り組んでいます。 

○「第２次いきいき瀬戸21 瀬戸市計画」の推進 

【事業内容】 

「市民一人ひとりが明るく豊かでいきいき暮らせること」を目指し、健康寿命の延

伸と健康格差の縮小を重点目標におき、個人の生活習慣の見直しから発症予防・重症

化予防等に努めるとともに、市民や関係機関・関係団体等と連携し、計画を推進しま

す。 

【今後の方針】 

訪問件数を増やし、生活習慣病（メタボリックシンドローム）の予防を行い、健康

の保持増進支援の充実を進めていきます。 

 

○各種がん検診 

【事業内容】 

日本人の死亡原因第１位である各種の「がん」をより早期に発見するため、胃がん・

子宮頸がん・肺がん・乳がん・大腸がん・前立腺がん検診を引き続き実施します。 

【今後の方針】 

早期発見・早期治療の必要性を周知し、がん検診の受診率・検診精度の向上に努め、

医療機関と連携の強化を図ります。 

 

○健康教育、健康相談 

【事業内容】 

生活習慣病予防の正しい知識普及のため、やすらぎ会館や体育館等で健康教室、健

康相談を実施します。 

【今後の方針】 

市民の身近な地域で相談できる機会を増やし、生活習慣病予防・心身機能の低下の

防止や正しい知識の普及・健康保持の充実に努めていきます。  
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○特定健康診査・特定保健指導 

【事業内容】 

瀬戸旭医師会所属の実施医療機関等にて、特定健康診査及び特定保健指導を引き続

き実施します。 

【今後の方針】 

瀬戸市国民健康保険特定健康診査等実施計画（第３期）及び瀬戸市データヘルス計

画（第２期）に基づき、若年期からの健康意識の向上に向けた啓発活動を積極的に実

施し、未受診者対策の継続と特定保健指導終了率向上に向けて、対策を進めます。 

また、受診率の高い65歳以上については、今後も受診率を維持できるよう、健診案

内周知の充実に努め、さらなる健診受診の定着を目指します。 

 

○後期高齢者医療健康診査 

【事業内容】 

瀬戸旭医師会所属の実施医療機関等にて、後期高齢者医療健康診査を引き続き実施

します。 

【今後の方針】 

愛知県後期高齢者医療広域連合と連携を図り、受診率の維持・向上を目指します。 

 

○歯周病予防健診・歯科節目健康診査 

【事業内容】 

高齢期の歯の喪失を予防するため、20歳以上を対象とした集団健診の歯周病予防健

診と、医療機関での歯科節目健康診査を引き続き実施します。 

【今後の方針】 

歯科健康診査受診を行うことで、歯周病疾患だけでなく全身疾患の発症予防に効果

があることを周知し、受診率の向上に努めていきます。 

 

○骨粗しょう症検診 

【事業内容】 

健康診査の機会の少ない30歳代の女性に対し、健康診査・骨密度検査を実施します。

（骨密度検査は一般健康診査を受ける方のうち、30歳、36歳、39歳の方が対象） 

【今後の方針】 

健診結果説明において、適正な食事量等栄養指導等を行い、生活習慣病予防、健康

の保持増進支援の充実に努めていきます。 
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○予防接種（インフルエンザ・肺炎球菌） 

【事業内容】 

高齢者のインフルエンザ予防接種（主に65歳以上）、肺炎球菌の予防接種（主に70

歳以上）を実施します。 

【今後の方針】 

両予防接種ともに、広報や医療機関でのポスター掲示により周知を行い、接種率の

向上に努めていきます。 

 

○地域・各種団体との連携 

【事業内容】 

地域の健康づくりを推進するボランティアの保健推進員及び、食に関する健康づく

りを推進する、ボランティアの食生活改善推進員を育成します。 

また、各地域において、栄養教室・運動教室等を実施します。 

【今後の方針】 

地域における保健推進活動を促進し、事業の充実に努めていきます。 

また、メタボリックシンドローム関連事業の内容の見直しを行い、事業の充実に努

めていきます。 
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（写真 いきいきトレーニングの様子） 

３ 身近な地域における生活の継続支援 

（１）介護予防・生活支援の推進 

平成 37 年に団塊の世代が 75 歳を迎える等、超高齢社会が進行する中、要支

援認定者等のさまざまな生活支援のニーズに応えるため、介護予防・日常生活

支援総合事業（総合事業）における生活支援・介護予防サービスの体制整備に

向けて、身近な地域で住民が主体となった活動が充実し、多様な担い手による

多様なサービスの提供が図れるように、今後も地域と協働しながら内容の充実

を行います。 

 

① 介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）の推進 

○介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業） 

【事業内容】 

「介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）」では、介護予防の必要な一般の高

齢者から要支援の高齢者までを対象とし、介護予防や生活支援等多様なサービスを総

合的に提供しています。 

本市では、従来のサービスに加え、身体介護を

伴わないサービスについては、サービスにかかる

費用負担を抑えるとともに、本市の研修を修了し

た方がサービスに従事できるよう新たに「生活支

援サービス」を設け、サービスの提供を行います。 

また、名古屋学院大学瀬戸キャンパスにはリハ

ビリテーション学部が設置され、専門講師が充実

していることから、概ね６ヶ月を目途に身体機能

の維持・改善を図る「いきいきトレーニング」を

名古屋学院大学に委託し、実施します。 
 

■ 訪問型サービス 

介護予防訪問サービス 
介護事業所（訪問介護職員）による身体介護を含むホームヘルプサービス（掃

除・調理等） 

生活支援訪問サービス 
介護事業所（訪問介護職員）による食事・排せつ・入浴の介助等、身体介護

を行わない１回あたり１時間未満のホームヘルプサービス 

 

■ 通所型サービス 

介護予防通所サービス 介護事業所（介護職員）による身体介護を含むデイサービス 

生活支援通所サービス 
介護事業所（介護職員）による食事・排せつ・入浴の介助等、身体介護を行

わない半日（２～３時間）のデイサービス 

いきいきトレーニング 
リハビリテーションの専門職による、６ヶ月間で身体機能の改善を図る 

サービス 
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【今後の方針】 

本市の実情に応じたサービス提供を実施していくためには、市民のニーズを的確に

捉えたサービスを構築していくことが必要です。生活支援コーディネーターや協議体

と連動し、市民のニーズを把握するとともに、その他必要なサービスの構築に向けた

取組みを促進していきます。 

 

図 サービス利用の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

総合事業 

介護予防 
給 付 

従 来 の 要 支 援 者  

要支援認定 
基本チェックリスト※

で判定 

一般介護予防事業 
（要支援者等も参加できる住民運営の通いの場の充実等。全ての高齢者が対象） 

介護予防・生活支援サービス事業 
①身体介護を伴うホームヘルプサービス・デイサービス 
 介護予防訪問サービス 
 介護予防通所サービス 
②生活支援のみを行うホームヘルプサービス・デイサービス 
 生活支援訪問サービス 
 生活支援通所サービス 

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 
サービス事業対象者 

要支援者 
一般 

高齢者等 

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 

※２次予防事業対象者把握のための基本チェックリストの配布は行わない 
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② 一般介護予防事業の推進 

○一般介護予防事業 

【事業内容】 

民間事業者との連携や住民主体の互助によるサ

ービスを通じて、住み慣れた地域でできる限り自

立した生活を送ることができる地域の実現のため

に、地域での介護予防活動の普及・啓発や、住民

主体の介護予防の育成・支援等を実施します。 

 

◆地域介護予防活動支援事業 

・地域はつらつ講座 

地域包括支援センターの専門職を派遣し、介護予防・高齢者福祉・権利擁護に関す

る講座を行い、地域での介護予防の取組みを支援します。 

 

◆介護予防普及啓発事業 

・介護予防教室（運動・栄養） 

地域において、介護事業所やスポーツクラブ

等の多様な主体により、運動機能向上及び栄養

改善を目的とした介護予防教室を実施し、介護

予防活動の普及・啓発を図ります。 

・介護予防教室（口腔） 

口腔機能低下のおそれがある高齢者に対して、

市内７ヶ所に設置している地域包括支援センタ

ーにおいて、瀬戸歯科医師会、愛知県歯科衛生

士会の協力の下、口腔ケアを中心とした指導と

実践を行い、口腔機能の維持と向上を図ります。 

 

◆地域リハビリテーション活動支援事業 

・地域サロン等応援事業 

サロンや地域活動の場等へ、リハビリテーション専門職（理学療法士）等を派遣し、

地域における介護予防の取組みを推進します。 

【今後の方針】 

市内各所で介護予防への取組みが促進されるよう、サービスの普及啓発に努めてい

きます。また、地域力向上を図るための組織が形成されていることから、更なる活動

の促進と、人材を確保するための事業構築に努めていきます。 

  

（写真 介護予防教室（運動・栄養）の様子） 

（写真 介護予防教室（口腔）の様子） 
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○総合相談事業 

【事業内容】 

地域包括支援センターにおいて、生活機能の状況に応じたさまざまな機関・制度の

支援を実施するために、地域におけるさまざまな関係者とのネットワークの構築、ネ

ットワークを通じた高齢者の心身の状況や、家庭環境等についての実態把握、サービ

スに関する情報提供等の初期相談対応や、継続的･専門的な相談支援（支援方針に基づ

くさまざまなサービス等の利用へのつなぎ）を行います。 

【今後の方針】 

住み慣れた地域で安心して暮らしていくためには、地域での支え合いや見守りネッ

トワークの構築が不可欠です。潜在的に支援を必要としている方の把握に努めるとと

もに、地域包括支援センターにおいて取り組んでいる総合相談事業の充実を図ってい

きます。 

 

③ 介護予防・生活支援サービスの体制整備 

○生活支援コーディネーターの配置及び協議体の体制強化 

【事業内容】 

介護予防・生活支援サービスを充実させるため、生活支援の担い手の養成やサービ

スの創出、担い手の活動の場の確保や、サービス提供主体間の連携の体制づくりを推

進する第１層（市全域）の生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）を設置

します。 

【今後の方針】 

これまで以上に、地域に根差した活動を展開するため、第２層（地域包括支援セン

ター設置区域）に生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）の設置を推進し

ていきます。 

また、第２層に生活支援コーディネーターが配置されることに伴い、情報共有及び、

連携強化体の場として設置している協議体のさらなる体制強化に努めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 本市における第１層・第２層の考え方 
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（２）家族介護者への支援の充実 

高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みを設け、家族の介護負担を軽減す

るために、在宅で介護をしている家族に対して、相談窓口の充実・当事者交流

を図る場や介護方法等の知識・技術の習得の場となる講座を実施し、地域の実

情を踏まえた体制づくりを強化します。 

 

① 相談体制の充実 

〇相談窓口の開設及び講座等の実施 

【事業内容】 

家族介護者が感じている介護の負担を和らげ、適切なサービスへつなげるため、介

護に関する相談を、本市や福祉総合相談窓口、地域包括支援センター等を通じて実施

します。 

また、認知症の方を介護している家族等が集まり、参加者同士の情報交換や不安・

悩みに対して相互支援を行う「認知症介護家族交流会」や、認知症の方を介護してい

る家族を対象に、介護負担の軽減や介護家族同士の交流を目的とした、「家族支援プロ

グラム」を開催します。 

【今後の方針】 

少子化や核家族化等を背景とした家族介護力の低下や、地域との関係性の希薄化、

認知症の方や医療を必要とする要介護高齢者の増加等、介護している家族の負担はま

すます増大していくことが予想されます。現在取り組んでいる相談窓口及び交流会等

の内容等の充実を図るとともに、家族介護者への支援をさらに促していきます。 

 

② 就業定着・就業支援の充実 

〇介護支援プラン策定の推進 

【事業内容】 

介護に直面した従業員が、仕事と介護を両立しながら安心して働くことができるよ

う、雇用に応じた支援の取組みを定めた計画（介護支援プラン）の作成を、市内各企

業が実施できるように、関係機関と連携し、支援を行います。 

 

〇仕事と介護の両立に関する啓発活動の実施 

【事業内容】 

家族の介護を抱えることにより、仕事を辞めざるを得なくなる介護離職をできる限

り防ぐための対策や、介護状態が終了してから復職や再就職ができるよう、関係機関

と連携します。 

また、介護休業法をはじめとする関係法令や、制度について企業説明会等を開催し、

普及に努めるとともに、職業相談窓口の開設について、関係機関と検討します。 
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（写真 平成 28 年度見守りネットワーク 

協定式の様子） 

４ 尊厳を持って豊かに暮らせるよう 

地域で支え合える社会の実現 

（１）高齢者にやさしい地域づくりの推進 

高齢者が、地域で安心して暮らしていけるよう、各種団体や組織による見守

り活動を支援し、地域住民の意識啓発を図り、地域住民を主体とした見守り体

制の構築に努めます。 

また、地域医療・介護・福祉等関係機関が連携した、地域包括ケア会議を通

じて地域課題の解決につなげ、医療・介護関係者と連携し、円滑に開催できる

環境を整えます。 

 

① ネットワーク体制の構築と強化 

○ふれあいネットワーク 

【事業内容】 

一人暮らし高齢者等で見守りを希望する方を台帳登録し、民生委員を中心とした定

期的な訪問による安否確認や生活状況の把握を行います。 

【今後の方針】 

登録者数が増えるよう事業の周知を図るとともに、地域包括支援センター等と連携

した訪問を行っていきます。 

 

○見守りネットワーク 

【事業内容】 

見守りを必要とする高齢者等の異変を早期に

発見し、安否確認等の適切な対応につなげるた

めの連絡体制を強化します。 

【今後の方針】 

協定先事業所数を増やすとともに、本市

と事業所間で見守り対象者の情報を共有する体制を構築します。 

 

○地域におけるネットワーク体制の構築と強化 

【事業内容】 

市内７ヶ所の地域包括支援センターにおいて相談窓口を開設し、介護保険制度・権

利擁護・虐待等のさまざまな相談に対応します。 

【今後の方針】 

地域の住民、関係機関、団体との連携を深めるとともに、ネットワークの再構築と

強化を図るため、定期的に地域ケア会議を開催していきます。  
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○地域ケア会議の設置 

【事業内容】 

地域課題の発見やその解決方法を検討し、各種施策に反映するため、地域ケア会議

を開催します。 

【今後の方針】 

現在行っている「地域ケア会議」については、各地域包括支援センターにおいて、

医療・介護・福祉等の多職種が協働して、地域における特定の高齢者の個別課題の解

決を図っておりますが、今後は、個別ケースの課題分析等を積み重ねることで、地域

に共通した課題を明確化し、地域のケア体制の充実が図られるよう支援していきます。 
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（２）高齢者の権利擁護 

一人暮らし高齢者や認知症高齢者等の増加が見込まれる中、成年後見制度や

日常生活自立支援事業の活用、困難事例への対応、消費者被害防止の啓発、高

齢者虐待の予防や対応等、適切な対応が図れるようさらに充実させるとともに、

高齢者の権利を守るための施策のさらなる充実を図ります。 

 

① 権利擁護の体制強化 

○権利擁護事業の充実 

【事業内容】 

高齢者の権利擁護に関する必要な支援を行うため、高齢者虐待への対応、消費者被

害防止の啓発、 成年後見制度・日常生活自立支援事業の活用促進、困難事例への対応

等、高齢者の権利を守るための支援を行います。 

【今後の方針】 

権利擁護事業は、業務内容が多岐にわたり、非常に高い専門性が求められるため、

対応する職員研修の機会を確保しています。 

また、消費者被害防止のため、出前講座の実施件数を増やし、より多くの市民に対

して消費生活に係る問題及び、消費生活センターの認知度向上を図るとともに、次々

と新しい手口が生まれる悪質商法への対策について啓発できるよう努めていきます。 

 

○成年後見制度利用への支援 

【事業内容】 

判断能力が不十分な認知症の方等に対して、本人の自己決定権を尊重し、能力に応

じた援助をするために、各分野の専門家が協力し、高齢者の権利を守るための取組み

を行います。 

【今後の方針】 

適切かつ的確な制度利用につながるよう、尾張東部成年後見センターと連携を深め

ていきます。 

また、対応する職員の専門性を高めるために、職員の研修の機会を積極的に確保し

ていきます。 

  



第５章 基本目標を達成するための施策 

 

 

63 

○成年後見制度の普及啓発 

【事業内容】 

サービスの選択・利用や苦情等、利用者本位の介護保険サービスを適切に利用でき

るよう、成年後見制度の普及に努めます。 

また、尾張東部成年後見センターの周知と利用促進を図るとともに、地域包括支援

センターにおける相談体制の充実を図ります。 

【今後の方針】 

今まで以上に成年後見制度の普及啓発が必要であることから、尾張東部成年後見セ

ンターの周知と、同センターや地域包括支援センターと連携したセミナーや研修会を

実施していきます。 

 

図 尾張東部成年後見センターの運営組織体制 
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○高齢者虐待防止ネットワーク 

【事業内容】 

高齢者虐待の予防、早期発見、虐待を受けた高齢者や養護者への適切な対応が行え

るよう、関係機関等と連携し、早期発見や発生防止に向けた啓発活動や介護者支援を

行うとともに、ネットワークの構築に取り組みます。 

【今後の方針】 

より多くの関係機関や団体と連携協力ができる体制を整備し、地域で見守る体制を

強化します。 

 

図 高齢者虐待防止ネットワーク 
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５ 認知症の早期発見・早期治療と認知症の方への支援 

（１）認知症支援 

今後増加すると予測される認知症の方やその家族を支えていくためには、医

療や介護等関係機関の連携を強化し、早期発見・相談支援体制の充実、地域に

おける見守り活動の推進等幅広い支援が必要となります。 

また、認知症に対する誤解や偏見をなくすため、地域や事業所等に対して、

認知症の方やその家族をあたたかく見守るための知識の普及啓発に取り組んで

いく必要があります。 

認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい

環境で暮らし続けられるように、認知症の方やその家族に早期に関わる「認知

症初期集中支援チーム」を配置し、早期診断・早期対応に向けた支援体制を構

築します。 

また、地域で認知症の方やその家族を支えていくために「認知症地域支援推

進員」を配置し、「認知症サポーター養成講座」の開催や「認知症カフェ」の運

営や相談対応等、本人・家族への相談・支援体制の充実を図っていきます。 

 

① 認知症支援ネットワークの整備 

○認知症初期集中支援チーム 

【事業内容】 

認知症の方やその家族と関わり、アセスメントを実施するとともに、症状説明や対

応方法等のアドバイスをする等の初期支援を包括的、集中的に実施し、自立生活のサ

ポートを行います。 

【今後の方針】 

認知症初期集中支援チームを、市内７ヶ所に設置している地域包括支援センターに

設置し、地域に潜在する支援に繋がっていない認知症の方やその家族に対して、早期

診断・早期対応に向けた支援を構築していきます。 

 

○認知症地域支援推進員 

【事業内容】 

地域において認知症の方やその家族を支援する相談支援や支援体制を構築するため

の取組みを推進します。 

【今後の方針】 

認知症地域支援推進員を瀬戸旭医師会及び基幹型包括支援センターに配置し、認知

症の方が認知症の容態に応じて、必要な医療や介護等のサービスを受けられるよう、

関係機関との連携体制の構築を図るとともに、認知症ケアパスの作成等を通じて、地

域で認知症の方やその家族を支援する相談支援や、支援体制を構築していきます。 
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図 認知症初期集中支援チームと認知症地域支援推進員について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○認知症サポーター養成・活用 

【事業内容】 

認知症に対する正しい理解と具体的な対応方法、支援のあり方等を習得し、認知症

の方やその家族を見守り、支援するサポーターを養成するための講座を、市内の学校

や自治会、商店街事業者等に対して開催し、多くの方に認知症への理解を促します。 

【今後の方針】 

認知症サポーターが地域において積極的に支援活動に取り組んでもらえるような環

境づくりに努めるとともに、認知症サポーター養成研修を修了した方にフォローアップ

研修の実施や、活用について検討していきます。 
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○認知症予防・認知症ケアの普及啓発に関する講座等の実施 

【事業内容】 

認知症予防や認知症ケアに関する正しい知識をより多くの市民に理解していただく

ために、地域包括支援センターの主催による講座を年１回実施するとともに、地域か

らの依頼に応じて講座を開催します。 

【今後の方針】 

認知症の方が安心して地域で暮らしていくためには、地域の方に認知症予防・認知

症ケアを正しく理解してもらうことが必要です。さらに、認知症予防・認知症ケアの

普及啓発が図られるよう、事業についての普及啓発に努めていきます。 

 

○見守りネットワークの充実 

【事業内容】 

認知症の方が安心して地域で暮らしていくために、新聞販売等の事業者、老人クラ

ブ・地区社協・民生委員・自治会等定期的に高齢者宅へ訪問する方々と連携しながら、

地域における見守り・支えあいの構築を図ります。 

【今後の方針】 

見守りネットワーク事業の協定事業者の充実を図るとともに、認知症の方が安心し

て地域で暮らせる環境の整備を促進していきます。 

 

② 認知症の方の介護者への支援 

○家族支援プログラム 

【事業内容】 

認知症の方を介護している家族介護者に対して、年６回開催のプログラムを通して、

認知症の理解や対応方法や利用できる制度等を学ぶとともに、介護者同士の仲間づく

りの機会を提供します。 

【今後の方針】 

認知症の方の増加に伴い、介護する家族介護者の増加も予想されることから、さら

なる家族支援プログラムの充実を図っていきます。 
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○ひとり歩き高齢者家族支援サービス事業 

【事業内容】 

ひとり歩き癖のみられる認知症の方を在宅で介護する家族等を対象に、介護者の負

担を軽減するために、GPSを利用した位置検索サービスを提供し、現在地を早期に発

見し、高齢者の安全の確保に努めます。また、認知症等によりひとり歩きをするおそ

れのある高齢者等の情報を事前に登録し、登録者に対して「おかえりサポートステッ

カー」を配布することで、早期発見や事故の未然防止を図ります。 

【今後の方針】 

認知症の方がひとり歩きをした場合に、早期に発見することができるよう、体制の

充実を図っていきます。 

 

○認知症カフェ 

【事業内容】 

認知症の方及びその家族や地域住民等、地域の誰もが気軽に集える活動拠点の場と

して、認知症の方本人やその家族同士の相互交流及び情報交換、家族の介護負担の軽

減、認知症状の悪化の予防、地域での認知症への理解の促進を図ります。 

【今後の方針】 

瀬戸市認知症カフェ登録事業及び瀬戸市認知症カフェ事業費補助金を通して、認知

症カフェの普及に努めていきます。 

 

○成年後見制度利用への支援 

【事業内容】 

判断能力が不十分な認知症の方等に対して、本人の自己決定権を尊重し、能力に応

じた援助をするために、各分野の専門家が協力し、高齢者の権利を守るための取組み

を行います。 

【今後の方針】 

本市をはじめとする日進市・尾張旭市・豊明市・長久手市及び東郷町の尾張東部圏

域５市１町が共同で、尾張東部成年後見センターを設置しており、成年後見制度の利

用に関する相談窓口、家庭裁判所への後見人申立てに関する手続きの支援、助言等を

行う機関としての役割を担っていきます。 

 

  

（写真 認知症カフェの様子） 
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６ 安心できる医療と介護の連携 

（１）地域における総合的な支援体制の確立 

高齢者が住み慣れた地域で、安心してその方らしい生活を継続できるよう、

地域包括支援センターと連携しながら、医療・介護・保健・福祉等が連携し、

必要なサービスが一体となって切れ目なく提供できるよう、「地域包括ケアシス

テム」の体制整備を進めます。 

 

① 医療と介護の連携強化 

○地域における医療・介護・保健・福祉のネットワークづくり 

【事業内容】 

地域包括支援センターを中核に、かかりつけ医や介護保険サービス事業者等さまざ

まな関係機関との連携を強化するとともに、在宅医療連携推進事業を瀬戸旭医師会に

委託し、ネットワークの形成を促進します。 

【今後の方針】 

在宅医療介護の連携促進のためのツールとして活用している「もーやっこネットワ

ーク」の普及に努め、データヘルスケアを核とした地域医療体制の整備や、地域包括

ケアシステムの構築に向けて、本市が保有する健（検）診・医療・介護データを活用

した医療機関や、介護施設等との連携システムの構築を進めていきます。 

 

図 在宅医療・介護連携の推進 
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７ 介護保険事業の円滑な実施に向けた社会の実現 

（１）介護保険事業の円滑な実施 

介護保険サービスのニーズを的確に把握し、サービスの質の向上と量の確保

に努め、効果的・効率的な介護保険事業の運営を推進します。 

介護給付の適正化は、適切なサービスの確保と費用の効率化を図ることで、

介護保険制度への信頼を高め、持続可能な制度の構築を目指します。 

 

① 介護保険サービス基盤の計画的整備 

整備目標量を定めたサービスについて、計画的に事業所を整備するため、地域密着

型サービス事業整備計画を策定し、事業者を選定します。 

 

② 介護給付の質的向上への取組み 

○相談・苦情対応の充実 

【事業内容】 

要介護認定に対する不満や、介護保険制度運営上の苦情相談等について、迅速かつ

適切な対応を行うことで、市民が気軽に相談できるように、本市の相談窓口や地域包

括支援センター等の相談事業の充実を図ります。 

【今後の方針】 

社会的環境の変化や多様化する生活形態、住んでいる地域によって異なる地域課題

等、高齢者の困りごと等が多様化していくことが予想されます。 

また、介護保険制度の仕組みは高齢者に理解しづらい内容もあり、手続きに不安を

感じることで、適切なサービスが提供できないケースも考えられます。 

このような背景から、さまざまな相談・苦情の内容に、それぞれの相談窓口の役割

に応じた対応が適切に行われるように連携を図り、解決に向けた体制の強化を目指し

ていきます。 

 

○介護相談員派遣事業 

【事業内容】 

介護相談員を介護サービス事業所に派遣し、利用者の疑問や不安の聞き取りを実施

し、介護サービス事業者と行政との橋渡しを行い、問題の改善や介護サービスの質の

向上に努めます。 

【今後の方針】 

介護相談員が把握した介護サービスに対する課題や問題について、サービス事業者

と共有し、改善につながる取組みを行っていきます。 
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○事業者の指導・監督 

【事業内容】 

地域密着型サービス事業者及び介護予防支援事業者が法令等を順守し、適正かつ円

滑な事業運営を行うよう、集団指導と実地指導を行っています。 

集団指導は、介護保険法の趣旨・目的の周知及び理解の促進、指定・更新事務等の

制度説明、実地指導における指導結果の説明、非常災害対策、労働基準法令遵守、衛

生管理等、事故防止対策等の周知、介護報酬請求に係る過誤・不正防止の観点から適

正な請求事務指導等を実施し、実地指導は、「高齢者虐待防止」、「身体拘束廃止」等の

運営指導、各種加算等について、算定条件に基づいた運営及び請求が適切に実施され

ているか確認し、不適正な請求の防止と、よりよいケアへの質の向上を目的とする報

酬請求指導を行っています。 

また、入手した各種情報により人員、設備及び運営基準等の指定基準違反や不正請

求が認められる場合、又はその疑いがあると認められる場合には、「監査」を実施しま

す。 

【今後の方針】 

集団指導の際には、介護サービスの質の向上に取り組んでいる好事例等の紹介や、

非常災害対策・労働基準法令遵守・衛生管理等・事故防止対策について、必要時各分

野の担当者や専門家からの指導、助言を交える等、地域密着型サービス事業者及び介

護予防支援事業者の全体的な資質向上を図っていきます。 

実地指導を計画的に実施し、運営基準違反や不正請求が疑われる場合は、計画によ

ることなく対応していきます。 

また、平成30年４月から居宅介護支援事業所の指定権限が都道府県から市町村に移

譲されるため、居宅介護支援事業所に対する集団指導、実地指導も実施していきます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真 平成 29 年度集団指導の様子） 
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○居宅介護支援事業所への研修事業 

【事業内容】 

本市内の居宅介護支援事業所に対して、介護支援専門員の資質向上を目的とし、研

修を実施しています。 

【今後の方針】 

平成30年４月から、地域包括ケアシステムの構築、自立支援に資するケアマネジメ

ントの必要性の観点から、居宅介護支援事業者の指定権限が、市町村に移譲されるこ

ととなっており、介護支援専門員の支援、育成に積極的に関わっていくことが求めら

れています。 

介護支援専門員が、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する

専門的知識及び技術の水準を向上していくことができるよう、介護給付適正化事業の

ケアプラン点検の結果等を基に、介護支援専門員に必要な研修内容を検討し、実施し

ていきます。 

 

○介護サービス事業者・地域包括支援センターとの連携強化 

【事業内容】 

「瀬戸介護事業連絡協議会」と連携し、介護に関する情報交換を通じ、介護サービ

スの質の向上を図るとともに、地域包括支援センター長会議、地域包括支援センター

担当者会議を定例で開催し、センター運営に係る事業の進捗状況・課題の確認及び支

援策等について協議を行います。 

【今後の方針】 

介護サービスの質の向上に向けた取組みを、瀬戸介護事業連絡協議会と協議を重ね

て実施するとともに、地域包括支援センターの課題の確認や支援策等の協議を行うこ

とで、連携の強化を図ります。 

 

〇介護サービス情報の公表 

【事業内容】 

要支援・要介護認定を受けた方や介護サービスの利用を希望する方が、介護サービ

スや介護サービス事業所・施設等を比較・検討し、選択する際の基準となる情報を、

インターネットを通して提供している「介護サービス情報公表システム」の周知を図

ります。 

【今後の方針】 

介護が必要な方やその家族は、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所等から

情報を得て、介護サービスの利用をしていますが、自らが介護サービスや介護サービ

ス事業所・施設等を比較・検討を行うことで、適切なサービスや事業所の選択に繋げ

ていくことができるように、本市広報や介護保険の手引き等への掲載に加え、要介護

認定の申請窓口等において「介護サービス情報公表システム」を積極的にご利用いた

だくよう、周知をしていきます。 
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〇人材の確保及び資質の向上 

【事業内容】 

国や県と連携し、地域の特色を踏まえた人材の確保及び資質の向上に取り組みます。 

【今後の方針】 

国や県と連携し、介護サービス従事者に対する相談体制の確立、介護サービス事業

所や医療・介護関係団体等の連携・協力体制の構築、ボランティア活動の振興や普及

啓発活動等、国や県が実施している介護職育成の職業訓練の周知等を通じて、地域の

特色を踏まえた人材の確保を図り、資質の向上に取り組みます。 

 

③ 介護給付等適正化への取組み 

○要介護認定等の適正化 

【事業内容】 

要介護認定調査の適切な実施と公平性の確保のため、認定調査員の資質向上を図り

ます。 

【今後の方針】 

全ての認定調査員に対して、県の実施する研修、それに準じた本市が実施する研修

への参加を義務付け、調査スキルの向上と平準化を目指します。 

また、全ての要介護認定調査結果の点検を、引き続き本市職員によって実施します。 

 

○ケアプラン点検 

【事業内容】 

介護保険サービスの利用はケアプランに基づいて提供されます。居宅介護支援事業

所の介護支援専門員や、介護予防支援事業所の担当職員の作成するケアプランが、自

立支援に資する、適切なプランになっているかを、介護支援専門員とともに検証・確

認を行います。 

【今後の方針】 

引き続き、１年を４クールに分け、市内に所在するすべての居宅介護支援事業所及

び介護予防支援事業所を対象に実施します。実施の際は各事業所の事務負担を考慮し

ながら行います。 

また、集団指導の際に、ケアプラン点検の結果を報告し、多くの介護支援専門員や

担当職員に共通する課題を共有することで、市内居宅介護支援事業所、介護予防支援

事業所全体が、質の高いケアマネジメントを提供できるよう、実施していきます。 

  



瀬戸市 
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○住宅改修等の点検 

【事業内容】 

住宅改修について、事前申請時に疑義が生じたものや、実施後に確認が必要である

と判断したものについて訪問調査等を行い、受給者の状態にそぐわない不適切又は不

要な住宅改修を排除します。 

また、福祉用具購入・貸与について、福祉用具利用者等に対し、訪問調査等を行い、

福祉用具の必要性や利用状況を調査し、不適切又は不要な福祉用具購入・貸与を排除

し、受給者の身体の状態に応じて必要な福祉用具の利用を進めます。 

【今後の方針】 

住宅改修費については、介護支援専門員等が作成する「住宅改修が必要な理由書」

や、施工前の写真、工事見積もり内訳書等から疑義が生じたものや、改修金額が高額

であるもの、介護保険における住宅改修施工経験が少ない事業者等に留意し、点検を

行い、必要時に訪問調査を積極的に行っていきます。 

また、福祉用具購入調査については、提出された福祉用具購入費支給申請書の「福

祉用具が必要な理由」の確認・購入金額が高額であるものや、要介護度と購入品目の

関係に留意し、必要時に訪問調査を積極的に行っていきます。 

福祉用具貸与調査については、要支援者又は要介護１であって、その状態像から見

て使用が想定しにくい「車いす」「特殊寝台」等のケアプラン点検に重点を置き、適切

なケアマネジメントにより、受給者の身体の状態に応じた必要な福祉用具の利用がな

されているかを確認していきます。 

 

○縦覧点検・医療情報との突合 

【事業内容】 

縦覧点検は、介護報酬の支払い状況を確認し、提供されたサービスの整合性、算定

回数・算定日数等の点検を行い、請求内容の誤り等を早期に発見して適切な処理を行

います。 

医療情報との突合は、受給者の後期高齢者医療や国民健康保険の入院情報と介護保

険の給付状況を突合し、医療と介護の重複請求の排除を図ります。 

【今後の方針】 

縦覧点検について、国保連合会から提供される要介護認定有効期間の半数を超える

短期入所受給者一覧表、軽度の要介護者にかかる福祉用具貸与品目一覧表等を確認し、

必要によりケアプラン点検を実施し、適切な給付がなされているかを確認していきま

す。 

また、国保連合会から提供される医療給付情報突合リストを確認し、介護保険事業

者等へ照会を行い、過誤が判明した場合は、取り下げを指導する等、対応していきま

す。 
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○介護給付費通知 

【事業内容】 

介護サービス利用者に対して、事業者からの介護報酬の請求及び費用の給付状況等

について、年間３～４回に分けて通知します。 

【今後の方針】 

受給者や事業者に対して、適切なサービスの利用と提供について普及啓発するとと

もに、通知を送る際に受給者自らが受けているサービスを改めて確認・把握していた

だけるように、通知内容の確認方法やポイントの記載を行い、適正な請求に繋がるこ

とを目指します。 

 

④ 低所得者への支援策 

○介護福祉手当の支給 

【事業内容】 

介護保険の要介護認定を受けた高齢者のうち、低所得者世帯（世帯全員市民税非課

税）の方を対象に、月額2,500円の介護福祉手当を支給し、介護費用の負担軽減を図り

ます。 

【今後の方針】 

制度利用が可能な方が適切に受給できるよう、引き続き制度の周知に努めていきま

す。 

 

○社会福祉法人等による利用者負担軽減制度 

【事業内容】 

低所得で特に生計が困難な方に対して、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法

人等が利用負担額を軽減し、軽減した額の一部を本市が補助します。 

【今後の方針】 

本制度は、社会福祉法人等が自ら利用負担の軽減を行うことから、実施する社会福

祉法人等が少なく、特定のサービスのみに利用が限られています。今後、本制度の主

旨について、介護保険サービスを提供する社会福祉法人等に広く周知を行い、促進に

努めていきます。 

 

○特定入所者介護サービス費（補足給付制度） 

【事業内容】 

低所得世帯の高齢者が、施設サービス・短期入所サービスを利用する際の食費・居

住費の軽減を行います。 

【今後の方針】 

制度利用が可能な方が適切に利用できるよう、引き続き制度の周知に努めていきま

す。  



瀬戸市 
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○高額介護サービス費 

【事業内容】 

サービス利用者が１ヶ月に支払った自己負担の合計額が、所得区分に応じた上限を

超えた際に、超えた部分を払い戻し、安心してサービスを受けることができるよう、

支援を行います。 

【今後の方針】 

申請により適用されるサービスであるため、制度適用対象者がもれなく受給可能と

なるよう、対象となる方への勧奨を引き続き行っていきます。 

 

○健康診断書料助成事業 

【事業内容】 

健康診断書に係る文書料の一部を助成し、介護サービス利用者の経済的負担を軽減

します。 

【今後の方針】 

制度利用が可能な方が、適切に助成が受けられるよう、引き続き制度の周知に努め

ていきます。 

 

○介護用品支給事業 

【事業内容】 

要介護認定を受けた高齢者を自宅で介護している家族の方を対象に、クーポン券（介

護用品支給券）を交付して、介護費用の負担軽減を行います。 

【今後の方針】 

制度利用が可能な方が適切に受給できるよう、引き続き制度の周知に努めていきま

す。 
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８ 計画の進行管理の徹底 

（１）計画の運用に関するＰＤＣＡサイクルの推進 

本市の保険者機能を強化し、高齢者の自立支援や重度化防止の取組みを推進

するために PDCA サイクルを活用します。 

【事業内容】 

地域課題を分析した結果を基に、地域の実情に即した取組み目標を計画に記載（Plan）

し、第７期の各年度において実施（Do）した施策について達成状況の点検、事業実績

等に関する評価（Check）を行い、その評価を踏まえて必要があると認められるときは、

第７期計画に反映する等必要な措置（Action）を講じながら計画を推進していきます。 

【今後の方針】 

計画策定のために設置している瀬戸市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員

会に、新たに評価機関としての機能を付与し、客観的な評価を実施することで、ＰＤ

ＣＡサイクルの活用による高齢者福祉事業・介護保険事業の実施状況の透明化を図り、

適切な評価のもと、課題の発見に努めます。 

また、本計画では、限られた時間とマンパワーを考慮し、緊急性と重要性の観点か

ら優先的に取り組む施策を確実に実行することが望ましいと考え、第６章で定める「重

点的に取り組む施策」のうち、「１地域包括ケアシステムの深化・推進」の各項目につ

いて、活動指標を設定します。 

 

図 高齢者福祉計画・介護保険事業計画における進行管理について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）高齢者ニーズ把握の充実 

身体状況や生活状況等、高齢者個別の課題を明確に把握することが必要であ

り、日常生活圏域ニーズ調査等の在り方について関係機関を交え検討します。 
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