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第１章 計画の考え⽅ 
１ 計画の背景と⽬的 

我が国の⼈⼝は、年々減少しており、平成 37 年には 15 歳から 64 歳の⽣産年
齢⼈⼝が約 7,000 万⼈まで落ち込む⼀⽅で、団塊の世代が 75 歳を超えて後期⾼齢
者となり、国⺠の 3 ⼈に 1 ⼈が 65 歳以上、5 ⼈に 1 ⼈が 75 歳以上になると⾒込
まれています。平成 12 年に⾼齢化社会の到来を⾒据えて創設された介護保険制度
は、「介護が必要な状態になっても、その⽅らしい⽣活ができること」を⽬的とし、
社会全体で⾼齢者を⽀える仕組みとして⼤きな役割を果たしてきました。近年で
は、必要な介護サービス基盤等の整備をはじめ、医療・介護・保健・福祉施策の
多⾯的・総合的な展開をするための「地域包括ケアシステム」を構築し、これを
さらに深化させることが課題となっています。そのためには、新しい切り⼝とし
て、⾼齢者同⼠が⽀え合う「地域共⽣社会」の実現を⽬指すことが⾮常に重要と
なっています。 

以上の状況や経緯を踏まえ、第６期瀬⼾市⽼⼈福祉計画・介護保険事業計画〜
やすらぎプラン 2015〜を基本として⼀層の施策の深化・充実を図るとともに、団
塊の世代が後期⾼齢者となる平成 37 年までの中⻑期的な視点に⽴った「瀬⼾市
⾼齢者福祉計画・介護保険事業計画〜やすらぎプラン 2018〜」を策定し
ました。 

図 国の⾼齢化の推移と将来推計 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
資料：厚⽣労働省「平成 27 年度⾼齢社会⽩書」 

推移 推計 
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２ 計画の性格 
本計画は、⽼⼈福祉法第 20 条の 8 の規定に基づく⾼齢者福祉計画及び介護保険

法第 117 条の規定に基づく介護保険事業計画を⼀体的に策定するものです。 
「⾼齢者福祉計画」は、すべての⾼齢者を対象に、⾼齢者福祉サービスをはじ

め、⽣涯学習、まちづくり等、⾼齢者に関わる施策を位置付けるものです。 
「介護保険事業計画」は、介護保険事業に関する保険給付の円滑な実施に関す

ることを定めるものです。 
 

３ 計画の期間 
本計画の期間は、平成 30 年度から平成 32 年度までの３年間です。 
なお、平成 37 年度までの中⻑期的なサービス・給付⽔準も掲載し、中⻑期的な

視野に⽴った施策の展開を図ります。 
 

図 平成 37 年を⾒据えた介護保険事業計画の策定 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

平成 27 年 平成 37 年 

団塊世代が 
65 歳に 

団塊世代が 
75 歳に 

第５期計画
平成 24 年度〜
平成 26 年度

第８期計画
平成 33 年度〜
平成 35 年度

第９期計画 
平成 36 年度〜 
平成 38 年度 

<平成37年までの見通し> 

第６期計画 
平成 27 年度〜
平成 29 年度 

第６期計画は、平成 37 年に向けた 
「地域包括ケアシステム」の実現 

第７期計画
平成 30 年度 

〜平成 32 年度
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４ 他計画との関係 
本計画は、本市の市政運営の柱となる「瀬⼾市総合計画」や、総合的な福祉の

⽅策を⽰す「瀬⼾市地域福祉計画」等、他の計画との整合性を図りながら策定し
ました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※第６次瀬⼾市総合計画の施策の体系及び本計画との関連箇所については、参考資料P.124
「５ 第６次瀬⼾市総合計画の施策の体系」を参照 
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５ 計画策定の体制 

（１）策定委員会の設置 

計画の策定にあたっては、市⺠代表、学識経験者、医療・保健・福祉関係者
により構成された「瀬⼾市⾼齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会」に
おいて、審議を⾏いました。 

※参考資料P.119〜122を参照 
 

（２）アンケート調査の実施 

計画策定の基礎資料とするため、市⺠から⾼齢者を取り巻く地域社会の状況
や介護保険制度等に関する意⾒を調査しました。 

※参考資料P.126「６ アンケート調査概要」を参照 
 

（３）地域懇談会の活⽤ 

「瀬⼾市地域福祉計画」策定の基礎資料として活⽤することを⽬的に実施し
た地域懇談会の結果を、本計画策定の資料としても活⽤しました。 

※第２章P.10「２（２）⽇常⽣活圏域の現状と将来推計」及び参考資料P.140 
「７ 地域懇談会概要」を参照 

 

（４）パブリックコメントの実施 

計画策定にあたって、広く市⺠の意⾒を求めるためにパブリックコメントを
実施しました。 

※参考資料P.123「４ パブリックコメント概要」を参照 
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第２章 ⾼齢者の現状と将来推計 
１ ⾼齢者の現状と将来推計 

（１）総⼈⼝及び⾼齢者⼈⼝ 

本市の総⼈⼝は、減少傾向となっていますが、⾼齢者⼈⼝は年々増加してい
ます。また、全国・愛知県それぞれの平均と⽐較すると、⾼齢化率が⾼くなっ
ています。 

 
図 ⼈⼝の推移と推計 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：「連区別・年齢（各歳）別・男⼥別⼈⼝⼀覧表」（各年 10 ⽉ 1 ⽇現在） 
 

 
区 分 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 平成 31 年 平成 32 年 平成 37 年 

総 ⼈ ⼝（⼈） 130,883 130,516 130,211 130,140 129,995 129,782 127,772 
⾼齢者⼈⼝（⼈） 

（65 歳以上） 36,303 37,004 37,541 38,069 38,334 38,599 38,871 

⾼齢化率（％） 27.7 28.4 28.8 29.3 29.5 29.7 30.4 
前期⾼齢者⼈⼝（⼈） 

（65〜74 歳） 20,178 19,970 19,535 19,256 18,678 18,499 15,009 

 ⽐ 率（％） 55.6 54.0 52.0 50.6 48.7 47.9 38.6 
後期⾼齢者⼈⼝（⼈） 

（75 歳以上） 16,125 17,034 18,006 18,813 19,656 20,100 23,862 

 ⽐ 率（％） 44.4 46.0 48.0 49.4 51.3 52.1 61.4 

資料：「連区別・年齢（各歳）別・男⼥別⼈⼝⼀覧表」（各年 10 ⽉ 1 ⽇現在） 
  

推移 推計 
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図 ⾼齢化率の推移と推計 全国・県との⽐較 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
資料：全国・県「介護保険事業状況報告」「⾒える化システムによる推計値」 
本市「連区別・年齢（各歳）別・男⼥別⼈⼝⼀覧表」（各年 10 ⽉ 1 ⽇現在） 

（２）⾼齢者の世帯 

本市の 65 歳以上の⾼齢者を含む世帯数は、平成 27 年には 23,042 世帯となり、
平成 7 年の約 2 倍、⾼齢者単⾝世帯は平成 7 年の約 3 倍、⾼齢者のみの夫婦世
帯は約 4 倍に増加しています。 

 
表 世帯数の推移 

 
区 分 平成 7 年 平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 

総 世 帯（世帯） 42,974 46,293 48,361 50,289 50,327 
65 歳以上の⾼齢者を含む世帯数 

（世帯） 11,790 14,337 16,977 20,275 23,042 

 

⾼齢者単⾝世帯数（世帯） 
1,888 2,615 3,188 4,369 5,336 

16.0％ 18.2％ 18.8％ 21.5％ 23.2% 

⾼齢者のみの夫婦世帯数 
（世帯） 

1,790 2,708 4,970 5,088 7,744 
15.2％ 18.9％ 29.3％ 25.1％ 33.6％ 

その他同居世帯数（世帯） 
8,112 9,014 8,819 10,818 9,962 

68.8％ 62.9％ 51.9％ 53.4％ 43.2％ 
資料：「国勢調査」 
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（３）要介護等認定者数 

本市の要⽀援・要介護認定者数の推移をみると、年々微増しており、平成 37
年には、7,319 ⼈になると推計されます。 

 
図 要⽀援・要介護認定者数の推移と推計（第１号被保険者） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
資料：「介護保険事業状況報告」（「⾒える化」システム） 

 
本市の要⽀援・要介護認定率の推移をみると、平成 24 年以降低下していまし

たが、平成 27 年度以降は上昇に転じています。また、全国、愛知県それぞれの
平均と⽐較すると、全国に⽐べ低い割合で推移しており、愛知県に⽐べ、平成
27 年度以降は少し⾼い割合で推移しています。 

 
図 要⽀援・要介護認定率の推移と⽐較（第１号被保険者） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：「介護保険事業状況報告（各年 3 ⽉末・平成 29 年は９⽉時点）」（「⾒える化」システム） 
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（４）⾼齢者の就業率 

⾼齢者全体の就業率をみると、ゆるやかに上昇しています。本市の平成 27 年
度の就業率は、⾼齢者全体（65 歳以上）では全国を上回っていますが、前期⾼
齢者（65 歳〜74 歳）、後期⾼齢者（75 歳以上）ではいずれも全国・愛知県を下
回っています。 

 
図 ⾼齢者の就業率 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：「国勢調査」  
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２ ⽇常⽣活圏域の現状と将来推計 

（１）⽇常⽣活圏域の設定状況 

「⽇常⽣活圏域」とは、⾼齢者が住み慣れた地域で適切なサービスを受けな
がら⽣活を継続できるように、地理的・⼈⼝・交通事情その他の社会的条件、
介護サービスを提供するための施設整備の状況やその他の条件を総合的に勘案
した地域のことであり、市内に 5 つの⽇常⽣活圏域を設定しています。 

 
⽇常⽣活圏域 対象となる連区等 

北部圏域 道泉・深川・⽔野・⻄陵 

東部圏域 古瀬⼾・東明・品野（品野・下品野） 

中部圏域 祖⺟懐・陶原・⻑根 

⻄部圏域 效範・⽔南 

南部圏域 ⼭⼝・菱野・本地・新郷・原⼭台・萩⼭台・⼋幡台 

 
図 本市の⽇常⽣活圏域 
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（２）⽇常⽣活圏域の現状と将来推計 

① 北部圏域（道泉・深川・⽔野・⻄陵） 
■現  状（平成 29 年 10 ⽉ 1 ⽇現在） 

項⽬ 北部圏域 市全域 

サ
ー
ビ
ス
事
業
所
数 

通所介護 
（地域密着型を 

含む）※1 ⼈ ⼝ 24,204 ⼈ 129,946 ⼈ 

65 歳以上⼈⼝ 6,982 ⼈ 37,486 ⼈ 7 ヶ所 
前期⾼齢者⼈⼝ 3,611 ⼈ 51.7％ 19,550 ⼈ 52.2％ 通所 

リハビリテーション 
後期⾼齢者⼈⼝ 3,371 ⼈ 48.3％ 17,936 ⼈ 47.8％ 0 ヶ所 

⾼齢化率 28.8％ 28.8％ 短期⼊所※2 
要介護等認定者数 1,330 ⼈ 6,775 ⼈ 3 ヶ所 

 要⽀援 1 201 ⼈ 15.1％ 946 ⼈ 14.0％ 認知症対応型 
通所介護 

要⽀援 2 175 ⼈ 13.2％ 768 ⼈ 11.3％ 0 ヶ所 

要介護 1 262 ⼈ 19.7％ 1,313 ⼈ 19.4％ 認知症対応型 
共同⽣活介護 

要介護 2 232 ⼈ 17.4％ 1,221 ⼈ 18.0％ 3 ヶ所 

要介護 3 162 ⼈ 12.2％ 896 ⼈ 13.2％ ⼩規模多機能型 
居宅介護 

要介護 4 155 ⼈ 11.7％ 842 ⼈ 12.4％ 1 ヶ所 
要介護 5 143 ⼈ 10.8％ 789 ⼈ 11.6％ 地域密着型介護 

⽼⼈福祉施設 
⼊所者⽣活介護 認定率 19.0％ 18.0% 

事業対象者数 35 ⼈ 207 ⼈ 0 ヶ所 
※１ 通所介護と地域密着型通所介護の合計 
※２ 短期⼊所⽣活介護と短期⼊所療養介護の合計 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

■社会資源等の状況 
この圏域は、本市の

北 ⻄ に 位 置 し て お
り、４つの連区から
成り⽴っています。 
⻄部に愛知環状鉄

道、国道155号が南
北に⾛っています。 
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市全体
⾼齢者⼈⼝
市全体
⾼齢化率
北部圏域
⾼齢化率

（％）

■地区別⼈⼝推計 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■アンケート結果 
調査結果分析 主な特徴 

地域での活動 

地域において 
⽀援できるもの 

○⼀般⾼齢者の「調理」「買い物代⾏」以外の⽀援割合が、市平均値より低くな
っている。 

○要⽀援者の「掃除・洗濯」「サロン等、通いの場のサポート」以外の⽀援割合が、
市平均値より低くなっている。 

社会参加と 
⽣きがい 

○「スポーツ関係のグループやクラブ」への参加率は、市平均値より⼀般⾼齢者が
0.1 ポイント、要⽀援者が 0.2 ポイント⾼くなっている。 

○「趣味関係のグループ」への参加率は、市平均値より⼀般⾼齢者が 1.5 ポイン
ト、要⽀援者が 2.8 ポイント低くなっている。 

○「⽼⼈クラブ」への参加率は、市平均値より⼀般⾼齢者が 2.2 ポイント、要⽀援
者が 2.1 ポイント低くなっている。 

○⼀般⾼齢者の「お世話役として活動等への参加意向」が、市平均値より 1.6 ポ
イント⾼くなっている。 

たすけあい 
の状況 

○⼀般⾼齢者の「⼼配事や愚痴を聞いてくれる⼈がいない・聞いてあげる⼈がいな
い」と「病気の時に看病や世話をしてくれる⼈がいない・してあげる⼈がいない」とと
もに、市平均値より低くなっている。 

○要⽀援者の「⼼配事や愚痴を聞いてくれる⼈がいない」が、市平均値より 1.9 ポ
イント⾼くなっている。 

健康感や 
幸福感 

主観的な 
健康感・幸福感 

○⼀般⾼齢者の主観的健康感で「とてもよい」は、市平均値より 1.3 ポイント⾼く
なっている。 

○「主観的幸福感」の平均点数は、⼀般⾼齢者が市平均値より 0.1 点⾼く、要
⽀援者が市平均値より 0.4 点低くなっている。 

会⾷の頻度 ○誰かと⾷事をする頻度が「毎⽇ある」率は、市平均値より⼀般⾼齢者が 2.0 ポ
イント、要⽀援者が 7.8 ポイント⾼くなっている。 

公共交通の利⽤状況 ○利⽤率は、市平均値より⼀般⾼齢者が 0.2 ポイント、要⽀援者が 2.1 ポイント
⾼くなっている。 

■地域懇談会での意⾒（抜粋） 
（道泉）●コミュニティバスをこの地域にも⾛らせたい ●免許の返納後、買い物に困る ●今に買い物難⺠が多くなる 
（深川）●徒歩で買い物できるところが少ない ●⼀⼈暮らし⾼齢者が多い ●孤独死が⼼配 ●⾼齢者のための施設が少ない。 
（⽔野）●⾞に乗れないため、週3回のコミュニティバスのみでは買い物も通院も不便 

●災害時に近所に避難場所がない ●⾼齢者の近所付き合いが少ない 
（⻄陵）●⾃治会、社協、⺠協等役員のなり⼿が少なくなってきている ●気軽に出かける場所が少ない  

推移 推計 
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② 東部圏域（古瀬⼾・東明・品野（品野・下品野）） 
■現  状（平成 29 年 10 ⽉ 1 ⽇現在） 

項⽬ 東部圏域 市全域 

サ
ー
ビ
ス
事
業
所
数 

通所介護 
（地域密着型を 

含む）※1 ⼈ ⼝ 17,696 ⼈ 129,946 ⼈ 

65 歳以上⼈⼝ 6,106 ⼈ 37,486 ⼈ 5 ヶ所 
前期⾼齢者⼈⼝ 3,068 ⼈ 50.2％ 19,550 ⼈ 52.2％ 通所 

リハビリテーション 
後期⾼齢者⼈⼝ 3,038 ⼈ 49.8％ 17,936 ⼈ 47.8％ 1 ヶ所 

⾼齢化率 34.5％ 28.8％ 短期⼊所※2 
要介護等認定者数 1,124 ⼈ 6,775 ⼈ 2 ヶ所 

 要⽀援 1 178 ⼈ 15.8％ 946 ⼈ 14.0％ 認知症対応型 
通所介護 

要⽀援 2 118 ⼈ 10.5％ 768 ⼈ 11.3％ 1 ヶ所 

要介護 1 217 ⼈ 19.3％ 1,313 ⼈ 19.4％ 認知症対応型 
共同⽣活介護 

要介護 2 205 ⼈ 18.2％ 1,221 ⼈ 18.0％ 3 ヶ所 

要介護 3 140 ⼈ 12.5％ 896 ⼈ 13.2％ ⼩規模多機能型 
居宅介護 

要介護 4 143 ⼈ 12.7％ 842 ⼈ 12.4％ 0 ヶ所 
要介護 5 123 ⼈ 10.9％ 789 ⼈ 11.6％ 地域密着型介護 

⽼⼈福祉施設 
⼊所者⽣活介護 認定率 18.4％ 18.0% 

事業対象者数 29 ⼈ 207 ⼈ 1 ヶ所 
※１ 通所介護と地域密着型通所介護の合計 
※２ 短期⼊所⽣活介護と短期⼊所療養介護の合計 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

■社会資源等の状況 

この圏域は、本市の
東に位置しており、
４つの連区から成り
⽴っています。本市
の中で、⼀番⼤きな
⾯積の圏域となって
おり、北部が岐⾩県
と接し、南北に国道
248号と東海環状⾃
動⾞道、東⻄に国道
363号が⾛っていま
す。 
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■地区別⼈⼝推計 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■アンケート結果 
調査結果分析 主な特徴 

地域での活動 

地域において 
⽀援できるもの 

○⼀般⾼齢者の「⾒守り、声かけ」「サロン等、通いの場のサポート」以外の⽀援割
合が、市平均値より⾼くなっている。 

○要⽀援者の「掃除・洗濯」「外出同⾏」以外の⽀援割合が、市平均値より⾼く
なっている。 

社会参加と 
⽣きがい 

○「⽼⼈クラブ」への参加率は、市平均値より⼀般⾼齢者が2.7ポイント⾼くなって
いる。 

○「スポーツ関係のグループやクラブ」への参加率は、市平均値より⼀般⾼齢者が
1.8 ポイント、要⽀援者が 1.6 ポイント低くなっている。 

○「趣味関係のグループ」への参加率は、市平均値より要⽀援者が3.9ポイント低
くなっている。 

○⼀般⾼齢者の「参加者として活動等への参加意向」と「お世話役として活動等
への参加意向」は、市平均値よりそれぞれ 0.5 ポイント⾼くなっている。 

たすけあい 
の状況 

○⼀般⾼齢者と要⽀援者ともに「⼼配事や愚痴を聞いてくれる⼈がいない・聞いて
あげる⼈がいない」と「病気の時に看病や世話をしてくれる⼈がいない・してあげる
⼈がいない」は、市平均値より同値⼜は低くなっている。 

健康感や 
幸福感 

主観的な 
健康感・幸福感 

○⼀般⾼齢者の主観的健康感で「とてもよい」は、市平均値より 2.3 ポイント⾼
く、「あまりよくない」と「よくない」の割合の計は、市平均値より 3.5 ポイント⾼くなっ
ている。 

○「主観的幸福感」の平均点数は、⼀般⾼齢者が市平均値と同じ、要⽀援者が
市平均値より 0.3 点低くなっている。 

会⾷の頻度 ○誰かと⾷事をする頻度が「毎⽇ある」率は、市平均値より⼀般⾼齢者が 1.0 ポ
イント、要⽀援者が 3.1 ポイント低くなっている。 

公共交通の利⽤状況 ○利⽤率は、市平均値より⼀般⾼齢者が 3.6 ポイント低く、要⽀援者が 9.9 ポイ
ント⾼くなっている。 

■地域懇談会での意⾒（抜粋） 
（古瀬⼾）●バスの本数が少ない ●買い物の際の交通が不便。徒歩での買い物が近くでできない ●独居⽼⼈が多く、憩いの場がない 

●空き家が増えた 

（東明）●将来⾞の運転ができなくなると、買い物に困ると想定できる ●⽼⼈会に⼊会する⼈が少ない ●地域の交流の場がほしい 
（品野）●コンビニ・スーパーに出張販売できるように望む ●コミュニティバスを道の駅にまわしてほしい 

●町内で⾼齢者の把握ができていない ●特技等をもっている⼈等、助けにいける⼈の情報がない  

推移 推計 
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③ 中部圏域（祖⺟懐・陶原・⻑根） 
■現  状（平成 29 年 10 ⽉ 1 ⽇現在） 

項⽬ 中部圏域 市全域 

サ
ー
ビ
ス
事
業
所
数 

通所介護 
（地域密着型を 

含む）※1 ⼈ ⼝ 20,110 ⼈ 129,946 ⼈ 

65 歳以上⼈⼝ 5,723 ⼈ 37,486 ⼈ 12 ヶ所 
前期⾼齢者⼈⼝ 2,775 ⼈ 48.5％ 19,550 ⼈ 52.2％ 通所 

リハビリテーション 
後期⾼齢者⼈⼝ 2,948 ⼈ 51.5％ 17,936 ⼈ 47.8％ 1 ヶ所 

⾼齢化率 28.5％ 28.8％ 短期⼊所※2 
要介護等認定者数 1,145 ⼈ 6,775 ⼈ 1 ヶ所 

 要⽀援 1 148 ⼈ 12.9％ 946 ⼈ 14.0％ 認知症対応型 
通所介護 

要⽀援 2 123 ⼈ 10.7％ 768 ⼈ 11.3％ 1 ヶ所 

要介護 1 209 ⼈ 18.3％ 1,313 ⼈ 19.4％ 認知症対応型 
共同⽣活介護 

要介護 2 186 ⼈ 16.2％ 1,221 ⼈ 18.0％ 4 ヶ所 

要介護 3 179 ⼈ 15.6％ 896 ⼈ 13.2％ ⼩規模多機能型 
居宅介護 

要介護 4 149 ⼈ 13.0％ 842 ⼈ 12.4％ 1 ヶ所 
要介護 5 151 ⼈ 13.2％ 789 ⼈ 11.6％ 地域密着型介護 

⽼⼈福祉施設 
⼊所者⽣活介護 認定率 20.5％ 18.0% 

事業対象者数 32 ⼈ 207 ⼈ 0 ヶ所 
※１ 通所介護と地域密着型通所介護の合計 
※２ 短期⼊所⽣活介護と短期⼊所療養介護の合計 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

■社会資源等の状況 
この圏域は、3つの

連区から成り⽴って
います。 
東⻄に⻑い圏域と

なっており、⻄部に
は愛知環状鉄道、南
北に国道155号、東
⻄に国道363号が⾛
っています。 
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■アンケート結果 
調査結果分析 主な特徴 

地域での活動 

地域において 
⽀援できるもの ○⼀般⾼齢者の「掃除・洗濯」以外の⽀援割合が、市平均値より低くなっている。

社会参加と 
⽣きがい 

○「趣味関係のグループ」への参加率は、市平均値より⼀般⾼齢者が3.5ポイント
⾼くなっている 

○「スポーツ関係のグループやクラブ」への参加率は、市平均値より⼀般⾼齢者が
0.2 ポイント、要⽀援者が 4.0 ポイント低くなっている。 

○「学習・教養サークル」への参加率は、市平均値より⼀般⾼齢者が 1.8 ポイント
低くなっている。 

○⼀般⾼齢者の「参加者として活動等への参加意向がある」は、3.1 ポイント低く
なっている。 

たすけあい 
の状況 

○⼀般⾼齢者の「病気の時に看病や世話をしてくれる⼈がいない」は、市平均値
より⾼くなっている。 

○要⽀援者の「⼼配事や愚痴を聞いてくれる⼈がいない・聞いてあげる⼈がいな
い」と「病気の時に看病や世話をしてくれる⼈がいない・してあげる⼈がいない」が、
市平均値より⾼くなっている。 

健康感や 
幸福感 

主観的な 
健康感・幸福感 

○⼀般⾼齢者の主観的健康感で、「あまりよくない」と「よくない」の割合の計は市
平均値より 2.7 ポイント⾼くなっている。 

○「主観的幸福感」の平均点数は、⼀般⾼齢者が市平均値より 0.1 点、要⽀援
者が 0.8 点⾼くなっている。 

会⾷の頻度 ○誰かと⾷事をする頻度が「毎⽇ある」率は、市平均値より⼀般⾼齢者が 7.5 ポ
イント、要⽀援者が 1.9 ポイント低くなっている。 

公共交通の利⽤状況 ○利⽤率は、市平均値より⼀般⾼齢者が 4.2 ポイント、要⽀援者が 15.9 ポイン
ト低くなっている。 

■地域懇談会での意⾒（抜粋） 
（祖⺟懐）●⾼齢者の⼀⼈住まいがこれから多くなると、病気の時に困る ●独居者の把握が必要（防災・災害時） 

●市内の移動でお⾦のかからないシステムがほしい（防災・災害時） 
●⾼齢者に対する交通（移動）の今後の対応。コミュニティバスがない 

（陶原）●交通の便はいいが、1⼈では⼼配 ●⼀⼈暮らしが増えている ●坂道が多いため、買い物が⼤変 
●若い世代との交流がない。⾏事があるとよい 

（⻑根）●どこに⼀⼈暮らしの⼈がみえるのか、情報を得る⼿段が分からない ●サロンをつくってほしい ●ゴミ出しが不便 
●困りごとを聞いて欲しい  

推移 推計 
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④ ⻄部圏域（效範・⽔南） 
■現  状（平成 29 年 10 ⽉ 1 ⽇現在） 

項⽬ ⻄部圏域 市全域 

サ
ー
ビ
ス
事
業
所
数 

通所介護 
（地域密着型を 

含む）※1 ⼈ ⼝ 29,234 ⼈ 129,946 ⼈ 

65 歳以上⼈⼝ 7,307 ⼈ 37,486 ⼈ 5 ヶ所 
前期⾼齢者⼈⼝ 3,859 ⼈ 52.8％ 19,550 ⼈ 52.2％ 通所 

リハビリテーション 
後期⾼齢者⼈⼝ 3,448 ⼈ 47.2％ 17,936 ⼈ 47.8％ 1 ヶ所 

⾼齢化率 25.0％ 28.8％ 短期⼊所※2 
要介護等認定者数 1,217 ⼈ 6,775 ⼈ 1 ヶ所 

 要⽀援 1 157 ⼈ 12.9％ 946 ⼈ 14.0％ 認知症対応型 
通所介護 

要⽀援 2 134 ⼈ 11.0％ 768 ⼈ 11.3％ 2 ヶ所 

要介護 1 234 ⼈ 19.2％ 1,313 ⼈ 19.4％ 認知症対応型 
共同⽣活介護 

要介護 2 222 ⼈ 18.2％ 1,221 ⼈ 18.0％ 2 ヶ所 

要介護 3 158 ⼈ 13.0％ 896 ⼈ 13.2％ ⼩規模多機能型 
居宅介護 

要介護 4 176 ⼈ 14.5％ 842 ⼈ 12.4％ 1 ヶ所 
要介護 5 136 ⼈ 11.2％ 789 ⼈ 11.6％ 地域密着型介護 

⽼⼈福祉施設 
⼊所者⽣活介護 認定率 16.7％ 18.0% 

事業対象者数 54 ⼈ 207 ⼈ 0 ヶ所 
※１ 通所介護と地域密着型通所介護の合計 
※２ 短期⼊所⽣活介護と短期⼊所療養介護の合計 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

■社会資源等の状況 
この圏域は、本市の

⻄に位置しており、2
つの連区から成り⽴
っています。 
南北に愛知環状鉄

道、東⻄に名鉄瀬⼾
線、南北に国道155
号が⾛っています。 
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■地区別⼈⼝推計 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■アンケート結果 
調査結果分析 主な特徴 

地域での活動 

地域において 
⽀援できるもの 

○⼀般⾼齢者の「配⾷の⼿伝い」「調理」「掃除・洗濯」「買い物代⾏」「ゴミ出し」
「外出時の送迎」の⽀援割合が、市平均値より低くなっている。 

○要⽀援者の「買い物代⾏」「⾒守り、声かけ」「サロン等、通いの場のサポート」
「外出時の送迎」以外の⽀援割合が、市平均値より低くなっている。 

社会参加と 
⽣きがい 

○「スポーツ関係のグループやクラブ」への参加率は、市平均値より⼀般⾼齢者が
3.3 ポイント、要⽀援者が 1.6 ポイント⾼くなっている。 

○「趣味関係のグループ」への参加率は、市平均値より⼀般⾼齢者が 0.8 ポイン
ト、要⽀援者が 1.6 ポイント⾼くなっている 

○「⽼⼈クラブ」への参加率は、市平均値より⼀般⾼齢者が 1.3 ポイント、要⽀援
者が 2.1 ポイント低くなっている。 

○⼀般⾼齢者の「参加者として活動等への参加意向がある」は、1.5 ポイント⾼く
なっている。 

たすけあい 
の状況 

○要⽀援者の「病気の時に看病や世話をしてくれる⼈がいない」は、市平均値より
⾼くなっている。 

健康感や 
幸福感 

主観的な 
健康感・幸福感 

○⼀般⾼齢者の主観的健康感で「とてもよい」は、市平均値より 0.1 ポイント⾼く
なっている。 

○「主観的幸福感」の平均点数は、⼀般⾼齢者が市平均値と同じ、要⽀援者が
0.3 点⾼くなっている。 

会⾷の頻度 ○誰かと⾷事をする頻度が「毎⽇ある」率は、市平均値より要⽀援者が7.0ポイン
ト低くなっている。 

公共交通の利⽤状況 ○利⽤率は、市平均値より⼀般⾼齢者が 6.7 ポイント、要⽀援者が 3.8 ポイント
⾼くなっている。 

■地域懇談会での意⾒（抜粋） 
（效範）●⺠⽣委員が誰だか分からない ●災害がおきた時、助けにいくことができるのか 

●運転免許を返納した場合、買い物に困るがどうしたらいいのか ●⾼齢者に対する知識が乏しいため、逆に連れ出しが不安 
（⽔南）●⾼齢化が進み、町内会を脱退する家が増える中、ボランティア活動をどうする ●介護施設が不⾜  

●サロンの開設（⼩さい単位で） ●独居者の安否確認。特にマンション ●往診してもらえる医師を増やしてほしい 
●住⺠全体の福祉意識の向上が必要 

  

推移 推計 
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⑤ 南部圏域（⼭⼝・菱野・本地・新郷・原⼭台・萩⼭台・⼋幡台） 
■現  状（平成 29 年 10 ⽉ 1 ⽇現在） 

項⽬ 南部圏域 市全域 

サ
ー
ビ
ス
事
業
所
数 

通所介護 
（地域密着型を 

含む）※1 ⼈ ⼝ 38,702 ⼈ 129,946 ⼈ 

65 歳以上⼈⼝ 11,368 ⼈ 37,486 ⼈ 14 ヶ所 
前期⾼齢者⼈⼝ 6,237 ⼈ 54.9％ 19,550 ⼈ 52.2％ 通所 

リハビリテーション 
後期⾼齢者⼈⼝ 5,131 ⼈ 45.1％ 17,936 ⼈ 47.8％ 3 ヶ所 

⾼齢化率 29.4％ 28.8％ 短期⼊所※2 
要介護等認定者数 1,832 ⼈ 6,775 ⼈ 1 ヶ所 

 要⽀援 1 253 ⼈ 13.8％ 946 ⼈ 14.0％ 認知症対応型 
通所介護 

要⽀援 2 212 ⼈ 11.6％ 768 ⼈ 11.3％ 1 ヶ所 

要介護 1 368 ⼈ 20.1％ 1,313 ⼈ 19.4％ 認知症対応型 
共同⽣活介護 

要介護 2 357 ⼈ 19.5％ 1,221 ⼈ 18.0％ 2 ヶ所 

要介護 3 235 ⼈ 12.8％ 896 ⼈ 13.2％ ⼩規模多機能型 
居宅介護 

要介護 4 197 ⼈ 10.8％ 842 ⼈ 12.4％ 1 ヶ所 
要介護 5 210 ⼈ 11.5％ 789 ⼈ 11.6％ 地域密着型介護 

⽼⼈福祉施設 
⼊所者⽣活介護 認定率 15.9％ 18.0% 

事業対象者数 57 ⼈ 207 ⼈ 1 ヶ所 
※１ 通所介護と地域密着型通所介護の合計 
※２ 短期⼊所⽣活介護と短期⼊所療養介護の合計 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

■社会資源等の状況 

この圏域は、本市の
南に位置しており、
７つの連区等から成
り⽴っています。原
⼭台、萩⼭台、⼋幡
台連区においては、
菱野団地を形成して
おり、住⺠の⾼齢化
が進んでいます。 
⻄部に平地、東部に

⼭部をもつ⼟地形状
となっており、愛知
環状鉄道や国道155
号が南北に⾛ってい
ます。 
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■アンケート結果 
調査結果分析 主な特徴 

地域での活動 

地域において 
⽀援できるもの 

○⼀般⾼齢者の「掃除・洗濯」「買い物代⾏」以外の⽀援割合が、市平均値より
⾼くなっている。 

○要⽀援者の「掃除・洗濯」「サロン等、通いの場のサポート」「外出時の送迎」以
外の⽀援割合が、市平均値より⾼くなっている。 

社会参加と 
⽣きがい 

○「町内会・⾃治体」への参加率は、市平均値より⼀般⾼齢者が 3.1 ポイント要
⽀援者が 2.5 ポイント⾼くなっている。 

○「ボランティアのグループ」への参加率は、市平均値より⼀般⾼齢者が 2.4 ポイン
ト、要⽀援者が 0.5 ポイント⾼くなっている。 

○「趣味関係のグループ」への参加率は、市平均値より⼀般⾼齢者が2.9ポイント
低くなっている。 

○⼀般⾼齢者の「参加者として活動等への参加意向がある」は、1.9 ポイント⾼く
なっている。 

たすけあい 
の状況 

○⼀般⾼齢者の「⼼配事や愚痴を聞いてくれる⼈がいない」「病気の時に看病や
世話をしてくれる⼈がいない」が、市平均値より⾼くなっている。 

○要⽀援者の「⼼配事や愚痴を聞いてくれる⼈がいない」が市平均値より⾼くなっ
ている。 

健康感や 
幸福感 

主観的な 
健康感・幸福感 

○⼀般⾼齢者の主観的健康感で「とてもよい」は、市平均値より 0.6 ポイント低く
なっている。 

○「主観的幸福感」の平均点数は、⼀般⾼齢者が市平均値より 0.1 点、要⽀援
者が 0.3 点低くなっている。 

会⾷の頻度 ○誰かと⾷事をする頻度が「毎⽇ある」率は、市平均値より⼀般⾼齢者が 0.8 ポ
イント低く、要⽀援者が 4.4 ポイント⾼くなっている。 

公共交通の利⽤状況 ○利⽤率は、市平均値より⼀般⾼齢者が 0.5 ポイント⾼く、要⽀援者が 0.9 ポイ
ント低くなっている。 

■地域懇談会での意⾒（抜粋） 
（⼭⼝）●近くに気軽に買い物できるところがない（コンビニ以外） ●気楽に安⼼して集まれる場所がない 

●災害時の避難場所が少ない。救助体制がない 
（新郷）●交通の便が悪い ●若い⼈が少ないので助けてもらえない ●スーパーが閉店して買い物が不便になった 

（原⼭台）●⽼⼈クラブのありかたを検討してほしい ●近隣（組）の交流がほとんどないのが問題 
●バス路線が少なく、⽬的地に⾏けない 

（⼋幡台）●⾞で移動できるうちは良いが、だんだんと難しくなる 
（萩⼭台）●買い物が不便 ●近所の⽅とお話したいが、そのきっかけがない。場所がない  

推移 推計 
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（３）⽇常⽣活圏域の課題 

⽇常⽣活圏域は、平成 17 年度の介護保険法改正により各⾃治体が策定する介
護保険事業計画において、住⺠が⽇常⽣活を営んでいる地域を、地理的条件を
はじめ、地域コミュニティの状況、交通事情等の社会的な条件、介護給付等対
象サービスを提供するための施設整備の状況等を総合的に勘案して定めました。 

⽇常⽣活圏域ごとの⾼齢化や要⽀援・要介護認定者の状況、アンケート結果
や地域懇談会の結果等を踏まえ、課題を整理しながら、それぞれの地域にふさ
わしい介護予防事業や健康づくり事業、⾒守り・⽀えあい事業等の充実や、地
域密着型サービス等の施設整備⽅針につなげるための地域ケア会議を、医療・
介護・福祉等の関係機関や、⺠⽣委員、地域住⺠等と連携・協⼒し、情報を共
有しながら開催しています。 

本市では現在、前述した５つの圏域を設定しておりますが、これからの社会
的な環境の変化、⽣活形態の変化を踏まえ、改めて⽇常⽣活圏域の範囲を検討
する必要があると考えています。 

 
図 ⽇常⽣活圏域と地域包括⽀援センターの位置 
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第３章 前期計画の現状及び課題 
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 

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」では、⾼齢者が参加できる多種

多様な⽣涯学習の機会が提供されています。 
また、地区公⺠館や地域交流センターによる⽣涯学習事業や総合型地域スポーツク

ラブの活動⽀援、スポーツ教室の開催等に取り組んでいますが、⾼齢者の趣味嗜好が
多様化していることから、今後は時代や市⺠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。 

 
評価指標 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

学びキャンパスせと講座参加者数 3,514 ⼈ 3,564 ⼈ 3,532 ⼈ 

⼤学コンソーシアムせと 
講座・イベント参加者数 295 ⼈ 406 ⼈ 297 ⼈ 

地区公⺠館・地域交流センターによる 
⽣涯学習講座の受講者数 6,775 ⼈ 6,724 ⼈ 6,383 ⼈ 

⽼⼈福祉センターによる 
市⺠向け講座参加者数 52 ⼈ 65 ⼈ 66 ⼈ 

総合型地域スポーツクラブ参加者数 460 ⼈ 474 ⼈ 433 ⼈ 

シニアスポーツ交流⼤会参加者数 97 ⼈ 90 ⼈ 74 ⼈
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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については、⾼齢化率の伸びに準じた会員数の増加に繋

がっておらず、運営⽅法についても事業の透明化及び事業内容の確⽴⾯において課題
があります。今後は、運営⾯での改善を含めた検討が必要です。 

ハローワークとの連携においては、就業に関する情報提供を定期的に⾏いました。
今後は⾼齢者の就業に関する情報提供を⾏い、就職フェアの参加企業に対し⾼齢者の
就業促進を求めていきます。 

 
評価指標 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

シルバー⼈材センター会員数 391 ⼈ 399 ⼈ 414 ⼈

シルバー⼈材センター就業件数 3,431 件 3,332 件 3,165 件

就職フェア来場者数 74 ⼈ 190 ⼈ 222 ⼈

求⼈情報提供数 48 件 48 件 48 件
 
 

③ 社会参加活動（地域活動ボランティア等）への⽀援 
⽼⼈クラブ活動の⽀援においては、趣味嗜好の多様化もあり会員数は減少傾向とな

っています。そのため、新たな取組みを実施し、新規加⼊者獲得に努めましたが、期
待した成果を上げることに繋がりませんでした。また、市⺠活動において、団体構成
員の多くが60歳以上と、⾼齢者の活躍の場となっていますが、⼤幅な登録者数の増加
には⾄りませんでした。 

 
評価指標 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

⽼⼈クラブ加⼊者数 2,677 ⼈ 2,665 ⼈ 2,569 ⼈

⽼⼈福祉センター利⽤者数 40,042 ⼈ 37,588 ⼈ 35,901 ⼈

⽼⼈憩いの家利⽤者数 11,021 ⼈ 9,574 ⼈ 9,418 ⼈

瀬⼾市市⺠活動センター登録者数 13,201 ⼈ 12,429 ⼈ 13,191 ⼈

ボランティアセンター登録者数 2,355 ⼈ 2,232 ⼈ 1,995 ⼈
瀬⼾観光ボランティアガイド 

おもてなしボランティア 
活動者数 

2,443 ⼈ 2,471 ⼈ 2,340 ⼈
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（２）要援護者の⾃⽴⽀援 

① 住み慣れた在宅⽣活への⽀援 
ミニデイ事業では、利⽤者が固定されてきており、平成28年度新たな参加者の確保

につなげていくためのチラシを作成し、周知に努めました。今後は「介護予防・⽇常
⽣活⽀援総合事業（総合事業）」の実施状況を検証しながら、事業の在り⽅を検討する
必要があります。 

配⾷サービスでは、多くの対象者の⾒守りと栄養状態の改善を図るとともに、平成
28年度には事業者選定の⽅法を⾒直し、事業の質の向上を図るとともに新たな事業者
の参⼊に繋げました。今後はサービス対象者の増加が予想される中、当サービスの主
旨に沿った、必要な⽅へのサービスが維持されるような仕組みを検討する必要があり
ます。 

緊急通報装置設置事業・緊急通報受信センター事業では、緊急通報装置の設置を促
進することで、設置されている⽅の⽀援や安否確認を⾏っていますが、利⽤可能回線
が限られているという課題があります。 

 
評価指標 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

軽度⽣活援助件数 
（⽣活⽀援型ヘルパー派遣） 501 件 420 件 450 件

ミニデイ事業延べ利⽤者数 1,006 ⼈ 1,067 ⼈ 911 ⼈

訪問理美容サービス利⽤者数 46 ⼈ 56 ⼈ 55 ⼈

敬⽼事業補助⾦対象者数 16,437 ⼈ 17,279 ⼈ 18,225 ⼈

配⾷サービス⾷数 52,466 ⾷ 61,542 ⾷ 68,721 ⾷

緊急通報装置設置者数 713 ⼈ 618 ⼈ 568 ⼈

ふれあい収集登録者数 218 ⼈ 216 ⼈ 249 ⼈
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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においては、⽣活援助員を派遣し、対象者の

⽣活指導・相談、安否確認等を通して⾃⽴した安全かつ快適な⽣活が送れるよう⽀援
を⾏いました。今後は⽣活援助員の派遣⽅法を検討し、より良い⽀援へとつなげます。
また、バリアフリーに配慮した環境の整備においては、愛知環状鉄道⼭⼝駅にエレベ
ーターや点字ブロックを設置し、バリアフリーに対応した環境の整備を⾏いました。 

⾒守り・⽀えあいネットワークの充実においては、⼀⼈暮らし⾼齢者等を地域全体
で⽀援するため、地域の⾒守り活動を⾏っている⽅、⾼齢者と関わりのある地域の事
業者にご協⼒いただき、⾒守り活動を実施している⾒守りネットワークを位置づける
ことで、ネットワークの充実を図っています。また、⾼齢者と保育園及び⼩中学校と
の交流事業において、継続的に⼦どもたちと⾼齢者との交流の機会を持つことができ
ています。今後⾼齢者⼈⼝が増加し、⼀⼈暮らし⾼齢者や⾼齢者のみの世帯の増加が
⾒込まれる中、⺠間事業者と連携し、新たな⽀援体制を確⽴し、⼀⼈暮らし⾼齢者等
の安⼼・安全の確保に努めます。 

 
評価指標 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

⾼齢者世話付住宅 
⽣活援助員派遣数 4,461 件 4,500 件 4,549 件

暮らしのあんしん訪問件数 46 件 13 件 27 件

福祉避難場所の確保（施設）数 5 件 5 件 5 件

⾒守りネットワーク 
協定事業所数 32 件 32 件 61 件
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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 

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し、健康維持と

疾病予防につなげ、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
会づくりの事業を実施しています。 

「第２次いきいき瀬⼾21瀬⼾市計画」の推進では、改善が必要な⽅のうち、65歳以
上の訪問指導率は79.7％と⾼い割合を維持しています。また、健康教室・健康相談の
実施において、参加者の⼤半が65歳以上であり、多くの⽅が気軽に参加できるよう定
期的に開催することで⽣活習慣病予防のための⾃⼰管理の⽀援を⾏いました。 

地域・各種団体との連携では、メタボリックシンドローム関連事業の参加者数が⽬
標値を上まわり、市⺠のメタボリックシンドロームへの関⼼度が⾼いことがわかりま
した。今後も地域における保健推進活動を進めていき、事業の充実に努めます。 

 
評価指標 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

「第２次いきいき瀬⼾ 21 瀬⼾市計画」 
訪問指導の実績数 88 件 101 件 102 件

各種がん検診精密検査受診率 88.5％ 85.3％ 86.8％

健康相談の参加者数 3,574 ⼈ 4,540 ⼈ 4,227 ⼈

特定健康診査受診率 46.5％ 47.6％ 47.1%

特定保健指導終了率 27.2％ 25.4％ 20.3% 

後期⾼齢者健康診査受診率 36.5％ 36.8％ 37.9％

⻭科健康診査受診者数 538 ⼈ 453 ⼈ 491 ⼈

インフルエンザ接種者数 19,326 ⼈ 19,346 ⼈ 19,552 ⼈

肺炎球菌接種者数 4,035 ⼈ 2,474 ⼈ 3,087 ⼈

保健推進員の育成数 49 ⼈ 50 ⼈ 48 ⼈

メタボリックシンドローム 
関連事業の参加者数 10,871 ⼈ 11,615 ⼈ 12,056 ⼈
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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 

① 介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業（総合事業）の構築 
多様な⽣活⽀援のニーズに応えるため、介護予防訪問介護と介護予防通所介護を全

国⼀律の基準に基づくサービスから、多様な担い⼿による多様なサービスの提供に移
⾏し、平成29年度から介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業（総合事業）を実施していま
す。 

平成27年度には対象者のニーズ調査、平成28年度には事業者に対してのニーズ調査
を実施し、関係機関との調整会議等を通じて総合事業のサービス内容の充実に努めま
した。今後はサービス内容の評価を⾏い、ニーズに合ったサービスが提供できるよう
⽣活⽀援コーディネーター・協議体と連携を図ります。 

 
 

② 介護予防事業の推進 
介護予防事業では、地域包括⽀援センターにより、⼀次予防事業及び⼆次予防事業

として、介護予防教室を実施しました。⼀次予防事業では、介護予防に関する基本的
な知識を普及するため、公⺠館等の市⺠に⾝近な場を利⽤し、健康教室等を実施しま
した。また、⼆次予防事業では、運動や栄養、⼝腔機能の向上を⽬的とした教室を実
施し、要介護状態への進⾏の予防に努めました。今後は、⼀般介護予防事業として、
⽣きがいや役割を持って⽣活できる地域づくりにより、地域において⾼齢者の介護予
防を推進する体制構築を図ります。 

総合相談事業では、地域包括⽀援センターにより、⾼齢者が住み慣れた地域で安⼼
して⽣活を継続していけるよう、⽀援⽅法の把握や適切なサービス利⽤のための⽀援、
⽀援者とのネットワーク構築に取り組みました。 

 
評価指標 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

介護予防教室開催数 109 回 67 回 65 回

⽣活管理指導短期宿泊利⽤延⽇数 31 ⽇ 8 ⽇ 0 ⽇

地域包括⽀援センターの 
総合相談事業相談件数 3,817 件 3,959 件 3,327 件

 
  



第３章 前期計画の現状及び課題 

 

27 

③ 介護予防・⽣活⽀援サービスの体制整備 
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、多様な主体の参画が求められることから、第１層（市全域）
の⽣活⽀援コーディネーターを配置し、地域における課題の発掘やニーズの把握・連
携調整に努めました。また、地域で⾼齢者を⽀援する関係者間の定期的な情報共有・
連携強化の場として「協議体」を設置しました。「⽣活⽀援コーディネーター」が「協
議体」のネットワークを⽣かしながら、地域の互助を⾼め、住⺠主体のサービスが活
性化されるよう、地域全体で⾼齢者の⽣活を⽀える体制づくりを進めていく必要があ
ります。 

 
評価指標 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

⽣活⽀援コーディネーター設置数 
（第１層） 

※平成 28 年５⽉事業開始 
― ― 1 ⼈

協議体の設置数 
※平成 28 年 10 ⽉事業開始 ― ― 1 件 
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４ 尊厳を持って豊かに暮らせるよう地域で⽀えあえる社会の
実現 

（１）⾼齢者にやさしい地域づくりの推進 

① ネットワーク体制の構築と強化 
⾒守りネットワーク事業では、事業活動を通じて⾒守りが必要な⽅と接することの

多い事業者と⽀援機関が連携することにより、⽀援を必要とする⽅を早期に発⾒し、
必要な⽀援を⾏う等、地域社会全体で⾒守る体制を確保し、住み慣れた地域で安⼼し
て⽣活できるよう⽀援していくことを⽬的とし、取り組んできました。また、ふれあ
いネットワーク事業では、登録制による安否確認を実施し、地域の⺠⽣委員の協⼒の
もと、⽇頃の⽣活に不安を抱えている⼀⼈暮らし⾼齢者の⾒守りを⾏ってきました。 

⾼齢者が住み慣れた地域で⾃分らしい暮らしを⼈⽣の最後まで続けることができる
よう、今後も地域社会全体で⾒守る体制を確保し、住み慣れた地域で安⼼して⽣活で
きるよう⽀援していくことが必要です。 

 
評価指標 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

ふれあいネットワーク登録者数 1,064 ⼈ 1,007 ⼈ 998 ⼈

⾒守りネットワーク協定事業所数 32 件 32 件 61 件

地域包括⽀援センターへの相談件数 4,623 件 4,665 件 3,709 件

地域ケア会議開催数 0 回 3 回 10 回
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５ 認知症の早期発⾒・早期治療と認知症⾼齢者への⽀援 

（１）認知症⾼齢者⽀援 

① 認知症⾼齢者⽀援ネットワークの整備 
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⺠に持ってもらえるよ

う、地域包括⽀援センターやＮＰＯ団体においての認知症サポーター養成講座を実施
しました。今後は⼀般介護予防の「地域はつらつ講座」のメニューに、認知症サポー
ター養成講座を設け、地域において積極的に⽀援活動に取り組める環境づくりに努め
ます。 

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では、⼀次予防教室及び
⼆次予防教室として地域包括⽀援センターで実施し、多くの市⺠に正しい理解が得ら
れる機会となりました。今後は地域においての認知症予防教室が促進されるよう、「地
域はつらつ講座」の周知を図ります。 

 
評価指標 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

認知症サポーター養成講座参加者数 464 ⼈ 734 ⼈ 468 ⼈

認知症予防教室参加者数 153 ⼈ 218 ⼈ 196 ⼈

⾒守りネットワーク協定事業所数 32 件 32 件 61 件
 

② 家族介護への⽀援 
家族⽀援プログラムや認知症介護家族交流会は、介護で悩んでいる家族の負担軽減

や交流の場となっています。今後は家族⽀援プログラムの拡充を⽬的に平成29年度か
ら本市と尾張旭市にて隔年で開催することとなり、両市の市⺠が参加しやすい体制を
整えています。 

認知症の⽅の居場所づくりや、地域の⽅への認知症理解の促進を図るため、平成28
年度から認知症カフェ登録事業及び認知症カフェ事業費補助⾦の交付を実施していま
す。今後は、認知症になっても安⼼して住み慣れた地域で暮らすことができるよう、
事業の普及啓発に努めます。 

 
評価指標 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

家族⽀援プログラム受講者数 
※隔年実施事業 12 ⼈ ― 13 ⼈

認知症介護家族交流会実施回数 12 回 12 回 12 回
ひとり歩き⾼齢者家族⽀援 

サービス利⽤者数 
※新規利⽤者数 

2 ⼈ 3 ⼈ 3 ⼈

認知症カフェ参加者数 
※平成 28 年 10 ⽉事業開始 ― ― 451 ⼈



瀬戸市 

 

 
30 

（２）⾼齢者の権利擁護 

① 権利擁護の体制強化 
地域包括⽀援センターにおける権利擁護相談については、処遇困難ケースや⾼齢者

虐待等多岐にわたる相談が寄せられました。⾼齢者虐待については、緊急かつ的確な
判断が求められるケースや、虐待を⾏ってしまう側にも⽀援が必要なケース等さまざ
まなケースが発⽣し、その都度関係機関と連携を図りながら解決策を講じました。今
後は権利擁護意識の⾼まりを背景に相談件数の増加が予想されることから、増加する
相談に対応できる体制を構築します。⾼齢者虐待については今後も関係機関との連携
強化に努めます。 

成年後⾒制度利⽤への⽀援では、単⾝⾼齢者及び⾼齢者世帯が増加している状況で
の相談ケースは、処遇困難ケースも多くあり、成年後⾒制度も含めた⽀援策を検討し、
関係機関と連携しながら相談業務に努めています。今後は研修等を通して、制度の理
解や相談先等の周知を図ります。 

⾼齢者虐待防⽌ネットワークでは、関係機関との連携・協⼒により、⽇常⽣活の中
に現れる変化から⾼齢者の抱える虐待問題を早期に発⾒し、問題解決のための⽀援に
つなげるよう取り組みました。今後は地域住⺠への周知を促進し、地域での⾒守り体
制の構築を図ります。 

 
評価指標 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

地域包括⽀援センター 
相談（権利擁護）件数 374 件 446 件 374 件

消費⽣活出前講座 
実施件数 4 件 7 件 3 件

成年後⾒制度利⽤への 
⽀援者数 9 ⼈ 6 ⼈ 7 ⼈

⾒守りネットワーク 
協定事業所数 32 件 32 件 61 件
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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 

① 医療と介護の連携強化 
医療・介護ニーズが⾼い⾼齢者の増加が⾒込まれる中、⼊院による急性期の治療か

ら、リハビリテーションを含めた退院後の在宅療養に円滑に移⾏し、切れ⽬なく適切
な医療・介護サービスを提供する事業を実施しています。 

地域における福祉のネットワークづくりでは、地域包括⽀援センターにおいてサー
ビス担当者会議の開催⽀援、介護⽀援専⾨員への個別⽀援、ケアマネジメントの指導、
介護⽀援専⾨員同⼠のネットワーク構築に取り組みました。今後は、適切な医療サー
ビス・介護福祉サービスにつなげるため、在宅医療介護連携推進事業における情報共
有ツールを活⽤して連携強化に取り組むとともに、介護⽀援専⾨員等への⽀援を継続
して⾏います。 

認知症の⽅に対する医療と福祉の連携では、在宅医療介護連携推進事業において、
医療・介護関係者の情報共有の⽀援を図る等、多職種が参画する各部会を設け、先進
的な取組みを実施しました。今後はさらなる連携体制が構築されるよう⽀援していき
ます。 

 
評価指標 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

もーやっこネットワーク登録施設数 
※平成 27 年度事業開始 ― 262 件 297 件

もーやっこネットワーク登録利⽤者数 
※平成 27 年度事業開始 ― 514 ⼈ 566 ⼈

もーやっこネットワーク登録患者数 
※平成 27 年度事業開始 ― 526 ⼈ 682 ⼈
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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 

① 介護保険サービス基盤の計画的整備 
いつまでも住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、今後、地域包括ケアの推進に

向けて、地域密着型サービスをはじめとする介護保険サービスの提供体制について、
需要と供給のバランスを図りながら整備を進めます。平成28年度には、地域密着型サ
ービス事業者の選定に⾄りませんでしたが、その他の施設はおおむね計画通りに進め
ました。今後は真に必要な整備数を⾒極め、整備⽬標量を定めるとともに、どのサー
ビス形態が市⺠のニーズに合っているか検討します。 

 
評価指標 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

地域密着型特養整備数 1 件 0 件 0 件

認知症対応型通所介護整備数 1 件 0 件 1 件

認知症対応型共同⽣活介護整備数 2 件 0 件 1 件
 
 

② 介護給付適正化等の取組み 
介護給付適正化計画に基づき、認定調査状況の点検、ケアプラン点検や介護サービ

ス利⽤者への介護給付費通知、住宅改修等の点検、医療情報との突合・縦覧点検等を
実施しています。また、介護サービスの質の確保や給付の適正化を図るため、地域密
着型サービス事業所等の実地指導及び監査を⾏っています。その他、事業所において
介護サービスが円滑に提供されるよう利⽤者やその家族の相談に応じる介護相談員派
遣事業を⾏っています。今後とも、適切な介護給付が⾏われているのか、利⽤者の状
態に応じた効果的なサービス提供が⾏われているのか等の検証体制の充実が必要です。
また、利⽤者やその家族からの苦情対応・解決のために、本市や地域包括⽀援センタ
ーの相談体制等を充実させることが必要です。 

 
評価指標 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

ケアプラン点検割合 
（点検数／居宅サービス受給者数） 4％ 5％ 3％

住宅改修点検割合 
（訪問調査件数／住宅改修全件数） 1％ 1％ 1％

医療情報との突合⽉数 12 ヶ⽉ 12 ヶ⽉ 12 ヶ⽉

愛知県への相談・苦情対応報告件数 4 件 7 件 2 件

介護相談員派遣訪問件数 42 件 42 件 42 件
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評価指標 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

実地指導件数 23 件 24 件 15 件

集団指導件数 31 件 31 件 31 件

ケアプラン点検件数 134 件 207 件 122 件

介護⽀援専⾨員研修への参加者数 ― ― 30 ⼈

瀬介協 全体会、部会への参加回数 10 回 8 回 9 回

地域包括⽀援センター⻑会議 2 回 2 回 2 回

地域包括⽀援センター担当者会議 12 回 12 回 12 回
 
 

③ 低所得者への⽀援策 
介護福祉⼿当の⽀給や社会福祉法⼈等による利⽤者負担軽減制度、特定⼊所者介護

サービス費（補⾜給付制度）、⾼額介護サービス費、健康診断書料助成事業、家族介護
⽤品⽀給事業等⾏っています。今後、介護が必要になったとき、誰もが適切な介護サ
ービスが受けられるよう、利⽤者や家族の⽴場に配慮した利⽤しやすい環境づくりに
努めます。 

 
評価指標 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

介護福祉⼿当受給者数 899 ⼈ 933 ⼈ 973 ⼈

社会福祉法⼈等による 
利⽤者負担軽減制度対象者数 68 ⼈ 65 ⼈ 65 ⼈

特定⼊所者介護サービス費認定者数 1,197 ⼈ 1,006 ⼈ 1,020 ⼈

⾼額介護サービス費⽀給決定件数 13,573 件 15,013 件 15,961 件

健康診断書料助成件数 103 件 92 件 89 件

家族介護⽤品受給者数 157 ⼈ 175 ⼈ 168 ⼈
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８ 重点的に取り組む施策 

（１）地域包括ケアの推進 

① 地域包括⽀援センターの機能強化 
「在宅医療・介護連携の推進」「認知症施策の推進」「地域ケア会議の推進」「⽣活⽀

援サービスの体制整備」等の充実を図るため、地域包括⽀援センターは、地域におい
ての機能をさらに強化していくことが必要です。 

 
評価指標 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

地域包括⽀援センターの相談件数 3,817 件 3,959 件 3,327 件

地域ケア会議の開催回数 0 回 3 回 10 回
 
 

② ⾝近な地域の⾒守り・⽀えあいネットワークの充実 
⼀⼈暮らし⾼齢者や⾼齢者世帯等、⽀援を必要とする⾼齢者の増加が予測され、⾝

近な地域における⾒守り体制の強化を図ることが重要であることから、⾒守りネット
ワーク事業における情報共有の在り⽅について、関係機関との協議を重ねていきます。 

 
評価指標 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

⾒守りネットワーク事業の 
協定事業所数 32 件 32 件 61 件

 
 

③ 在宅⾼齢者を⽀える介護・医療のネットワークづくり 
医療と介護が必要な状態になっても⾃宅等の住み慣れた⽣活の場で療養し、⾃分ら

しい⽣活を続けていくためには、地域における医療・介護の関係機関が連携し、包括
的かつ⼀体的に在宅医療・介護の提供する体制を構築することが必要です。引き続き、
市⺠への情報発信と在宅医療介護連携推進事業が⾏っている「もーやっこネットワー
ク」の普及を通して、連携強化を図ります。 

 
評価指標 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

もーやっこネットワーク登録施設数 
※平成 27 年度事業開始 ― 262 件 297 件 

もーやっこネットワーク登録利⽤者数 
※平成 27 年度事業開始 ― 514 ⼈ 566 ⼈

もーやっこネットワーク登録患者数 
※平成 27 年度事業開始 ― 526 ⼈ 682 ⼈
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（２）認知症⾼齢者とその家族への⽀援 

① 認知症に関する知識の普及・啓発 
認知症⾼齢者の増加が予測される中、認知症になっても尊厳を持って住み慣れた地

域で暮らし続けることができるよう、引き続き認知症サポーターを養成し、地域の⽀
援体制を構築していくとともに、早期発⾒・早期対応に向けた知識の周知・普及啓発
を⾏ないます。 

 
評価指標 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

認知症サポーター養成講座参加者数 464 ⼈ 734 ⼈ 468 ⼈
 
 

② 家族介護への⽀援 
認知症の⽅を介護する家族が参加できる認知症家族⽀援プログラムや家族交流会、

認知症の⽅も⼀緒に参加できる認知症カフェ等の事業を拡充及び周知しました。また、
若年性認知症を患っている⽅に対する⽀援の在り⽅について、関係機関と連携調整を
図ることが重要です。 

 
評価指標 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

認知症カフェ参加者数 
※平成 28 年 10 ⽉事業開始 ― ― 451 ⼈

家族⽀援プログラム参加者数 
※隔年実施事業 12 ⼈ ― 13 ⼈

家族交流会実施回数 12 回 12 回 12 回 
 
 

③ 権利擁護の促進 
⾼齢者の増加に伴い、相談窓⼝の充実や介護者への⽀援策を充実させ、権利擁護事

業の周知を図ります。また、地域包括⽀援センターや成年後⾒センター、社会福祉協
議会等と連携し、虐待等の早期発⾒・早期対応を⾏うための⽀援体制を強化していき
ます。 

 
評価指標 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

地域包括⽀援センターの 
権利擁護相談件数 374 件 446 件 374 件

成年後⾒センター市⻑申⽴件数 8 件 4 件 1 件

消費⽣活出前講座実施件数 4 件 7 件 3 件
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④ 認知症ケアパスの運⽤ 
認知症の⽅と家族及び地域・医療・介護の⼈々が⽬標を共有し、それを達成するた

めの連携の仕組みを構築するため、認知症ケアパスの作成・周知を進めていきます。 
 

評価指標 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 
地域依頼講座 

（認知症サポーター養成研修）開催数 7 回 8 回 6 回

事業所に対する認知症サポーター 
養成研修開催数 4 回 4 回 0 回
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（３）介護予防・⽇常⽣活⽀援サービスの充実 

① サービス提供体制の⽀援 
第１層（市全域）の⽣活⽀援コーディネーターの活動状況を鑑み、第２層（地域包

括⽀援センター設置区域）での⽣活⽀援コーディネーターを段階的に設置していきま
す。また、総合事業においては、市⺠ニーズを捉えたサービスを引き続き検討すると
ともに、さまざまな主体を活⽤したサービス提供の在り⽅を関係機関と協議していき
ます。 

 
評価指標 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

⽣活⽀援コーディネーターの設置数
（第１層） 

※平成 28 年５⽉事業開始 
― ― 1 件

 
 

② 介護予防の推進 
総合事業の移⾏に伴い、⼀般介護予防事業として地域の資源を活⽤しながら、市内

各所で介護予防に取り組む地域づくりを構築していきます。 
 

評価指標 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

介護予防教室の開催数 109 回 67 回 65 回
 
 

③ ⽣きがいづくり・社会参加の⽀援 
「学びキャンパスせと」の事業を通して⾼齢者の交流・学習の機会の充実を図りま

す。 
シルバー⼈材センターの活動についても、効果的な事業運営がされるよう取り組む

必要があります。また、地域における⽀え合いの担い⼿として活躍できるように、担
い⼿養成⽀援に取り組む必要があります。 

 
評価指標 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

学びキャンパス受講者数 3,514 ⼈ 3,564 ⼈ 3,532 ⼈

シルバー⼈材センター会員数 391 ⼈ 399 ⼈ 414 ⼈

 
 





第４章 基本理念と施策の体系 

 

   

39 

第４章 基本理念と施策の体系 
１ 平成 37 年度における⾼齢者の姿 

平成 37 年度には団塊の世代が 75 歳以上となり、⼀⼈暮らし⾼齢者や⾼齢者の
みの世帯が⼀層増加した状況に加え、地域コミュニティのあり⽅が変化し、⾼齢
者を⽀える仕組みが急務の課題となると予測されます。 

こうした中、すべての⾼齢者が住み慣れた地域で暮らし続けるためには、それ
ぞれの事情に応じた適切なサービスを受けることができる環境づくりが⼤切です。
⾼齢者を取り巻く⽣活課題にきめ細かく対応するためには、地域における⽀え合
いや助け合いが求められます。 

 

２ 基本理念 
第６期瀬⼾市⽼⼈福祉計画・介護保険事業計画では、平成 37 年を⾒据えた⻑期

的な計画として、「⾼齢者が⽣きがいをもって安⼼して暮らせる社会の実現」を理
念として掲げ、介護予防に⼒点を置く、より積極的な取組みをめざし、医療・介
護・福祉等の各事業の役割や今後の⽅向性を踏まえた施策づくりを⾏ってまいり
ました。また、地域包括ケアシステムの構築に取り組むことで、地域において⽣
きがいをもった⽣活ができるような体制の基盤整備に努めました。 

これらの基本施策に掲げた事業に取り組んだ結果を受けて、今後ますます⾼齢
化が進む中で、⾝近な地域での助け合い・⽀え合いの取組みは、⾼齢者が地域で
安⼼して暮らし続けるために不可⽋であり、⾼齢者の社会参加や⽣きがいの創出
及び⽀援を必要とする⾼齢者やその家族のサポートいずれにおいても、これまで
の取組みをさらに推進し、地域住⺠、医療・介護・福祉等の関係機関、そして本
市がより⼀層連携を強化していくことが重要であると考えております。 

このことから、第 7 期瀬⼾市⾼齢者福祉計画・介護保険事業計画を策定するに
あたり、これまで進めてきた取組みをさらに推し進めることを念頭に、引き続き
「⾼齢者が⽣きがいをもって安⼼して暮らせる社会の実現」を基本理念として踏
襲し、重点的に取り組む施策として「地域包括ケアシステムの深化・推進」を掲
げ、本市の⾼齢者福祉をさらに充実していくよう取り組みます。  

⾼齢者が⽣きがいを持って安⼼して暮らせる社会の実現 

基本理念 
 

【重点的に取り組む施策】 
 地域包括ケアシステムの深化・推進
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３ 基本⽬標 
⾼齢者が⽣きがいを持って安⼼して暮らせる社会を実現することを⽬指し、次

の８つの基本⽬標を定め、施策の展開を図ります。 
 

（１）住み慣れた環境で活躍できる社会の実現 

住み慣れた地域で⾃ら習得した経験や知識・技能を⽣かし、住⺠同⼠が⽀え
合う「地域共⽣社会」の実現や、⼦ども達との多世代間交流を通じて、⼼⾝と
もに健康で⽣きがいを持ち、⾃分らしく活躍することができる社会を⽬指しま
す。 

 

（２）積極的に健康づくりに取り組む社会の実現 

⾼齢者がいつまでも健康な⽣活を送ることができるよう、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、⾼齢者⼀⼈ひと
りが楽しみながら健康維持と疾病予防を実践し、介護予防に繋がる社会を⽬指
します。 

 

（３）⾝近な地域における⽣活の継続⽀援 

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を整備し、多様な
担い⼿によるサービスの提供に努めます。 

 

（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 

⾼齢者が住みなれた地域の中で、いつまでも家族や親しい⽅たちと尊厳を持
って⽀え合いながら暮らせる社会を⽬指します。 

 

（５）認知症の早期発⾒・早期治療と認知症の⽅への⽀援 

認知症の⽅が増加することが予想される中、早期発⾒・早期治療、家族への
⽀援をはじめ、住み慣れた地域で安⼼して⽣活できるように、認知症の⽅を⽀
える地域のネットワーク体制の整備・強化、権利擁護の啓発に努めます。 
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（６）安⼼できる医療と介護の連携 

医療と介護の両⽅を必要とする状態の⾼齢者が、住み慣れた地域で安⼼して
⽣活を続けることができるよう、在宅医療・介護を担う関係者が⼀体的な連携
を⾏い、サービスの切れ⽬ない提供を推進します。 

 

（７）介護保険事業の円滑な実施に向けた社会の実現 

介護を必要とする⾼齢者の尊厳を保持しながら、安⼼して⽣活できるよう、
地域の介護需要に応じた適切な介護サービスを提供する体制を整備するととも
に、介護認定や給付の内容点検や事業所の指導・監督、市⺠からの相談・苦情
への対応等に向けた取組みを通じて介護サービスの質的向上を図ります。 

 

（８）計画の進⾏管理の徹底 

ＰＤＣＡサイクルを⽤いて⾼齢者福祉事業・介護保険事業の実施状況の透明
化を図り、適切な評価の下、課題の発⾒に努めます。 
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４ 施策の体系 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基本⽬標 基本施策 

高齢者が生きがいを持って安心して暮らせる社会の実現 

基本理念 

（１）社会参加の促進と高齢者の生きがいの創出 

① 多様な生きがい活動への支援 

② 高齢者の就業の促進・支援 

③ 社会参加活動への支援 

１ 住み慣れた環境で 

活躍できる社会の実現 

（２）要配慮者の自立支援 

① 住み慣れた在宅生活への支援 

② 安心・安全な住環境の整備 

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 

① 生活習慣病予防対策の推進 

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 

① 認知症支援ネットワークの整備 

② 認知症の方の介護者への支援 

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 

① 医療と介護の連携強化 

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 

① 介護保険サービス基盤の計画的整備 

② 介護給付の質的向上への取組み 

③ 介護給付等適正化への取組み 

④ 低所得者への支援策 

重
点
的
に
取
り
組
む
施
策  

 

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
深
化
・
推
進 

（１）介護予防・生活支援の推進 

① 介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）の推進 

② 一般介護予防事業の推進 

③ 介護予防・生活支援サービスの体制整備 

３ 身近な地域における 

生活の継続支援 

（２）家族介護者への支援の充実 

① 相談体制の充実 

② 就業定着・就業支援の充実 

（１）高齢者にやさしい地域づくりの推進 

① ネットワーク体制の構築と強化 

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 

（２）高齢者の権利擁護 

① 権利擁護の体制強化 

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 

（２）高齢者ニーズ把握の充実 
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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、時代や市⺠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。 

 
○地区公⺠館・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、地区公⺠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】 
地区公⺠館、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、地域住⺠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】 

地域住⺠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⺠向け講座の充実
【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、柔軟で市⺠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】 

ハローワークや瀬⼾・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「瀬⼾市雇⽤対策協定」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
⺠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】 
多くの市⺠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、市⺠活動センターでは市
⺠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、⾃⽴⽣活の助⻑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、⺠⽣委員
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・団員が担当⺠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次いきいき瀬⼾ 21 瀬⼾市計画」の推進 
【事業内容】 

「市⺠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、市⺠や関係機関・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】 
市⺠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】 

瀬⼾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】 
瀬⼾市国⺠健康保険特定健康診査等実施計画（第３期）及び瀬⼾市データヘルス計

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】 

瀬⼾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。 

 
○⻭周病予防健診・⻭科節⽬健康診査 
【事業内容】 

⾼齢期の⻭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⻭周病予防健
診と、医療機関での⻭科節⽬健康診査を引き続き実施します。 

【今後の⽅針】 
⻭科健康診査受診を⾏うことで、⻭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、⾝近な地域で住⺠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、名古屋学院⼤学瀬⼾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、市⺠のニーズを的確に

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、市⺠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】 

⺠間事業者との連携や住⺠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、住⺠
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、瀬⼾⻭科医師会、愛知県⻭科衛⽣
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、地域住⺠の意識啓発を図り、地域住⺠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、⺠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】 
地域の住⺠、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、より多くの市⺠に対

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。 
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○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⼾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⺠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・⺠⽣委員・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⺠等、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】 
瀬⼾市認知症カフェ登録事業及び瀬⼾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・⻑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⼾旭医師会に
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、市⺠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】 

「瀬⼾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⻑会議、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、瀬⼾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。 
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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⺠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（世帯全員市⺠税⾮課
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。  
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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⼾市⾼齢者福祉計画・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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第６章 重点的に取り組む施策 

１ 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の推進 

⾼齢者が住み慣れた地域で安⼼して暮らしていくためには、⾼齢者の尊厳の
保持や、地域が⾼齢者を⾒守り、⽀えるシステムの⼀環である地域包括ケアシ
ステムを深化・推進させていくことが必要となります。その基盤として、必要
な⾼齢者の介護、医療、住まい、予防及び⽣活⽀援が柔軟に組み合わされてい
くことが重要となります。 

本市では、防犯や防災、教育、⼦育て⽀援及び⾼齢者⽀援等、地域が抱える
問題・課題を住⺠が関⼼を持ち、参加し、解決していく総合的な⼒を「地域⼒」
とし、平成 20 年度から各連区（地区）に地域⼒推進組織を発⾜し、地域⼒・市
⺠⼒向上のための取組みを⾏っています。 

また、平成 24 年度に瀬⼾旭医師会、本市、尾張旭市を中⼼とした「瀬⼾旭在
宅医療介護連携推進協議会」を発⾜し、平成 25 年度には在宅医療介護の連携促
進ツールとして「瀬⼾旭もーやっこネットワーク」の運⽤を開始し、⽀援機関
の連携強化に努めています。 

今後の社会情勢の変化に対応し、安⼼・安全な市⺠⽣活を持続させるため、
地域住⺠と地域の医療・保健・福祉等さまざまな担い⼿が広く繋がり、⾼齢者
を⽀え、⾼齢者⾃⾝も豊富な知識と経験を⽣かし、⾃らの役割を持ち、地域を
⽀えていく本市版の地域包括ケアシステムを、 

「瀬⼾市もーやっこシルバーケアシステム」 
とし、その構築のための取組みを推進します。 

 
① 地域包括⽀援センターの適切な運営 

地域包括⽀援センターの現状と課題を適切に把握するとともに、業務量や業務内容
に応じた適切な⼈員配置、地域包括⽀援センター間と⾏政との業務の役割分担の明確
化と連携強化、PDCAサイクル（計画・実⾏・検証・改善）の充実による効果的な運
営の継続、という観点から複合的に機能強化を図っていきます。 

 
指 標 平成 29 年度 

（基準値） 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

地域包括⽀援センター間の 
連携を図る会議の開催数 

13 回 13 回 13 回 13 回 
センター⻑会議を年１回、担当者会議を⽉１回開催しており、
連携を図る機会として成果が出ていることから、現状を維持し
ます。 

【基準値：平成 29 年度開催予定数】   
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② 地域包括⽀援センターの運営に対する適切な評価 
継続的に安定して事業を実施できるよう、地域包括⽀援センターは当該センター業

務に関する⾃⼰評価を⾏い、本市はその⾃⼰評価等を基に巡回による調査、指導を⾏
います。その後、地域包括⽀援センターの適正な運営や公正・中⽴性を確保するため、
また各地域包括⽀援センターがより充実した機能を果たしていけるよう、地域包括⽀
援センター運営協議会の意⾒を反映しながら、地域包括⽀援センターの運営に対して
適切な評価を⾏います。 

 
指 標 平成 29 年度 

（基準値） 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

地域包括⽀援センター 
運営協議会開催数 

3 回 3 回 3 回 3 回 
運営協議会を年度内に３回開催し、地域包括⽀援センターの活
動報告を受けて、適宜事業内容の評価等を⾏っていることから、
現状を維持します。 

【基準値：平成 29 年度開催予定数】 
 

③ ⾝近な地域の⾒守り・⽀えあいネットワークの充実 
⼀⼈暮らしや⾼齢者のみの世帯等が、在宅で安⼼して暮らしていくために、虐待や

孤⽴、認知症等、⾼齢者の⽣活や⾝体の変化を早期に発⾒し、状態に応じた適切なケ
アに繋げるため、⽇常的な交流ができる地域での近隣住⺠による⾒守り・⽀えあい体
制を促進します。 

 
指 標 平成 29 年度 

（基準値） 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

⾼齢者が集う場の開設数 

 ↗ ↗ ↗ 
現時点では基準値が把握できないため、適切な⽬標値の設定を
検討します。 

※「↗」は拡充 

地域サロン等応援事業の 
派遣講師登録者数 

30 ⼈ 32 ⼈ 34 ⼈ 36 ⼈ 
平成 29 年度からの新規事業のため、事業の促進に努めることで
毎年５％の参加者の増加を図ります。 

【基準値：平成 29 年 12 ⽉１⽇現在】 

⾒守りネットワークの 
協定事業者数 

61 件 64 件 67 件 70 件 
事業所における業務の中で、⾼齢者の⾒守り活動が促進されて
いることから、毎年５％の事業者の増加を図ります。 

【基準値：平成 29 年 12 ⽉１⽇現在】 
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図 瀬⼾市もーやっこシルバーケアシステム 
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（２）在宅医療・介護連携の推進 
在宅医療・介護に関する普及啓発を促進することを⽬的に、地域の医師、⻭

科医師、薬剤師、看護職員、ケアマネジャー等多職種の⽅たちと協働して、地
域の特性に応じた在宅医療・介護の⽀援体制を構築し、地域における包括的か
つ継続的な在宅医療・介護の提供を⽬指します。 

 
① 在宅⾼齢者を⽀える介護・医療のネットワークづくり 

⾼齢者の⼼⾝の状態に応じて適切なサービスを継続的に提供できるように、医師
会・⻭科医師会・薬剤師会・保健所・ケアマネジャー・介護保険事業所等と連携し、
医療と介護のネットワークを構築します。 

 
指 標 平成 29 年度 

（基準値） 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

もーやっこネットワーク 
登録患者数 733 ⼈ 792 ⼈ 855 ⼈ 923 ⼈ 

もーやっこネットワーク 
登録医療機関数 71 件 77 件 83 件 90 件 

もーやっこネットワーク 
登録事業所数 62 件 67 件 72 件 78 件 

平成 27 年度から平成 29 年 12 ⽉まで、平均して毎年８％の伸びとなっており、この伸び率を
維持します。 

【基準値：平成 29 年 12 ⽉１⽇現在】 
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（３）認知症施策の推進 
認知症の⽅が尊厳を保ちながら穏やかに⽣活を送り、その家族も安⼼して暮

らすことができるように、認知症の⽅やその家族、地域の住⺠を対象にした、
さまざまな取組みを進めます。 

 
① 認知症に関する知識の普及・啓発 

認知症や認知症ケアパスに対する正しい知識を持ち、理解を深めることができるよ
う普及啓発活動に努めます。 

 
指 標 平成 29 年度 

（基準値） 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

認知症サポーター養成講座に
参加した市⺠の数 

3,780 ⼈ 4,280 ⼈ 4,780 ⼈ 5,280 ⼈ 
平成 27 年度から平成 29 年 12 ⽉まで、平均して毎年 500 ⼈の
伸びとなっており、この伸び数を維持します。 

【基準値：平成 29 年 12 ⽉１⽇現在】 
  

 
② 家族介護への⽀援 

気軽に相談や情報提供を受けることができる窓⼝の充実を図るとともに、認知症カ
フェや認知症の介護知識を学ぶ機会の提供や介護者同⼠の交流を促進します。 

 
指 標 平成 29 年度 

（基準値） 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

介護休暇制度を実施している
事業所数 

 ↗ ↗ ↗ 
現時点では基準値が把握できないため、適切な⽬標値の設定を
検討します。 

※「↗」は拡充 

認知症家族⽀援プログラムの 
受講者数 

※隔年実施事業 

14 ⼈ 15 ⼈ 16 ⼈ 17 ⼈ 
定期開催することで、⽀援に繋がっていることから、毎年５％
の利⽤者の増加を図ります。 

【基準値：平成 29 年度受講予定数】 

認知症介護家族交流会の 
実施回数 

12 回 12 回 12 回 12 回 
定期開催することで、⽀援に繋がっていることから、現状を維
持します。 

【基準値：平成 29 年度開催予定数】 

ひとり歩き⾼齢者家族⽀援の 
サービス利⽤者数 
※新規利⽤者数 

27 ⼈ 30 ⼈ 30 ⼈ 30 ⼈ 
安否確認・早期発⾒等の⽀援に繋がっていることから、現状を
維持します。 

【基準値：平成 29 年 12 ⽉１⽇現在】 

認知症カフェ登録事業者 
※平成 28 年 10 ⽉事業開始 

8 ヶ所 9 ヶ所 10 ヶ所 11 ヶ所 
事業の促進に努めることで、毎年５％の登録事業者の増加を図
ります。 

【基準値：平成 29 年 12 ⽉１⽇現在】 
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③ 権利擁護の促進 
判断能⼒が⼗分でない認知症の⽅の地域⽣活を⽀えるため、成年後⾒制度の利⽤促

進や虐待の防⽌、消費者被害の防⽌等に取り組みます。 
 

指 標 平成 29 年度 
（基準値） 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

成年後⾒制度の 
普及啓発事業の開催数 

6 回 6 回 6 回 6 回 
事業の普及啓発に努めることで、⽀援が必要な⽅に周知が図ら
れていることから、現状を維持します。 

【基準値：平成 29 年度開催予定数】 

市⺠後⾒⼈として 
登録している市⺠の数 

3 ⼈ 6 ⼈ 6 ⼈ 9 ⼈ 
２年に１回研修を実施しており、市⺠後⾒⼈の育成に繋がって
いるため、この伸び数を維持します。 

【基準値：平成 29 年 12 ⽉１⽇現在】 

消費⽣活出前講座実施件数 

5 件 5 件 5 件 5 件 
⾃治会等の依頼により開催される講座のため、平均値を維持し
ます。 

【基準値：平成 26〜28 年度平均値】 

 
④ 認知症初期集中⽀援チームの推進 

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、集中的に⾏い、⾃⽴⽣活のサポ
ートを⾏います。 

 
指 標 平成 29 年度 

（基準値） 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

認知症初期集中⽀援チームの 
チーム員会議開催数 

― 24 回 24 回 24 回 
平成 30 年度から認知症初期集中⽀援チームを地域包括⽀援 
センターに設置し、対象者の⽀援⽅針を検討する場として、 
チーム員会議開催を定期的に開催します。 

 
⑤ 認知症地域⽀援推進員の配置 

地域の実情に応じて、地域における認知症の⽅と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、認知症地域⽀援推進員を配置します。 

 
指 標 平成 29 年度 

（基準値） 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

認知症地域⽀援推進員の 
配置⼈数 

― 2 ⼈ 3 ⼈ 3 ⼈ 
平成 30 年度から認知症地域⽀援推進員を配置し、認知症施策の
推進を図ります。 
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（４）介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業（総合事業） 
介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業（総合事業）の推進に伴い、介護予防通所

介護（デイサービス）、介護予防訪問介護（ホームヘルプ）のサービスの充実を
図るとともに、⼀般介護予防事業の推進を通じて、地域における介護予防事業
の取組みを⽀援します。 

また、⽣活⽀援コーディネーターの配置により、本市の社会資源の現状把握
を把握し、地域課題や新たなサービスの必要性等について検討していきます。 

 
① サービス提供体制の⽀援 

ニーズに合った多様な⽣活⽀援・介護予防サービスが利⽤できるように地域づくり
を⽀援します。また、⽣活⽀援コーディネーターを設置し、⽣活⽀援の担い⼿の養成・
発掘等の地域資源の開発やネットワーク化を⾏い、⾼齢者の社会参加につなげます。 

 
指 標 平成 29 年度 

（基準値） 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

⽣活⽀援サービス担い⼿ 
研修修了者数 

38 ⼈ 78 ⼈ 118 ⼈ 158 ⼈ 
平成 29 年度は 38 名の修了者数となっており、担い⼿の育成に
努めていることから、平成 30 年度以降は 40 名の定員を設けて、
担い⼿の育成に努めます。 

【基準値：平成 29 年度予定修了者数】 
 

② 介護予防事業の推進 
介護予防に関する各種の講座や健康教室等、気軽に参加できるプログラムの提供を

図るとともに、地域の資源を活⽤しながら、市内各所で介護予防に取り組む地域づく
りを構築します。 

 
指 標 平成 29 年度 

（基準値） 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

介護予防教室（運動・栄養） 
開催数 

125 回 144 回 144 回 144 回 
毎⽉運動教室及び栄養教室が開催されるよう、機会の確保に努
めます。 

【基準値：平成 29 年度予定開催数】 

介護予防教室（⼝腔）開催数 

7 回 7 回 7 回 7 回 
地域包括⽀援センター毎に年１回開催し、⼝腔ケアの向上を図
る機会の確保に努めます。 

【基準値：平成 29 年度予定開催数】 

地域はつらつ講座開催数 

44 回 84 回 84 回 84 回 
地域包括⽀援センター毎に⽉１回開催されるよう、地域活動の
⽀援の確保に努めます。 

【基準値：平成 29 年度予定開催数】 

地域サロン等応援事業開催数 

3 回 84 回 84 回 84 回 
地域包括⽀援センター毎に⽉１回開催されるよう、地域活動の
⽀援の確保に努めます。 

【基準値：平成 29 年度予定開催数】 
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③ ⽣きがいづくり・社会参加の⽀援 
⾼齢者の能⼒の維持・改善を図り、介護予防につなげていくため、多様な交流・学

習・就業の場の充実を図り、⾼齢者の⽣きがいづくり、社会参加を⽀援します。 
 

指 標 平成 29 年度 
（基準値） 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

学びキャンパスせとで 
講師登録をしている 
65 歳以上の市⺠の数 

47 ⼈ 48 ⼈ 49 ⼈ 50 ⼈ 
本市の⾼齢化率と⽐例して講師数が増加するよう、毎年１名増
加の⽬標値を設定します。 

【基準値：平成 29 年度の 65 歳以上の講師登録数】 

 

（５）地域ケア会議の推進 
地域ケア会議の活⽤により、⾼齢者個⼈の⽣活課題に対して単に既存サービ

スを提供するだけでなく、その課題の背景にある要因を探り、個⼈と環境に働
きかけることによって⾃⽴⽀援に資するケアマネジメント⽀援を⾏います。ま
た、課題分析や⽀援の積み重ねを通じて、地域共通の課題や有効な⽀援策を明
らかにし、課題の発⽣予防及び重度化予防に取り組むとともに、多職種協働に
よる地域包括⽀援ネットワークの構築や社会基盤の整備に取り組み、更なる個
別⽀援の充実につなげます。 

 
指 標 平成 29 年度 

（基準値） 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

地域ケア会議開催地区数 

７地区 7 地区 7 地区 7 地区 
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、地域における⾼齢者の個別課題の解決を図る機
会を年１回以上開催しており、地域におけるさまざまな個別課
題を通じて、地域課題の把握に繋げた会議が開催されるよう機
会の確保に努めます。 

【基準値：平成 29 年度予定開催数】 
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図 地域ケア会議の推進 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

○地域包括支援センターが開催 

○個別ケース（困難事例等）の支援内容を通じた 

①地域支援ネットワークの構築 

②高齢者の自立支援に資するケアマネジメント支援 

③地域課題の把握 

などを行う。

地域包括支援センターレベルでの会議
（地域ケア個別会議） 

《主な構成員》 

自治体職員、包括職員、ケアマネジャー、介護事業者、 

民生委員、OT、PT、ST、医師、歯科医師、薬剤師、

看護師、管理栄養士、歯科衛生士、その他必要に
応じて参加 

※直接サービス提供に当たらない専門職種も参加 

地域課題の把握 

地域づくり・資源開発 

政策形成
介護保険事業計画等への位置づけ等 

市町村レベルの会議（地域ケア推進会議）

事例提供 

支援 

在宅医療 

連携拠点 

 
医師会等 

関係団体 

 

医療関係 

専門職等 

個別のケア
マネジメント 

 サービス 

担当者会議 

 

全てのケース

について多職

種協働により

適切なケアプ

ランを検討 

●地域ケア会議は全国の保険者で約 8割（1,202 保険者）で実施/平成 24 年 6月に調査実施 

○「地域ケア会議」（地域包括支援センター及び市町村レベルの会議）については、地域
包括ケアシステムの実現のための有効なツールであり、さらに取組みを進めることが
必要。 

○具体的には、個別事例の検討を通じて、多職種協働によるケアマネジメント支援を行
うとともに、地域ネットワーク構築に繋げる等、実効性あるものとして定着・普及さ
せる。 

○このため、これまで通知に位置づけられていた地域ケア会議について、介護保険法で
制度的に位置づける。 
・適切な支援を図るために必要な検討を行うとともに、地域において自立した日常生活を営むた

めに必要な支援体制に関する検討を行うものとして位置づけ 
・市町村が地域ケア会議を行うよう努めなければならない旨を規定 
・地域ケア会議に参加した者にする守秘義務を規定 等 
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（６）⾼齢者の居住安定に係る施策との連携 
⾼齢者が⻑年住み慣れた地域の中で、家族とゆとりある住⽣活を実現できる

よう、住宅・住環境の整備を⾏うことが重要です。また、建築物・道路・交通
等における物理的な障害の除去等、⽣活環境⾯の改善は⾼齢者の⾃⽴と社会経
済活動への参加を促進するための基礎的な条件であることから、より⼀層の改
善を図ります。 

 
指 標 平成 29 年度 

（基準値） 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

住宅改修件数 

528 件 552 件 588 件 612 件 
住環境の整備のため、介護保険サービスである住宅改修による
バリアフリー化の推進を指標とし、これまでの利⽤実績の伸び
等から推計されたサービス⾒込み量を維持します。 

【基準値：平成 29 年度⾒込件数】 
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２ 社会福祉協議会との事業連携 
超⾼齢社会を乗り切る地域包括ケアシステムを構築するためには、⾼齢者福祉施

策、介護保険制度といった「公助」「共助」の仕組みに加え、⾃分のことは⾃分で
するという「⾃助」⼜は制度的な裏付けのない、⽀え合いから成る「互助」の４つ
の仕組みが必要です。 

本市で構築する地域包括ケアシステムにおいては、地域⼒向上活動に代表される
地域活動が不可⽋であることはもとより、⾏政と地域のパイプ役、全市的なネット
ワーク構築のインフラとして社会福祉協議会は、重要な存在となっています。 

そこで本市は、「公助」「共助」「⾃助」「互助」が全体として円滑に機能し、第６
次瀬⼾市総合計画の施策⼤綱の１つである「地域に住まう市⺠が⾃⽴し⽀え合い、
笑顔あふれるまち」となることを⽬指し、⾏政計画である第２次地域福祉計画と、
社会福祉協議会の計画である地域福祉活動計画を⼀体化して策定しています。 

現在、本市の社会福祉協議会では、以下の役割を担っていると同時に、地区社協
の活動として、地域の実情に応じた福祉事業（サロン事業や敬⽼事業等）を展開し
ています。こうした活動全てにおいて、事業の継続性や安定性が求められることか
ら、今後も⾼齢者福祉施策の担い⼿として、社会福祉協議会との連携を強化してい
きます。 

 
＜社会福祉協議会が担う役割＞ 

○「⺠⽣委員・児童委員活動」の事務局として機能 
○「地区社協」の事務局として機能 
○「やすらぎ地域包括⽀援センター」の運営 
○「基幹型地域包括⽀援センター」の運営 

…市内７ヶ所の地域包括⽀援センターを統括する役割を担っています。 
 

○「第１層（市全域）⽣活⽀援コーディネーター」の配置 
…「市全域」において利⽤者のニーズに合った⽣活⽀援等サービスが⾏われるよ

うに、既存の資源を把握し、地域に不⾜するサービスの創出やサービスの担い
⼿の養成等の資源開発や、関係者間の情報共有やサービス提供主体間の連携の
体制づくり等のネットワーク構築を進める役割を担っています。 

 
○「第２層（地域包括⽀援センター設置区域）⽣活⽀援コーディネーター」の配置 

…「地域包括⽀援センター設置区域」において利⽤者のニーズに合った ⽣活⽀
援等サービスが⾏われるように、既存の資源を把握し、地域に不⾜するサービ
スの創出やサービスの担い⼿の養成等の資源開発や、関係者間の情報共有やサ
ービス提供主体間の連携の体制づくり等のネットワーク構築を進める役割を担
っています。 
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第７章 介護保険サービスの見込みと介護保険料 

１ 介護保険サービスの見込み ※平成 30 年 2 月 28 日時点 

（１）居宅サービス 

要支援者・要介護者が、在宅で日常生活を送るために必要な各種サービスを

提供します。認知症高齢者や一人暮らし高齢者、高齢者のみの世帯の増加、ま

た介護保険制度の普及により、介護を必要とする方は年々増加していることか

ら、居宅サービス利用者数は増加傾向にあります。 

家庭環境の多様化により、各家庭によって在宅での介護の状況が異なること

から、介護が必要な方やその介護者のニーズに合ったきめ細やかな在宅サービ

スの提供が求められます。 

できる限り、住み慣れた地域で必要な医療・介護サービスを受けつつ、安心

して自分らしい生活を実現できる社会を目指すため、今後は在宅医療の需要増

加等に伴い、在宅での介護サービスも需要増加が見込まれます。こうした利用

者の需要に対応できるよう、適切な在宅介護サービスの提供に努めます。 

※ 表内の数値は、地域包括ケア「見える化」システムにて算出された１ヶ月分の値から 12 ヶ月分の値

を計算し、記載しています。 

※ 単位未満は四捨五入にて端数処理しています。 

 

① 訪問介護（ホームヘルパー） 

【事業内容】 

自宅にホームヘルパーが訪問し、食事・排せつ・入浴の介助等の身体介護や調理、洗

濯、掃除等の生活援助を行います。 

 

○第 6 期の状況 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

訪問介護 
（回/年） 468,752 489,882 539,486 

（人/年） 12,366 13,231 14,294 

介護予防訪問介護 （人/年） 5,039 5,112 4,078 

※平成29年度は見込み 

○第 7 期の見込み 

 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

訪問介護 
（回/年） 582,688 607,826 634,956 

（人/年） 14,820 15,144 15,432 

※平成30年度から、介護予防訪問介護は、介護予防・日常生活支援総合事業へ完全移行されます  
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② 訪問⼊浴介護 
【事業内容】 

要介護者等の⾃宅へ訪問し、浴槽を提供して⼊浴の介護を⾏い、⾝体の清潔の保持、
⼼⾝の維持等を図ります。 

 
○第 6 期の状況 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

訪問⼊浴介護 
（回/年） 6,108 5,934 5,666 
（⼈/年） 1,015 1,025 985 

介護予防訪問⼊浴介護 
（回/年） 47 44 0 
（⼈/年） 14 14 0 

※平成29年度は⾒込み 

○第 7 期の⾒込み 
 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

訪問⼊浴介護 
（回/年） 5,713 5,609 5,455 
（⼈/年） 996 1,008 996 

介護予防訪問⼊浴介護 
（回/年） 0 0 0 
（⼈/年） 0 0 0 

※介護予防訪問⼊浴介護は、これまでの利⽤実績が少ないため、⾒込み量を０と推計しています 
 

③ 訪問看護 
【事業内容】 

病状が安定期にあり、訪問看護が必要と主治医が認めた要介護者等の⾃宅へ看護師等
が訪問し、療養上の⽀援や必要な診療の補助を⾏います。 

 
○第 6 期の状況 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

訪問看護 
（回/年） 26,564 35,166 42,341 
（⼈/年） 3,686 4,608 5,580 

介護予防訪問看護 
（回/年） 2,123 2,753 3,527 
（⼈/年） 446 641 789 

※平成29年度は⾒込み 

○第 7 期の⾒込み 
 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

訪問看護 
（回/年） 51,823 61,811 75,644 
（⼈/年） 6,456 7,428 8,832 

介護予防訪問看護 
（回/年） 4,420 5,102 5,966 
（⼈/年） 900 996 1,104 
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④ 訪問リハビリテーション 

【事業内容】 

理学療法士や作業療法士等が要介護者等の自宅へ訪問し、理学療法、作業療法、その

他必要なリハビリテーションを行い、心身機能の維持回復を図ります。 

 

○第 6 期の状況 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

訪問リハビリテーション 
（回/年） 20,324 22,226 20,426 

（人/年） 1,770 1,863 1,655 

介護予防 

訪問リハビリテーション 

（回/年） 1,988 1,798 2,134 

（人/年） 193 187 218 

※平成29年度は見込み 

○第 7 期の見込み 

 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

訪問リハビリテーション 
（回/年） 20,531 22,626 23,423 

（人/年） 1,572 1,656 1,644 

介護予防 

訪問リハビリテーション 

（回/年） 3,020 4,256 6,672 

（人/年） 288 396 600 

 

 

⑤ 居宅療養管理指導 

【事業内容】 

医師、歯科医師、薬剤師等が通院困難な要介護者等の自宅へ訪問し、心身の状況や環

境等を把握して、療養上の管理及び指導を行います。 

 

○第 6 期の状況 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

居宅療養管理指導 （人/年） 7,707 8,251 9,289 

介護予防居宅療養 

管理指導 
（人/年） 247 341 482 

※平成29年度は見込み 

○第 7 期の見込み 

 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

居宅療養管理指導 （人/年） 10,296 11,100 12,096 

介護予防居宅療養 

管理指導 
（人/年） 624 720 804 
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⑥ 通所介護（デイサービス） 

【事業内容】 

日帰りで通所介護施設に通う要介護者等に対し、食事、排せつ、入浴、その他の必要

な日常生活上の支援や機能訓練等を行います。 

 

○第 6 期の状況 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

通所介護 
（回/年） 182,272 151,125 164,446 

（人/年） 16,002 13,885 14,920 

介護予防通所介護 （人/年） 5,903 6,745 5,929 

※平成29年度は見込み 

○第 7 期の見込み 

 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

通所介護 
（回/年） 178,873 191,083 207,746 

（人/年） 15,744 16,536 17,544 

※平成30年度から、介護予防通所介護は、介護予防・日常生活支援総合事業へ完全移行されます 

 

 

⑦ 通所リハビリテーション（デイケア） 

【事業内容】 

自宅で生活している要介護者等が送迎バス等で、介護老人保健施設、病院併設デイケ

ア等に通い、理学療法や作業療法等の必要なリハビリテーションを行い、心身機能の維

持回復を図ります。 

 

○第 6 期の状況 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

通所リハビリテーション 
（回/年） 31,038 28,981 30,813 

（人/年） 3,777 3,675 3,950 

介護予防 

通所リハビリテーション 
（人/年） 760 790 804 

※平成29年度は見込み 

○第 7 期の見込み 

 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

通所リハビリテーション 
（回/年） 33,298 36,106 38,899 

（人/年） 4,212 4,560 4,968 

介護予防 

通所リハビリテーション 
（人/年） 840 876 912 
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⑧ 短期入所生活介護（ショートステイ） 

【事業内容】 

要介護者等の心身の状況やその家族の疾病等を把握する中で、家族の身体的・精神的

負担を軽減するため、特別養護老人ホーム等に短期間入所する要介護者等に対し、食事、

排せつ、入浴、その他の必要な日常生活上の支援、機能訓練を行います。 
 

○第６期の状況 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

短期入所生活介護 
（日/年） 32,142 32,865 34,442 

（人/年） 3,438 3,521 3,511 

介護予防 

短期入所生活介護 

（日/年） 671 456 377 

（人/年） 115 103 91 

※平成29年度は見込み 

○第７期の見込み 

 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

短期入所生活介護 
（日/年） 38,400 41,176 45,300 

（人/年） 3,528 3,564 3,696 

介護予防 

短期入所生活介護 

（日/年） 264 214 222 

（人/年） 72 60 60 
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⑨ 短期入所療養介護（ショートステイ） 

【事業内容】 

要介護者等の心身の状況やその家族の疾病等を把握する中で、家族の身体的・精神的

負担を軽減するため、介護老人保健施設、介護療養型医療施設等に短期間入所する要介

護者等に対し、看護、医学的管理下における介護、機能訓練その他必要な医療及び日常

生活の支援を行います。 

 

○第 6 期の状況 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

短期入所療養介護 
（日/年） 644 563 703 

（人/年） 96 85 98 

介護予防 

短期入所療養介護 

（日/年） 0 0 0 

（人/年） 0 0 0 

※平成29年度は見込み 

○第 7 期の見込み 

 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

短期入所療養介護 
（日/年） 1,064 1,768 2,428 

（人/年） 108 132 144 

介護予防 

短期入所療養介護 

（日/年） 0 0 0 

（人/年） 0 0 0 

※介護予防短期入所療養介護は、これまでの利用実績がないため、見込み量を０と推計しています 

 

⑩ 特定施設入居者生活介護 

【事業内容】 

特定施設（有料老人ホーム・ケアハウス等）に入所している要介護者等に、食事、排

せつ、入浴等の介護、機能訓練、その他の必要な日常生活上の支援を行います。 

今後は、需要を考慮しながら必要に応じてサービスの提供を図ります。 

 

○第 6 期の状況 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

特定施設入居者 

生活介護 
（人/年） 1,266 1,180 1,511 

介護予防特定施設 

入居者生活介護 
（人/年） 181 259 313 

※平成29年度は見込み 

○第 7 期の見込み 

 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

特定施設入居者 

生活介護 
（人/年） 1,836 2,124 2,448 

介護予防特定施設 

入居者生活介護 
（人/年） 348 372 360 
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⑪ 福祉用具貸与 

【事業内容】 

自宅で生活する要介護者等ができる限り能力に応じ、自立した生活が営めるように、

福祉用具（車いす、特殊寝台等）の貸与を行います。 

 

○第 6 期の状況 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

福祉用具貸与 （人/年） 16,025 17,460 18,436 

介護予防福祉用具貸与 （人/年） 3,426 4,038 4,327 

※平成29年度は見込み 

○第 7 期の見込み 

 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

福祉用具貸与 （人/年） 19,272 20,004 20,964 

介護予防福祉用具貸与 （人/年） 4,704 4,884 5,064 

 

 

⑫ 特定福祉用具購入費 

【事業内容】 

自宅で生活する要介護者等が貸与になじまない福祉用具（腰掛け便座、入浴補助用具、

特殊尿器等）の購入費用の補助を行います。 

 

○第 6 期の状況 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

特定福祉用具購入費 （人/年） 381 387 431 

特定介護予防福祉用具 

購入費 
（人/年） 148 120 227 

※平成29年度は見込み 

○第 7 期の見込み 

 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

特定福祉用具購入費 （人/年） 480 540 588 

特定介護予防福祉用具 

購入費 
（人/年） 336 432 540 
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⑬ 住宅改修 

【事業内容】 

自宅で生活する要介護者等が、生活する住宅について、手すりの取り付け、段差解消

等の一定の住宅改修費用の補助を行います。 

 

○第 6 期の状況 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

住宅改修 （人/年） 297 296 315 

介護予防住宅改修 （人/年） 201 197 213 

※平成29年度は見込み 

○第 7 期の見込み 

 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

住宅改修 （人/年） 324 348 372 

介護予防住宅改修 （人/年） 228 240 240 

 

 

⑭ 居宅介護支援 

【事業内容】 

介護支援専門員が在宅で介護を受ける方の心身の状況、希望等を踏まえ、居宅（介護

予防）サービス計画(ケアプラン)を作成するとともに、確実にサービスが提供されるよ

う介護サービス事業所との連絡調整等を行います。 

 

○第 6 期の状況 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

居宅介護支援 （人/年） 29,284 31,045 32,791 

介護予防支援 （人/年） 11,608 12,740 11,818 

※平成29年度は見込み 

○第 7 期の見込み 

 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

居宅介護支援 （人/年） 33,696 35,688 37,560 

介護予防支援 （人/年） 12,012 11,832 11,892 
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（２）地域密着型サービス 

地域密着型サービスは、「介護が必要となっても住み慣れた地域で暮らし、近

くで介護サービスを受けることができる」という観点から、要介護者等の生活

圏域内にサービス提供の拠点が確保されるサービスで、保険者である本市がサ

ービス提供を望む事業者に対して指定する権限を持ち、計画的に整備すること

ができます。 

できる限り住み慣れた自宅や地域で安心して生活を継続できるよう、多様化

する家庭環境や地域の特性に応じた柔軟な介護サービスの提供が日常生活圏域

ごとに受けられるよう体制を整えることが必要です。 

地域密着型サービスは、地域との結びつきを重視し、開かれたサービスとす

るために、地域住民やボランティア団体と連携・協力し、地域との交流を図る

とともに、利用者・行政に加え、地域の方に参加いただく運営推進会議を定期

的に開催します。 

 

① 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

【事業内容】 

重度者を始めとした在宅の要介護者等の生活を支えるため、日中・夜間を通じて、訪

問介護と訪問看護が密接に連携しながら、定期巡回訪問と随時の対応を行います。 

 

【今後の方針】 

需要を考慮しながら、必要に応じてサービス提供の確保を図ります。 

 

○第 6 期の状況 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

定期巡回・随時対応型 

訪問介護看護 
（人/年） 12 14 0 

※平成29年度は見込み 

○第７期の見込み 

 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

定期巡回・随時対応型 

訪問介護看護 
（人/年） 0 0 0 

※これまでの利用実績が少ないため、見込みを０と推計しています 
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② 夜間対応型訪問介護 

【事業内容】 

自宅で生活する要介護者等について、夜間の定期的な巡回訪問、または通報を受け、

自宅において、食事、排せつ、入浴等の介護や、その他の日常生活上の世話を行います。 

 

【今後の方針】 

需要を考慮しながら、必要に応じてサービス提供の確保を図ります。 

 

○第 6 期の状況 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

夜間対応型訪問介護 （人/年） 0 0 0 

※平成29年度は見込み 

○第７期の見込み 

 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

夜間対応型訪問介護 （人/年） 0 0 0 

※これまでの利用実績がないため、見込みを０と推計しています 

 

③ 地域密着型通所介護 

【事業内容】 

地域との連携を図りながら、日帰りで介護施設に通う要介護者に対し、食事、排せつ、

入浴、その他の必要な日常生活上の支援や機能訓練等を行います。 

 

【今後の方針】 

需要を考慮しながら、必要に応じてサービス提供の確保を図ります。 

 

○第 6 期の状況 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

地域密着型通所介護 
（回/年） ― 43,795 44,590 

（人/年） ― 4,365 4,306 

※平成29年度は見込み 

○第 7 期の見込み 

 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

地域密着型通所介護 
（回/年） 44,257 43,003 40,474 

（人/年） 4,140 3,972 3,756 

 
 

  



第７章 介護保険サービスの見込みと介護保険料 

 

 

101 

④ 認知症対応型通所介護 

【事業内容】 

要介護者等の認知症の方がデイサービスセンターへ通所し（または送迎を利用）、食

事、排せつ、入浴等の介護や、生活等に関する相談・助言、機能強化やレクリエーショ

ン等のサービスを行います。 

 

【今後の方針】 

需要を考慮しながら、必要に応じてサービス提供の確保を図ります。 
 

○第 6 期の状況 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

認知症対応型通所介護 
（回/年） 8,585 8,442 6,247 

（人/年） 816 708 546 

介護予防認知症対応型 

通所介護 

（回/年） 0 0 0 

（人/年） 0 0 0 

※平成29年度は見込み 

○第 7 期の見込み 

 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

認知症対応型通所介護 
（回/年） 6,019 8,365 11,560 

（人/年） 456 468 516 

介護予防認知症対応型 

通所介護 

（回/年） 0 0 0 

（人/年） 0 0 0 

※介護予防認知症対応型通所介護は、これまでの利用実績がないため、見込みを０と推計しています 
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⑤ 小規模多機能型居宅介護 

【事業内容】 

要介護者等が可能な限り自宅での生活を継続できるよう支援することを目的とし、

「通い」を中心に、利用者の様態や希望に応じて「泊まり」や「訪問」を組み合わせて、

食事、排せつ、入浴等の介護、その他の必要な日常生活上の支援や機能訓練を行います。 
 

【今後の方針】 

需要を考慮しながら、必要に応じてサービス提供の確保を図ります。 
 

○第 6 期の状況 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

小規模多機能型居宅介護 （人/年） 647 762 761 

介護予防 

小規模多機能型居宅介護 
（人/年） 66 60 103 

※平成29年度は見込み 

○第 7 期の見込み 

 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

小規模多機能型居宅介護 （人/年） 732 696 708 

介護予防 

小規模多機能型居宅介護 
（人/年） 144 192 240 

 

⑥ 認知症対応型共同生活介護 

【事業内容】 

認知症の方が少人数で共同生活を営み、食事、排せつ、入浴等の介護、その他の必要

な日常生活上の支援や機能訓練を行います。 
 

【今後の方針】 

第７期計画中に整備の予定はありません。 
 

○第 6 期の状況 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

認知症対応型共同生活介護 （人/年） 1,310 1,329 1,350 

介護予防 

認知症対応型共同生活介護 
（人/年） 0 2 0 

※平成29年度は見込み 

○第 7 期の見込み 

 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

認知症対応型共同生活介護 （人/年） 1,332 1,332 1,560 

介護予防 

認知症対応型共同生活介護 
（人/年） 0 0 0 

※介護予防認知症対応型共同生活介護は、これまでの利用実績が少ないため、見込みを０と推計しています  
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⑦ 地域密着型特定施設入居者生活介護 

【事業内容】 

入居定員が 29 人以下の有料老人ホームやケアハウス入居者に対し、介護サービス計

画に基づいて、食事、排せつ、入浴等の介護や日常生活上の支援、機能訓練等を行いま

す。 

 

【今後の方針】 

第７期計画中に整備の予定はありません。 

 

○第 6 期の状況 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

地域密着型特定施設 

入居者生活介護 
（人/年） 0 0 0 

※平成29年度は見込み 

○第７期の見込み 

 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

地域密着型特定施設 

入居者生活介護 
（人/年） 0 0 0 

※これまでの利用実績が少ないため、見込みを０と推計しています 

 

⑧ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

【事業内容】 

自宅での介護が困難な要介護者等が入所し、食事、排せつ、入浴等の介護といった日

常生活上の支援や機能訓練等を行います。介護老人福祉施設で定員が 29 人以下である

場合に該当します。 

 

【今後の方針】 

第７期計画中に整備の予定はありません。 

 

○第 6 期の状況 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

地域密着型 

介護老人福祉施設 

入所者生活介護 

（人/年） 600 681 679 

※平成29年度は見込み 

○第 7 期の見込み 

 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

地域密着型 

介護老人福祉施設 

入所者生活介護 

（人/年） 672 672 768 
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⑨ 看護小規模多機能型居宅介護 

【事業内容】 

医療ニーズが高い利用者に対応するため、小規模多機能居宅介護のサービスに加え、

必要に応じて訪問看護を行います。 

 

【今後の方針】 

需要を考慮しながら、必要に応じてサービス提供の確保を図ります。 

 

○第 6 期の状況 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

看護小規模多機能型 

居宅介護 
（人/年） 0 0 0 

※平成29年度は見込み 

○第７期の見込み 

 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

看護小規模多機能型 

居宅介護 
（人/年） 0 0 0 

※これまでの利用実績がないため、見込みを０と推計しています 
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（３）施設サービス 

可能な限り在宅での介護保険サービスの利用を推進する中で、在宅での生活

が困難な方に対して、必要な施設サービスの提供を行います。 

介護、リハビリテーション、療養の程度によって適する施設が異なるため、

その方の状況に合った施設を適切に選択するための支援が必要です。 

施設入所を必要とする方の心身の状態、家庭環境、希望に合った施設を選択

し、適切な利用ができるよう、ケアマネジャーや介護サービス事業所と連携を

図るとともに、情報提供や相談体制の充実を図る等、支援をしていきます。 

また、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅等、多様化する高齢者

向けの住まいについても、必要に応じて選択ができるよう情報提供を行います。 

 

① 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

【事業内容】 

常時介護が必要で、在宅生活が困難な方のための施設で、入所者に対し食事・排せつ・

入浴等日常生活上の介護、機能訓練、健康管理および療養上の支援等を行います。 

 

【今後の方針】 

今後も需要の増加が見込まれることから、第７期計画中に１ヶ所整備します。 
 

○第 6 期の状況 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

介護老人福祉施設 （人/年） 4,774 4,758 5,027 

※平成29年度は見込み 

○第 7 期の見込み 

 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

介護老人福祉施設 （人/年） 5,016 5,016 5,664 
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② 介護老人保健施設 

【事業内容】 

病状が安定期にある要介護状態の入所者に対し、看護・医学的管理下における介護及

び機能訓練、その他必要な医療並びに日常生活の支援を行います。 

 

【今後の方針】 

需要を考慮しながら、必要に応じてサービス提供の確保を図ります。 
 

○第 6 期の状況 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

介護老人保健施設 （人/年） 3,065 2,917 2,535 

※平成29年度は見込み 

○第 7 期の見込み 

 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

介護老人保健施設 （人/年） 2,532 2,532 2,868 

 

 

③ 介護療養型医療施設 

【事業内容】 

要介護状態の入所者に対し、療養上の管理・看護・医学的管理下における介護及び機

能訓練、その他必要な医療を行います。 

※介護療養型医療施設は平成 35 年度末をもって廃止となるため、それまでに介護医療院等への転換が必

要となります。 

 

【今後の方針】 

需要を考慮しながら、必要に応じてサービス提供の確保を図ります。 
 

○第 6 期の状況 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

介護療養型医療施設 （人/年） 675 615 533 

※平成29年度は見込み 

○第 7 期の見込み 

 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

介護療養型医療施設 （人/年） 540 300 0 
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④ 介護医療院 

【事業内容】 

今後、増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズへの対応のため、「日常的な医学

管理が必要な重介護者の受け入れ」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」

としての機能を兼ね備えた、新たな介護保険施設である介護医療院の創設において、要

介護者に対し「長期療養のための医療」と「日常生活上の世話（介護）」を一体的に提

供します。 

 

【今後の方針】 

需要を考慮しながら、必要に応じてサービス提供の確保を図ります。 
 

○第 7 期の見込み 

 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

介護医療院 （人/年） 0 240 600 

 

（４）介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業） 

地域包括ケアシステム構築の重要な要素である「介護予防・日常生活支援総

合事業（総合事業）」が平成 29 年４月から始まり、65 歳以上の方が住み慣れた

地域で介護予防と日常生活の自立を支援する体制を引き続き充実していきます。 

高齢者の多様なニーズに対応できるよう、生活支援訪問サービス及び生活支

援通所サービスの指定事業者の増加や効果的・効率的なサービス実施が求めら

れます。今後は、住民主体による生活援助を行うサービスや、体操やレクリエ

ーション・趣味の活動を行う通いの場づくりが必要となっています。 

そのため、生活支援訪問サービス及び生活支援通所サービスに従事する人材

の確保や、短期集中サービスの推進を図ります。また、地域におけるさらなる

介護予防の取組みを支援するため、一般介護予防事業の普及啓発に取組みます。 

 

① 訪問型サービス 

【事業内容】 

介護予防訪問サービスは、ホームヘルパーが訪問し、身体介護（食事・排せつ・入浴

の介助等）や生活援助（買い物・調理・掃除・洗濯等）を行います。 

生活支援訪問サービスは、ホームヘルパー及び介護予防・生活支援員が訪問し、利用

者とともに生活援助（買い物・調理・掃除・洗濯等）を行うことにより、自立に向けた

生活習慣等の改善を図ります。※身体介護は行いません。 

○第 7 期の見込み 

 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

介護予防訪問サービス （件/年） 4,728 5,201 5,721 

生活支援訪問サービス （件/年） 797 876 964 
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② 通所型サービス 

【事業内容】 

介護予防通所サービスは、通所介護施設（デイサービスセンター）にて食事、排せつ、

入浴等日常生活上の介護や、生活機能の維持向上のための体操や筋力トレーニング等を

日帰りで行います。 

生活支援通所サービスは、通所介護施設（デイサービスセンター）にて心身の状況が

安定している方等を対象に、心身機能の維持向上のための体操・レクリエーション・趣

味の活動等を行います。※身体介護は行いません。 

いきいきトレーニングは、リハビリテーションの専門職により、６か月間程度の短期

間で、身体機能の改善を図ります。 

○第 7 期の見込み 

 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

介護予防通所サービス （件/年） 8,534 9,388 10,327 

生活支援通所サービス （件/年） 79 87 96 

 

 

③ 介護予防ケアマジメント 

【事業内容】 

自立した生活を送ることができるよう、サービスの種類や回数を決め、心身や日常生

活の状況に応じたケアプランを地域包括支援センターが作成します。 
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２ 介護保険事業費等の見込み 

平成 27 年度～平成 29 年度の給付実績を踏まえ、各サービスにおける事業量の見

込み及び平成 30 年４月からの介護報酬の改定を反映させ、事業費を以下のように

算出しました。 

※ 事業費等は、地域包括ケア「見える化」システムにて算出された金額を記載しています。 

※ 単位未満は四捨五入にて端数処理しています。 
 

（１） 居宅サービス/地域密着型サービス/施設サービス給付費の推計 

介護サービス（要介護認定者に対するサービス）にかかる給付費の見込額で
す。 

表 居宅サービス/地域密着型サービス/施設サービス給付費 
単位：千円 

種 類 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 37 年度 

居宅サービス 

 訪問介護 1,624,432 1,698,177 1,775,136 2,237,359 

訪問入浴介護 67,531 66,389 64,672 82,933 

訪問看護 256,252 305,013 372,712 442,267 

訪問リハビリテーション 60,439 66,664 69,039 86,052 

居宅療養管理指導 105,074 112,883 122,708 152,845 

通所介護 1,417,595 1,515,360 1,648,383 2,307,381 

通所リハビリテーション 270,901 294,794 319,714 395,770 

短期入所生活介護 317,810 339,772 373,292 493,492 

短期入所療養介護 10,886 17,683 24,056 77,173 

福祉用具貸与 229,000 238,139 250,917 284,715 

特定福祉用具購入費 15,317 17,094 18,509 23,777 

住宅改修 35,530 38,780 40,524 52,168 

特定施設入居者生活介護 349,556 404,544 466,076 615,111 

地域密着型サービス 

 定期巡回・随時対応型 

訪問介護看護 
0 0 0 0 

夜間対応型訪問介護 0 0 0 0 

認知症対応型通所介護 68,229 102,521 146,259 255,740 

小規模多機能型居宅介護 124,812 109,363 102,034 133,247 

看護小規模多機能型居宅介護 0 0 0 0 

認知症対応型共同生活介護 338,816 339,963 399,071 510,040 

地域密着型 

特定施設入居者生活介護 
0 0 0 0 

地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護 
169,514 169,590 194,447 313,304 

地域密着型通所介護 343,885 331,865 309,951 426,868 

施設サービス 

 介護老人福祉施設 1,228,938 1,229,489 1,390,407 2,165,815 

介護老人保健施設 687,552 687,860 778,987 436,445 

介護療養型医療施設 198,062 113,599 0 ― 

介護医療院 0 84,551 227,199 282,222 

居宅介護支援 503,169 532,591 558,687 623,570 

介護給付費計（１） 8,423,300 8,816,684 9,652,780 12,398,294 
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（２）介護予防サービス/地域密着型介護予防サービス給付費の推計 

介護予防サービス（要支援認定者に対するサービス）にかかる給付費の見込

額です。 

表 介護予防サービス/地域密着型介護予防サービス給付費 
単位：千円 

種 類 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 37 年度 

介護予防サービス 

 介護予防訪問入浴介護 0 0 0 0 

介護予防訪問看護 22,262 25,712 30,060 43,408 

介護予防訪問 

リハビリテーション 
8,446 11,923 18,691 26,218 

介護予防居宅療養管理指導 5,633 6,554 7,399 9,245 

介護予防 

通所リハビリテーション 
28,445 30,517 32,577 39,457 

介護予防短期入所生活介護 1,692 1,346 1,368 1,686 

介護予防短期入所療養介護 0 0 0 0 

介護予防福祉用具貸与 20,444 21,443 22,442 27,855 

特定介護予防福祉用具購入費 9,872 12,635 15,743 19,264 

介護予防住宅改修 25,707 26,701 26,457 34,370 

介護予防 

特定施設入居者生活介護 
21,520 22,805 21,788 26,251 

地域密着型介護予防サービス 

 介護予防 

認知症対応型通所介護 
0 0 0 0 

介護予防 

小規模多機能型居宅介護 
9,271 12,601 15,927 19,252 

介護予防認知症対応型 

共同生活介護 
0 0 0 0 

介護予防支援 54,740 53,954 54,238 65,455 

予防給付費計（２） 208,032 226,191 246,690 312,461 

 

（３）介護サービス総給付費の推計 

前記（１）と（２）の合計です。 

表 介護サービス総給付費 

単位：千円 

項 目 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 37 年度 

介護給付費計（１） 8,423,300 8,816,684 9,652,780 12,398,294 

予防給付費計（２） 208,032 226,191 246,690 312,461 

総給付費（１）＋（２） 8,631,332 9,042,875 9,899,470 12,710,755 

 

  



第７章 介護保険サービスの見込みと介護保険料 

 

 

111 

（４）標準給付費 

介護サービス総給付費のほか、特定入所者介護サービス費等給付額・高額介

護サービス費等給付額・高額医療合算介護サービス費等給付額・算定対象審査

支払手数料を加えた、平成 30 年度から平成 32 年度と平成 37 年度までの標準給

付費見込みを以下のように算定しました。 

 

表 標準給付費 
単位：千円 

種 類 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 37 年度 

標準給付費見込額 9,107,047 9,638,323 10,639,577 13,613,102 

 総給付費 

（一定以上所得者負担の調整後） 
8,623,985 9,139,624 10,124,318 12,996,413 

特定入所者介護サービス費等

給付額 
286,309 292,035 297,876 328,879 

高額介護サービス費等給付額 152,122 156,686 161,386 187,091 

高額医療合算 

介護サービス費等給付額 
38,941 44,003 49,723 89,180 

算定対象審査支払手数料 5,691 5,975 6,274 11,540 

 

（５）地域支援事業費 

地域支援事業は、①介護予防・日常生活支援総合事業、②包括的支援事業、

③任意事業で構成されており、下記のとおり見込みを算出しました。 

 

表 地域支援事業費 

単位：千円 

種 類 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 37 年度 

地域支援事業費 593,747 652,789 717,735 1,154,004 

 介護予防事業・日常生活支援 

総合事業費 
387,498 428,110 472,979 778,525 

包括的支援事業・任意事業費 206,249 224,679 244,756 375,478 
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３ 介護保険料基準額の設定 

（１）保険給付費の財源 

介護保険制度においては、介護保険事業にかかる費用のうち、１割から３割

までの利用者負担※1 を除いた費用の財源割合が介護保険法によって定められて

おり、原則として 50％を被保険者の保険料、50％を公費とされています。 

また、被保険者の保険料のうち、本計画期間は原則として 23％を第１号被保

険者、27％を第２号被保険者が賄うことになります。 

 

表 介護保険給付費の財源構成 

単位：（％） 

 
介護給付費 

（施設等） 

介護給付費 

(その他サービス) 

地域支援事業費 

介護予防事業 
包括的支援事業 

任意事業 

国 15.0 20.0 20.0 38.5 

国調整交付金※2 5.0 5.0 5.0 ― 

県 17.5 12.5 12.5 19.25 

市町村 12.5 12.5 12.5 19.25 

第１号被保険者※3 23.0 23.0 23.0 23.0 

第２号被保険者※4 27.0 27.0 27.0 ― 

合計 100.0 100.0 100.0 100.0 

※1 平成30年８月より、２割負担者のうち特に所得の高い方について、３割負担となります 

※2 調整交付金とは、各市町村の高齢化率や所得水準による財政力格差を調整するため国から交付される

もので、５％未満や５％を超えて交付されることがあります 

※3 65歳以上の被保険者の保険料 

※4 40歳以上65歳未満の被保険者の保険料（医療保険料と一括して納めます） 
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（２） 第１号被保険者の介護保険料 

① 介護給付費準備基金及び財政安定化基金取崩による交付金 

介護給付費準備基金の取崩しや、県の財政安定化基金取崩による交付金を見込むこと

により、介護保険料基準額を引き下げます。 

  

介護給付費準備基金取崩額（平成 30 年～平成 32 年の３年間分） 200,000 千円 

財政安定化基金取崩による交付金額（平成 30 年～平成 32 年の３年間分） 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 保険料基準額 

本市の第１号被保険者数は３年間で延べ 119,565 人と推計されますが、保険料基準額

については、所得段階別加入割合を考慮して算出します。 

 

 

 

 

 

 

 

保険料基準額（年額） 67,524 円 

保険料基準額（月額） 5,627 円 

 

介護保険料基準額は、以下の理由により、第 6 期（年額 59,344 円、月額 4,945 円）

と比較して、月額で 682 円の増額が見込まれます。 

○要介護（要支援）認定者の増加に伴う介護サービス利用量の増加 

○介護老人福祉施設の整備等による利用者の増加 

○第 1 号被保険者の介護給付費の負担割合の引き上げ（22％→23％） 

  

介護給付費 

準備基金 

取崩額 

200,000 千円 

財政安定化 

基金取崩に

よる交付額 

0 円 

保険料収納 

必要総額 

7,503,214 千円 

12 ヶ月 

保険料収納 

必要総額 

7,503,214 千円 

所得段階別加入割合 

補正後 

第１号被保険者数 

114,547 人（３年間） 

保険料 

基準額 

（月額） 

予定保険料 

収納率 

97％ 

平成 30 年～ 

平成 32 年の 

サービス給付に 

必要な費用 

31,349,218 千円 

 

第１号 

被保険者 

負担分 

23% 

調整交付金 

相当額 

1,533,677 千円 

調整交付金 

見込額 

1,040,783 千円 
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（３）所得段階別保険料の設定 

本市は第６期介護保険事業計画において見直しを行い、被保険者の負担能力

に応じた保険料設定にするため、所得段階を 13 段階としました。 

 

表 所得段階別介護保険料（第 6 期計画） 

 

所得段階 対 象 者 割 合 
年間保険料額※1 

(平成27～平成29年度) 

第１段階 

生活保護または老齢福祉年金を受給している方 
世帯全員が市民税非課税で本人の公的年金等収入

額と合計所得金額の合計が 80 万円以下の方 

基準額 

× 

0.45 

26,700 円※2 

第２段階 

世帯全員が市民税非課税で本人の公的年金等収入
額と合計所得金額の合計が 80 万円を超えて 120 万
円以下の方 

基準額 

× 

0.62 
36,700 円 

第３段階 
世帯全員が市民税非課税で本人の公的年金等収入

額と合計所得金額の合計が 120 万円を超える方 

基準額 

× 

0.75 

44,500 円 

第４段階 

本人が市民税非課税（世帯に市民税課税者がいる）
で本人の公的年金等収入額と合計所得金額の合計が
80 万円以下の方 

基準額 

× 

0.88 
52,200 円 

第５段階 

本人が市民税非課税（世帯に市民税課税者がいる）
で本人の公的年金等収入額と合計所得金額の合計が
80 万円を超える方 

基準額 59,300 円 

第６段階 
本人が市民税課税で合計所得金額が 120万円未満

の方 

基準額 

× 

1.10 

65,200 円 

第７段階 
本人が市民税課税で合計所得金額が 120万円以上

190 万円未満の方 

基準額 

× 

1.23 

72,900 円 

第８段階 
本人が市民税課税で合計所得金額が 190万円以上

290 万円未満の方 

基準額 

× 

1.35 

80,100 円 

第９段階 
本人が市民税課税で合計所得金額が 290 万円以上

400 万円未満の方 

基準額 

× 

1.50 

89,000 円 

第 10 段階 
本人が市民税課税で合計所得金額が 400 万円以上

600 万円未満の方 

基準額 

× 

1.75 

103,800 円 

第 11 段階 
本人が市民税課税で合計所得金額が 600 万円以上

800 万円未満の方 

基準額 

× 

1.85 

109,700 円 

第 12 段階 
本人が市民税課税で合計所得金額が 800 万円以上

1,000 万円未満の方 

基準額 

× 

1.95 

115,700 円 

第 13 段階 
本人が市民税課税で合計所得金額が 1,000 万円以上

の方 

基準額 

× 

2.05 

121,600 円 

※1 年間保険料額は100円未満を切り捨てています 

※2 平成27～29年度においては、基本乗率（0.45）から公費軽減(-0.05)を実施した保険料額(23,700円)と

なります  
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表 所得段階別介護保険料（第 7 期計画） 

 

所得段階 対 象 者 割 合 
年間保険料額※1 

(平成30～平成32年度)  

第１段階 

生活保護または老齢福祉年金を受給している方 
世帯全員が市民税非課税で本人の公的年金等収

入額と合計所得金額の合計が 80 万円以下の方 

基準額 

× 

0.45 

30,300 円※2※3 

第２段階 

世帯全員が市民税非課税で本人の公的年金等収
入額と合計所得金額の合計が 80 万円を超えて 120
万円以下の方 

基準額 

× 

0.62 

41,800 円※4 

第３段階 
世帯全員が市民税非課税で本人の公的年金等収

入額と合計所得金額の合計が 120 万円を超える方 

基準額 

× 

0.75 

50,600 円※5 

第４段階 

本人が市民税非課税（世帯に市民税課税者がい
る）で本人の公的年金等収入額と合計所得金額の合
計が 80 万円以下の方 

基準額 

× 

0.88 
59,400 円 

第５段階 

本人が市民税非課税（世帯に市民税課税者がい
る）で本人の公的年金等収入額と合計所得金額の合
計が 80 万円を超える方 

基準額 67,500 円 

第６段階 
本人が市民税課税で合計所得金額が 120 万円未満

の方 

基準額 

× 

1.1 

74,200 円 

第７段階 
本人が市民税課税で合計所得金額が120万円以上

200 万円未満の方 

基準額 

× 

1.25 

84,400 円 

第８段階 
本人が市民税課税で合計所得金額が200万円以上

300 万円未満の方 

基準額 

× 

1.4 

94,500 円 

第９段階 
本人が市民税課税で合計所得金額が 300 万円以上

400 万円未満の方 

基準額 

× 

1.55 

104,600 円 

第 10 段階 
本人が市民税課税で合計所得金額が 400 万円以上

600 万円未満の方 

基準額 

× 

1.75 

118,100 円 

第 11 段階 
本人が市民税課税で合計所得金額が 600 万円以上

800 万円未満の方 

基準額 

× 

1.95 

131,600 円 

第 12 段階 
本人が市民税課税で合計所得金額が 800 万円以上

1,000 万円未満の方 

基準額 

× 

2.15 

145,100 円 

第 13 段階 
本人が市民税課税で合計所得金額が1,000万円以上

の方 

基準額 

× 

2.35 

158,600 円 

※1 年間保険料額は100円未満を切り捨てています 

※2 平成30年度においては、基準乗率(0.45)から公費軽減(-0.05)を実施した保険料額(27,000円)となります 

※3 平成31年度からの公費軽減が実施された場合は、基準乗率(0.45)から公費軽減(-0.20)を実施した保険料

額(16,800円)となります（予定） 

※4 平成31年度からの公費軽減が実施された場合は、基準乗率(0.62)から公費軽減(-0.25)を実施した保険料

額(24,900円)となります（予定） 

※5 平成31年度からの公費軽減が実施された場合は、基準乗率(0.75)から公費軽減(-0.05)を実施した保険料

額(47,200円)となります（予定）  
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（４）第２号被保険者の介護保険料 

第２号被保険者（40 歳以上 65 歳未満の医療保険加入者）の介護保険料につ

いては、それぞれ加入している医療保険者により異なりますが、全国健康保険

協会管掌健康保険・健康保険組合・共済組合等は事業主と被保険者がそれぞれ

半分を負担、また国民健康保険は、半分を被保険者が負担し、半分を国の負担

金でまかなっています。 

介護保険料徴収については、それぞれの医療保険料と一体的に徴収され、徴

収された介護保険料は、全国で社会保険診療報酬支払基金にプールされます。

社会保険診療報酬支払基金から、40 歳以上人口に占める 65 歳未満人口の全国

平均の比率に基づいて決められた割合（27％）で各保険者に交付されます。 

これらの仕組みにより、高齢化率の差による保険者間の格差をなくし、保険

財政基盤の安定が図られています。 
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第８章 計画の推進 

１ 計画の進行管理 
本計画に基づいて行われる事業が、目的どおりの成果を上げているかどうかを確

認し、その結果を基に計画をより実効性のあるものにしていくために、本計画施策

の体系の８に「本計画の進行管理の徹底」を入れることで、事業の進行を客観的に

管理（評価）できる具体的な計画値を設定し目標に対する進行管理や評価を適正に

行います。 
 

２ 庁内及び関係行政機関等との連携体制の強化 

関係者や市民に計画の趣旨や内容の周知を図り、保健・医療・福祉の関係機関や

地域団体との連携の強化、協力体制づくりを推進します。また、関係各課の連携に

努めるとともに、地域包括支援センター運営協議会等の各協議会や委員会との連携

を強化し、計画の着実な実施に努めます。 
 

３ サービス提供事業者等の取組み 

各種サービスの需要を把握し、必要なサービスの提供に努め、市内介護サービス

提供事業者との連携をより強化し、提供されるサービスの質の向上に努めます。ま

た、県と協力して、市民等へ事業者のサービス内容等を分かりやすく情報提供し、

利用者がサービス提供事業者を適切に選択できるよう努めます。 
 

４ 市民一人ひとりの取組みによる地域福祉の推進 

誰もが住み慣れた地域で安心して生活していくためには、行政や民間事業者が提

供する保健福祉サービスだけでは十分ではなく、地域住民による支え合いや助け合

い等の地域福祉活動の充実が必要です。民生委員や地域福祉の推進役である社会福

祉協議会の活動を促進するとともに、ボランティア・ＮＰＯ等市民の自主的な活動

組織を支援し、地域福祉の推進に努めます。 
 

５ ＩＣＴ及びＩＯＴの活用 
ＩＣＴとは、情報と通信分野に関する技術やサービスの総称として、ＩＯＴはモ

ノのインターネット、さまざまな「モノ（物）」がインターネットに接続されること

によってサービスが提供できることとして認知度が高まりつつあります。 

これらは、本市にお住まいの高齢者の日常生活向上に繋がるとともに、さまざま

な交流を通じ、社会参加を促進できる手段として期待できます。また、自治体や介

護事業者の事務負担を軽減し、業務の効率化を図ることにも繋がります。 

現在、本市では前述した「もーやっこネットワーク」が、これからの在宅医療を

支えるシステムとして、地域包括ケアシステムの重要な役割を果たしており、今後

も引き続きＩＣＴ及びＩＯＴの高齢者福祉向上における利活用を関係機関と連携し

ながら検討します。 
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参考資料 
１ 策定の経緯 

期 間 項 ⽬ 内容等 

平成 28 年 
12 ⽉ 16 ⽇〜12 ⽉ 28 ⽇ アンケート調査 ※アンケート調査概要については P.126 を参照 

平成 29 年 5 ⽉ 29 ⽇ 第 1 回 策定委員会 

・⾼齢者福祉計画・介護保険事業計画の位置づけ 
（国の考え⽅及び本市の⽅向性） 

・⾼齢者⼈⼝及び要介護認定者数の現状と推計 
・実態調査結果報告 
・計画策定スケジュール 

平成 29 年 10 ⽉ 20 ⽇ 第 2 回 策定委員会 ・第 6 期計画の事業評価の報告 
・第 7 期計画の施策の体系・⾻⼦案 

平成 29 年 12 ⽉ 18 ⽇ 第 3 回 策定委員会 ・素案確認 

平成 30 年 1 ⽉ 12 ⽇ 第４回 策定委員会 ・素案確認 

平成 30 年 
1 ⽉ 19 ⽇〜2 ⽉ 19 ⽇ パブリックコメント ・市⺠の意⾒募集 

平成 30 年 3 ⽉ 16 ⽇ 第 5 回 策定委員会 
・パブリックコメントの実施結果 
・第 7 期計画 計画案 

平成 30 年 4 ⽉末（予定） 報告会 
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２ 瀬⼾市⾼齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会運営規則 
○瀬⼾市⾼齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会運営規則 

平成 25 年 9 ⽉ 25 ⽇ 
規則第 23 号 

(平 29 規則 15・題名改称) 
改正 平成 29 年 3 ⽉ 31 ⽇規則第 15 号 

(趣旨) 
第 1 条 この規則は、瀬⼾市附属機関設置条例(平成 25 年瀬⼾市条例第 17 号。以下「条例」という。)

第 5 条の規定に基づき、瀬⼾市⾼齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」と
いう。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

(平 29 規則 15・⼀部改正) 
(担任事務) 
第 2 条 条例第 3 条に規定する委員会の担任する事務の細⽬については、次に掲げる事務とする。 
(1) ⽼⼈福祉法(昭和 38 年法律第 133 号)第 20 条の 8 の規定に基づく瀬⼾市⾼齢者福祉計画の策定

に関して、必要な調査及び審議 
(2) 介護保険法(平成 9 年法律第 123 号)第 117 条の規定に基づく瀬⼾市介護保険事業計画の策定に

関して、必要な調査及び審議 
(3) その他市⻑が意⾒を求めた事項についての調査及び審議 
(平 29 規則 15・⼀部改正) 
(委員) 
第 3 条 委員会の委員は、次に掲げる者の中から市⻑が委嘱する。 
(1) 保健⼜は医療の専⾨的知識を有する者 
(2) 福祉⼜は介護の専⾨的知識を有する者 
(3) 市⺠の代表者 
(4) 学識経験者 
(5) その他市⻑が必要と認める者 
2 委員の任期は、第 2 条で規定する担任事務の終了をもつて終わるものとする。 
3 委員が⽋けた場合における補⽋委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
(委員⻑及び副委員⻑) 
第 4 条 委員会に委員⻑及び副委員⻑を置き、委員の互選により選任する。 
2 委員⻑は、会務を総理し、委員会を代表する。 
3 副委員⻑は、委員⻑を補佐し、委員⻑に事故があるとき、⼜は委員⻑が⽋けたときは、その職務

を代理する。 
(会議) 
第 5 条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員⻑が招集し、委員⻑が議⻑となる。 
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議⻑の決するところによる。 
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(部会) 
第 6 条 委員会は、専⾨的事項を調査及び審議する必要があるときは、部会を置くことができる。 
2 部会に属すべき委員は、委員⻑が指名する。 
3 部会に、部会⻑を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。 
4 部会⻑は、当該部会において調査及び審議を⾏つた事項について、会議に報告しなければならな

い。 
(議事録) 
第 7 条 委員会は、会議の終了後、速やかに議事録を作成する。 
(庶務) 
第 8 条 委員会の庶務は、健康福祉部⾼齢者福祉課において処理する。 
(平 29 規則 15・⼀部改正) 
(委任) 
第 9 条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員⻑が委員会に諮つ

て定める。 
附 則 
この規則は、平成 25 年 10 ⽉ 1 ⽇から施⾏する。 
附 則(平成 29 年 3 ⽉ 31 ⽇規則第 15 号) 
この規則は、平成 29 年 4 ⽉ 1 ⽇から施⾏する。 
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３ 第７期瀬⼾市⾼齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員
名簿 

※敬称略、順不同 

所属機関・団体等 ⽒ 名  

愛知県⽴⼤学 ⽥川 佳代⼦ 委員⻑ 

瀬⼾市⾃治連合会 川瀬 秀之 副委員⻑ 

瀬⼾旭医師会 ⿃井 彰⼈  

瀬⼾⻭科医師会 加藤 千博  

愛知県瀬⼾保健所 ⼤野 ⾹代⼦  

社会福祉法⼈瀬⼾市社会福祉協議会 伊⾥ みゆき  

地区社協会⻑連絡会 加藤 智浩  

瀬⼾市⺠⽣委員児童委員協議会 駒形 光勇  

瀬⼾市⽼⼈クラブ連合会 中嶋 弘童  

市⺠代表 伊⾥ タミ⼦  

市⺠代表 鈴⽊ 桂  

市⺠代表 ⼤塚 從⼦  
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４ パブリックコメント概要 
本計画の策定にあたり、パブリックコメント制度による意⾒募集を⾏いました。 
いただいたご意⾒については、計画を進める上で参考とさせていただきます。 

 

（１）募集期間 
平成30年１⽉19⽇（⾦）〜平成30年２⽉19⽇（⽉） 

 

（２）提出⽅法 
郵送、電⼦メール、ＦＡＸ及び窓⼝（直接持参）による⽅法 

 

（３）募集結果 
提出者数：13 ⼈ 
意⾒総数：55 件 
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５ 第 6次瀬戸市総合計画の施策の体系 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

＜都市像①＞ 
活力ある地域
経済と豊かな
暮らしを実感
できるまち 

＜都市像②＞ 
安心して子育
てができ、 
子どもが健や
かに育つまち 

＜都市像③＞ 
地域に住まう
市民が自立し
支え合い、 
笑顔あふれる

まち 

＜行 政＞ 

<

将
来
像>

 

住
み
た
い
ま
ち 

誇
れ
る
ま
ち 
新
し
い
せ
と 

a 計画的･効率的な財政運営 e 税収･財源の確保 
b 公共施設・資産等の総合管理 f 情報の管理と戸籍制度等の適切な運用 
c 職員の人材育成等 g 効果的な広報･広聴 
d 行政事務の品質向上 h 他自治体との広域連携 

○第６次瀬戸市総合計画の推進に係る組織統制と基盤強化 

a コミュニティビジネスの創出支援 
b 就職支援 
c 起業・創業支援 
d ツクリテ支援、若手作家、 
職人の活動支援 

e 起業家に対する定住支援 
f 障害者や生活困窮者などへの 
就労支援 

⑵年齢や性別にかかわらず、働く
ことや起業・創業に挑戦できる
まちづくり 

a 企業誘致、先端産業誘致・育成 
b 産官学金連携によるビジネス 
モデル構築支援 

c 雇用対策と人材の確保・流失防止 
d 地域産業の振興 
e 農業振興と農業の６次産業化 
f 地域の産業を支える人材育成 
g 新産業の創出 

⑴地域産業の振興と人材の 
活躍促進 

a 特色あるキャリア教育等の推進 
b 将来を見据えた教育の実施 
c 確かな学力の定着と向上 
d 豊かな心の育成 
e 新鮮な農産物の提供による安全･ 
安心な学校給食等 

f 信頼される学校づくりの推進 
g 教育サポートセンターの充実 
h 学校地域コーディネーターの配置 
i 規則正しい生活習慣の定着と健康 
の増進 

j 体力の向上とスポーツの振興 
k 特別支援教育の展開 
l 外国籍児童等への学習支援 

⑵瀬戸で学び、瀬戸で育てて 
よかったと思える教育の実現 

a 子育て総合支援センターの創設 
b 妊娠・出産への支援 
c 子どもの健康の保持･増進 
d 子育てサービスの整備・充実 
e 食育の推進 
f 保育園・幼稚園・小中学校の 
連携強化 

g 障害児への支援 
h 障害児の保護者・介助者への支援 
i 子どもの健康増進と心･身体の育成 
j 外国籍児童等への学習支援 
k 子どもの貧困に対する支援 

⑴ライフステージに応じた切れ目
のない子ども・子育ての支援 

a 地域包括ケアシステムの構築 
b 家族介護者の負担軽減を図る 
取り組み 

c 円滑なボランティア活動のための 
仕組みづくり 

d 高齢者が活躍できる環境づくり・ 
居場所づくり 

e 認知症高齢者と家族の支援 
f 独居高齢者の日常生活の支援 

⑵高齢者が生きがいを持って活躍
し、支えあいにより、安心して
暮らせるまちづくり 

a 市民の主体的な健康づくりの推進  
b 多面的な生活習慣病対策 
c 市民の健(検)診受診率向上 
d 各種保険制度の適切な運用 
e 介護予防事業の推進 

⑴誰もがいきいきと、健康に暮ら
すことができるまちづくり 
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a 観光産業の振興 
b 瀬⼾らしい“暮らし”の創出 
c 市内外への「せとまちブランディン

グ」の展開 
d 戦略的な広報の推進 
e 陶磁器産業のブランド化 
f 姉妹都市などの都市間交流の促進 

⑶地域経済の活性化につながる 
地域資源を活かしたシティ 
プロモーションの展開 

a ⼦育てサービスの整備・充実
b 保育園・幼稚園・⼩中学校の 

連携強化 
c ワーク・ライフ・バランスの推進、

⼥性活躍･男⼥共同参画推進 
d ⾼齢者⼈材の活躍⽀援 
e 各種セーフティネット整備･充実 
f 働く世代に対する健康増進 

⑷誰もがいきいきと、安⼼して 
働くことができるまちづくり 

a 広域ネットワークを形成する
幹線道路の整備 

b 道路・河川施設等の適切な維持管理 
c 地域資源を活かした都市景観の形成 
d 地域経済を⽀える有効な⼟地利⽤ 
e 拠点を交通ネットワークでつないだコ

ンパクトなまちづくり 
f 名古屋市へのアクセスの向上 
g 公共交通ネットワークの再構築 
h ＩＣＴ推進のための基盤整備 

⑸市⺠⽣活の利便性を⾼め、 
企業活動の活性化につながる 
都市基盤の整備 

a 地域住⺠と学校との連携 
b 育児サロンや保育園などを活⽤した

⼦育て⽀援 
c ⾼齢者による⼦育てサポーターの 

養成と活動の場の創出 
d 多⼦世帯・障害児・外国籍市⺠への

⽀援 
e 家庭教育の充実 
f 地域とともにある学校づくり 
g ⼦どもの健やかな⼼と⾝体の育成 
h 婚活⽀援 

⑶多世代が⼦育てに関わることの
できるまちづくり 

a 公園や歩道など⼦育てのための都市基
盤の整備･維持管理 

b ⾯的整備事業による新たな 
まちづくり 

c コンパクトシティの推進 
d 鉄道駅のバリアフリー化 
e ユニバーサルデザインの推進 
f ⽔や緑との触れあいの場の創出 
g ⾃然環境の保護・保全 
h 安全で安⼼な⽔の供給 
i ⽇常⽣活を⽀える排⽔路施設の整備・

維持管理 
j 汚⽔処理⼈⼝普及率の向上 
k 空き家活⽤・解体等の⽀援 

⑸都市基盤整備による居住環境の
魅⼒向上と未来に向けた良好な
環境の継承 

a ⼦育て・教育に関するシティプロモ
ーションの展開 

b 市⺠⾃らが情報を発信できる体制
づくり 

c 移住･定住⽀援･総合相談 
d ３世代同居・近居の促進 
e 中⼼地区への住み替え⽀援 

⑷⼦育て世代に向けた魅⼒ 
あふれる⼦育て情報の発信と 
定住の促進 

a 地域⽣活⽀援事業の効果的な実施
b 福祉総合相談窓⼝の充実 
c 個⼈が気軽に社会参加できる 

仕組みづくり 
d 地域⼒向上に向けた活動の推進・ 

⽀援 
e 地域活動を通した健康と福祉施策 

推進の取り組み 
f 地域⼒･市⺠⼒を活かした障害者 

を⽀える仕組みづくり 
g ⽣活困窮者の⾃⽴に向けた⽀援 
h 市⺠活動の推進と拡充への⽀援 

⑶誰もが⾃⽴し、地域で⽀え合い
ながら⽣きがいをもって安⼼し
て暮らせるまちづくり 

a 温暖化防⽌･省エネ等への取り組み
b 地域清掃･環境美化 
c ごみ減量の促進・⼀般廃棄物の 

収集運搬 
d し尿処理施設の適正な管理運営 
e 公衆衛⽣に関わる公共施設の 

適正な管理･運営 
f 消費⽣活センターの運営 
g ⽕災予防体制の充実 
h 消防･救急体制の充実 
i 地域防災⼒の向上 
j 防犯･交通安全の推進 
k 企業の地域活動参画などの 

ＣＳＲ⽀援･促進 

⑷地域の⽣活環境の向上と安全･
安⼼な地域づくり 

a ⽣涯学習の推進 
b 図書館サービスの充実 
c ⽣涯スポーツの振興 
d ⽂化財等の伝統⽂化の継承と 

陶芸⽂化の新しい活⽤ 
e 郷⼟の祭や伝統･⽂化の継承 
f ⽂化芸術活動の⽀援や奨励 
g 多⽂化共⽣社会の推進 
h 姉妹都市などの都市間交流の促進 

⑸誰もが⽣涯にわたって学び、郷⼟
に対する誇りと愛着を深める 
豊かな地域づくり 



瀬戸市 

 

 

126 

６ アンケート調査概要 
（１）瀬⼾市⾼齢者福祉計画・介護保険事業計画実態調査について 

「第７期瀬⼾市⾼齢者福祉計画・介護保険事業計画〜やすらぎプラン2018〜」
の策定にあたり、⾼齢者等の⽇常⽣活実態及び介護者の介護実態を把握し、本
市における地域を含めた課題整理を⾏い、今後⽬指すべき地域包括ケアシステ
ム構築のあり⽅とサービス基盤の⽅向性を検討し、将来推計の基礎資料を得る
ため、本調査を実施しました。 

 
■ 介護予防・⽇常⽣活圏域ニーズ調査 

要介護状態になる前の⾼齢者に対する「要介護度の悪化につながるリスクの発⽣状況」
及び「要介護度の悪化に影響を与える⽇常⽣活の状況」のアンケートを実施し、地域包
括ケアシステム構築のための地域課題の抽出とサービス基盤の⽅向性を検討するため
の基礎資料を得ることを⽬的としています。 

 
調査地域 本市全域 

調査対象 平成 28 年 11 ⽉１⽇現在、本市在住の 65 歳以上の要介護認定を受
けていない⼀般⾼齢者と要⽀援認定者（要⽀援１・要⽀援２） 

調査対象者数 33,053 ⼈ 

配布数 2,500 通 

調査⽅法 対象者を無作為抽出し、郵送にて配布・回収 

調査時期 平成 28 年 12 ⽉ 16 ⽇〜平成 28 年 12 ⽉ 28 ⽇ 

回収結果 回収数：1,855 ⼈（回収率：74.2％） 
 

■ 在宅介護実態調査 
介護する家族に対するアンケートを実施し、「地域包括ケアの構築」という観点に加

え、「介護離職をなくしていくためにはどのようなサービスが必要か」といった観点を
含めて、介護給付サービスをはじめ各種類の「量の⾒込み」を設定するための基礎資料
を得ることを⽬的としています。 

 
調査地域 本市全域 

調査対象 平成 28 年 7 ⽉１⽇現在、本市に居住する 65 歳以上で要介護認定を
受けている⾼齢者及びその主介護者（施設⼊所者は対象外） 

調査対象者数 4,102 ⼈ 

配布数 700 通 

調査⽅法 各⽇常⽣活圏域 140 ⼈ずつ（5 圏域*140 ⼈=700）を無作為抽出し、
郵送にて配布・回収 

調査時期 平成 28 年 12 ⽉ 16 ⽇〜平成 28 年 12 ⽉ 28 ⽇ 

回収結果 回収数：219 ⼈（回収率：31.3％） 
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（２）介護予防・⽇常⽣活圏域ニーズ調査 
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（３）在宅介護実態調査 
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７ 地域懇談会概要 
（１）地域懇談会の⽬的 

「瀬⼾市地域福祉計画」策定の基礎資料として活⽤することを⽬的として、
地域の現状と課題等についての意⾒を収集するため実施しました。 

 

（２）実施⽅法 
開催⽅法 瀬⼾市社会福祉協議会と共同開催 

地域の区分 

地区社協単位 18 地区 
道泉、深川、古瀬⼾、東明、祖⺟懐、陶原、⻑根、こうはん（效範）、⽔南、
⽔野、品野（品野・上品野）、幡⼭（菱野・本地）、⻄陵、原⼭台、萩⼭台、
⼋幡台、⼭⼝、新郷 

開催時期 平成 29 年７⽉ 14 ⽇〜平成 29 年９⽉ 29 ⽇ 
開催場所 各地区の公⺠館、地域交流センター等 

参加者 ⾃治会、町内会、公⺠館、地域⼒、地区社協、⽼⼈クラブ、⺠⽣委員、児童
委員、保健推進員、⼦ども会等（地域によって異なります） 

 

（３）地域懇談会の内容 

地域懇談会の 
内容 

「⾼齢者」「障がい」「⼦ども・⼦育て」のグループに分かれ話し合う 
＜⼿順＞ 
１ 地域の困りごとについて整理 
２ 困りごとを解決するためにできることを考える 

「⾃分たちでできること」は何か 
「必要なサービスや活動」は何か 

３ 結果発表 
所要時間 90 分 
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（４）開催⽇程・参加者数 
地 区 ⽇ 程 曜 ⽇ 場 所 参加団体 参加数 

新郷 7/14 ⾦ 新郷地域交流センター 
⾃治会、町内会、地域⼒、 

⽼⼈クラブ、⺠協、 
⼦ども会、地区社協 

48 名 

⼋幡台 7/15 ⼟ ⼋幡台地域交流館 ⾃治会、⽼⼈クラブ、 
地区社協 25 名 

こうはん 7/25 ⽕ 效範公⺠館 
⾃治会、公⺠館、⺠協、 

⼥性会、⼦ども会、⼥性防⽕、 
保健推進員、地区社協 

28 名 

品野 8/5 ⼟ 下品野ふれあい会館 

地区社協、⺠協、⾃治会、 
地域⼒、⼥性の会、 

保健推進員、⽼⼈会、公⺠館、
育英会、品野祇園祭 

39 名 

⻄陵 8/16 ⽔ ⻄陵地域交流センター 地域⼒、⾃治会、⽼⼈クラブ、
⺠協、地区社協 38 名 

萩⼭台 8/20 ⽇ 萩⼭公⺠館 地区社協 20 名 

東明 8/23 ⽔ 東明公⺠館 
⾃治会、⽼⼈会、⺠協、 

公⺠館、保育園、婦⼈会、 
地区社協 

22 名 

原⼭台 8/23 ⽔ 原⼭公⺠館 
⾃治会、⽼⼈会、⺠協、 

地域⼒、⼩学校、保育園、 
幼稚園、地区社協 

27 名 

⻑根 8/24 ⽊ ⻑根公⺠館 
⽼⼈クラブ、公⺠館、地域⼒、

保健推進員、婦⼈会、 
⾃治会、⺠協、地区社協 

38 名 

⽔野 8/24 ⽊ ⽔野地域交流センター 
地域⼒、いきいきサロン、 
⼦育てサロン、⼦ども会、 

⺠協、地区社協 
19 名 

古瀬⼾ 8/26 ⼟ 古瀬⼾公⺠館 ⺠協、PTA、保護者会、 
保育園、地区社協 38 名 

道泉 8/29 ⽕ 道泉地域交流センター 地域⼒、NPO 法⼈、 
地区社協 32 名 

陶原 9/2 ⼟ 陶原公⺠館 ⾃治会、⺠協、地区社協 21 名 

⼭⼝ 9/21 ⽊ ⼭⼝公⺠館 
⾃治会、防災協、まちづくり、
公⺠館、⼥性防⽕、⺠協、 

保健推進員、PTA、地区社協 
22 名 

⽔南 9/22 ⾦ ⽔南⾃治会館 ⾃治会、⺠協、ボラネット、
⼦供会、地区社協 32 名 

幡⼭ 9/22 ⾦ 幡⼭公⺠館 
⾃治会、⺠協、⽼⼈クラブ、

菱野寿会、まちづくり、 
地区社協 

32 名 

祖⺟懐 9/27 ⽔ 祖⺟懐公⺠館 ⾃治会、町内会、公⺠館、 
保健推進員、⺠協、地区社協 31 名 

深川 9/29 ⾦ 深川公⺠館 ⾃治会、公⺠館、地区社協 27 名 

平成 29 年 7 ⽉〜9 ⽉にかけて、市内 18 地区社協で開催 539 名 
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（５）開催結果 
表 地域懇談会開催結果 内容（抜粋） 

 
分 野 テーマ、課題 ⾃分たちでできること 欲しいサービス 

⾼齢者
分野 

⼀⼈暮らし、買い物、お⾦、
交通・移動、免許返上、 
坂道、環境、体⼒低下、 
ゴミ出し、病気、医療、 
介護、健康、将来の不安、
防犯、憩いの場、集いの場、
居場所、空き家、災害時、
マナー、担い⼿（⾼齢化）、
地域のつながり、交流、 
コミュニケーション、 
男性の外出、⽼⼈会、 
敬⽼会、相談するところ 

⾃分の⾝体をまず元気に 
健康寿命を延ばす 
健康管理、歩く、運動 
声かけ、話し相⼿ 
近所の⼈と仲よく 
隣近所の助け合い、お助け隊 
回覧板を顔を⾒て渡す 
若い世代との交流 
ボランティア運転⼿、乗合い⾃動⾞ 
代わりに買い物に⾏く 
組単位で防災を検討 
簡単な⾃主防災台帳 

移動・外出⽀援 
買い物⽀援 
空き家対策 
道路整備 
環境整備 
介護保険制度を分
かりやすく伝えて
欲しい 
勉強会 
⾼齢者の登録制度 
相談窓⼝ 

全体を
通して 

地域で実施しているさまざまな取組み（お助け隊、サロン、ボランティア活動等）を、
地域で困りごとを抱えている⼈にどのように周知していくといいのか 
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８ ⽤語解説 
あ⾏ 

◇アセスメント 
課題分析等と訳される。利⽤者が直⾯している⽣活上の問題・課題（ニーズ）や状況の

本質、原因、経過、予測を理解するために、必要なサービスの提供や援助に先⽴って⾏わ
れる⼀連の⼿続き。ケアマネジメントの⼀環として、ケアマネジャーがケアプランを作成
する前に利⽤者のニーズ、状況等を詳細に把握するために⾏われる。 

◇ＮＰＯ（⺠間⾮営利組織：Ｎon Profit Organization の略） 
ボランティア活動や営利を⽬的としない各種の公益活動、市⺠活動を⾏う組織・団体。

そのうち特定⾮営利活動促進法に基づく⼀定条件を満たして認定を受けた『特定⾮営利活
動法⼈』を通称ＮＰＯ法⼈という。医療、福祉、環境、⽂化、芸術、スポーツ、まちづくり、
国際協⼒、⼈権、平和、社会教育等の分野で活動をしている。 

か⾏ 

◇介護給付適正化事業 

利⽤者に対する適切な介護サービスを確保するとともに、不適切な給付を削減すること
を通じ、介護保険制度の信頼感を⾼め、介護給付費の増⼤を抑制して持続可能な介護保険
制度の構築に資することを⽬的とし、実施する事業。 

◇介護⽀援専⾨員（ケアマネジャー） 

要介護者や要⽀援者からの相談に応じるとともに、要介護者や要⽀援者が⼼⾝の状況に
応じた適切なサービスを受けられるよう、ケアプラン（介護サービス等の提供についての
計画）の作成や市町村・サービス事業者・施設等との連絡調整を⾏う者。 

◇介護福祉⼠ 

社会福祉⼠及び介護福祉⼠法によって創設された、サービスを提供する事業所・施設の
介護職員等が取得する、介護専⾨職の国家資格。介護福祉⼠の登録を受け、介護福祉⼠の
名称を⽤いて、専⾨的知識及び技術をもって、⾝体上⼜は精神上の障害があることにより
⽇常⽣活を営むのに⽀障がある⽅に⼼⾝の状況に応じた介護（平成27年度からは喀痰吸引
等を含む）を⾏い、並びにその⽅及びその介護者に対して介護に関する指導を⾏うことを
業とする者をいう。資格取得のためには、介護福祉⼠養成施設を卒業するか介護福祉⼠国
家試験等の合格が必要となる（平成27年度からは養成施設卒業者も国家試験合格が必要）。 

◇介護保険制度 

加齢に伴う病気等で要介護状態となり、⾷事・排せつ・⼊浴等の介護、機能訓練、看護・
療養上の管理等の医療が必要な⽅に対して、⼀定割合の⾃⼰負担で保健医療サービス、福
祉サービスを提供する制度。  
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◇介護予防サービス 

要介護状態になることをできるだけ防ぐとともに、要⽀援状態になっても状態の悪化を
防ぐことに重点をおいたサービス。要介護認定・要⽀援認定で「要⽀援１」「要⽀援２」
に認定された⽅が利⽤するサービスに相当する。 

◇介護予防サポーター 

住⺠⾃らが介護予防について学び、地域での介護予防活動の担い⼿となる者のこと。 

◇介護予防⽀援 

要⽀援者がサービスを適切に利⽤できるように、地域包括⽀援センターの保健師等が、
介護予防サービス計画を作成するとともに、計画に基づくサービス提供が確保されるよう
に事業者等との連絡調整を⾏う。 

◇介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業（総合事業） 

要⽀援者の多様な⽣活ニーズに対応するため、従来介護予防給付として提供されていた
全国⼀律の介護予防訪問介護及び介護予防通所介護を、市町村が地域の実情に応じて実施
する地域⽀援事業に移⾏し、要⽀援者⾃⾝の能⼒を最⼤限に⽣かしつつ、既存の介護保険
事業所のほかＮＰＯやボランティア等による多様なサービスを総合的に提供する仕組み。
平成27年４⽉１⽇施⾏の改正介護保険法の中に位置づけられたもの。訪問型・通所型サー
ビス等からなる介護予防・⽣活⽀援サービス事業と、介護予防普及啓発事業等からなる⼀
般介護予防事業のサービスがある。 

◇介護保険料 

介護保険事業に要する費⽤に充てるために拠出する保険料。市区町村（保険者）が被保
険者から徴収する。第１号被保険者の保険料は、⼀定の基準により算定した額（基準額）
に所得に応じた率を乗じて得た額となる。第２号被保険者の保険料は、加⼊している医療
保険の算定⽅法に基づき算定した額となり、医療保険の保険料と⼀括して徴収される。 

◇基本チェックリスト 

⽣活機能が低下し、介護が必要になるおそれのある⾼齢者を早期に把握するために⽤い
る調査票。⽇常⽣活の様⼦や運動機能、栄養状態、⼝腔機能等の25項⽬の質問から構成さ
れており、該当した項⽬により、その⽅にとって参加することが望ましい介護予防プログ
ラムが判定される。 

◇居宅介護⽀援 

在宅の要介護者がサービスを適切な利⽤ができるように居宅サービス計画を作成する
とともに、計画に基づくサービス提供が確保されるように事業者等との連絡調整を⾏い、
介護保険施設等への⼊所が必要な場合は紹介等を⾏う。 
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◇ケアプラン 

利⽤者個々のニーズに合わせた介護保険制度内外の適切な保健・医療・福祉サービスが
提供されるように、ケアマネジャーが、ケアマネジメントという⼿法を⽤い、利⽤者・家
族と相談しながら作成するサービスの利⽤計画。 

◇ケアマネジメント 

⽣活困難な状態になり援助を必要とする利⽤者が、迅速かつ効果的に、必要とされるす
べての保健・医療・福祉サービスを受けられるように調整することを⽬的とした援助展開
の⽅法。①インテーク（導⼊）、②アセスメント（課題分析）の実施、③ケアプラン原案
の作成、④サービス担当者会議の開催、⑤ケアプランの確定と実施（ケアプランに沿った
サービス提供）、⑥モニタリング（ケアプランの実施状況の把握）、⑦評価（ケアプランの
⾒直し）、⑧終了、からなる。利⽤者と社会資源の結び付けや、関係機関・施設との連携
において、この⼿法が取り⼊れられている。介護保険においては、「居宅介護⽀援」「介護
予防⽀援」等で⾏われている。 

◇権利擁護 

⾃⼰の権利や援助のニーズを表明することの困難な認知症⾼齢者や障害者等に代わっ
て、援助者が代理としてその権利やニーズ獲得を⾏うこと。 

◇⾼齢化率 
⾼齢者⼈⼝（65歳以上⼈⼝）が総⼈⼝に占める割合。 

◇国保連合会（国⺠健康保険団体連合会） 
国⺠健康保険法の第83条に基づき、会員である保険者（市町村及び国保組合）が共同し

て、国保事業の⽬的を達成するために必要な事業を⾏うことを⽬的にして設⽴された公法
⼈。 
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さ⾏ 

◇サービス担当者会議 

ケアプランの作成にあたってケアマネジャーが開催する会議。利⽤者とその家族、ケア
マネジャー、ケアプランに位置づけた、利⽤者のサービス提供に関連する事業所の担当者
等から構成される。ケアマネジャーによって課題分析された結果を基に、利⽤者と家族に
提⽰されるケアプランの原案を協議し、利⽤者の同意を得てケアプランを確定し、ケアプ
ランに沿ったサービス提供につなげる。また、その後、利⽤者や家族、サービスの担当者
がケアプランの⾒直しが必要と考えた場合には、担当者会議が要請され適宜開かれる。 

◇在宅介護 

病気・障害や⽼化のために⽣活を⾃⽴して⾏うことができない⽅が、⾃分の⽣活の場で
ある家庭において介護を受けること。またはその⽅に対して家庭で介護を提供すること。 

◇在宅介護⽀援センター 

⽼⼈福祉法に基づく⽼⼈福祉施設の⼀種で、法律上は⽼⼈介護⽀援センターとして規定
されている。地域の⽼⼈の福祉に関する問題について、在宅の要援護⾼齢者や要援護とな
るおそれのある⾼齢者⼜はその家族等からの相談に応じ、それらの介護等に関するニーズ
に対応した各種の保健、福祉サービス（介護保険を含む）が、総合的に受けられるように
市区町村等関係⾏政機関、サービス実施機関、居宅介護⽀援事業所等との連絡調整等を⾏
う。これらの役割は現在、平成18年に創設された地域包括⽀援センターが担っており、在
宅介護⽀援センターの位置づけは市区町村により異なる（廃⽌している市区町村が多い）。 

◇事業対象者 

基本チェックリストに該当した第１号被保険者。 

◇社会福祉協議会 

社会福祉法の規定に基づき組織される地域福祉の推進を⽬的とする団体。⼀般的には、
「社協」の略称で呼ばれる場合が多い。市区町村を単位とする市区町村社会福祉協議会、
指定都市の区を単位とする地区社会福祉協議会、都道府県を単位とする都道府県社会福祉
協議会がある。社会福祉を⽬的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を⾏う
者が参加するものとされているおり、さまざまな福祉サービスや相談、ボランティア活動
や市⺠活動の⽀援、共同募⾦等地域の福祉の向上に取り組んでいる。介護保険制度下のサ
ービスを提供している社協もある。 
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◇社会福祉⼠ 

社会福祉⼠及び介護福祉⼠法に基づき、国家試験に合格し厚⽣労働⼤⾂の免許を受けた
者。社会福祉の専⾨的知識及び技術をもって、⾝体上もしくは精神上の障害があること⼜
は環境上の理由により⽇常⽣活を営むのに⽀障がある⽅の福祉に関する相談に応じ、助⾔、
指導、福祉サービスを提供する者⼜は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他
の関係者との連絡及び調整その他の援助を⾏う専⾨職。介護保険制度においては、市区町
村の地域⽀援事業における包括的⽀援事業を適切に実施するため地域包括⽀援センター
に配置されている。 

◇社会福祉法⼈ 

社会福祉事業を⾏うことを⽬的として社会福祉法に基づいて設⽴された法⼈。社会福祉
法⼈は、⼀般社団法⼈及び⼀般財団法⼈に関する法律や公益社団法⼈及び公益財団法⼈の
認定等に関する法律に規定される公益法⼈に⽐べて設⽴要件を厳しくしており、公益性が
極めて⾼い法⼈であるといえる。このため、⾃主的な事業経営の基盤強化、透明性の確保、
提供するサービスの質の向上といった観点が求められる⼀⽅、税制上の優遇措置等がとら
れるといった特徴がある。介護保険制度下のサービスを提供する主な法⼈の１つ。 

◇成年後⾒制度 

認知症や障がい等の理由で判断能⼒の不⼗分な⽅に代わり、財産を管理したり、⾝のま
わりの世話のために介護等のサービスや施設への⼊所に関する契約を結んだりする⽀援
を⾏う制度。 

た⾏ 

◇第 1 号被保険者 

市町村の区域内に住所を有する65歳以上の⽅。要介護認定を申請して、認定されれば介
護保険の給付を受けることができる。 

◇第 2 号被保険者 

市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加⼊者。第１号被保険者と
異なり、第２号被保険者の場合は、介護が必要な状態でも介護保険の給付を受けるための
条件がある。 

◇地域包括ケアシステム 

⾼齢者が住み慣れた地域でできる限り継続して⽣活を送れるように⽀えるために、個々
の⾼齢者の状況やその変化に応じて、介護サービスを中核に、医療サービスをはじめとす
るさまざまな⽀援（住まい、医療、介護、予防、⽣活⽀援）を、継続的かつ包括的に提供
する仕組み。地域包括ケアシステムの実現に向けて、⽇常⽣活圏域（中学校区等おおむね
30分以内で必要なサービスを提供できる圏域）で地域包括ケアを有効に機能させる地域の
中核機関として、地域包括⽀援センターの制度化が平成17年の改正介護保険法に盛り込ま
れた。また平成23年の同法の改正においても同様の趣旨の改正が⾏われた。 

  



瀬戸市 

 

 

148 

◇地域ケア会議 

地域包括⽀援センター⼜は市町村が主催し、多職種協同で⾼齢者個⼈に対する⽀援の充
実と、それを⽀える社会基盤の整備とを同時に進めていく、地域包括ケアシステムの実現
に向けた⼿法の⼀つ。 

◇地域⽀援事業 

介護保険制度において、被保険者が要介護状態や要⽀援状態となることを予防するとと
もに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において⾃⽴した⽇常⽣
活を営むことができるよう⽀援するため、市区町村が⾏う事業。「介護予防・⽇常⽣活⽀
援総合事業（総合事業）」「包括的⽀援事業」「任意事業」からなる。 

◇地域福祉計画 

地域の福祉施策について、各⾃治体における⽅針や整備すべき社会福祉サービス等につ
いて⽬標が明記されたもの。社会福祉法において地域福祉の推進が求められ、施設福祉中
⼼であった従来の福祉制度の⾒直しが⾏われている。 

◇地域包括⽀援センター 

地域の⾼齢者の⼼⾝の健康保持や⽣活の安定のために必要な援助を⾏うことを⽬的と
して設けられた施設。市区町村及び⽼⼈介護⽀援センターの設置者、⼀部事務組合、医療
法⼈、社会福祉法⼈等のうち包括的⽀援事業の委託を受けたものが設置することができる。
主な業務は、①包括的⽀援事業（介護予防ケアマネジメント業務、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）、②介護予防⽀援、③要介護状
態等になるおそれのある⾼齢者の把握等で、保健師、社会福祉⼠、主任介護⽀援専⾨員の
専⾨職が配置されている。 

  



参考資料 

 
 

149 

な⾏ 

◇認知症 

⼀度獲得された知能が、脳の器質的な障害により持続的に低下したり、失われる症状。
⼀般に認知症は器質障害に基づき、記銘・記憶⼒、思考⼒、計算⼒、判断⼒、⾒当識の障
害がみられ、知覚、感情、⾏動の異常も伴ってみられることが多い。記憶に関しては、短
期記憶がまるごと失われることが多いが、⻑期記憶については保持されていることが多い。
従来使⽤されていた「痴呆」という⽤語は侮蔑を含む表現であること等から、「認知症」
という表現が使⽤されることとなった。 

◇認知症サポーター 

都道府県等が実施主体となる「認知症サポーター養成講座」の受講者で、友⼈や家族へ
の認知症に関する正しい知識の伝達や、認知症になった⽅の⼿助け等を本⼈の可能な範囲
で⾏う。受講者には認知症を⽀援する⽬印としてオレンジリングが授与される。 

◇認知症ケアパス 

認知症が発症したときから⽣活する上で様々な⽀障が出てくる中で、その進⾏状況にあ
わせて、いつ、どこで、どのような医療、介護、⽣活⽀援サービスを受ければよいかを標
準的に⽰すもの。 

◇認知症初期集中⽀援チーム 

複数の専⾨職が家族の相談等により認知症が疑われる⽅や認知症の⽅及びその家族を
訪問し、アセスメント、家族⽀援等の初期の⽀援を包括的、集中的に⾏い、⽣活のサポー
トを⾏う集合体。専⾨医、社会福祉⼠、保健師、看護師、作業療法⼠等の医療保健福祉に
関する職員で構成される。 

◇認定調査 

介護保険制度において、要介護認定・要⽀援認定のために⾏われる調査。調査は、市区
町村職員や委託を受けた事業者の職員等が被保険者宅の⾃宅や⼊所・⼊院先等を訪問し、
受けているサービスの状況、置かれている環境、⼼⾝の状況、その他の事項について、全
国共通の74項⽬からなる認定調査票を⽤いて公正に⾏われる。 

は⾏ 

◇保険者 

保険契約により保険⾦を⽀払う義務を負い、保険料を受ける権利を有する者をいう。介
護保険の保険者は市区町村。 
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ま⾏ 

◇⺠⽣委員 

⺠⽣委員法に基づき、各市区町村の区域に置かれる⺠間奉仕者。都道府県知事の推薦に
より厚⽣労働⼤⾂が委嘱し、任期は３年とされている。職務は、①住⺠の⽣活状態を適切
に把握すること、②援助を必要とする⽅が地域で⾃⽴した⽇常⽣活を営むことができるよ
う相談・助⾔・その他の援助を⾏うこと、③援助を必要とする⽅が福祉サービスを適切に
利⽤するための情報提供等の援助を⾏うこと、④社会福祉事業者等と密接に連携し、その
事業⼜は活動を⽀援すること、⑤福祉事務所その他の関係⾏政機関の業務に協⼒すること、
が規定されている。なお、⺠⽣委員は児童福祉法による児童委員を兼務する。介護保険制
度下では、制度利⽤に関する相談や申請の代⾏、ケアマネジャー等と連携した利⽤後のフ
ォロー等の役割を担っている。 

◇もーやっこネットワーク 

本市独⾃の在宅医療介護の連携促進ツール。平成25年度に運⽤が開始し、⽀援機関の連
携強化に利⽤している。 

や⾏ 

◇要介護者 

要介護状態にあると認定された被保険者。 

◇要介護状態 

⾝体⼜は精神の障害のために、⾷事・排せつ・⼊浴等⽇常⽣活での基本的な動作につい
て、継続して常時介護を要すると⾒込まれる状態。介護の必要の程度により「要介護１」
〜「要介護５」に区分される。 

◇要介護認定 

介護保険制度において、介護給付を受けようとする被保険者が給付要件を満たしている
かどうかを確認するために⾏われる認定。保険者である市区町村が、全国⼀律の客観的基
準（要介護認定基準）に基づいて⾏う。要介護認定の⼿順は、被保険者からの申請を受け
た市町村が被保険者に対し認定調査を⾏うと同時に、被保険者の主治医に意⾒書を求め、
これらの調査結果等を介護認定審査会に通知し、要介護状態への該当、要介護状態区分等
について審査・判定を求める。 

◇要⽀援者 

要⽀援状態にあると認定された被保険者。 
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◇要⽀援状態 

⾝体⼜は精神の障害のために、⾷事・排せつ・⼊浴等⽇常⽣活での基本的な動作につい
て、継続して常時介護を要する状態の軽減・悪化防⽌のために特に役⽴つ⽀援が必要と⾒
込まれる状態、もしくは⾝体⼜は精神の障害のために継続して⽇常⽣活を営むうえで⽀障
があると⾒込まれる状態。⽀援の必要の程度により「要⽀援１」・「要⽀援２」に区分され
る。 

◇要⽀援認定 

介護保険制度において、予防給付を受けようとする被保険者が給付要件を満たしている
かどうかを確認するために⾏われる認定。保険者である市区町村が全国⼀律の客観的基準
（要⽀援認定基準）に基づいて⾏う。要⽀援認定の⼿順は基本的には要介護認定と同様（要
介護認定と同時に⾏われる）。 

ら⾏ 

◇リハビリテーション 

⼼⾝に障害のある⽅の全⼈間的復権を理念として、⾼齢者や障害者の能⼒を最⼤限に発
揮させ、その⾃⽴を促すために⾏われる専⾨的技術。 

◇利⽤者負担 

福祉サービス等を利⽤した際に、サービスに要した費⽤のうち、利⽤者が⽀払う⾃⼰負
担分。介護保険法においては応益負担（定率負担）が原則とされ、その負担割合はサービ
スに要した費⽤（利⽤料）の１割⼜は２割（※）である。なお、施設⼊所等における⾷費
や居住費（滞在費）については、全額利⽤者負担となっている（低所得者に対する軽減策
〔特定⼊所者介護サービス費の⽀給〕はある）。 

※平成 30 年８⽉より、２割負担者のうち現役並み所得者については３割負担となります。 
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