
平成２８年１２月２２日作成

基本目標 № 主要施策 現状認識 課　題
今後の対応
（施策の方向）

1
自立支援・介護予防
の推進

・要介護認定者数は年々増加しており、要介
護度別には、要介護１，２といった比較的軽
度の認定者が増えている。
・介護が必要となった原因は、男女とも認知
症が最も多く、男性は脳血管疾患、がん、女
性は関節疾患、転倒・骨折が次いで多い。
・新規要介護認定者の８割以上が、75歳以上
の後期高齢者となっている。

・コツコツ貯筋体操やくらしのサポートセン
ターなど、地域の介護予防活動は普及が進
んでいるが、実施状況や参加者数には地区
の偏りもみられる。
・介護予防事業においては、全般的に参加
者の固定化や男性参加者が少ないといった
課題がある。
・高齢化の伸展に伴い、認知症予防やフレ
イル対策など、高齢期特有の疾病対策が必
要である。一方で、前期高齢者において
は、社会参加から自身の介護予防につなぐ
新たな取組も求められる。

①自助の取組を強化するとともに、通いの場への積極的な参加や社会
参加の促進を図ることで、多面的の介護予防の推進を図る。
②コツコツ貯筋体操、くらしのサポートセンター等の地域における通いの
場を推進する。
③コツコツ貯筋体操センターと地域会場との連動による体操普及の推進
を図る。
④パワーリハビリ増設による介護予防の場を拡充する。
⑤認知症予防やフレイル対策など、多様なプログラムを展開する。
⑥高齢者運動サポーター等の地域で活躍できる人材を育成する。

2 健康づくりの推進

・誰もが健康づくりに取り組みやすい地域づく
りを進めるため、健康推進員、食生活改善推
進員、高齢者運動サポーター等の人材や町
内会、コミュニティセンター等の地域と連携し
た活動を展開している。
・一人ひとりの健康状態や年齢に合った健康
づくりを実践できるよう、栄養・運動・糖尿病・
歯科・こころ等の各種個別相談を実施してい
るが、中央での開催となっている。
・ゲートキーパー養成講座を開催し、自殺予
防の地域の見守り支援を強化している。

・高齢者の健康づくりを推進するためには、
住み慣れた地域の場において、相談や情
報を得られるような仕組みづくりが必要であ
る。
・地域の人材や資源を活用し、連携を図りな
がら、健康づくり・介護予防に取り組む必要
がある。
・高齢者に対しては、低栄養などを要因とす
るフレイル対策、こころの健康づくりや見守
りなどの啓発の強化が必要である。

①高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に取り組み、健康づくり
から介護予防につながる取組を住み慣れた地域の場で推進する。
②こころとからだの健康づくりを推進するため、相談窓口の周知に取り
組み、地域や職域、関係機関と連携した各種相談会を開催する。
③地域におけるゲートキーパー養成講座の開催により、高齢者の自殺
予防対策として、地域の見守り支援を強化する。

3
健康管理と重症化予
防

・後期高齢者の医療費は、年々増加してお
り、平成23（2011）年度～平成30（2018）年度
の８年間で14億円の増加となった。なかでも
入院による医療費が急増している。
・特定健診を受診し、健診結果からリスクの
高い対象者に訪問や面接による保健指導を
実施しているが、国民健康保険加入者（74歳
以下）が中心である。75歳以上を対象とした
高齢者健診は、年々受診者は増加している
が、受診率は県内でも低い。

・生活習慣病の重症化による脳血管疾患な
どを防ぐには、若い頃からの健診受診の継
続と適正な医療受診、生活習慣の改善が
必要である。
・高齢者の多くは医療機関を受診している
が、重症化予防を強化するためには、医療
と連携した個別性に配慮した保健指導が必
要である。
・特定健診、高齢者健診のほか、がん検診
や歯周病検診の受診を勧め、健康管理を
進めていく必要がある。

①各種健診、がん検診、歯周病検診などの受診を勧め、健康管理に対
する意識や関心を高め、疾病の早期発見、早期治療を推進する。
②健診結果から生活習慣の改善につなげ、生活習慣病の重症化予防
を図るため個別に合わせた保健指導を実施する。
③かかりつけの医師や薬剤師と連携し、重複・頻回受診や重複投薬等
の相談や保健指導の取組を推進する。

4
生きがい活動と社会
参加の促進

高齢者が生きがいを持ち、社会活動へ参加
するなど充実した生活を送ることが必要であ
る。各地域にある老人クラブでは、地域での
社会奉仕活動などに取り組んでいるものの、
会員数、クラブ数ともに減少傾向にあるほ
か、会員の高齢化が進んでいる。一方、シル
バー人材センターについては、最近の深刻な
人材不足から、元気な高齢者の就労ニーズ
の高まりもあって会員数を伸ばしており、新た
な補助事業に取り組むなど精力的に活動を
展開している。

老人クラブやシルバー人材センターのほか
にも、高齢者が社会参加することのできる
様々な活動の場が求められており、団塊の
世代が定年退職後に活躍できる機会を確
保していくことが課題である。

①引き続き、シルバー人材センターや老人クラブへの支援を継続し、高
齢者の就労支援や社会参加の場の確保に取り組むとともに、その他の
高齢者の活躍できる場や機会を検討していく。

5
生活支援体制の充実
と担い手育成

・生活支援コーディネーターを５名配置し、地
域住民への普及啓発や住民活動への支援を
進めている。
・生活支援サービスの提供主体が参画する
市レベルの第１層協議体（地域の支え合い推
進会議）を設置し、連携・協働による支援体
制の検討を進めている。
・住民が主体となった支え合い活動は、一部
地域で実践されているものの、全体としては
未だ乏しい状況である。

・高齢者の生活ニーズに対応するために
は、関係団体・関係者のネットワーク化を進
め、きめ細かな支援体制を構築する必要が
ある。
・互助意識を醸成していくには、住民啓発と
担い手育成の取組を継続的に行っていく必
要がある。
・地域の支え合い活動を創出するために、
コミュニティ・町内レベルで住民協議の場が
求められる。

①互助意識の醸成に向けた継続的な住民啓発を行い、地域における住
民主体の支え合い活動を推進していくとともに、担い手育成や活動主体
の支援を行う。
②コミュニティ単位を基本とした第２層協議体（住民協議の場）の設置を
推進する。
③生活支援コーディネーターによる継続的な普及啓発に取り組む。
④くらしのサポートセンター付随事業の取組を推進する。
⑤くらしのサポーター講座や交流会を通じた担い手育成に取り組む。

6 認知症施策の推進

・認知症サポーター養成講座は、企業からの
依頼が増えており、サポーター数は目標値を
大きく上回っている。
・認知症初期集中支援チームの活動により、
適切な医療・介護サービスにつなげている。
・認知症地域支援推進員の活動について、地
域密着型事業所への研修をはじめとした対
応力向上のための取組等を進めている。
・認知症の人とその家族の支援の場であるオ
レンジカフェの開設支援を行い、市内に６か
所開設されている。
・若年性認知症支援について、本人とその家
族のつどい（あすなろの会）を、毎年４～５回
開催している。

・認知症サポーター養成講座について、地
域、企業からの依頼は多いが、学校等へ啓
発の機会が少ない。
・認知症初期集中支援で受ける相談は、困
難ケースが多く、受付件数に比べ稼働量が
増えている傾向にある。
・地域密着型事業所における認知症への対
応が適切に行われる必要がある。
・若年性認知症の人とその家族のつどいは
実施しているが、実際の市内の若年性認知
症の人の実態が分からない。

①認知症サポーター養成講座について、特に若年層への啓発を広げる
ため、小中学校への周知を継続する。また、ステップアップ講座を受講し
た者による「チームオレンジ」の設置に向けた取組を検討する。
②認知症地域支援推進員等と連携し、認知症になっても暮らしやすい
地域の実現のため、現在実施している事業に加え、本人発信支援や認
知症バリアフリー、社会参加支援等の取組を検討する。
③認知症疾患医療センターの若年性認知症支援コーディネーターを通
じて、実態把握調査等に協力しながら、情報収集を行う。

7 地域ケア会議の推進

・個別会議、圏域会議で地域課題を抽出して
いるが、①くらしや安全に関すること②医療・
介護に関すること③生活支援や介護予防に
関することに大別される。
・地域課題に優先順位をつけて庁内横断的
な取組で解決に向けて①から③までのテー
マをワーキングとして協議を進めている。
①救急医療情報キットの有効活用、安心・安
全の情報提供
②ニーズ把握、相談体制の整理
③買物支援に関する啓発、情報整理

・地域課題の内容は、抽出されているが量
的な把握が不十分である。
・個別会議、圏域会議により抽出された地
域課題は行政レベルで解決に向けて協議
が始まったが、住民レベルで解決に向けて
検討する動きには至っていない。

①多職種協働による自立支援・重度化防止の視点を持った会議の開催
に加え、個別ケースのモニタリングの実施により、地域課題の抽出に終
わらず、会議の成果を把握していく。
②個別会議を積み重ねることにより、地域課題の明確化を図る。
③地域ケア推進会議のワーキングを継続する。
④圏域会議を基に、住民レベルで地域課題解決に向けた取組への発展
を検討していく。個別ケースのモニタリングの実施により、地域課題の抽
出に終わらず、会議の成果を把握していく。

8
高齢者の権利を守る
体制整備

・高齢者虐待防止に向け、地域包括支援セン
ター、庁内関係課、その他関係機関等と連携
し、早期の解決を図っている。
・成年後見制度等の利用促進について、福祉
課との連携及び社協との協働により、制度の
周知等のためのツールを作成した。また、市
長申立件数及び利用支援事業の申請件数に
ついては、増加傾向である。
・消費者被害の防止については、地域包括支
援センターが地域で行う啓発を行ったほか、
地域包括支援センター連絡会、消費者安全
確保地域協議会において消費生活センター
等との情報交換を行っている。

・養護者やその他家族が様々な問題を抱え
ている場合が多く、サービス調整のみでの
解決が難しい場合が多い。老人福祉施設
等への措置が必要となるケースもあり、早
期の気付きや予防的支援が必要である。
・成年後見制度等の利用促進について、後
見人を受任できる専門職が不足している。

①地域包括支援センター、介護保険事業所、民生委員等の関係者に研
修等を実施し、虐待の対応、予防的支援に取り組む。
②成年後見制度等の利用促進について、制度の周知等のためのツー
ルを用いて支援者向けに啓発を行う。また、福祉課と連携し、中核機
関、地域連携ネットワークの設置に向けた検討を進める。
③消費者被害の防止に向け、地域包括支援センターと関係機関（消費
生活センター、民生委員、事業所等）との連携の強化を図る。

第８期介護保険事業計画策定に向けた現状認識、課題及び今後の対応について
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基本目標 № 主要施策 現状認識 課　題
今後の対応
（施策の方向）

9
介護予防・生活支援
サービス及び介護
サービスの充実

・平成２９年度から開始した介護予防・日常生
活支援総合事業では、介護保険事業所にお
いて、従前に相当するサービスと、人員等の
基準を緩和したサービスＡが実施されてい
る。
・平成３０年度からは、NPOによる訪問型サー
ビスＢ，Ｄが、一部地域で展開されている。
・短期入所サービスの特養転換を図り、小規
模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生
活介護、看護小規模多機能型居宅介護の整
備を行っている。
・市内の５つの生活圏域７か所の地域包括支
援センターが高齢者の総合相談窓口として相
談に対応し、必要な支援につなげている。

・介護予防・日常生活支援総合事業におけ
る介護保険事業所のサービスは、介護人材
不足を背景に、サービス量を増加させること
が困難な状況がみられる。
・サービスの基盤整備において、人材不足
による運営への影響が懸念される。
・一人暮らしや高齢者のみ世帯、認知症高
齢者など、支援を必要としている人が増え
ており、早期相談・支援につながるような体
制づくりが望まれる。
・地域包括支援センター業務も多様化して
いるため、機能が低下しないよう体制を整
えていく必要がある。

①介護予防・日常生活支援総合事業は、開始後の状況を検証しつつ、
要支援者等のニーズに対応するために、NPO等によるサービスやイン
フォーマルサービスの充実も含めた多様なサービス提供体制を目指
す。
②ニーズ調査や介護サービス事業者意向調査などを踏まえ、必要な介
護基盤を整備していく。また、それ以外の新たな介護基盤の整備につい
ては、全体のサービスのバランスを考慮し、調整も検討していく。
③地域包括支援センター機能が十分に発揮できるよう、高齢者人口等
の状況を踏まえた人員体制を整備するとともに、地域の他の相談支援
機関等と連携した支援ネットワークづくりを進めていく。

10
安心して生活できる
住まいの確保

在宅生活の支援として、緊急通報装置や見
守り支援事業等による支援を行ったほか、民
間事業所及び経済団体の協力を得て「地域
の見守り活動に関する協定」を締結した。ま
た、施設整備においては、高柳地域に高齢者
生活支援施設「結の里」を整備したほか、
サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料
老人ホームの整備も進み、併せて既存の軽
費老人ホーム、公営住宅のシルバーハウジ
ングも引き続き活用されている。

単身高齢者や高齢者のみ世帯において
は、在宅での生活に不安があっても家族等
からの支援を受けることが困難な方や、日
常生活にある程度の見守りや支援が必要
な方が増えてきており、今後増加が続くと予
想される。

①安心して在宅生活を送るための高齢者保健福祉サービス事業の更な
る普及を進める。
②緊急通報装置、救急医療情報キットについては、今後更なる普及を
図るための方策を検討する。これまでも救急医療情報キットについて
は、地域ケア推進会議の部会においても検討主題として普及のための
取組を進めている。
③紙おむつ助成券の対象者拡大について、要望があるものの慎重な検
討が必要である。

11
介護人材確保と定着
支援

・介護人材の不足の原因としては、他業種と
比較して離職率が高いこと、給与水準が相対
的に低いことが挙げられる。
・近年では介護職種への志望者そのものが
減少している。

・高齢化に伴うサービス利用者が増加する
半面、国の示す基準の人員は満たしている
ものの、更なる介護の充実を図るための人
材は不足しており、その確保が課題となっ
ている。

①新たな人材創出が期待される高校、専門学校、福祉系大学の動向及
び介護サービス事業所の現状を把握する。
②各種補助金の実効性を確認しながら、より効果の高いものに見直しを
進め、現状に適した支援を継続する。
③外国人も含めた多様な人材の活用が図られる支援を検討する。
④市のホームページなどを用い、介護現場の様子を伝える取組を実施
し、介護現場の理解の促進を図る。

12
在宅医療介護連携の
推進

・在宅医療・介護連携に関する相談支援窓口
である在宅医療推進センターと協働し、情報
提供や連携調整を行っている。
・意思決定支援など多職種合同研修を開催
し、医療・介護関係者の相互の理解や顔の見
える関係づくりに努めている。また、入退院時
連携シートの活用など地域の医療・介護にお
ける切れ目のない支援の取組を進めている。

・在宅医療・介護関係者からの課題抽出は
行ってきたが、地域住民への普及啓発や在
宅医療のニーズについては把握できていな
い。
・多職種連携の機会は増えてきたが、切れ
目のない支援体制に向けて、更に取組を進
める必要がある。
・医療や介護の人材不足や医療を取り巻く
環境の変化により、医療と介護の連携がま
すます重要となっている。

①在宅医療に関するニーズ調査により現状と課題を把握し、解決に向
けた取組を検討する。
②医療・介護関係者の連携やネットワーク構築を進めるために、両者が
集まる研修会や意見交換の機会を設けていく。
③地域住民が在宅医療や介護に関心を持ち、意思決定ができるように
啓発活動や相談窓口の周知を行う。

13 介護給付費の分析

・介護給付費は、毎年増加傾向にあり、介護
保険料の増額の要因となっている。
・要介護認定を受けていても、介護サービス
を利用しない未利用者が見受けられる。
・福祉用具貸与など、必ずしも対象者本人の
状態に合ったものが提供されていないケース
が見られる。

・介護給付費が適正に給付されているか確
認する必要がある。
・介護サービス未利用の現状を把握する必
要がある。

①保険者の立場として、介護給付費の現状把握と今後の推移を分析
し、健全な介護保険事業を推進していく。
②介護事業所及びケアマネを通じ、本人や家族の意向に沿ったケアプ
ランを作成していく。
③対象者本人の状態、状況に合った適切なサービス利用がなされてい
るか、介護保険以外のサービス利用も視野に入れ、ケアプラン点検の
内容の充実を図る。
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