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瀬⼾内市⻑ 

武 久 顕 也 

 
介護サービスを総合的・一体的に提供し、社会全体で介護体制を支える仕組みとして、介

護保険制度がスタートしてから21年が経過しました。この間、我が国の高齢者人口の増加と
高齢化率の上昇は、世界でも例を見ない速さで進んでおり、介護ニーズの増加に伴い介護給
付費の増大、介護保険サービスの提供を担う人材の不足など、この制度を持続可能なものと
していく上での大きな課題が現れてきており、それは本市においても例外ではありません。 

こうした中、住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができる
よう、住まい・予防・医療・介護・生活支援が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」
をさらに深めた「地域共生社会」の実現が求められています。また高齢者の安全・安心の点
からは、近年多発する災害や感染症の流行への対策も重要な課題となっています。 

このように高齢者支援における市町村および地域の役割がこれまで以上に大きくなってい
る今、本市でも、健やかでいきいきとした暮らしの実現を目指して、計画的に高齢者支援施
策を進める必要があります。このたび策定した「瀬⼾内市高齢者福祉計画・第８期介護保険
事業計画」では、介護予防と健康づくり施策の充実・推進や医療・介護・福祉が連携する「ケ
アネットせとうち」の推進、感染症に対する体制の整備や防災対策の推進を図るとともに、
認知症高齢者やその家族に対する支援の強化を図ることなど、高齢者が尊厳を保ちながら暮
らし続けることができる社会の実現を目指すこととしています。本計画の推進に向け、市⺠
の皆様をはじめ、関係機関の一層のご理解とご協力を賜りますよう心よりお願い申し上げる
次第です。 

最後になりましたが、本計画の策定にあたり、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査及び在
宅介護実態調査にご協力いただきました市⺠の皆様をはじめ、貴重なご意見、ご提言をいた
だきました策定委員の皆様、関係各位に厚くお礼申し上げます。 

 
令和３年３月 
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第１章 計画の策定にあたって 

１．計画策定の背景と趣旨 

（１）計画策定の背景と趣旨 

令和２(2020)年４月は介護保険制度が発足して 20 年の節目となります。その間、
本市の高齢化率は一貫して右肩上がり傾向にあり、国立社会保障・人口問題研究所の
推計によると、令和 22(2040)年には本市の４割以上が高齢者になると見込まれていま
す。 

一方、高齢者数はすでに減少期に突入していますが、後期高齢者に限れば令和
12(2030)年まで増加基調が継続するなど、本市の高齢者を巡る状況は複雑な要素が絡
む時期におかれていることが分かります。当面は、前期高齢者の減少によって減少す
る介護ニーズがあれば、後期高齢者の増加によって飛躍的に増大する介護ニーズもあ
ることから、介護サービスの量を見込むことが難しい場面もあると考えています。 

本市の高齢者福祉をめぐる状況はこれまでとは異なる段階に移行しつつあります。
いわゆる団塊ジュニア世代が高齢者となる令和 22(2040)年までの本市の状況を見通
しながら地域の状況をこれまで以上に細やかに把握し、本市の抱える諸課題を解決す
る道筋をつけるために、「瀬⼾内市高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画」（以下、
本計画という）を定めます。 

 

（２）国が示す計画策定に係る基本指針のポイント 

国は、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針
（基本指針）を定めることとしており、基本指針は市町村が計画策定を行う上でのガ
イドラインとなるものです。基本指針のポイントは以下のとおりです。 

 
 
 
〇 2025(令和７)・2040(令和 22)年を見据えたサービス基盤、人的基盤の整備 
〇 地域共生社会の実現 
〇 介護予防・健康づくり施策の充実・推進（地域支援事業等の効果的な実施） 
〇 有料老人ホームとサービス付き高齢者住宅に係る都道府県・市町村間の情報連携の

強化 
〇 認知症施策推進大綱等を踏まえた認知症施策の推進 
〇 地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び業務効率化の取組の強化 
〇 災害や感染症対策に係る体制整備 

  

 第８期基本指針のポイント 
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２．計画の位置づけ 

（１） 計画の根拠法 

本計画は、老人福祉法第 20 条の８の規定に定める老人福祉計画と介護保険法第 117
条の規定に定める介護保険事業計画とをあわせ、一体的に策定します。 

また、介護保険法第 117 条の規定に基づき、市町村介護給付適正化計画の内容を含
むものとします。 

 

（２） 関連計画との関係 

「瀬⼾内市総合計画」や「瀬⼾内市地域福祉計画」、「瀬⼾内市総合保健計画」、「瀬
⼾内市障がい者計画」等の市の関連計画及び国・岡⼭県の関連計画、指針等と整合性
を図った計画とします。 

 

３．計画の期間 

この計画は、令和 22(2040)年までの⻑期的な動向を踏まえつつ、本市における地域包括
ケア計画として、令和３(2021)年度を初年度として令和５(2023)年度を目標年度とする３
か年計画として策定するものです。 

 
計画の期間 

 
 

４．計画の策定体制 

（１）瀬⼾内市介護保険事業計画等策定委員会での審議 

医療関係代表者、福祉関係団体代表者、学識経験者及び介護保険関係者から構成さ
れる「瀬⼾内市介護保険事業計画等策定委員会」を設置し、様々な関係者の幅広い視
点から検討を行うとともに、地域密着型サービスの運営や事業者の指定について、「瀬
⼾内市地域密着型サービス運営委員会」による専門的な検証を行い計画を取りまとめ
ます。  
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（２）瀬⼾内市⾼齢者福祉に関するアンケート調査の実施 

計画の策定にあたり、高齢者の生活実態や健康に対する意識、介護サービスの今後
の利用意向等を把握するために、以下２種類のアンケート調査を行いました。 

 
調査の概要 

調査名称 調査対象 
調査方法 

調査期間 
回収結果 

介護予防・日常生活
圏域ニーズ調査 

要介護認定を受けていない
高齢者（無作為抽出） 

郵送配付・回収 
令和２(2020)年１月
10 日～令和２(2020)
年１月 31 日 

発送 2,500 人 
回収 1,779 人 
有効回収率 
71.2％ 

在宅介護実態調査 
在宅で生活をしている要支
援・要介護認定を受けている
方 

認定調査時に認定調
査員による直接面談
平成30(2018)年12月
１日～令和２(2020)
年３月 10 日 

550 人 

 

（３）前回計画の取組状況に関する庁内評価 

瀬⼾内市高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画（計画期間：平成 30(2018)年度
〜令和２(2020)年度）の施策・事業の取組状況について、庁内関係部署及び関係団体
で評価を行いました。 
 

（４）パブリックコメントの実施 

令和２(2020)年 12 月から令和 3(2021)年 1 月にホームページ等で計画案を公表し、
市⺠からの意見募集を行いました。 
 

（５）庁内関係部局、県との連携 

計画の策定にあたり、施策の方向や施設整備の方針等について、庁内関係部門や県
との調整を行い取りまとめました。 
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５．日常生活圏域 

日常生活圏域の設定については、地理的条件、人口、交通事情その他社会的条件、介護
給付等対象サービスを提供するための施設の整備状況等を総合的に勘案し、高齢者が住み
慣れた地域で生活を継続できるよう定めることになっています。 

本市では、第７期計画と同様に、４つの日常生活圏域を設定し、圏域ごとに「地域包括
ケアシステム」の深化・推進を図ります。 

また、より身近に助け合いを行う単位として、14 の小地域を引き続き設定します。 

 

日常生活圏域の推移           小地域の範囲 

第３期  第４・５期  第６・７・８期  区分 

牛窓 
 牛窓（牛窓）  

牛窓 
 牛窓 

 牛窓（鹿忍）   鹿忍 
 牛窓（長浜）   長浜 

邑久 

 
邑久（邑久・福田・笠加） 

 

邑久 

 邑久 
   福田 
   笠加 
 

邑久（今城・豊原） 
  今城 

   豊原 
 

邑久（本庄・玉津） 
  本庄 

   玉津 
 邑久（裳掛）  裳掛  裳掛 

長船 
 長船（美和）  

長船 
 美和 

 長船（国府）   国府 
 長船（行幸）   行幸 

 
瀬戸内市の日常生活圏域 
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第２章 瀬⼾内市の⾼齢者の現状 

１．人口構造や⾼齢者、要介護認定者等の状況 

（１）現在の人口構造 

人口は令和２(2020)年９月末現在で、男性 17,863 人、女性 19,206 人、合計 37,069
人となっています。 

年齢階層別にみると、男性、女性ともに「70〜74 歳」と「45〜49 歳」が多くなって
います。また、男性、女性ともに「15〜19 歳」から年齢階層が下がるにつれて、人口が
減少していることがわかります。 

 
人口ピラミッド（令和２(2020)年９月末現在） 

 

 

（出典）住民基本台帳 
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（２）人口の推移及び推計 

総人口は、今後も一貫して減少傾向が続くことが予想されています。 
年齢区分別にみると、「15 歳未満」及び「15 歳〜65 歳未満」の人口は今後も減少する

ことが見込まれていますが、「65 歳以上人口」は、令和７(2025)年まで増加し、その後
減少に転じると予想されます。また、団塊ジュニア世代が 65 歳となる令和 22(2040)年
に「65 歳以上人口」は、再度増加することが見込まれます。 

 
人口の将来推計 

 

（出典）平成 17(2005)年〜平成 27(2015)年まで：総務省「国勢調査」、令和２(2020)年以降：国立社会
保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 30（2018）年推計）」をもとに作成 

 

（３）⾼齢化率及び⾼齢者数の推計 

国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、本市の高齢化率は人口減少の影響が
あり、今後も上昇する見込みであるものの、高齢者数の増加傾向はすでにピークを迎え
減少に転じていることが分かります。前期高齢者は平成 27(2015)年から減少しています
が、後期高齢者数は令和 12(2030)年まで増加した後に減少する見込みです。 

 
高齢者の将来推計 

 
（出典）平成 17(2005)年〜平成 27(2015)年まで：総務省「国勢調査」、令和２(2020)年以降：国立社会

保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 30（2018）年推計）」をもとに作成 
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（４）⾼齢者のいる世帯の推移 

高齢者のいる世帯は増加の一途をたどっており、世帯区分別にみると平成 12(2000)
年から平成 27(2015)年にかけて高齢者単身世帯は約 2.0 倍、高齢者夫婦世帯は 1.4 倍に
増加しています。 

 
高齢者のいる世帯の推移 

 
（出典）総務省「国勢調査」 
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（５）要介護認定者数の推計 

要介護認定者数は、今後増加する見込みとなっており、平成 30(2018)年の実績値と比
較すると、令和７(2025)年度は約 1.1 倍、令和 22(2040)年には約 1.3 倍になることが予
想されます。 

要介護認定率を全国、岡⼭県と比較すると、岡⼭県より低く、全国より高く推移して
います。また、令和２(2020)年９月の要介護度別認定率を全国、岡⼭県と比較すると、
要介護１は高く、要支援２は低くなっています。 

 
要介護認定者数の推計 

 

（出典）地域包括ケア「見える化」システム 
 

要介護認定率の全国・岡山県との比較      要介護度別認定率の全国・岡山県との比較 

単位：％ 瀬戸内市 岡山県 全国 

H30 

(2018) 

6 月 19.9 20.5 18.2 

9 月 20.0 20.6 18.3 

12 月 20.0 20.6 18.3 

H31 

(2019) 
3 月 19.9 20.6 18.3 

R１ 

(2019) 

6 月 20.2 20.7 18.4 

9 月 20.3 20.7 18.5 

12 月 20.2 20.7 18.5 

R２ 

(2020) 

3 月 20.0 20.7 18.5 

6 月 20.0 20.7 18.5 

9 月 19.9 20.7 18.6 

（出典）厚生労働省介護保険事業状況報告（月報）  
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２．日常生活圏域別の状況 

（１） ⾼齢者の状況 

日常生活圏域別に高齢者の状況をみると、邑久圏域で高齢者数の合計が最も多く、令
和２(2020)年９月末現在で 5,362 人となっています。 

高齢者割合をみると、裳掛圏域で 51.7％、牛窓圏域で 45.3％と他の圏域と比べて高く
なっています。 

 

日常生活圏域別の高齢者の状況（左：高齢者数 右：認定者数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圏域名 
総人口 

（人） 

高齢者合計 

［高齢者割合（％）］ 

  
認定者数 

（人） 

認定率 

（％） 
前期高齢者数 

（人） 

後期高齢者数 

（人） 

牛窓 6,025 
2,731 

 [45.3] 
1,251 1,480 596 21.8 

邑久 16,673 
5,362 

 [32.2] 
2,508 2,854 1,069 19.9 

裳掛 1,871 
967 

[51.7] 
292 675 195 20.2 

長船 12,500 
3,511 

 [28.1] 
1,791 1,720 589 16.8 

全体 37,069 
12,571 

 [33.9] 
5,842 6,729 2,449 19.5 
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圏域別人口推計 

圏域名 区 分 
令和２年 

(2020 年) 

令和７年 

(2025 年) 

令和 12 年 

(2030 年) 

令和 17 年 

(2035 年) 

令和 22 年 

(2040 年) 

牛窓 

総人口 6,025 5,482 4,955 4,416 3,849 

(内、前期高齢者) 1,251 912 762 713 764 

(内、後期高齢者) 1,480 1,654 1,580 1,365 1,102 

邑久 

総人口 16,673 16,731 16,644 16,524 16,357 

(内、前期高齢者) 2,508 2,133 2,006 1,981 2,372 

(内、後期高齢者) 2,854 3,286 3,356 3,256 3,111 

裳掛 

総人口 1,871 1,591 1,397 1,272 1,196 

(内、前期高齢者) 292 253 200 148 158 

(内、後期高齢者) 675 583 468 413 336 

長船 

総人口 12,500 12,050 11,509 10,877 10,086 

(内、前期高齢者) 1,791 1,586 1,542 1,575 1,782 

(内、後期高齢者) 1,720 2,039 2,121 2,069 1,920 

※直近５年間の住⺠基本台帳人口（各年９月末現在）を基にコーホート変化率を用いて推計 
 

（２） サービス基盤の現状 

施設・居住系サービス、小規模多機能型居宅介護の確保・設置状況 

圏域名 施設・居住系サービス 
小規模多機能型 

居宅介護 

牛窓 
介護老人福祉施設（特養） 

認知症グループホーム 

１施設 

１施設 

90 床 

18 床 
３施設 76 名 

邑久 

介護老人福祉施設（特養） 

認知症グループホーム 

介護老人保健施設（老健） 

２施設 

２施設 

１施設 

130 床 

36 床 

70 床 

３施設 75 名 

裳掛 介護老人福祉施設（特養） １施設 50 床 ２施設 58 名 

長船 
介護老人福祉施設（特養） 

認知症グループホーム 

１施設 

１施設 

80 床 

27 床 
１施設 25 名 

合計 

介護老人福祉施設（特養） 

認知症グループホーム 

介護老人保健施設（老健） 

５施設 

４施設 

１施設 

350 床 

81 床 

70 床 

９施設 234 名 

資料：令和２(2020)年 10 月末現在 
  



- 11 - 

居宅系サービス、医療機関の確保・設置状況 

圏域名 居宅系サービス（（ ）内は実施事業者数） 

医療機関 

医

科 

歯

科 

牛窓 
居宅介護支援（３） 訪問介護（１） 通所介護（３） 

短期入所生活介護（１） 認知症対応型通所介護（１） 
２ １ 

邑久 
居宅介護支援（10） 訪問介護（９）訪問看護（1） 通所介護（12） 

通所リハビリテーション（１）短期入所生活介護（２） 認知症対応

型通所介護（１） 

１２ ６ 

裳掛 訪問看護（１） 短期入所生活介護（１） ３ １ 

長船 
居宅介護支援（３） 訪問介護（３） 訪問看護（１） 訪問リハビ

リテーション（１） 通所介護（３） 通所リハビリテーション（１） 

短期入所生活介護（１） 

８ ５ 

合計 
居宅介護支援（16） 訪問介護（13） 訪問看護（３）訪問リハビ

リテーション（１） 通所介護（18） 通所リハビリテーション（２） 

短期入所生活介護（５） 認知症対応型通所介護（２） 

２５ １３ 

資料：令和２(2020)年 10 月末現在 
 

 

介護予防・日常生活支援総合事業の確保状況 

圏域名 
訪問型サービス 

（ホームヘルプサービス） 

通所型サービス 

（デイサービス） 

牛窓 
介護予防訪問 

手助け訪問 

１事業所 

１事業所 

介護予防デイサービス 

元気アップデイ 

２事業所 

１事業所 

邑久 
介護予防訪問 

手助け訪問 

５事業所 

５事業所 

介護予防デイサービス 

元気アップデイ 

８事業所 

２事業所 

裳掛 
介護予防訪問 

手助け訪問 

- 

- 

介護予防デイサービス 

元気アップデイ 

- 

- 

長船 
介護予防訪問 

手助け訪問 

１事業所 

１事業所 

介護予防デイサービス 

元気アップデイ 

２事業所 

- 

合計 
介護予防訪問 

手助け訪問 

７事業所 

７事業所 

介護予防デイサービス 

元気アップデイ 

１２事業所 

３事業所 

資料：令和２(2020)年 10 月末現在 
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３．介護保険サービスの状況 

（１）介護保険サービスの利⽤数と給付費の状況 

① 介護予防 （給付費は年間累計の金額、回（日）数は１月当たりの数、人数は１月当たりの利用者数） 

区分 

平成 30 年度 
（2018 年度） 

平成 31 年度 
（2019 年度） 

計画値 実績値 
対計画比 
（％） 

計画値 実績値 
対計画比 
（％） 

（１） 介護予防サービス 

 

介護予防訪問入浴
介護  

給付費（千円） 0 0 - 0 69 - 

回数（回） 0 0 - 0 0.6 - 

人数（人） 0 0 - 0 1 - 

介護予防訪問看護  

給付費（千円） 2,711 2,816 103.9 2,713 3,367 124.1 

回数（回） 79.2 82.3 103.9 79.2 96.3 121.6 

人数（人） 6 7 116.7 6 9 150.0 

介護予防訪問リハビ
リテーション  

給付費（千円） 8,404 9,033 107.5 8,408 9,267 110.2 

回数（回） 258 264 102.3 258 270 104.7 

人数（人） 26 23 88.5 26 24 92.3 

介護予防居宅療養
管理指導 

給付費（千円） 123 419 340.7 123 613 498.4 

人数（人） 1 3 300.0 1 6 600.0 

介護予防通所リハビ
リテーション 

給付費（千円） 35,144 52,187 148.5 35,396 57,017 161.1 

人数（人） 104 142 136.5 105 153 145.7 

介護予防短期入所
生活介護 

給付費（千円） 737 815 110.6 738 357 48.4 

日数（日） 10.9 13.8 126.6 10.9 4.8 44.0 

人数（人） 3 2 66.7 3 1 33.3 

介護予防短期入所
療養介護（老健） 

給付費（千円） 0 235 - 0 129 - 

日数（日） 0 2.7 - 0 1.7 - 

人数（人） 0 1 - 0 1 - 

介護予防短期入所
療養介護（介護療養
型医療施設等） 

給付費（千円） 0 0 - 0 0 - 

日数（日） 0 0 - 0 0 - 

人数（人） 0 0 - 0 0 - 

介護予防福祉用具
貸与 

給付費（千円） 12,353 11,834 95.8 12,483 14,128 113.2 

人数（人） 190 178 93.7 192 190 99.0 

 

特定介護予防福祉
用具購入費 

給付費（千円） 1,747 1,411 80.8 1,747 1,300 74.4 

人数（人） 7 6 85.7 7 4 57.1 

介護予防住宅改修  
給付費（千円） 10,760 6,817 63.4 10,760 5,215 48.5 

人数（人） 9 5 55.6 9 4 44.4 

介護予防特定施設 給付費（千円） 2,939 1,830 62.3 2,940 3,598 122.4 
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区分 

平成 30 年度 
（2018 年度） 

平成 31 年度 
（2019 年度） 

計画値 実績値 
対計画比 
（％） 

計画値 実績値 
対計画比 
（％） 

入居者生活介護 人数（人） 3 2 66.7 3 3 100.0 

（２）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 

給付費（千円） 547 885 161.8 547 849 155.2 

回数（回） 4.7 9.1 193.6 4.7 8.8 187.2 

人数（人） 1 2 200.0 1 2 200.0 

介護予防小規模多
機能型居宅介護 

給付費（千円） 10,349 12,629 122.0 11,374 14,167 124.6 

人数（人） 14 16 114.3 15 17 113.3 

介護予防認知症対
応型共同生活介護 

給付費（千円） 0 0 - 0 0 - 

人数（人） 0 0 - 0 0 - 

（３）介護予防支援 
給付費（千円） 17,708 14,445 81.6 17,980 15,521 86.3 

人数（人） 336 273 81.3 341 294 86.2 

合計 給付費（千円） 103,522 115,415 111.5 105,209 125,596 119.4 

※実績値は百円単位を四捨五入して掲載 

 

② 介護  （給付費は年間累計の金額、回（日）数は１月当たりの数、人数は１月当たりの利用者数） 

区分 

平成 30 年度 
（2018 年度） 

平成 31 年度 
（2019 年度） 

計画値 実績値 
対計画比 
（％） 

計画値 実績値 
対計画比 
（％） 

（１） 居宅サービス 

 

訪問介護 

給付費（千円） 158,751 141,928 89.4 162,583 157,616 96.9 

回数（回） 5,578.1 5,044.3 90.4 5,706.0 5,723.1 100.3 

人数（人） 297 269 90.6 305 279 91.5 

訪問入浴介護  

給付費（千円） 8,002 6,152 76.9 8,006 7,181 89.7 

回数（回） 55.8 42.2 75.6 55.8 49.1 88.0 

人数（人） 10 7 70.0 10 8 80.0 

訪問看護  

給付費（千円） 37,384 36,697 98.2 41,072 35,854 87.3 

回数（回） 886.4 837.1 94.4 980.2 764.1 78.0 

人数（人） 68 66 97.1 75 66 88.0 

訪問リハビリテーション  

給付費（千円） 23,971 18,002 75.1 25,336 19,578 77.3 

回数（回） 697.4 531.1 76.2 736.6 574.6 78.0 

人数（人） 55 44 80.0 58 43 74.1 

居宅療養管理指導 
給付費（千円） 11,103 10,671 96.1 11,563 13,984 120.9 

人数（人） 116 119 102.6 121 138 114.0 
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区分 

平成 30 年度 
（2018 年度） 

平成 31 年度 
（2019 年度） 

計画値 実績値 
対計画比 
（％） 

計画値 実績値 
対計画比 
（％） 

 

通所介護  

給付費（千円） 379,597 463,751 122.2 392,743 529,581 134.8 

回数（回） 4,238.5 5,107.0 120.5 4,366.1 5,734.8 131.3 

人数（人） 418 437 104.5 430 471 109.5 

通所リハビリテーション 

給付費（千円） 243,763 207,123 85.0 258,420 208,009 80.5 

回数（回） 2,376.0 2,170.7 91.4 2,505.5 2,139.1 85.4 

人数（人） 240 229 95.4 253 219 86.6 

短期入所生活介護 

給付費（千円） 206,566 181,134 87.7 218,259 173,623 79.5 

日数（日） 2,141.9 1,822.3 85.1 2,260.8 1,756.1 77.7 

人数（人） 143 123 86.0 150 122 81.3 

短期入所療養介護

（老健） 

給付費（千円） 10,078 3,238 32.1 10,082 1,882 18.7 

日数（日） 76.9 26.1 33.9 76.9 15.0 19.5 

人数（人） 10 4 40.0 10 2 20.0 

短期入所療養介護

（介護療養型医療施

設等） 

給付費（千円） 3,622 2,587 71.4 3,624 1,368 37.7 

日数（日） 22.9 16.9 73.8 22.9 8.8 38.4 

人数（人） 1 1 100.0 1 1 100.0 

福祉用具貸与 
給付費（千円） 92,922 99,480 107.1 94,817 103,986 109.7 

人数（人） 629 656 104.3 638 668 104.7 

特定福祉用具購入費 
給付費（千円） 4,546 4,621 101.6 4,546 3,754 82.6 

人数（人） 15 15 100.0 15 11 73.3 

住宅改修費 
給付費（千円） 14,501 11,375 78.4 15,804 10,562 66.8 

人数（人） 12 11 91.7 13 9 69.2 

特定施設入居者生

活介護 

給付費（千円） 127,042 101,954 80.3 132,140 100,136 75.8 

人数（人） 55 49 89.1 57 46 80.7 

（２） 地域密着型サービス 

 

定期巡回・随時対応

型訪問介護看護 

給付費（千円） 0 1,233 - 0 0 - 

人数（人） 0 1 - 0 0 - 

夜間対応型訪問介護 
給付費（千円） 0 0 - 0 0 - 

人数（人） 0 0 - 0 0 - 

認知症対応型通所

介護 

給付費（千円） 42,640 38,764 90.9 45,092 30,050 66.6 

回数（回） 329.0 304.0 92.4 347.4 226.7 65.3 

人数（人） 34 29 85.3 36 24 66.7 
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区分 

平成 30 年度 
（2018 年度） 

平成 31 年度 
（2019 年度） 

計画値 実績値 
対計画比 
（％） 

計画値 実績値 
対計画比 
（％） 

 

小規模多機能型居

宅介護 

給付費（千円） 381,846 327,775 85.8 397,378 315,752 79.5 

人数（人） 158 136 86.1 163 135 82.8 

認知症対応型共同

生活介護 

給付費（千円） 222,696 214,322 96.2 228,792 223,713 97.8 

人数（人） 77 74 96.1 79 77 97.5 

地域密着型特定施

設入居者生活介護 

給付費（千円） 0 0 - 0 0 - 

人数（人） 0 0 - 0 0 - 

地域密着型介護老人福

祉施設入所者生活介護 

給付費（千円） 0 0 - 0 0 - 

人数（人） 0 0 - 0 0 - 

看護小規模多機能

型居宅介護 

給付費（千円） 42,538 67,971 159.8 45,530 76,526 168.1 

人数（人） 15 24 160.0 16 27 168.8 

地域密着型通所介護  

給付費（千円） 199,475 169,537 85.0 208,626 163,494 78.4 

回数（回） 1,986.0 1,690.5 85.1 2,071.5 1,595.3 77.0 

人数（人） 176 147 83.5 183 144 78.7 

（３） 施設サービス 

 

介護老人福祉施設 
給付費（千円） 932,399 901,911 96.7 923,083 921,153 99.8 

人数（人） 307 300 97.7 304 300 98.7 

介護老人保健施設 
給付費（千円） 408,533 379,315 92.8 408,716 372,683 91.2 

人数（人） 131 122 93.1 131 118 90.1 

介護医療院 
給付費（千円）       

人数（人）       

介護療養型医療施設 
給付費（千円） 11,756 10,055 85.5 11,762 10,253 87.2 

人数（人） 3 2 66.7 3 2 66.7 

（４） 居宅介護支援 
給付費（千円） 151,437 149,759 98.9 156,602 153,734 98.2 

人数（人） 975 974 99.9 1,007 973 96.6 

合計 給付費（千円） 3,715,168 3,549,356 95.5 3,804,576 3,634,473 95.5 

※実績値は百円単位を四捨五入して掲載 
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（２）地域支援事業の実施状況 

（２－１） 介護予防・日常生活支援総合事業 

① 介護予防・生活支援サービス事業 
■訪問型サービスの内容 

訪問型サービス 

要支援者等に対し、身体介護や日常生活上の支援等を提供します。 

介護予防訪問 訪問介護員による身体介護・生活援助 

手助け訪問 調理、掃除等の生活援助 

ささえあい訪問 住民ボランティア等による生活援助 

 

区分 単位 
目標 実績 

H30 
（2018） 

H31 
（2019） 

Ｒ02 
（2020） 

H30 
（2018） 

H31 
（2019） 

介護予防訪問 
実施事業所数 7 7 7 13 13 

利用実人数（人） 15 15 15  20 26 

手助け訪問 
実施事業所数 12 12 12 11 11 

利用実人数（人） 80 80 80  80 82 

ささえあい訪問 
登録者数（人） 60 65 70 50 39 

利用者数（人） 300 400 500 123 90 

 

■通所型サービスの内容 

通所型サービス 

要支援者等に対し、機能訓練や集いの場など日常生活の支援を提供します。 

介護予防デイサービス 
入浴・排せつ（身体介護を含む）などの日常生活上の

支援を行う通所事業 

元気アップデイ 
運動プログラム等により生活機能を回復させるための

通所事業 

 

区分 単位 
目標 実績 

H30 
（2018） 

H31 
（2019） 

Ｒ02 
（2020） 

H30 
（2018） 

H31 
（2019） 

介護予防デイ 

サービス 

実施事業所数 16 16 16 18 19 

利用実人数（人） 80 80 80  55 55 

元気アップデイ 
実施事業所数 11 11 11 4 4 

利用実人数（人） 120 120 120  19 2 

 

  



- 17 - 

■介護予防ケアマネジメントの内容 

介護予防ケアマネジ

メント 

要支援者等に対し、介護予防・日常生活支援総合事業によるサービス等が適切

に提供できるようケアマネジメントを行います。 

ケアマネジメント A 

介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者のサー

ビスを利用する「要支援者」「事業対象者」に実施。 

アセスメントによりケアプランを作成。定期的に電話や

訪問にて「モニタリング」を実施。 

ケアマネジメント B 

介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者以外

の生活支援等のサービスを利用する「要支援者」「事

業対象者」に実施。 

アセスメントによりケアプランを作成。ケースにあわせ、

適宜「モニタリング」を実施。  

ケアマネジメント C 

介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者以外

の生活支援等サービスを利用する「要支援者」「事業

対象者」に実施。 

ケアプラン作成はしないが、初回のみアセスメントによ

り目標を立て目標に向けての計画を作成。マネジメン

ト結果を通知。 

 

区分 単位 
目標 実績 

H30 
（2018） 

H31 
（2019） 

Ｒ02 
（2020） 

H30 
（2018） 

H31 
（2019） 

ケアマネジメント A 件数（件） 120 115 110  61 53 

ケアマネジメント B 件数（件） - - - - - 

ケアマネジメント C 件数（件） 10 15 20 0 0 

 

② 一般介護予防事業 
■一般介護予防事業の内容 

一般介護予防事業 

すべての高齢者を対象とした事業で、住民主体の通いの場を充実させ、人と人と

のつながりを通じて、参加者や通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりを

推進します。 

具体的には、地域における集いの場として「はつらつ教室」の立ち上げにつとめ、

はつらつ教室修了後は、「はつらつ教室 OB 会」として自主的な活動が継続されるよ

う、支援していきます。さらに、その支援の中心となる介護予防リーダーを養成し、

住民の地域活動支援や組織育成を推進していきます。そして、これらの介護予防

事業に参加した事により、どのような効果が得られたのか評価を行います。また、地

域における介護予防の取組を機能強化するため、通所・訪問型の事業や、地域ケ

ア会議、サービス担当者会議、住民主体の通いの場へのリハビリテーション専門職

の派遣、運動指導カリキュラム受講等への関与を促進します。 
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区分 単位 
目標 実績 

H30 
（2018） 

H31 
（2019） 

Ｒ02 
（2020） 

H30 
（2018） 

H31 
（2019） 

介護予防普及啓発事業 

 

はつらつ教室立ち上げ支

援 

開催回数（回） 180 190 200 287 236 

参加延べ人数（人） 2,450 2,500 2,550 3,087 2,445 

はつらつＯＢ会支援・体力

測定 

開催回数（回） 70 80 85 138 149 

参加延べ人数（人） 550 600 650 1,460 1,480 

地域介護予防活動支援事業 

 

地域活動組織への支援・

協力等 
回数（回） 30 35 75  99 74 

介護予防リーダーの養成・

展開 

リーダー数（人） 100 120 140 94 118 

活動件数（件） 220 260 300 1,545 2,012 

地域リハビリテーション活動支援事業 回数（回） 12 12 12  32 19 

生活支援サポーターの養成 サポーター数（人） 3 3 3 3 3  

地域ケア会議の開催 

 

地域ケア個別会議 開催回数（回） 24 24 24 23 16  

小地域ケア会議 開催回数（回） 48 56 56 42  39  

圏域別・市域での地域ケア会議 開催回数（回） 2 3 3 0  0  

 

（２－２）包括的支援事業 

区分 単位 
目標 実績 

H30 
（2018） 

H31 
（2019） 

Ｒ02 
（2020） 

H30 
（2018） 

H31 
（2019） 

総合相談支援事業/権利擁護事業 

 相談への対応 件数（件） 4,500 4,500 4,500 4,772 5,656 

在宅医療・介護連携の推進 

 在宅多職種連携研修会の開催 開催回数（回） 3 3 3 4 4 

認知症施策の推進 

 

認知症地域支援推進員の設置 人数（人） 4 4 4 3 5 

認知症初期集中支援チーム 人数（人） 3 3 3 3 3 

認知症カフェの開催 開催回数（回） 5 6 6 6 7 

生活支援サービスの体制整備 

 コーディネーターの配置 人数（人） 3  3 3 3 3 

 協議体 設置数 1 1 1 1 1 
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（２－３）その他任意事業 

区分 単位 
目標 実績 

H30
（2018） 

H31
（2019） 

Ｒ02
（2020） 

H30
（2018） 

H31
（2019） 

介護給付費等費用適正化事業 

 

認定調査チェック 件数（件） 2,100 2,200 2,200 1,824 2,036 

ケアプランチェック 件数（件） 28 28 28 59 56 

介護給付費通知 回数（回） 4,500 4,500 4,500 4,014 4,162 

家族介護支援事業 

 家族介護用品支援事業 利用者数（人） 12 14 16 18 16 

その他事業① 成年後見制度利用支援事業 

 
成年後見制度の利用相談 件数（件） 300 350 400 44 140 

成年後見制度利用助成 利用者数（人） 7 8 9 10 13 

その他事業② 地域自立生活支援事業 

 

配食による高齢者等見守

事業（配食サービス） 
利用者数（人） 55 60 65 78 50 

介護保険介護相談員設

置事業 

介護相談員 

活動日数（日） 
114 114 114 108 80 

高齢者等見守体制整備

事業 
利用者数（人） 120 125 130 101 87 
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４．アンケート調査からみる現状と課題 

（１）介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

①健康状況について 

アンケート調査の結果から、「運動器の機能低下」「転倒」「閉じこもり」「低栄養」
「口腔機能の低下」「認知機能の低下」「うつ傾向」のリスク傾向は次のとおりです。 

 
１）運動器の機能低下 

「階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか」「椅子に座った状態から何
もつかまらずに立ち上がっていますか」「15 分位続けて歩いていますか」「過去１年
間に転んだ経験がありますか」「転倒に対する不安は大きいですか」という設問か
ら、機能低下のリスクがある人の割合は 16.6％となっています。 

 

 
 

２）転倒 
「過去１年間に転んだ経験がありますか」という設問から、転倒の危険のリスクが

ある人の割合は 32.9％となっています。 
 

 
  



- 21 - 

３）閉じこもり傾向 
「週に１回以上は外出していますか」という設問から、閉じこもり傾向のリスク

がある人の割合は 21.4％となっています。 
 

 
 

４）低栄養の傾向 
身⻑・体重から算出されるＢＭＩ値と「６か月間で２〜３kg 以上の体重減少があ

りましたか」という設問から、低栄養の傾向のリスクがある人の割合は 1.0％とな
っています。 

 

 
 

５）口腔機能の低下 
「半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか」「お茶や汁物等でむせる

ことがありますか」「口の渇きが気になりますか」という設問から、口腔機能の低
下のリスクがある人の割合は 20.4％となっています。 
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６）認知機能の低下 
「物忘れが多いと感じますか」という設問から、認知機能の低下のリスクがある

人の割合は 48.1％となっています。 
 

 
 

７）うつ傾向 
「この１か月間、気分が沈んだり、ゆううつな気持ちになったりすることがあり

ましたか」「この１か月間、どうしても物事に対して興味がわかない、あるいは心
から楽しめない感じがよくありましたか」という設問から、うつ傾向のリスクがあ
る人の割合は 36.3％となっています。 
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②趣味や生きがいについて 

「趣味あり」と回答した人は 75.1％となっています。また、「生きがいあり」と
回答した人は 62.6％となっており、「趣味あり」と回答した人に比べ 12.5 ポイント
低くなっています。 

趣味の内容について、「野菜作り・家庭菜園」と回答した人が最も多く、次いで
「読書」、「ゴルフ」と続いています。 

生きがいの内容について、「子供・孫・ひ孫」と回答した人が最も多く、次いで
「野菜作り」、「仕事」と続いています。 

 
趣味について                生きがいについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③地域づくりを進めるための活動について 

地域づくりを進めるための活動への参加意向をたずねたところ、参加者として
「是非参加したい」、「参加してもよい」と回答した人の割合は 58.0％となっていま
す。一方、企画・運営（お世話役）として「是非参加したい」、「参加してもよい」
と回答した人の割合は 29.7％となっています。 
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④地域で手助けをしてほしい「ちょっとした困りごと」について 

男女別で地域において手助けしてほしいちょっとした困りごとをみると、「特に
手助けは必要ない」、「無回答」を除いた、「地域で手助けをしてほしい何らかのち
ょっとした困りごとがある」と回答した人の割合は、男性 25.5％、女性 33.3％とな
っており、女性が男性を 7.8 ポイント上回っています。また、「食事のしたくや後片
付け」以外のすべての項目で女性の回答した割合が男性を上回っています。 

ただし「急に具合が悪くなったときの手助け」や「災害時の避難の手助け」など、
緊急時の困りごとについては、男女問わず回答の割合が高くなっています。 

 

 
  



- 25 - 

（２）在宅介護実態調査 

①介護者の年齢 

介護者の年齢は、60 代が最も高く 39.9％となっています。次いで、70 代（23.2％）、
50 代（19.4％）と続いています。 

60 歳以上は、全体の 75.0％を占めており、高齢者が高齢者を介護する、いわゆる
「老老介護」がかなりの割合に上ることがうかがえます。 

 

 
 
 

②家族や親族からの介護の頻度 

家族や親族からの介護は、「ほぼ毎日ある」と回答した人は 72.7％となっています。
一方、「ない」と回答した人は 4.7％になっています。 
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③主な介護者が⾏っている介護 

在宅の主な介護者が行っている介護としては、「その他の家事（掃除、洗濯、買い
物等）」が 87.9％と最も高くなっています。次いで、「金銭管理や生活面に必要な諸手
続」（78.7％）、「食事の準備（調理等）」（77.4％）と続いています。 
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④今後の在宅生活継続に向けて、主な介護者が不安に感じる介護 

今後の在宅生活継続に向けて、主な介護者が不安に感じる介護については、「認知
症状への対応」が 24.5％と最も高くなっています。次いで、「夜間の排泄」（18.7％）、
「入浴・洗身」（18.5％）、「日中の排泄」（17.5％）、「屋内の移乗・移動」（16.5％）、「外
出の付き添い、送迎等」（14.2％）と続いています。 

 

 
  



- 28 - 

⑤主な介護者の、就労を継続しながら介護を続ける難易度 

主な介護者の、就労を継続しながら介護を続ける難易度は、「問題はあるが、何と
か続けていける」が最も高く 50.7％となっています。次いで、「問題なく、続けてい
ける」（30.4％）となっています。 
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第３章 計画の基本的な考え方 

１．計画の基本方針 

本市においては、以下の６つの基本方針のもと、地域包括ケアシステムの構築と総合的
な高齢者施策を推進していきます。 

 

（１）介護保険サービスの適切な提供 

高齢者人口の増加に伴い、要支援・要介護認定者の増加が見込まれることから、介護
を必要とする人が、安心して適切な介護サービスを受けることができるよう、居宅介護
サービスや地域密着型サービス等の充実を図るとともに、介護保険制度の安定的かつ適
切な運営を推進します。 

 

（２）地域共生社会の実現 

高齢化の進展や人口減少が進み、暮らしにおける人と人とのつながりが弱まっていま
す。様々な困難に直面した場合でも、誰もが役割を持ち、お互いが配慮し存在を認め合
い、そして時に支え合うことで、孤立せずにその人らしい生活を送ることができるよう
な社会としていくことが求められています。 

本市においても地域福祉の「支え手」「受け手」という関係を超えて、人と人、人と資
源が世代や分野を超えてつながることで、住⺠一人ひとりの暮らしと生きがい、地域を
ともに創っていく「地域共生社会」を目指します。 

 

（３）介護予防と健康づくりの推進 

高齢期にできる限り介護を必要としない生活を送るためには、市⺠一人ひとりが各世
代の健康課題や自分自身の健康状態を理解し、日頃から健康づくりや介護予防に目標を
もって取り組むことが重要です。そのため、介護予防事業の利用を促進し、健康診査や
各種がん検診、保健指導等を効果的に活用するとともに、地域での健康づくり活動を促
進します。また、住⺠主体の通いの場を充実するなど、介護予防に取り組む仕組みづく
りを行政と市⺠の協働により進めます。 
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（４）地域包括ケア体制の構築 

高齢者等が身近な地域で保健、福祉に関する相談をしたりサービスを受けることがで
きるよう、日常生活圏域を単位とした地域密着型サービス等の基盤整備を進めるととも
に、地域包括支援センターを中心に、関係機関や地域との連携を強化し、地域で高齢者
を支える地域包括ケア体制の構築を推進します。そのため、地域ケア会議の活用や在宅
医療と介護の連携強化、認知症の早期発見と適切な対応に向けた体制づくりを一層進め
ていきます。 

 

（５）安心して暮らせる生活環境の整備 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、高齢者に限らず、すべて
の人にとって安全で安心できる生活環境の整備が必要です。このため、多くの人々が利
用する建物や道路などについてユニバーサルデザインのまちづくりや交通インフラの整
備を進めるとともに、高齢者の地域での見守り体制の構築や災害や感染症対策に係る体
制整備などハード・ソフト両面から生活環境を整備し、誰もが安心して住み続けられる
まちづくりをめざします。 

 

（６）活⼒ある⾼齢社会の実現 

明るく、活力に充ちた高齢社会を実現するためには、高齢者自身が地域社会の中で自
らの経験と知識を活かして積極的な役割を果たしていく地域づくりが重要です。 

シルバー人材センターなどを通じた就労やボランティア活動などの社会活動への参加
の機会を提供するほか、生涯学習講座や老人クラブ活動などを通じた生きがいづくりを
促進し、高齢者が地域でいきいきと暮らせる環境づくりに取り組みます。 

また、生活援助等が必要な高齢者を身近な地域で支える担い手づくりを進めていきま
す。 
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２．施策体系 
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３．計画の目標指標 

高齢者の自立支援・重度化防止に向けた取組を推進する観点から、取組内容及び評価指
標を設定します。 

 

（１）⾃⽴した日常生活の支援、介護予防・重度化防⽌ 
 

取組内容 単位 
令和３年度 
(2021 年度) 

令和４年度 
(2022 年度) 

令和５年度 
(2023 年度) 

訪問型サービス（介護予防・日常生活支援総合事業） 

 

介護予防訪問 
実施事業所数 13 13 13 

利用実人数/月（人） 10 10 10 

手助け訪問 
実施事業所数 11 12 13 

利用実人数/月（人） 60 70 80 

ささえあい訪問 
サポーター数（人） 40 40 40 

利用実人数/月（人） 5 10 10 

通所型サービス（介護予防・日常生活支援総合事業） 

 
介護予防デイサービス 

実施事業所数 16 16 16 

 利用実人数/月（人） 50 50 50 

 
集中よいしょ教室（仮称） 

実施事業所数 1 2 3 

 利用実人数/月（人） 5 10 15 

 
せとうちはつらつ教室 

実施会場数 1 2 3 

 利用実人数/月（人） 35 50 65 

一般介護予防事業 

 

介護予防普及啓発 

 
はつらつ教室立ち上げ・継続支援 

開催教室数（回） 110 125 140 

 参加実人数（人） 1,350 1,400 1,450 

 
はつらつ教室啓発・普及支援 

男性参加割合（％） 16% 18% 20% 

 
65 歳未満参加者割
合（％） 

6% 8% 10% 

地域介護予防支援 

 

介護予防リーダーの養成・展開 

リーダー数（人） 135 150 165 

 
介護予防リーダー
登録数（人） 

70 85 100 

 
活動件数 
（評価ポイント数） 

1,000 1,500 2,000 

地域リハビリテーション活動支援 
専門職事業参加 
延べ人数（人） 

100 125 150 

生活支援コーディネーターの配置 人数 4 4 4 

地域ケア会議の開催 

 地域ケア個別会議 開催回数（回） 24 24 24 

 小地域ケア会議 開催回数（回） 56 56 56 

 圏域別・市域での地域ケア会議 開催回数（回） 2 2 2 
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（２）介護給付の適正化 
 

取組内容 単位 
令和３年度 
(2021 年度) 

令和４年度 
(2022 年度) 

令和５年度 
(2023 年度) 

要介護認定の適正化 件数（件） 2,200 2,200 2,200 

ケアプランの点検 件数（件） 34 34 34 

住宅改修等の点検 

住 宅 改 修 点 検 数
（件） 

3 4 5 

福 祉 用 具 点 検 数
（件） 

30 30 30 

医療情報との突合・縦覧点検 件数（件） 1,500 1,500 1,500 

介護給付費通知 件数（件） 4,500 4,500 4,500 

 

（３） その他地域支援事業の⾒込み（再掲含む） 
（３-１） 介護予防・日常生活支援総合事業 

① 介護予防・生活支援サービス事業 
 

■訪問型サービス 

取組内容 単位 
令和３年度 
(2021 年度) 

令和４年度 
(2022 年度) 

令和５年度 
(2023 年度) 

介護予防訪問 
実施事業所数 13 13 13 

利用実人数/月（人） 10 10 10 

手助け訪問 
実施事業所数 11 12 13 

利用実人数/月（人） 60 70 80 

ささえあい訪問 
サポーター数（人） 40 40 40 

利用実人数/月（人） 5 10 10 

 

■通所型サービス 

取組内容 単位 
令和３年度 
(2021 年度) 

令和４年度 
(2022 年度) 

令和５年度 
(2023 年度) 

介護予防デイサービス 
実施事業所数 16 16 16 

利用実人数/月（人） 50 50 50 

集中よいしょ教室（仮称） 
実施事業所数 1 2 3 

利用実人数/月（人） 5 10 15 

せとうちはつらつ教室 
実施会場数 1 2 3 

利用実人数/月（人） 35 50 65 

 

■介護予防ケアマネジメント 

取組内容 単位 
令和３年度 
(2021 年度) 

令和４年度 
(2022 年度) 

令和５年度 
(2023 年度) 

ケアマネジメントＡ 利用実人数/月（人） 60 70 80 

ケアマネジメントＢ 利用実人数/月（人） - 2 3 

ケアマネジメントＣ 利用実人数/月（人） 1 2 3 
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② 一般介護予防事業 
 

■一般介護予防事業 

取組内容 単位 
令和３年度 
(2021 年度) 

令和４年度 
(2022 年度) 

令和５年度 
(2023 年度) 

介護予防普及協会 

 

はつらつ教室立ち上げ支援 
開催回数（回） 110 125 140 

参加延べ人数（人） 1,350 1,400 1,450 

はつらつＯＢ会支援・体力測定 
男性参加割合（％） 16% 18% 20% 

65 歳未満参加者割
合（％） 

6% 8% 10% 

地域介護予防活動支援 

 地域活動組織への支援・協力等 回数（回） 24 24 24 

 
介護予防リーダーの養成・展開 

リーダー数（人） 56 56 56 

 活動件数（件） 2 2 2 

地域リハビリテーション活動支援 回数（回） 100 125 150 

 

（３-２） 包括的支援事業 
 

取組内容 単位 
令和３年度 
(2021 年度) 

令和４年度 
(2022 年度) 

令和５年度 
(2023 年度) 

地域包括支援センターの設置 設置数 1 1 1 

総合相談支援事業/権利擁護事業 

 相談への対応 件数（件） 4,500 4,500 4,500 

在宅医療・介護連携の推進 

 
在宅多職種連携研修会の開催 開催回数（回） 3 3 3 

市民講座の開催 開催回数（回） 1 1 1 

認知症施策の推進 

 認知症初期集中支援チーム 人数（人）※ 3 3 3 

 認知症地域支援推進員の設置 人数（人） 4 4 4 

 認知症カフェの開催 開催回数（回） 6 6 6 

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 人数（人） 4 4 4 

 協議体 設置数 1 1 1 

※人数の内訳は、医師１名、保健師等２名 
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（３-３） その他任意事業 
 

取組内容 単位 
令和３年度 
(2021 年度) 

令和４年度 
(2022 年度) 

令和５年度 
(2023 年度) 

介護給付費等費用適正化事業 

 

要介護認定の適正化 件数（件） 2,200 2,200 2,200 

ケアプランの点検 件数（件） 34 34 34 

住宅改修等の点検 

住宅改修点検数
（件） 

3 4 5 

福祉用具点検数
（件） 

30 30 30 

医療情報との突合・縦覧点検 件数（件） 1,500 1,500 1,500 

介護給付費通知 件数（件） 4,500 4,500 4,500 

家族介護支援事業 

 家族介護用品支給事業 利用者数（人） 16 16 16 

その他事業① 成年後見制度利用支援事業 

 成年後見制度の利用相談 件数（件） 130 130 130 

 成年後見制度利用助成 利用者数（人） 13 14 15 

その他事業② 地域自立生活支援事業 

 
配食による高齢者等見守事業 
（配食サービス） 

利用者数（人） 70 70 70 

 介護相談員活動事業 
介護相談員 
活動日数（日） 

114 114 114 

 高齢者等見守体制整備事業 利用者数（人） 100 105 110 

その他事業③ 認知症サポーター等養成事業 

 認知症サポーター等養成事業 参加延べ人数（人） 200 200 200 
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４．サービス需給の類型 

第８期介護保険事業（支援）計画（令和３(2021)年度〜令和５(2023)年度）の基本指針
によると、サービス基盤・人的基盤の整備に関連して、今後の地域におけるサービス需要
動向は下記３つの類型に分けられると指摘しています。 

 
類型１ 類型２ 類型３ 

   

令和 22（2040）年まで右肩上がり

に需要が拡大 

令和 22（2040）年までの間に需要の

ピークを迎え、その後減少に転じる 

すでに需要の 

減少局面に入っている 

 
本市の高齢者数はすでに減少期に突入しているものの、後期高齢者数は令和 12(2030)

年まで増加が見込まれていることから、本市は上記類型のうち「類型２」に相当するもの
と判断できます。 

これまで高齢者数が右肩上がりに増加しており、拡大する需要に合わせて計画を策定し
てきましたが、第８期計画では、令和 22(2040)年に向けて需要が減少することを踏まえつ
つ、施設・居宅系・地域密着型の各サービスをバランス良く組み合わせて整備していくこ
とが大切です。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

第２編 各論 
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第１章 地域包括ケア実現に向けた取組み 

目標１．地域包括ケアの深化・推進に向けた連携と協働 

（１）「ケアネットせとうち」の推進 

国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、本市は令和 12(2030)年まで後期高齢
者数が増加する見込みとなっています。 

医療や介護が必要な状態になっても、市⺠の皆さんが住み慣れた地域で安心して暮ら
し続けるためには、医療・介護・予防・住まい・生活支援などのさまざまなサービスが、
ひとりひとりのニーズや状態の変化に応じて切れ目なく提供される地域包括ケアが実現
されなければなりません。特に、疾病を抱えても、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られるようにするためには、看取りに関する取組や、地域に
おける認知症の方への対応力を強化しつつ、地域における医療・介護の関係機関が連携
して、包括的かつ継続的な在宅医療・介護の提供を行う必要があります。 

そのため、市では、平成 25(2013)年度に在宅医療・福祉・保健に係る関係機関及び関
係団体等の連携強化並びに効果的な連携の推進を図り、もって医療又は介護が必要とな
る市⺠が可能な限り住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる地域を創るた
め、瀬⼾内市在宅医療・福祉・保健連携推進協議会（愛称：ケアネットせとうち）を設
置しています。 

ケアネットせとうちでは、専門職の連携強化や地域との協働など、地域包括ケアの深
化・推進のために必要な企画や知識の普及に関する会議を定例的に開催し、協議を重ね
連携を強化する一方で、医療・介護・福祉のネットワークを活かした地域活動を展開し、
市⺠を支援する体制の整備に取り組んでいます。 

高齢化の進展によって老老介護、認認介護*世帯の増加が見込まれるなか、サービスの
ニーズの変化を注視しつつ、引き続き体制整備に取り組んでいきます。 

 

＊認認介護 
認知症がある高齢者を認知症の高齢者が介護する。 
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瀬戸内市地域包括ケアシステムのイメージ図 

 

 

[第７期の評価・課題と今後の取組] 

○地域の医療・介護資源の把握 

[第７期の評価・課題] 
地域の医療機関・介護事業所の情報を収集し、ホームページ等で地域の医療・介護関

係者と共有しました。専門職に向けた情報提供のための専用サイトの運用では、利用状
況に関するアンケート調査を実施したところ、利用頻度及び認知度が低いことが課題と
なっており、利用意向（ニーズ）を反映した内容となるよう専用サイトの見直しを行う
とともに、関係者への周知を継続して行っていく必要があります。 
[取組内容] 

地域の医療機関・介護事業所等の住所・連絡先等の情報を収集し、これまでに把握し
ている情報と合わせて整理し、地域の医療・介護関係者と共有し活用を図ります。また、
ホームページの専用サイトについては、継続的に周知を行うとともに、地域の医療・介
護関係者の利用意向（ニーズ）を反映した内容となるよう必要に応じて見直しを行いな
がら運用します。 
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○在宅医療・介護連携の課題の抽出 

[第７期の評価・課題] 
瀬⼾内市在宅医療・福祉・保健連携推進協議会会議や市内高齢者入所施設代表者意見

交換会などを開催し、現状把握及び課題の抽出、対応策の検討等を行いました。また、
医師会との共同で各医療機関における在宅療養支援連携の実態把握と経年的変化の確認
のため、年 1 回、医師会員の所属する医療機関に対して調査を実施しました。国内先進
地との比較を行い本市の地域性を分析し、市内医療機関と共有し、今後の活動の見通し
を立てることができました。 
[取組内容] 

瀬⼾内市在宅医療・福祉・保健連携推進協議会会議等において医療・福祉・介護・保
健分野の専門職が連携して課題の抽出を行い、解決策を検討していきます。また、在宅
療養支援連携の実態を把握し、在宅医療連携の課題を明確にするため、必要な調査を行
います。 

 
○切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進 

[第７期の評価・課題] 
在宅療養者の意向に沿った適切な支援を円滑に推進するため、在宅療養支援連携に係

る連絡会を開催しました。また、在宅医療・地域福祉連携に関する課題を抽出し、効果
的な取り組みから質の高い支援を行うため、行政や医療機関、社会福祉協議会、地域包
括支援センター等との会議を重ね、連携強化に取り組みました。 
[取組内容] 

地域の医療・介護関係者等の協力を得ながら、切れ目なく在宅医療と在宅介護が一体
的に提供される体制の構築に向けて、必要な具体的取組を企画・立案します。 

 
○在宅医療・介護関係者に関する相談支援 

[第７期の評価・課題] 
地域の在宅医療・介護連携を支援する相談窓口としてトータルサポートセンターで、

医療・介護関係者などからの相談を受け付け、必要に応じて相談ケースに係る連絡調整
などを行いました。相談件数は年々増加しており、相談窓口の周知が行き渡ってきたも
のと考えられます。 
[取組内容] 

医療・福祉・保健連携に関する総合的な相談窓口として、トータルサポートセンター
を核とした医療・介護連携の体制づくりに、引き続き検討を重ねながら、取り組みます。
また、トータルサポートセンターには障害者基幹相談支援機能が付与されていることか
ら、高齢障がい者支援の拠点的な役割も担います。  
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○地域住⺠への普及啓発 

[第７期の評価・課題] 
瀬⼾内市在宅医療・福祉・保健連携推進協議会との共催による市⺠講座「在宅医療・

介護推進フォーラム」、地域のサロンなどでの出前講座、広報せとうちへの在宅療養に関
する記事掲載などにより地域住⺠への普及啓発を行いました。出前講座では、「私の在宅
療養のしおり」を媒体とした ACP（アドバンスケアプランニング）※の普及にも取り組
みました。 

※ACP（アドバンスケアプランニング） 
年齢と病気にかかわらず、患者本人、家族や近しい人、医療・ケアチームで繰り返しの話し

合いを通じて本人の価値、人生の目標、将来の医療に関する望みなどの意思を理解し、共有

し合うプロセスのこと。生活の中に浸透するよう馴染みやすい愛称として「人生会議」とも

いう。 

[取組内容] 
市⺠講座「在宅医療・介護推進フォーラム」や出前講座の開催、広報せとうちへの記

事掲載などにより、引き続き地域住⺠への普及啓発を行います。 
 

○医療・介護関係者の情報共有の支援 

[第７期の評価・課題] 
在宅医療連携情報共有システムを活用し、多職種からなる支援関係者で情報を共有し、

効果的な支援連携を行いました。また、情報共有のために作成している在宅療養連携シ
ート「入院時情報提供書」「在宅療養支援連携担当者一覧」などの活用状況や連携実績、
連携に当たっての課題などについてのアンケートを実施し、関係機関による連絡会など
で現状と課題を共有し、より効果的な医療・介護連携に取り組みました。 
[取組内容] 

在宅医療連携情報共有システムや情報共有のために作成しているツールなどを活用し
た効果的な支援連携を進めます。 
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○医療・介護関係者の研修 

[第７期の評価・課題] 
地域の医療・介護・福祉・保健分野の専門職が市⺠の在宅療養を支えていくための資

質向上と多職種連携の強化を目的とした在宅医療多職種連携研修会や、医師会との共催
による医療介護連携による在宅支援を考えることを目的とした在宅医療看護研修会、高
齢者入所施設と合同で各施設の取り組みを共有し利用者の支援について考えることを目
的とした高齢者入所施設合同研修会などを開催しました。これらの研修会等の延参加人
数は年間 300 人を超えており、研修後アンケートでは今後の業務に役に立つと回答した
参加者の割合はいずれも高く、参加者の期待を満たす内容の研修を提供できているもの
と考えられます。 

また、専門職同士の顔の見える関係づくりと日頃のケアの相談場所としての多職種連
携のつどい「せとうちカフェ」、グループワークを積極的に取り入れた研修会・意見交換
会などは専門職としての知識や技術の向上にとどまらず、ケアの現場に欠かせない支援
者間の意思疎通を容易なものとし、切れ目ない支援、地域包括ケアの深化・推進につな
がるものと考えられます。 
[取組内容] 

多職種の協働・連携に関する研修、医療・介護に関する研修等を実施し、専門職の資
質向上や多職種連携の強化に取り組みます。 
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（２）地域ケア会議の機能強化 

「地域ケア会議」は、地域の特性等を踏まえ、より良い地域包括ケアを実現するため
に地域にある課題を把握し、解決への道筋をつけるために開催されます。 

多職種が参加する個別ケースを「地域ケア個別会議」の中で検討することにより地域
課題の把握を行い、個別ケースから導き出された地域課題は「小地域ケア会議」で検討
しています。多層的な地域ケア会議の開催を実現するためには 14 小地域すべてにおい
て「小地域ケア会議」を設置することが必要不可欠であるため、第７期計画では早期の
設置を目指し取り組んできました。 

近年では、「8050 問題※」や「ダブルケア※」などに代表される複合的な課題を抱える
事例が多くなっています。第８期計画では、「地域ケア個別会議」、「小地域ケア会議」、
「地域ケア会議」等の連携強化によって、これらの福祉課題についても適切に把握する
とともに、地域住⺠が主体となった課題への早期対応・福祉力向上を支援します。また、
小地域ケア会議での議論や把握された地域課題を日常生活圏域レベル及び市域全体での
地域ケア会議に提言するなど、双方の役割の明確化を図ります。 

 
※ 8050 問題 
高齢化した親が、ひきこもりなどを抱える中高年の子どもを支える家庭で、生活困窮と介護

が同時に生じる問題。近年、ひきこもり状態にある人の高齢化や、地域からの孤立の長期化

により、社会的な課題として顕在化している。 
 

※ ダブルケア 
家庭において、家族や親族の介護と育児を同時に担う状況のこと。制度のはざまに置かれ、1

人で困難を抱えてしまうケースも少なくない。 
 

地域ケア会議の機能についてのイメージ図 

 
（出典）「地域ケア会議運営マニュアル」  
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[第７期の評価・課題と今後の取組] 

○地域ケア会議の実施 

[第７期の評価・課題] 
介護予防・日常生活支援総合事業の開始に伴い、主に通所型サービスの利用ケースに

ついて、多職種による地域ケア個別会議を概ね月２回開催し、自立支援に向けたケアマ
ネジメント支援を行うことができました。今後はケース検討から導き出された地域課題
について、必要に応じて市域全体でのケア会議等の開催により政策形成につなげていく
必要があります。 
[取組内容] 

地域ケア個別会議を実施し、多職種での個別ケース検討により把握された地域課題に
ついて、市域全体でのケア会議や協議体において協議し、政策形成へつなげていきます。 

 
○小地域ケア会議の充実 

[第７期の評価・課題] 
地区社会福祉協議会活動の中での主要な取り組みの一つとして、14 地区全地区での開

催を目標とし、10 地区で開催しました。 
また、地域ケア個別会議との十分な連動が課題となりました。地域の実情に応じた形

で、定期的に地域住⺠と地域の福祉課題について話し合う機会を持つ必要があります。 
[取組内容] 

14 地区全域で小地域ケア会議の開催を目標とし、福祉課題の把握と地域住⺠が主体と
なった課題への早期対応・福祉力向上を支援します。 
  



- 44 - 

（３）包括的支援事業の取組 

「包括的支援事業」とは、地域のケアマネジメントを総合的に行うために、介護予防
ケアマネジメント、総合相談支援事業、権利擁護事業、包括的・継続的ケアマネジメン
ト支援事業などを包括的に行う事業であり、本市においては、地域包括支援センターで
実施しています。地域包括支援センターには、社会福祉士、介護支援専門員、保健師等
のスタッフが配置され、包括的支援事業の運営と介護予防支援事業所の運営を行ってい
ます。 

地域で課題を抱えた個人や世帯は多様化、複合化しています。また、複数の課題を同
時に抱えたまま、課題が相互に関連し合っているケースも少なくありません。さらには、
既存の制度の枠組みでは対応しにくい、制度の狭間にある課題への対応も必要となりま
す。このような背景から、「断らない相談支援」「参加支援」「地域づくりに向けた支援」
を主な支援機能とする包括的な支援体制の構築を軸とした地域共生社会を推進していく
ことが必要となっています。 

本市では、高齢者の総合的なワンストップ相談窓口として、地域包括支援センターの
みならず、日常生活圏域ごとに総合相談支援事業の協力機関（ブランチ事業所*）を設置
し、早期の相談対応や実態把握を連携・役割分担により行っています。高齢者への生活
支援の基盤整備や介護予防の推進による仕事と介護の両立不安等に対する相談支援の充
実等、地域包括支援センターに対して多様な機能が求められており、近年の複雑化する
課題や対象範囲の拡大に伴う業務量の増加や業務内容に見合った人材の確保が必要にな
ってきます。 

＊ブランチ事業所 
総合相談支援業務の協力機関であり牛窓・邑久・裳掛・長船それぞれの圏域に１か所ありま

す。 

 
地域包括支援センター機能強化のイメージ図 

 
（出典）厚生労働省  
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[第７期の評価・課題と今後の取組] 

○地域包括支援センターの運営 

[第７期の評価・課題] 
高齢者の総合的なワンストップ相談窓口として本人やご家族、地域からの相談を受け

付け、概ね必要な支援につなげることができました。また、認知症施策や生活支援体制
整備事業についても一体的に実施し、関係機関や地域とも連携を図ることで高齢者全般
の支援体制を整えることができました。 
[取組内容] 

社会福祉士、介護支援専門員、保健師等のスタッフが配置され、包括的支援事業の運
営と介護予防支援事業所の運営を行っています。在宅介護・医療連携の推進を図るとと
もに、認知症施策についても充実強化を図ります。要支援認定者・事業対象者・一般高
齢者の垣根を越えた適切なケアマネジメント業務を行います。 

 
○総合相談支援事業 

[第７期の評価・課題] 
地域の高齢者の介護保険サービスにとどまらない様々な支援をする総合相談支援事業

については、ブランチ事業所との協力体制により、円滑に住⺠への対応を図ることがで
きました。 
[取組内容] 

高齢者の実態把握と初期相談対応、継続的・専門的なサービス利用へのつなぎを、多
様な関係者とのネットワークの構築により円滑に実施します。また、引き続き身近な地
域の相談窓口となっているブランチ事業所やサービス事業者とも協力しながら相談窓口
の拡大・充実を図ります。 

 
○包括的・継続的マネジメント事業 

[第７期の評価・課題] 
地域のケアマネジャー等に対する相談窓口の設置はできませんでしたが、個々のケア

マネジャー等からの相談には随時対応しました。一方、生活支援体制整備事業を一体的
に実施したことで、はつらつ教室等地域の社会資源がケアマネジメントに活用できる体
制が整いつつあります。要支援認定者に限らず、要介護認定者等についても地域でつな
がりを保った生活が続けられるよう、地域づくりを進めていきます。 
[取組内容] 

地域のケアマネジャー等に対する相談窓口の設置により、日常的な個別の相談、支援
困難事例への助言・対応を行います。また、生活支援体制整備事業とも連携し、地域の
各種社会資源がケアマネジメントにおいて活用できるよう整備していきます。 
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○在宅介護支援センター 

[第７期の評価・課題] 
地域の住⺠等から相談に応じ、様々な保健、福祉、介護サービスが総合的に受けられ

るように市、サービス事業者、居宅介護支援事業所等との連絡調整を行いました。 
[取組内容] 

地域の実情に応じて、地域包括支援センターとの連携等による効果的な利用を促進し
ます。 

 
■在宅介護支援センター設置状況 

在宅介護支援センター（令和２（2020）年度） 3 施設 
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目標２．健康づくりと活⼒ある地域共生社会の実現 

（１）健康づくりの促進 

要介護状態になる原因は、主に脳血管疾患や認知症、高齢による衰弱と言われており、
それらを誘発する高血圧や脂質異常などの生活習慣病を解消することが重要です。 

また、高齢女性に特に多く見られる骨粗しょう症は骨折をしやすくなる病気の一つで
あり、寝たきりの原因にもなります。 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の結果からは、本市において主体的健康観が良好
である高齢者の割合は 76.4％となっています。前回調査結果（77.8％）に比べると若干
の減少があるものの、急速に高齢化が進んでいる本市の状況を踏まえれば依然として多
くの高齢者は自らを健康であると考えていることが分かります。 

加齢に伴って高齢者の筋力、神経伝導速度、肺活量、病気に対する抵抗力などが若い
頃と比べて徐々に低下していくことは当然のことですが、たとえ生体機能が衰えつつあ
るとしても自らを健康だと思う主観的健康感の高い人は、そうでない人に比べて要介護
状態になるリスクが低くなると言われています。 

健康づくりは自助努力によるべきであるという考えもありますが、一人で実施するよ
りも地域の身近な人たちもしくはそれに類する集団の中で行うことにより継続しやすく、
コミュニティの力も強まることから、地域ぐるみで健康づくりを推進していくことが大
切です。 

 
[第７期の評価・課題と今後の取組] 

○健康づくりに関するイベントの開催と情報発信 

[第７期の評価・課題] 
市⺠の健康意識向上を図るため、地域に出かけての「出前健康講座」、健康づくり組織

である愛育委員・栄養委員向けに健康教育を行うとともに、各委員から担当地区への健
康づくり通信の回覧、市の広報紙やホームページ、各種団体の実行委員会主催による「保
健福祉フェスタ」において、健康情報を発信しました。 
[取組内容] 

ポピュレーションアプローチとして、地域全体の健康意識向上を図るため、地域に出
向いての健康教育、市の広報誌やホームページ、愛育委員・栄養委員による回覧を活用
して健康増進に関する市⺠に向けた情報発信を行います。 
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○健康教育・健康相談 

[第７期の評価・課題] 
個別の生活習慣改善と市全体の健康意識向上を図るため、健康教室や健康づくり講演

会を開催しました。生活習慣病等、心身の健康に不安を抱えた人が相談しやすいよう健
康相談を実施しました。また、保健指導内容を充実するため、従事者を対象に、地域の
健康課題の共有及び資質向上の研修を行いました。 
[取組内容] 

健康課題に即した効果的な保健指導内容を検討し、健康寿命の延伸を図るため、生活
習慣病予防に係る健康教育を実施します。心身の健康に不安を抱えた人が早期に相談に
つながるよう関係機関・部署と連携し、継続した支援を行います。 

市全体の健康意識の向上に向けた取組も継続して実施します。また、保健指導内容の
充実を図るため、支援者のスキルアップ研修やカンファレンスを行います。 

 
○訪問指導 

[第７期の評価・課題] 
医療機関・関係部署と連携し、個別検診、休日・夜間検診を導入し、がん検診体制の

充実を図りました。がん検診の結果、精密検査対象者が、早期に医療につながるよう訪
問により積極的に受診勧奨を行いました。 
[取組内容] 

心身の健康不安を抱えた人への支援、がん検診精密検査対象者への受診勧奨を訪問に
より実施するとともに、医療が必要な人への受診勧奨や保健指導の体制づくりを医師会
や関係機関・部署と連携して行います。 
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（２）社会参加と地域福祉の推進 

厚生労働省によると、令和元(2019)年における日本人の平均寿命は女性が 87.45 歳、
男性が 81.41 歳であり、女性は７年連続、男性が８年連続で過去最高を更新しています。
現在の高齢者は、高齢期を地域で⻑く過ごすことになります。現役時代の経験を活かし
た活動やボランティアを退職後に始めたり、地域にあるサロンに通ったりするなど社会
活動に参加することによって、新たな役割や居場所を持ち続け、生きがいを得ることが
期待されます。たとえ介護を受ける状況になったとしても、経験を活かしながら地域で
何かを教えたり、話し相手になったりするなど、地域での役割を何らかの形で担い続け
ることは可能です。 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の結果からは、地域の様々な活動に参加する意向
のある高齢者はほぼ６割（58.0％）にもなっており、本市に住む多くの高齢者が地域づ
くりに関わりたいと考えていることが分かります。 

また、企画・運営（お世話役）としての参加意向も約３割（29.7％）の人が、地域づ
くりに関わりたいと考えていることが分かります。これらの高齢者の意向を踏まえ、高
齢者自身が地域づくりの一員となり、積極的に関われる体制を整備する必要があります。 

 
[第７期の評価・課題と今後の取組] 

○⽼人クラブへの支援 

[第７期の評価・課題] 
老人クラブでは毎年健康づくり支援事業や次世代育成支援等活発に活動しています。

市は共催で防災や特殊詐欺の講演会を開催するなど支援を行いました。 
[取組内容] 

健康づくり・元気づくり事業の推進や、友愛活動・ボランティア活動による社会貢献
の推進等を重点目標に活動しています。老人クラブの自立した運営体制の確立に向けて、
適切な支援を行います。 

 
○⽂化の継承活動、世代間交流の充実 

[第７期の評価・課題] 
老人クラブでは保育園、幼稚園と昔遊び等の交流を行っています。また、交流サロン

施設を各自治会等に指定管理を依頼し、子育て活動や老人クラブ活動の拠点として利用
しています。 
[取組内容] 

地域の歴史・文化の継承や高齢者がこれまで培ってきた経験や能力の活用のため、世
代間交流活動を引き続き展開していきます。 
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○地域活動・サークル活動の充実と参加の促進 

[第７期の評価・課題] 
地域サロン実施の団体に対しては年２回研修会や説明会を実施し、意見交換をしてい

ます。ボランティアセンターを開設し、２か月に１回交流会や研修会を実施しています。 
[取組内容] 

地域サロンやボランティア団体など、福祉分野の団体と他分野の各種団体における交
流・情報交換の場の整備を進め、連携して活動するきっかけづくりを行います。 

 

○地域福祉活動の推進 

[第７期の評価・課題] 
毎年、年２回の地区社会福祉協議会会⻑会を開催し、意見交換や社会福祉協議会から

の情報提供等を行っています。小地域ケア会議では、テーマを決めて地域で何ができる
か等意見交換を行いました。 
[取組内容] 

社会福祉協議会において、地区社会福祉協議会の組織化やふれあいサロンの開催等、
高齢者福祉に係る地域福祉活動を推進しています。地区社会福祉協議会における生活支
援サービスの発掘や認知症高齢者などの支援を必要とする高齢者を早期に発見するため
の関係機関合同での研修の実施、14 小地域での小地域ケア会議の設置など、住⺠が主体
となって地域福祉を担うことができるよう支援を強化します。 

 
○ボランティア活動の推進 

[第７期の評価・課題] 
介護予防・日常生活支援総合事業において、ボランティアのマッチング・派遣を行い

ました。年１回ボランティア、生活協同組合おかやまコープ、シルバー人材センターと
の交流会を開催し、情報交換やお互いの活動を知ってもらう機会を作りました。 
[取組内容] 

社会福祉協議会において、ボランティアの育成をはじめ、ボランティア活動を支援す
るための情報提供やボランティア・市⺠活動センターの運営を行います。また、ボラン
ティア連絡協議会では、ボランティア団体間の情報交換や連携に向けた協議の場づくり
を行います。 
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○福祉教育の推進 

[第７期の評価・課題] 
社会福祉協議会では、市内の幼稚園や保育園、こども園、学校に対し福祉協力校活動

普及事業として助成金を交付しています。 
小・中学校、高校から出前福祉体験の依頼があると対応をしており、今後は、すべて

の学校での実施を目指します。 
[取組内容] 

社会福祉協議会では、幼稚園や保育園、学校での福祉教育を充実するための補助金を
交付します。 

 
○その他⾼齢者保健福祉関連施設の活⽤ 

[第７期の評価・課題] 
邑久圏域に「総合福祉センター」があり、福祉に関する講座等の開催や各種情報の発

信を行いました。老人憩の家１か所、介護予防拠点施設６か所、地域交流サロン３か所
において、高齢者の閉じこもり・セルフネグレクトの防止となるようふれあいサロン事
業、地域福祉活動を実施しました。 
[取組内容] 

総合福祉センターでは、福祉に関する講座等の開催や各種情報の発信を行います。ま
た、老人憩の家、介護予防拠点施設、地域交流サロンを高齢者の閉じこもり・セルフネ
グレクトの防止やふれあいサロン事業、地域福祉活動の実施拠点として、効果的な活用
を進めます。 
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（３）生きがいある暮らしの実現 

生きがいを持ちながら住み慣れた地域で生活することは、高齢者にとって最も大切な
目標の一つです。 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の結果からは、本市の高齢者の約３人に２人
（62.6％）は生きがいがあると回答しており、その内容は「子供・孫・ひ孫」、「野菜作
り」、「仕事」、「旅行」、「趣味」など、多様であることが分かります。 

生きがいのあるまちづくりには、就労の機会を充実することはもちろんのこと、高齢
者が気軽に集い、仲間と出会うことができる憩いの場の創出も欠かせません。また、高
齢者に多様な学びの場を提供することも、高齢者の自己実現や社会参加を促進し生きが
いづくりの重要な要素となります。 

本市では、高齢者の就労機会を充実することを目的に、職業紹介等の機能をもつ「瀬
⼾内市生涯現役促進協議会」を設置しました。高齢者の就労等に関する相談窓口「ゆめ
ワークせとうち」を令和２(2020)年８月に開所し、構成団体と連携しながら、高齢者の
多様な活躍の場を創出するとともに、地域経済の活性化を目的に高年齢者および市内事
業所両者のマッチングを行っています。 

 
[第７期の評価・課題と今後の取組] 

○就労機会の拡充 

[第７期の評価・課題] 
国の補助金と同額を市からシルバー人材センターへ補助金として交付し、活動の支援

を行いました。平成 30(2018)年度から令和元(2019)年度にかけて、会員数は 181 人→
184 人、受注件数は 2,216 件→2,311 件と増加しました。今後も会員登録者数の増加や活
動の充実を図ります。 
[取組内容] 

シルバー人材センターは、生きがいの充実や社会参加を促進することを目的として運
営しています。市は、運営費の支援を行います。 

 
○生涯現役応援センターの設⽴ 

[第７期の評価・課題] 
高齢者の就労機会を確保するため、相談窓口「ゆめワークせとうち」を開設しました。

求人などの企業ニーズと就労を希望している高齢者とのマッチングが課題となっていま
す。 
[取組内容] 

高齢者の多様な就労機会を確保するため、研修や企業開拓、企業への人材紹介等をし
ていきます。 
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○生涯学習の推進 

[第７期の評価・課題] 
高齢者学級の学級生のニーズに応じた内容や必要課題を検討して講座を実施していま

す。学級生のニーズを探り、ニーズを反映した講師や学習方法の選択を工夫していきま
す。 
[取組内容] 

60 歳以上の人の教養を高め、豊かな生活が送れるよう、入会者自らが研修を実施する
高齢者学級を市内３か所で、それぞれ年間 11 回実施しています。 

 

○スポーツ活動等の推進 

[第７期の評価・課題] 
スポーツ推進委員による出張指導について依頼件数が少なく、十分に実施することが

できませんでした。 
スポーツ推進委員の出張指導やニュースポーツ等の出前講座の周知を図っていきます。 

[取組内容] 
身近な場所で日常的にスポーツ活動を行えるよう、自宅や１人でも無理なく日常的に

行うことのできるメニューの考案やスポーツ推進委員による出張指導など、高齢者スポ
ーツの活性化を図ります。 
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目標３．生活支援や介護予防サービスの充実  

（１）介護予防・生活支援サービス事業 

本市では、「瀬⼾内市介護予防・日常生活支援総合事業」として、生活支援コーディネ
ーターを中心に、通いの場づくりに力をいれています。通いの場（はつらつ教室）を中
心に個人の介護予防や健康づくりをすすめるだけでなく、高齢者支援を中心に地域づく
りを行っています。また、従来の介護予防の訪問ならびに通所介護サービスについては、
地域ケア個別会議にて検討しながらサービス提供をしています。同時に、住⺠や多様な
組織が主体となって提供する「介護予防・生活支援サービス」については、地域組織等
から構成する協議体で検討しています。 

ニーズ調査の結果からも、地域で手助けをしてほしい「ちょっとした困りごと」を挙
げる人の割合は約３割（29.6％）存在しており、「急に具合が悪くなったときの手助け」
（10.8％）、「ちょっとした力仕事」（10.3％）、「災害時の避難の手助け」（8.7％）などが
比較的多く挙げられていることからも、地域組織や住⺠主体の生活支援の仕組みづくり
が強く求められています。 

 
[第７期の評価・課題と今後の取組] 

○訪問型サービス 

[第７期の評価・課題] 
社会福祉協議会や生活協同組合おかやまコープ、シルバー人材センターとの検討会を

開催し、現在のニーズや課題を話し合うことができました。各組織のサービス内容の把
握が十分できておらず、協力体制をどう持つべきか、どういったサービス提供の在り方
がいいのかを、市のケース事例検討等を行い共有していく必要があります。 
[取組内容] 

要支援認定者や介護予防・日常生活支援総合事業対象者等に対し、生活協同組合おか
やまコープやシルバー人材センターといった組織やボランティア等により提供される住
⺠主体による生活援助等を提供できる体制をつくります。そのために、関係組織での定
例会を開催します。 
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○通所型サービス 

[第７期の評価・課題] 
要支援の方や地域の活動に参加が難しくなった方への支援（サービス）体制として、

半年間の集中的な運動プログラム等を盛り込んだ「元気アップデイ」を実施していまし
たが、卒業の在り方や事業所での実施体制に課題が生じたため、利用者がいない状況と
なっています。 

そのため、デイケア利用者が増加しておりますが、市内に事業所が少ないため、住み
慣れた地域でのサービス利用ができていないことが課題となっています。 

入浴等の支援を必要とするケースは、地域個別ケア会議において状況を確認し、ニー
ズや支援のあり方を検討した上で介護予防通所サービスの提供ができています。 
[取組内容] 

要支援認定者や介護予防・日常生活支援総合事業対象者等に対し、介護予防通所サー
ビスの提供について、引き続き地域個別ケア会議にて支援内容を検討していきます。介
護予防・日常生活支援総合事業対象者等集中的なプログラムで自立した生活が見込める
方には、「元気アップデイ」の内容の見直しや「せとうちはつらつ教室」といった住⺠主
体に近い通所型サービスの検討など、サービス内容の見直しならびに改善を、介護予防
リーダーや生活支援コーディネーター、ケアマネジャー、市内サービス事業所、市⺠病
院等と連携して取り組みます。 
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（２）一般介護予防事業 

本市においては、地域のコミュニティなどを活用し、歩いて行ける身近な場所に、生
活支援コーディネーターが中心となり、介護予防リーダーをはじめ地域の方と一緒に通
いの場（はつらつ教室）をつくっています。はつらつ教室は、週に１回程度、閉じこも
りにならないよう地域の方とふれあい、市のオリジナル体操やレクリエーションなどを
通して、生きがいのある生活を目指し開催しています。 

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、「はつらつ教室」を含め、本市で実施してい
る介護予防事業の自粛や中止が相次ぎましたが、自粛中も介護予防リーダーをはじめ教
室関係者より、参加者への声かけや、地域課題についての報告を積極的に行ってくださ
いました。教室再開後は、参加者から介護予防リーダーや教室代表者を通して、教室の
大切さがわかったとの声を多く頂きました。これからも、新型コロナウイルス感染防止
対策である「新しい生活様式」を実践し、安全に活動を継続していくことが大切です。 

毎年「介護予防リーダー養成研修」を開催しており、現在、約 120 名の方が研修を修
了され、市の介護予防事業に協力いただいています。引き続き人材の養成と介護予防リ
ーダーの仲間づくり、そして新しい教室の立ち上げと現在実施している教室の継続を支
えていただけるよう支援していきます。 

 

 

はつらつ教室の様子 

 
（提供）瀬⼾内市社会福祉協議会 
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[第７期の評価・課題と今後の取組] 

○介護予防普及啓発 

[第７期の評価・課題] 
「高齢者が歩いて行ける所に通いの場（はつらつ教室）をつくる」をコンセプトに生

活支援コーディネーターを中心とした通いの場づくりを行い、目標としていた 100 教室
を達成しました。はつらつ教室や介護予防事業を支える介護予防リーダーも増え、地域
での自主的な介護予防啓発の活動は目標を達成し順調に進んでいます。 

今後は、現在ある教室の維持継続や、教室からの地域づくりに力を入れていく必要が
あります。また、新たな目標を立て、市内のはつらつ教室を増やし介護予防から始まる
地域づくりを進めていくいことが求められています。 
[取組内容] 

はつらつ教室の維持継続のため、介護予防リーダーの派遣や、教室同士の交流会等の
体制づくりを行うとともに、参加者個人の目的・目標を明確にして参加に意欲がもてる
よう内容の見直しを図ります。また、参加者のニーズが把握できるようアンケート調査
等の仕組みも作っていきます。 

また、現在は市内高齢者の約 9％、約 1,100 人のはつらつ教室参加者ですが、今後は
15％を目指して、新規立ち上げを図ります。 

 
○地域介護予防活動支援 

[第７期の評価・課題] 
毎年、介護予防リーダー養成講座を開催し、現在は約 120 名の講座修了者となり、目

標に近づきました。その内の半数がリーダー登録を行い、登録者の活動に合わせ活動評
価ポイント制とし活動を促進する仕組みを作りました。介護予防リーダーは、地元だけ
でなく他の地域に出向いて活動して頂けるよう派遣調整の会議も開催しました。今後は、
新たなリーダー育成とともに、リーダー間で意見交換を行い派遣活動等について自主的
に活動していただける仲間づくり、仕組みづくりを行っていきます。 
[取組内容] 

介護予防リーダーなど、介護予防に関するボランティア等の人材養成のための研修や、
介護予防に資する地域活動組織の育成・支援のための事業を実施します。介護予防リー
ダーの活躍の場を今後も広げていけるよう、リーダーのニーズや個性を活かすことので
きる活動の仕組みも考えていきます。 
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○一般介護予防事業の評価 

[第７期の評価・課題] 
新型コロナ感染症予防対策で自粛している中、はつらつ教室参加者と介護予防リーダ

ーを対象としたアンケート調査を実施し、教室参加に当たっての思いや介護予防として
の効果を確認することができました。はつらつ教室の効果は運動面だけでなく、精神面
の向上も図れていることがわかりました。 

また、教室に参加できなくなることへの不安の大きさも把握でき、はつらつ教室参加
が難しくなったときの対応やサービスについて検討していく必要性を感じました。 

はつらつ教室立ち上げの際には、適時アンケート調査を行っており、その結果を活か
していけるよう個別結果表の改善を行っています。 
[取組内容] 

今後も、定期的にはつらつ教室参加者や介護予防リーダーのニーズを把握するための
アンケート調査を行っていきます。また、はつらつ教室参加者について、毎年名簿を提
出する体制をとり、参加者の人数や介護度、世帯構成等を把握し、教室の効果を検証し
つつ、事業の評価基準を定めていきます。 

 
○地域リハビリテーション活動支援 

[第７期の評価・課題] 
地域ケア個別会議には、理学療法士をはじめ薬剤師、栄養士、保健師と専門職が参加

者し、ケース事例を通して支援のあり方等について検討しました。その中で、市の事業
展開をどうすべきかの意見交換もできました。通いの場では、⻭科衛生士や保健師が健
康講話を実施し衛生部門との連携も図れました。休止状態である通所型のサービスの見
直しや通いの場での個別相談等の対応といった専門職の関与・連携をさらに深めていま
す。 

[取組内容] 
地域における介護予防の取組を機能強化するため、通所・訪問型の事業や、地域ケア

個別会議、サービス担当者会議、住⺠運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職
等の連携を促進します。 

2 ヶ月に 1 回程度、定例の事例検討会を開催し、地域包括支援センター、市、市⺠病
院など高齢者に関係する機関で意見交換し、支援の内容やあり方を考えていきます。 
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（３）その他の任意事業と生活支援 

在宅介護実態調査の結果によると、42.3％の人は在宅生活の継続に必要と感じる支
援・サービスがあると回答しています。その支援・サービスについて、「配食」と回答し
た人の割合が最も高く、13.6％となっています。次いで、「移送サービス（介護・福祉タ
クシー等）」（12.5％）、「外出同行（通院、買い物など）」（10.0％）と続いています。在
宅で生活する高齢者、ひとり暮らし高齢者、在宅で介護をする家族介護者への支援を、
当事者のニーズを捉え実施していくことが必要です。 

本市では、ひとり暮らし高齢者が増加しています。高齢化、核家族化の進展に加え、
今後、後期高齢者の割合が増加することが推計されています。現在の高齢夫婦世帯が、
配偶者の死別等でひとり暮らし世帯になることで、高齢者のひとり暮らし世帯が増加す
ることが予想されます。配偶者と死別した高齢者が生活に困窮したり、ひとり暮らしの
まま認知症になったりするなど、複合的な課題を抱えた方も増加するものと考えられる
ことから、ひとり暮らし高齢者への対応は本市にとって重要課題であると言えます。 

 
在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービス 

 
（出典）在宅介護実態調査（令和２(2020)年３月） 

  



- 60 - 

[第７期の評価・課題と今後の取組] 

○介護給付適正化事業 

[第７期の評価・課題] 
介護給付適正化事業の主要５事業（要介護認定の適正化、ケアプランの点検、住宅改

修等の点検、医療情報との突合・縦覧点検、介護給付費通知）を行いました。 
[取組内容] 

介護給付費適正化システム等を活用し、受給者に過不足のないサービスが提供されて
いるか確認します。また、受給者本人へ介護給付費通知を送付し、介護サービスの内容
を改めて確認する機会をつくり給付の適正化を図ります。 

 
○家族介護⽤品支給事業 

[第７期の評価・課題] 
新規の申請が数件あり、利用者も毎月の利用があるため、今後も在宅で介護をする介

護者の負担を軽減するために継続していきます。 
[取組内容] 

要介護度４または５と認定され、市⺠税非課税世帯の高齢者を在宅で介護する同居家
族等を対象に、紙おむつなどの介護用品の購入費用の一部を支給し、家族の経済的負担
の軽減を図ります。 

 
○成年後⾒制度利⽤支援事業 

[第７期の評価・課題] 
厚生労働省が定めた成年後見制度利用促進計画に係る中核機関の設置について協議す

るため、検討委員会を計２回実施しました。 
令和３(2021)年度中に権利擁護センターを中核機関として位置づけ、成年後見制度の

相談窓口を拡充し、制度が利用しやすい体制整備に取り組みます。 
[取組内容] 

低所得の高齢者など制度の利用が困難な人に対し、市⻑申立てに要する経費や成年後
見人等への報酬の助成を行います。 
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○配⾷による⾼齢者等⾒守事業 

[第７期の評価・課題] 
在宅での調理が困難な高齢者に対してバランスの取れた食事の提供ができました。実

際に、配達時の安否確認で救急搬送や緊急連絡先へ連絡する等見守りの機能が発揮でき
ましたが、現在利用者が減少傾向にあるため、必要な人にサービスが行き届くよう周知
に努めます。 
[取組内容] 

高齢者の自立した在宅生活援助及び介護予防を目的として、利用者の健康状態の把握
や栄養改善、孤独感の解消及び安否確認等を実施するために、在宅での調理が困難な高
齢者に対してバランスの取れた食事を配達します。 

 
○介護相談員活動事業 

[第７期の評価・課題] 
介護相談員の定期的なサービス事業所への訪問により、利用者・サービス事業者との

信頼関係を築き、サービスの質の向上につながりました。サービス事業所より、イベン
トがある時にも来て欲しいという要望もあり、要望に応じた対応も検討していきます。 
[取組内容] 

介護サービスを利用する人の疑問や不満、不安の解消を図るとともに、介護相談員の
派遣を受けた介護保険施設等のサービス事業者における介護サービスの質的向上を図り
ます。 

 
○⾼齢者等⾒守体制整備事業 

[第７期の評価・課題] 
新規利用者に、ハンズフリーで双方向通話が可能、点字に対応した新型の通報装置を

提供しました。既存の利用者は更新時、入れ替えを行い利便性の向上に努めましたが、
利用者数は減少傾向にあります。制度を周知し、必要な人に行き届くよう努めます。 
[取組内容] 

病弱な高齢者のみの世帯に対して緊急通報装置を貸与することにより、急病等の緊急
時に迅速かつ適切な対応を実施します。 
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○補聴器購⼊助成制度（仮称）の導⼊検討【新規】              

[取組内容] 
医師により補聴器の必要性が認められた市⺠税非課税世帯の高齢者に対して、補聴器

の購入費用の一部を支給し、外出や社会参加の促進を図ります。 
 

○ひとり暮らし⾼齢者への支援 

[第７期の評価・課題] 
高齢者世帯台帳整理について、⺠生委員児童委員に調査を依頼し、地域の高齢者のみ

世帯についての把握に努めました。サービス、支援者とつながっていない方への見守り
が課題であり、支援を必要とする方に必要な支援が届くように努めます。 
[取組内容] 

ひとり暮らし高齢者を対象とした保健福祉サービスを実施します。⺠生委員児童委員
を中心とした地域活動や地域における声かけ運動など、関係機関や地域の連携による市
全体での見守り体制の充実を図ります。 

 
○軽度生活援助事業 

[第７期の評価・課題] 
軽度生活援助事業の自立支援サービス・生活環境支援サービスとも支援ができていま

す。自立支援サービスの利用者は少ないですが、利用者への支援は継続できています。
生活環境支援サービスはほとんどの方が毎年継続して申請しており、新規の方にも支援
できました。 

更に多くの方に知ってもらうために事業所等に周知していきます。 
[取組内容] 

自立支援サービスは高齢者のみの非課税世帯で介護認定を受けていない人を対象に、
買物や洗濯等の軽易な生活支援を行います。また、生活環境支援サービスは、75 歳以上
の高齢者のみの非課税世帯で介護認定者を対象に、庭木の剪定や草刈りなどの生活環境
整備への支援を行います。 

 
○シルバーカードの発⾏ 

[第７期の評価・課題] 
年間約 20 件の発行がありました。引き続きシルバーカードの発行を継続します。 

[取組内容] 
65 歳以上の高齢者を対象に、県内特定施設の入場割引などが受けられるカードを発行

します。 
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（４）地域の人材育成と生活支援・介護予防の基盤整備 

社会資源の把握と開発、ネットワークの構築、支援ニーズとのマッチングを進める生
活支援コーディネーターについて、市全体を区域とする第１層、日常生活圏域を区域と
する第２層で設置しています。生活支援コーディネーターと生活支援・介護予防サービ
スの提供主体等が参画し、定期的な情報共有及び連携強化の場とする「瀬⼾内市生活支
援・介護予防サービス提供主体等協議体」の中で、介護予防・日常生活支援総合事業の
取組推進や地域資源の活用について検討しています。 

地域での支え合いの体制づくりに向けて、介護予防リーダーの養成を進めており、引
き続き地域との協働による取組や人材育成を進めていく必要があります。 

 
[第７期の評価・課題と今後の取組] 

○「生活支援コーディネーター」と「協議体」の取組強化 

[第７期の評価・課題] 
介護予防・日常生活支援総合事業において、生活支援コーディネーターを中心に介護

予防リーダーの育成、地域への介護予防リーダーの派遣を行いました。それをふまえて
年１回社会福祉協議会、生活協同組合おかやまコープ、シルバー人材センターとの交流
会を開催し、情報交換や、お互いの活動を知ってもらう機会を作りました。また、はつ
らつ教室や地域ケア会議を通して、地域課題やニーズを積極的に把握し、解決に向けて
ミーティングで意見交換をしています。 
[取組内容] 

地域において、介護予防・生活支援サービスの提供体制の構築に向けたコーディネー
ト機能（主に資源開発やネットワーク構築の機能）を果たせるように「生活支援コーデ
ィネーター」が、地域ケア個別会議や交流会、協議体の定例会等、情報発信しやすい環
境や場を増やしていきます。 
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目標４．介護保険サービスの充実 

（１）2025 年（令和７年）・2040 年（令和 22 年）を⾒据えた介護保険サービスの充実 

本市では、いわゆる「団塊の世代」が 75 歳以上の後期高齢者となる令和７(2025)年
を踏まえ地域包括ケアシステムの構築を進めてきました。第８期計画では国の指針にお
いて、「2025 年（令和７年）・2040 年（令和 22 年）を見据えたサービス基盤・人的基盤
の整理」が挙げられており、令和 22(2040)年に着目した制度改革へと移行しています。 

平成 28(2016)年７月に厚労省の「我が事・丸ごと地域共生社会実現本部」において、
社会保障政策の枠を超えた生活保障政策の全体的な再構築を図るため、すべての世代・
すべての生活課題を対象とし、多様な社会福祉施策を一体化した統合的な地域ケアを構
築する政策として「地域共生社会」の実現という方針が打ち出されました。また、平成
30(2018)年４月施行の改正社会福祉法においては、高齢期のケアを念頭に置いた地域包
括ケアシステムを引き続き推進しつつ、地域包括ケアシステムの考え方を、障がい者、
子どもなどへの支援や複合的な課題にも広げた令和 22(2040)年を展望した「地域共生社
会」へのシフトが明示されました。 

これまで構築を進めてきた「地域包括ケアシステム」は、「地域共生社会」を実現する
ために不可欠な基盤であり、「地域包括ケアシステム」が深化したものとも言えます。本
市においても、令和 22(2040)年まで起こりうる社会構造の変化や市⺠の暮らしの変化等
を踏まえ、制度・分野ごとの縦割りや「支え手」「受け手」という関係を超えて、また地
域住⺠や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えつながるこ
とで、住⺠一人ひとりが生きがいを感じられる社会をともに創っていくことを目指す必
要があります。 

 
[第７期の評価・課題と今後の取組] 

○居宅サービス 

[第７期の評価・課題] 
住み慣れた地域において、暮らし続けることができるよう、サービス提供事業所との

連携強化を図りました。在宅での生活の維持が難しくなっている人の生活が改善できる
よう、必要な居宅サービスの確保を図ります。 
[取組内容] 

介護が必要になっても、高齢者ができるだけ自宅での生活を続けることができるよう、
在宅介護を支えるサービスである訪問介護や通所介護等の居宅サービスの提供基盤の充
実に向け、介護保険事業者等との連携を図ります。 
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○地域密着型サービス 

[第７期の評価・課題] 
地域密着型サービスについて、事業者の指定、指導、監督を行い、サービス提供の確

保、基盤整備を図りました。 
[取組内容] 

日常生活圏域ごとに必要とされる地域密着型サービスについて、事業者の指定、指導、
監督等の管理を行い、適正なサービス提供の確保、基盤整備を進めます。 

 
○施設・居住系サービス 

[第７期の評価・課題] 
施設での生活においても、住み慣れた住まいでの生活が維持できるよう、プライバシ

ー保護のための施設改修への助成を行いました。 
[取組内容] 

自宅での生活の継続が困難な人の利用希望がかなえられるよう、適切な施設整備を支
援します。 

待機者の状況を把握しながら、介護老人福祉施設や認知症対応型共同生活介護などの
多様な居住系施設の整備について、令和７（2025）年度を見据えながら検討を行います。 
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（２）介護サービスの質の確保・向上と人材の確保 

地域包括ケアシステムの構築・深化・推進には、それを担う介護人材の確保が重要で
す。しかし、介護人材不足が深刻化している現状があり、また令和７(2025)年以降は現
役世代（介護の担い手）の減少が顕著となることも予想されています。 

介護人材の確保のための取組に加え、ソフト面・ハード面で業務の削減・効率化を図
るための取組が必要となります。 

また、介護予防・日常生活支援総合事業等の担い手を確保する取組や、介護現場での
業務改善や文書量削減、ロボット・ＩＣＴの活用の推進等による業務の効率化の取組を
強化するとともに、介護現場革新に係る取組の周知広報を進め、介護現場のイメージを
刷新することが重要です。 

 
[第７期の評価・課題と今後の取組] 

〇適切なサービス事業者の指定 

[第７期の評価・課題] 
平成 30(2018)年に１回、平成 31(2019)年に１回地域密着型サービス運営委員会を開

催し、公平・公正な審査を行い、良質なサービス提供の確保を図りました。 
[取組内容] 

地域密着型サービス事業者の指定にあたっては、「瀬⼾内市地域密着型サービス運営委
員会」による公平・公正で透明性の高い審査を経たうえで、良質なサービスを提供する
適切な事業者を選定します。 

 
○利⽤者の苦情、相談への対応 

[第７期の評価・課題] 
利用者からの苦情を受けた際には、早急に事実確認し、指導を行いました。 

[取組内容] 
サービス利用者からの相談や苦情に迅速に対応し、利用者と事業者間の調整や事業者

への指導等を行います。 
 

○サービス第三者評価事業の促進 

[第７期の評価・課題] 
事業評価を実施しており、結果を公表しました。評価に基づき、助言を行い、サービ

スの質の向上を図りました。 
[取組内容] 

事業者自身によるサービスの質の向上を促すために、サービス第三者評価事業を実施
しています。評価結果の公表方法について市から助言を行い、サービスの質の向上がよ
り促進されるよう働きかけます。 
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○事業者による情報公開の推進 

[第７期の評価・課題] 
サービス事業所に対して、普及啓発を図りました。 

[取組内容] 
介護サービス事業者に対して、情報の公表を義務づける岡⼭県の「介護サービス情報

の公表」制度について、普及促進を図ります。 
 

○介護支援専門員（ケアマネジャー）への支援 

[第７期の評価・課題] 
集団指導を通じて介護保険制度の周知や、ケアプラン点検での指導や助言などでケア

マネジャーの質の向上を図りました。困難ケースなど個別事案について、制度上の助言
を行いました。 
[取組内容] 

介護支援専門員協会等と連携を図り、研修の実施や情報共有を進めることで、ケアマ
ネジャーの資質向上を図るとともに、困難ケースに対する助言を行うなど、利用者のニ
ーズに応じた適切なケアマネジメントが行われるよう取り組みます。 

 
○事業者への指導・助言 

[第７期の評価・課題] 
地域密着型サービス事業所に対して、実地指導、集団指導を通して指導・助言を行い

ました。周知が必要な情報については、メール、文書、ＦＡＸ等で情報共有を図りまし
た。 
[取組内容] 

地域密着型サービス事業者に対し、実地指導を通して指導・助言を行います。利用者
への適切な情報開示が図られるよう努めます。 

 
○介護・福祉人材の確保 

[第７期の評価・課題] 
各事業所の現状を把握し、令和７(2025)年、令和 22(2040)年を見据えた対応を、関係

機関と情報共有しながら、人材確保に取り組みます。 
[取組内容] 

介護保険サービスや福祉サービスの提供を担う人材の確保に向けて、就労支援を担当
する庁内関係課やハローワーク等の関係機関と連携を図りながら、効果的な取組を検
討・実施するとともに、業務効率化に対する取組の支援をおこないます。 
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（３）介護給付適正化の推進と制度運営 

平成 29(2017)年に介護保険法の一部が改正され、市町村介護保険事業計画には介護給
付等に要する費用の適正化に関し、市町村が取り組むべき施策やその目標を定めること
となりました。 

持続可能な介護保険制度の構築に向けて、介護サービスを必要とする人の要介護状態
区分を適切に認定し、受給者が真に必要とする過不足のない介護サービスを事業者が適
切に提供するよう促すことが求められます。 

 

[第７期の評価・課題と今後の取組] 

○適切な要介護認定 

[第７期の評価・課題] 
介護認定調査員は、家族、ケアマネジャー等に確認を取りながら状況把握をし、一次

判定ソフトの推計では評価しきれない具体的な介護の手間について記載をしていきまし
た。 
[取組内容] 

公平・公正な要支援・要介護認定のために、認定調査の実施にあたって介護認定調査
員は、日頃の状況を把握している家族やケアマネジャー等にも確認をとりながら状況把
握を行い、適正な審査・判定につながるよう取組を進めます。 

 
○社会福祉法人等による利⽤者負担減額措置制度の促進 

[第７期の評価・課題] 
制度に関しての問い合わせがあり、申請に結びつきました。制度の周知に努めます。 

[取組内容] 
低所得者で生計が困難な利用者の負担を軽減し、必要な介護保険サービスの確保を図

ることを目的とした社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度について、制度の周知
に努めます。 
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目標５．認知症施策推進大綱等を踏まえた認知症施策の推進 

（１）認知症の人を支援する連携体制の強化 

認知症を引き起こす原因疾患は多数存在しますが、認知症が進行する最大の原因は加
齢です。本市の後期高齢者数は令和 12(2030)年まで一貫して増加する見込みであること
から、認知症高齢者数は、令和５(2023)年は 1,742 人、令和７(2025)年は 1,820 人と増
加することが見込まれています。 

認知症（特にアルツハイマー病）による症状が出現する十数年前から脳内ではタンパ
ク質の異常な蓄積が既に始まっており、認知症と診断される時期には相当の神経細胞が
機能不全に陥っていると考えられています。従って、明らかな認知症を発症した時点で
は予防対策は極めて困難といえます。 

令和元(2019)年度に実施した介護予防・日常生活圏域ニーズ調査では、「物忘れが多い
と感じますか」という設問に「はい」と回答した人は、48.1％となっており、認知機能
の低下が見受けられます。第８期計画では介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果から
見出されたリスク分析結果を踏まえ、本市に適した取組につなげていく必要があります。 

令和元(2019)年６月厚生労働省の認知症施策推進関係閣僚会議において取りまとめら
れた「認知症施策推進大綱」を踏まえ、認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望
を持って日常生活を過ごせる社会を目指し、認知症の人や家族の視点を重視しながら、
「予防」と「共生」を車の両輪として施策を推進します。また、高齢者の総合相談窓口
である地域包括支援センターを核に、認知症の入口である医療機関等様々な機関が連携
し、適切な相談窓口につながるようネットワークを構築するとともに、認知症高齢者の
相談体制の充実と権利擁護、地域で見守る体制づくりにも引き続き取り組みます。 

 
認知機能の状況 

 
（出典）介護予防・日常生活圏域ニーズ調査（令和２(2020)年３月）  
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認知症高齢者数の推計 

 令和２年

（2020 年） 

令和３年

（2021 年） 

令和４年

（2022 年） 

令和５年

（2023 年） 

令和７年

（2025 年） 

令和 22 年

（2040 年） 

認知症高齢者数 1,620 1,666 1,709 1,742 1,820 2,303 

※日常生活自立度Ⅱ以上の認知症高齢者の実績値を基に推計（各年４月１日現在） 
 

認知症ケアパスのイメージ図 

 
（出典）厚生労働省「認知症ケアパス」 
 

[第７期の評価・課題と今後の取組] 

○認知症初期集中支援チームの活動強化 

[第７期の評価・課題] 
認知症初期集中支援チーム員会議を毎月定例で開催し、対象となる人の選定や多職種

による支援検討・助言、情報共有などを行いました。 
もの忘れ相談会の開催による対象者の掘り起こしや、広報紙、ホームページなどでの

相談窓口の周知を行っています。 
[取組内容] 

認知症サポート医と保健師などの専門職からなる「認知症初期集中支援チーム」を設
置し、認知症が疑われる人、認知症の人、その家族の初期支援を包括的、集中的に自立
生活のサポートを行っています。認知症地域支援推進員と連携し、対象者となる人の選
定や支援方法について検討を進め、医療や介護サービスにつなぐことができる支援体制
を整備します。 
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○認知症ケアパスの普及 

[第７期の評価・課題] 
認知症に関する研修会やイベント等において認知症サポートブック（認知症ケアパス）

を配布し、普及啓発に取り組みました。認知症の人や家族の意見も取り入れながら認知
症サポートブックの掲載内容を見直していく必要があります。 
[取組内容] 

認知症の状態に応じた適切な医療や介護サービスなどの提供の流れについて地域住⺠
や医療・介護の関係者の認識を共有し、早期からの適切な診断や対応が行われるよう、
認知症サポートブックの理解促進を図ります。 

 
○認知症の早期発⾒・早期対応の支援体制の構築 

[第７期の評価・課題] 
認知症地域支援推進員が中心となり地域の医療介護関係者やボランティアなど社会資

源との連携を図り、早期発見、早期対応の体制を整備しました。継続して実施していく
必要があります。 
[取組内容] 

認知症サポートブックに基づき、医療と介護の連携、認知症サポーターをはじめとし
た地域住⺠の協力を得ながら、認知症の早期発見と早期対応、地域の支援体制づくりを
進めます。 

 
○認知症に関する相談支援体制の連携強化 

[第７期の評価・課題] 
地域包括支援センターに認知症地域支援推進員を配置し、認知症初期集中支援チーム

等の関係機関との連携を図りました。継続して実施していく必要があります。 
[取組内容] 

地域包括支援センターにおいて実施する高齢者の認知症に関する相談対応を通じて、
認知症地域支援推進員の対応力の向上に取り組み、認知症初期集中支援チーム等の関係
機関との連携強化を図ります。 
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（２）認知症についての理解促進と⾒守り体制の構築 

本市では、認知症介護家族の交流会と認知症カフェを定期的に開催し、認知症につい
ての理解促進に努めています。認知症の人や家族に限らず誰もが気軽に集える場として、
今後も引き続き実施していく必要があります。 

また、地域における認知症の理解促進に向けて、引き続き認知症サポーターの養成と
見守り活動の推進に取り組む必要があります。 

認知症高齢者の行方不明時の対策として、「ひとり歩き高齢者見守り協力体制」「認
知症高齢者徘徊対策促進事業」の普及に取り組んでいく必要があります。認知症高齢者
が徘徊により行方不明になった時でも、早期発見、早期保護までがすみやかに対応でき
る仕組みを目指しています。 

さらに令和２(2020)年 10 月からは「認知症高齢者損害賠償責任保険事業」を実施し、
認知症の人や家族のみならず周囲の不安軽減を図ります。 
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認知症高齢者徘徊対策促進事業の流れ 

 

（出典）東邦ホールディングス株式会社 
 

 

[第７期の評価・課題と今後の取組] 

○認知症に関する正しい知識の普及・啓発 

[第７期の評価・課題] 
一般市⺠に加え、銀行やスーパーなどの事業所、小中高の児童・生徒に向けた認知症

サポーター養成講座等の開催を実施しました。地域における認知症の理解促進を図るた
め、引き続き認知症サポーターの養成が必要です。 
[取組内容] 

認知症サポーター養成講座を中心に、地域の中で認知症の予防、早期発見、早期対応
について学べる機会を提供します。また、認知症サポーターを養成するとともに、見守
り等の活動がしやすい環境整備に取り組みます。 

 
○認知症の人を介護する家族への支援 

[第７期の評価・課題] 
認知症地域支援推進員が中心となり「認知症介護家族の集い」「認知症カフェ」を定期

的に開催し、早期発見、早期対応を図るための支援体制を実施しました。内容の充実に
向けて取り組みます。 
[取組内容] 

認知症の人や家族の抱える不安や悩みを参加者同士で共有し、認知症に関する理解促
進を図ります。地域の人や専門職にも参加を促し、様々な立場の人が気軽に交流できる
場所として開催します。 
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○ひとり歩き⾼齢者⾒守り協⼒体制の普及 

[第７期の評価・課題] 
ケアマネジャー等の協力を得ながら、家族や介護者を通じて行方不明になる可能性が

ある認知症の人を早期に利用につなげることができました。 
認知症の人や家族が安心して暮らせる地域づくりを推進するため、さらに取り組みま

す。 
[取組内容] 

認知症の人が行方不明になった場合、地域の支援を得て早期に発見できるよう、個人
情報の事前登録と関係機関の支援体制を構築し、認知症の人の見守りを行う協力体制の
普及に取り組みます。徘徊模擬訓練についても継続して実施します。 

 
○認知症⾼齢者徘徊対策促進事業（⾒守りシール）の活⽤ 

[第７期の評価・課題] 
ひとり歩き高齢者見守り協力体制と併せて周知することで、事業の利用につながりま

した。認知症の人や家族が安心して暮らせる地域づくりを推進するため、さらに取り組
みます。 
[取組内容] 

認知症により徘徊する高齢者の家族に対して見守りシール（QR コード付シール）を
支給します。発見者が高齢者の衣服等に貼り付けられた QR コードをスマートフォンで
読み取ることで、ネット上の伝言板を通じて発見者と家族のやりとりを可能にします。
身元確認から引き渡しまでの時間が短縮されることで、高齢者の安全確保と家族の精神
的負担の軽減を図ります。 

 
○認知症⾼齢者損害賠償責任保険事業の普及【新規】 

[取組内容] 
認知症高齢者の行方不明時の対策の一環として、認知症高齢者が日常生活における偶

然な事故によって、 他人にケガをさせたり、他人の財物を壊したりして法律上の損害賠
償責任を負担した場合に備えて、市が保険契約者となり個人賠償責任保険に加入します。 

 
○認知症⾝元不明⾼齢者一時保護事業の実施【新規】 

[取組内容] 
徘徊により警察に保護された身元不明の認知症高齢者と思われる人を特別養護老人ホ

ームにおいて一時保護することで、事故の防止や精神安定を図ります。 
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目標６．⾼齢者の多様な住まいの充実 

（１）⾼齢者の多様な住まいの充実 

高齢者の住まいとして、介護給付による施設サービスのほか、養護老人ホームや軽費
老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅があります。 

アンケート調査によると、在宅で生活する要介護者は、施設等への入所・入居の検討
状況について、「入所・入居は検討していない」が 82.6％となっており、前回調査（78.0％）
と比べて高くなっています。一方で、入所・入居を検討している人も一定割合存在する
ことから、施設サービスも含めた多様な住まいの確保に引き続き取り組んでいく必要が
あると言えます。 

 

施設等への入所・入居の検討状況 

 
（出典）介護予防・日常生活圏域ニーズ調査（令和２(2020)年３月） 

 

 

市内の住宅型有料⽼人ホーム及びサービス付き⾼齢者向け住宅の設置状況 

 

■市内の住宅型有料⽼人ホーム     ■市内のサービス付き⾼齢者向け住宅 
施設数 定員  施設数 ⼾数 

5 97  5 85 
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[第７期の評価・課題と今後の取組] 

○⾼齢者が暮らしやすい住環境の充実 

[第７期の評価・課題] 
市営住宅の入居には同居親族がいることが条件ですが、60 歳以上であれば、単身入居

が認められ、抽選となった時には優遇措置しました。 
定住促進の視点から、住宅リフォームに対する支援方法について今後検討していきま

す。 
[取組内容] 

市営住宅における単身高齢者の優先入居制度を継続するとともに、講演会やセミナー
等の開催、ガイドブック作成による高齢者の住まいのあり方についての学習機会の確保
など、市の定住促進事業等との連携を図りながら、高齢者の暮らしやすい住環境の充実
を総合的に進めていきます。 

 
○養護⽼人ホーム 

[第７期の評価・課題] 
生活が困窮し、自立した生活の継続が困難となった方の受入を実施しました。平成

30(2018)年度から令和 2(2020)年度の受入人数は、横ばい状態となっています。 
[取組内容] 
市内には養護老人ホームが１か所運営されており、今後も在宅での生活が困難となっ

た際の受け入れ先として確保していきます。在宅での生活を支援していくための地域の
介護拠点としての役割の充実を図ります。 

 
■市内の養護⽼人ホームの設置状況 

令和２（2020）年度 令和 5（2023）年度 

施設数 定員 施設数 定員 

1 50 1 50 
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○軽費⽼人ホーム【拡充】 

[第７期の評価・課題] 
市内にはケアハウスが１か所運営されています。経済的な理由等で在宅での生活が困

難な高齢者の住まいとして必要な施設サービスの確保が課題です。 
[取組内容] 

高齢のため独立して生活することに不安のある高齢者の住まいとして、軽費老人ホー
ムの整備を行います。 

 
■市内の軽費⽼人ホームの設置状況 

令和２（2020）年度 令和 5（2023）年度 

施設数 定員 施設数 定員 

1 15 2 30 
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目標７．⾼齢者の権利が守られ、だれもが安心して暮らせるまちづくり 

（１）⾼齢者の権利擁護 

「高齢者の虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」いわゆる「高
齢者虐待防止法」が平成 18（2006）年 4 月に施行されてから、10 年以上が経過しまし
た。 

この法律では、「65 歳以上の高齢者に対する身体への暴行や、食事を与えないなどの
⻑時間の放置、暴言などで心理的外傷を与える行為、財産を家族らが勝手に処分するな
どの行為」を高齢者虐待と定義し、虐待を発見した家族や施設職員等に市町村への通報
義務を規定しています。高齢者虐待の防止に向けた取組を行うとともに、法に基づく制
度の実効性を確保するため、虐待に関する通報を受けた場合の体制整備はもとより、虐
待の早期発見・把握に努めつつ、成年後見制度等による高齢者の権利擁護を推進してい
く必要があります。 

高齢者虐待や権利擁護に関する支援が必要な高齢者等については、地域包括支援セン
ターを中心に関係機関と連携を図り対応を進めます。 

「成年後見制度」は、認知症や障がい等により判断能力が十分ではない高齢者や障が
い者に代わり、成年後見人等が財産管理等を行うことで、本人の権利を守り生活を支援
するための制度です。今後、認知症高齢者が増加し、後見人の需要が高まることが見込
まれますが、後見等の開始後に本人やその親族・後見人を支援する体制が十分に整備さ
れていないことなど、成年後見制度の利用について、様々な課題があげられています。 

このような状況から、国は成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画
的に推進することを目的として、「成年後見制度の利用の促進に関する法律（以下、促進
法）」を平成 28(2016)年４月 15 日に公布し、同年５月 13 日に施行しました。更に、こ
の促進法に基づき、「成年後見制度利用促進基本計画（以下、基本計画）」が平成 29(2017)
年３月 24 日に閣議決定されました。 

本市では、成年後見制度の利用促進のために、保健・医療・福祉の連携に司法も含め
た仕組みとして、「チーム」「協議会」「中核機関」を構成要素とした、地域連携ネットワ
ークの構築を進めていきます。権利擁護センターを中核機関として、法律・福祉の専門
職団体や関係機関が連携協力する「協議会」を設置・運営し、本人を中心とする「チー
ム」を支援する仕組みを作ります。 
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[第７期の評価・課題と今後の取組] 

○権利擁護事業 

[第７期の評価・課題] 
権利侵害を受けていると思われる事案については関係機関と連携のうえ、迅速な対応

に努めました。権利擁護に関する啓発に向けて、地域の専門職等を対象とした権利擁護
事例研究会を実施しました。また、地域の専門職等との協働により、一般市⺠を対象と
した高齢者・障がい者生活なんでも相談会等を開催しました。 
[取組内容] 

権利擁護の身近な相談窓口である地域包括支援センターが権利擁護支援を必要とする
人を地域で発見し、本人を中心とする「チーム」を形成し、権利擁護支援にあたります。
このチームを地域で支える仕組みとして、権利擁護センターと法律・福祉の専門職団体
や関係機関とで組織する「協議会」を設置、運営します。 

 
○成年後⾒制度等の普及啓発 

[第７期の評価・課題] 
一般市⺠を対象にした成年後見セミナーを毎年開催し、成年後見制度の周知に努めま

した。 
[取組内容] 

成年後見制度の普及啓発のため、制度内容について丁寧な説明に努めます。権利擁護
センターを中心に、地域包括支援センターや各事業所のケアマネジャー等と連携し、成
年後見制度の利用を促進します。また、社会福祉協議会が実施する日常生活自立支援事
業の情報提供も行います。 

 
○市⺠後⾒推進事業 

[第７期の評価・課題] 
一定の研修を受講した方を市⺠後見人候補者としてバンク登録しました。登録者を増

やすため、市⺠後見人の活動を広く周知していきます。 
[取組内容] 

成年後見制度における身上監護を中心とする市⺠後見人の活動を拡大するとともに、
その活動を支援する中核機関の機能充実を図ります。  



- 80 - 

○市消費生活センターの機能充実と消費者被害の防⽌ 

[第７期の評価・課題] 
市消費生活センターでは、社会福祉協議会のサロン活動としての出前講座を中心に、

地域に出向き、消費生活について、直接お伝えすることが増えてきました。また、警察
署からも、最近の手口や傾向をお知らせできるようになりました。出前講座や窓口にお
いて、啓発グッズの配布を行い、「消費生活センター」のＰＲも積極的に行いました。 

市役所内の関係部署、関係機関（社会福祉協議会、地域包括支援センター、警察署な
ど）と連携して「見守りネットワーク」づくりに努め、被害を出さないよう一層の連携
を図っていきます。 
[取組内容] 

自立した消費者の育成及び消費者被害防止のため、出前講座の実施や啓発パンフレッ
トの作成等を継続して行い、悪質商法に対する対処法等の啓発を進めます。 

消費生活相談窓口の認知拡大、利用促進を図るほか、平成 29（2017）年度に開設した
市消費生活センターを被害の防止と解決に資する機関として機能の充実を図ります。 

 
○⾼齢者虐待防⽌ 

[第７期の評価・課題] 
高齢者虐待の防止に向けて、地域の方が早期に相談できるよう身近な相談窓口として

地域包括支援センターを周知しました。 
[取組内容] 

権利擁護支援が必要な高齢者を早期に発見し、適切な支援につなげられるよう、相談
窓口の充実を図るとともに、高齢者が地域の中でつながりを持ち、生活に困難が生じる
ようになっても早期に気づき合える地域づくりを目指します。 
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地域連携ネットワークのイメージ図 
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（２）ユニバーサルデザインのまちづくりと交通インフラの整備 

高齢者が積極的に社会参加し、いつまでもいきいきと暮らすことのできるまちをつく
るためには、施設や歩行空間のバリアフリー化などの「福祉のまちづくり」を推進する
とともに、高齢者にとって安全で利便性の高い移動手段を確保する必要があります。 

市では、公共交通の利用が不便な地域に暮らす人の移動手段の確保等を目的に、平成
27(2015)年度に「瀬⼾内市地域公共交通網形成計画」を策定するとともに、平成 29(2017)
年 11 月からは公共交通機関の利用が不便な一部の地域において、市営バスの実証運行
を開始しました。 

在宅介護実態調査の結果からも、移動サービスへのニーズは高く、また、高齢者の外
出を支援することは介護予防にもつながることから、引き続き市⺠のニーズを踏まえな
がら交通インフラの整備に努めていく必要があります。 

 

 

 

[第７期の評価・課題と今後の取組] 

○ユニバーサルデザインのまちづくりの推進 

[第７期の評価・課題] 
市⺠の移動手段の維持・確保のため、「瀬⼾内市地域公共交通計画」を策定し、公共交

通網の整備を計画的に進めていきます。 
[取組内容] 

「どこでも、誰でも、自由に、使いやすく」というユニバーサルデザインの理念に基
づいたまちづくりに向け計画策定を行うなど、高齢者にやさしい、住みやすい生活環境
の整備を図ります。 
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○⾼齢者の移動手段の確保【拡充】 

[第７期の評価・課題] 
公共交通不便地域の解消を図るため、市営バスを６路線運行しています。また、公共

交通不便地域で、一定の要件を満たす市⺠へタクシー券を配布するタクシー活用事業を
導入しています。 

公共交通網の維持確保に努めつつ、不便な地域の解消を目指すとともに、乗り継ぎの
改善等により、より利便性の高い公共交通網の整備を図ることを目指します。 
[取組内容] 

高齢者等の移動手段を確保する観点から、公共交通網の整備やその他移動に伴う支援
策を関係機関と連携を図りながら検討・実施します。 

新たに要支援・要介護認定者に対して、タクシー券の配布を実施します。 
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（３）災害や感染症対策の推進 

近年、日本各地で大規模な災害が頻発し、市⺠に大きな不安を与えています。本市で
は、大雨や地震といった災害時において、ひとりで避難することが困難な高齢者等を支
援する体制づくりとして、市では避難行動要支援者名簿の整備や自主防災組織の結成を
進めています。 

今後、後期高齢者数の増加が見込まれており、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世
帯の増加が予想されています。 

そのような高齢者（要配慮者）を災害から守るためには、地域の防災力（共助）の向
上が不可欠であり、自主防災組織が実施する地域における防災訓練支援や出前講座等を
通して共助の啓発に努めていかなければなりません。 

また市が整備している避難行動要支援者名簿については、対象者の具体的な支援策を
まとめた個別支援計画の策定を目指して、⺠生委員児童委員、福祉委員との情報共有を
行う体制の強化が必要となります。そのために、市や各種委員、また介護保険事業に携
わる関係者同士の要配慮者に対する連携を深めていきます。 

また、介護保険施設に対して利用者の安全が確保できるよう、情報提供・助言などの
支援を行っていきます。 

災害だけではなく、高齢者を狙った犯罪や、新型コロナウイルス感染症の感染拡大な
ど、高齢者の安全・安心を脅かす状況は多岐にわたります。本市で暮らす高齢者が安全
に安心して暮らせるよう取り組んでいきます。 
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[第７期の評価・課題と今後の取組] 

○防災対策の推進 

[第７期の評価・課題] 
災害対策基本法の改正に伴う避難行動要支援者名簿を整備でき、災害時の要支援者へ

の支援の中核を担う自主防災組織の結成促進や、消防団、福祉関係者などとの連携によ
る地域防災の体制整備が図れています。 

今後、さらに自主防災組織の結成を促すとともに、訓練等を通じて共助の向上を促進
していきます。また、関係者との連携を強化して個別支援計画を策定する必要がありま
す。 

また、介護保険施設（要配慮者利用施設）については、水防法及び土砂災害防止法に
基づき、施設の避難確保計画の策定及び避難訓練の実施を促進していきます。 
[取組内容] 

災害対策基本法の改正に伴う避難行動要支援者名簿を整備し、災害時の要支援者への
支援の中核を担う自主防災組織の結成促進や、消防団、福祉関係者などとの連携による
地域防災の体制整備を図ります。 

 
○感染症対策に係る体制整備【新規】 

[取組内容] 
新型コロナウイルス等の感染症が発生した場合、物品の配布等、事業継続に必要な支

援を関係機関と連携をとりながら感染拡大防止対策を図ります。 
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（４）交通安全の推進 

高齢者人口の増加に伴い、高齢運転者の関わる交通事故の割合は増加傾向にあります。
本市では、交通安全県⺠運動期間中、市内各地での街頭啓発活動のほか、自動車教習所・
警察署等と連携して、高齢者安全運転教室を開催します。実践型の体験教室を通じて、
加齢に伴う自己の身体的特徴の変化を体感することにより、改めて交通安全の大切さを
認識してもらい、高齢運転者による交通事故の減少を図ります。引き続き、交通安全対
策として、交通ルールや交通マナーを高めるための啓発・指導を進めていきます。 

 

 
 

 
[第７期の評価・課題と今後の取組] 

○交通安全対策の推進 

[第７期の評価・課題] 
警察署や危機管理課及び交通安全推進団体と連携し、高齢者に対する街頭啓発活動や

高齢者安全運転教室を開催しました。 
自治会等が設置するＬＥＤ防犯灯に補助金を交付し、防犯灯のＬＥＤ化を進めていま

す。 
また高齢運転者による交通事故を未然に防止し、高齢運転者や市⺠の皆さんの安全向

上のため、瀬⼾内市交通安全運転支援装置整備補助金を創設しました。 
[取組内容] 

警察署や危機管理課及び交通安全推進団体が連携をとりながら、ふれあいサロンや老
人会、街頭啓発活動等で交通事故防止を促進するほか、個別訪問により個々の生活に応
じた交通事故防止策の検討や情報提供を行います。また、カーブミラーや道路照明灯、
ガードレール等の交通安全設備の整備を警察署や建設課と連携をとりながら進めていき
ます。  
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第２章 介護保険サービスの展開 

１．介護保険事業の推計の概要 

都道府県・市町村における計画策定・実行を支えるために地域包括ケア「見える化」シ
ステム（厚生労働省）を使用し、各サービスの見込量や給付費を推計しました。 

推計の流れは以下のとおりです。 
 

介護保険事業量・給付費の推計手順 

  

■ 被 保 険 者 及 び 要 介 護 等 認 定 者 数 の 推 計 

高齢者人口の推計と直近の要介護等認定率から、将来の

要介護等認定者数を推計します。 

 

■ 施設・居住系サービス利用者数の推計 

施設・居住系サービスの給付実績を基に、施設・居住系

サービス利用者数（利用見込量）を推計します。 

 

■ 居宅サービス対象者数の推計 

居宅サービスの利用実績を基に、認定者数から施設・居

住系サービス利用者数を除いた標準的居宅サービス等受

給対象者数を推計します。 

 

■ 居宅サービス利用見込量の推計 

居宅サービス・地域密着型サービス・介護予防サービス・

地域密着型介護予防サービス対象者数に各サービスの利

用率、利用者１人当たり利用回数（日数）等を勘案して、

各サービスの利用量を推計します。 

 

■ 給付費の推計 

将来のサービス利用量に、施設・居住系サービスの場合

は給付実績を基に１月当たりの平均給付費を、居宅サー

ビスの場合は１回（日）当たり平均給付費をそれぞれ乗

じて給付費を算定します。 
  

１ 被保険者数の推計

２ 要介護等認定者数の推計

３ 施設・居住系サービス利用
者数（利用見込量）の推計

４ 居宅サービス
対象者数の見込み

５ 居宅サービス
利用見込量の推計

６ サービス事業量、事業費、
総給付費の推計

利用率、利用量
供給率等

サービス別給付費



- 88 - 

２．介護保険事業費の算定 

（１）人口推計 

本市の高齢者数は令和３(2021)年度まで上昇しますが、その後令和７(2025)年まで横
ばいに推移することが見込まれます。また、前期高齢者は令和３(2021)年以降減少する
ものの、後期高齢者は令和７(2025)年まで上昇することが予想されます。 

① 年齢階層別人口（各年度９⽉末） 

 

※ 平成 30(2018)年～令和２(2020)年までは住民基本台帳（各年９月末現在）、令和３(2021)年～令和
７(2025)年までは直近５年間の住民基本台帳人口（各年９月末現在）を基にコーホート変化率を用い
て推計、令和 22(2040)年は国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 30（2018）
年推計）」 
 

② 被保険者数（各年度９⽉末） 

 
※ 平成 30(2018)年～令和２(2020)年までは住民基本台帳（各年９月末現在）、令和３(2021)年～令和
７(2025)年までは直近５年間の住民基本台帳人口（各年９月末現在）を基にコーホート変化率を用い
て推計、令和 22(2040)年は国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 30（2018）
年推計）」 
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（２）要支援・要介護認定者数の推計（２号被保険者含） 

要介護認定者数の実績（要介護度別の出現率）を基に、各計画年度における要支援・
要介護度別の認定者数を推計しました。 

本市における要介護認定者数は令和３(2021)年以降増加することが予想されます。令
和 22(2040)年の要介護認定者数は 3,287 人となり、平成 30(2018)年の約 1.3 倍になる見
込みです。 
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（3）施設・居住系サービス利⽤者数及び利⽤定員数 

① 施設・居住系サービス利⽤者数の推計 
施設・居住系サービス利用者数は、近年の利用動向や近隣市町の整備予定を踏まえ、

次のとおり見込みます。 
（単位：１月当たりの利用者数） 

サービス種別 

第８期    

令和３年度

（2021 年度） 

令和４年度

（2022 年度） 

令和５年度

（2023 年度） 

 令和７年度

(2025 年度) 

令和 22 年度 

(2040 年度) 

介護老人福祉施設 299 299 299  321 412 

介護老人保健施設 111 111 111  119 151 

介護医療院 3 3 3  3 4 

介護療養型医療施設 0 0 0  0 0 

特定施設入居者生活介護 52 53 55  55 70 

認知症対応型共同生活介護 79 81 81  81 81 

地域密着型特定施設 

入居者生活介護 
0 0 0  0 0 

地域密着型介護老人福祉 

施設入所者生活介護 
0 0 0  0 0 

計（利用者数） 544 549 551  582 743 

 

② 日常生活圏域ごとの利⽤定員数の⾒込み（地域密着型サービス） 
地域密着型サービスのうち利用者数を見込んでいるサービスについて、本計画期間

における日常生活圏域ごとの利用定員数は以下のとおりです。 

（単位：１月当たりの利用者数） 

サービス種別 圏域名 

第８期 

令和３年度

（2021 年度） 

令和４年度

（2022 年度） 

令和５年度

（2023 年度） 

認知症対応型共同生活介護 

牛窓 18 18 18 

邑久 36 36 36 

裳掛 0 0 0 

長船 27 27 27 

計（利用定員） 81 81 81 
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                           （単位：１月当たりの利用者数） 

サービス種別 圏域名 

第８期 

令和３年度

（2021 年度） 

令和４年度

（2022 年度） 

令和５年度

（2023 年度） 

地域密着型 

特定施設入居者生活介護 

※市内に対象施設なし 

牛窓 0 0 0 

邑久 0 0 0 

裳掛 0 0 0 

長船 0 0 0 

計（利用定員） 0 0 0 

 
（単位：１月当たりの利用者数） 

サービス種別 圏域名 

第８期 

令和３年度

（2021 年度） 

令和４年度

（2022 年度） 

令和５年度

（2023 年度） 

地域密着型介護 

老人福祉施設入所者生活介護 

※市内に対象施設なし 

牛窓 0 0 0 

邑久 0 0 0 

裳掛 0 0 0 

長船 0 0 0 

計（利用定員） 0 0 0 

 

③ 広域型居住系サービスの利⽤定員数 
広域型居住系サービスのうち利用者数を見込んでいるサービスについて、本計画期

間における利用定員数は以下のとおりです。 
 

（単位：１月当たりの利用者数） 

サービス種別 

第８期 

令和３年度

（2021 年度） 

令和４年度

（2022 年度） 

令和５年度

（2023 年度） 

混合型特定施設入居者生活介護 - 15 15 
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（4）介護サービス給付費及び事業量の⾒込み 

① 居宅サービス 

 
（給付費は年間累計の⾦額、回数は１⽉当たりの数、人数は１⽉当たりの利⽤者数） 
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■各サービスの内容について 

１）訪問介護 

訪問介護員（ホームヘルパー）などが家庭を訪問して、食事・入浴・排せつなど
の身体介護、調理・洗濯・掃除などの日常生活上の援助をします。 

 

２）訪問⼊浴介護 

介護職員と看護職員が移動入浴車などで家庭を訪問し、入浴の介助をします。 
 

３）訪問看護 

疾患などを抱えている人へ、訪問看護ステーションや病院・診療所の看護師など
が家庭を訪問して、療養上の世話や必要な診療の補助を行います。 

 

４）訪問リハビリテーション 

病院・診療所又は介護老人保健施設の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が家
庭を訪問して、居宅での生活機能の維持、向上のためのリハビリテーションを行い
ます。 

 

５）居宅療養管理指導 

医師・⻭科医師・薬剤師・管理栄養士などが通院困難な利用者の家庭の訪問し、
心身の状況と環境などを把握し、療養上の管理や指導をします。 

 

６）通所介護 

デイサービスセンターなどに通い、食事・入浴・排せつなどの日常生活上の支援
や機能訓練などを日帰りで行います。 

 

７）通所リハビリテーション 

介護老人保健施設や病院・診療所に通い、食事・入浴・排せつなどの日常生活上
の支援や生活機能向上のためのリハビリテーションを日帰りで行います。 

 

８）短期⼊所生活介護 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）などに短期間入所している人へ、日常
生活上の支援や機能訓練などを行います。 
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９）短期⼊所療養介護 

介護老人保健施設などに短期間入所し、日常生活上の支援や機能訓練などを行い
ます。 

 

10）福祉⽤具貸与 

日常生活の自立を助けるための福祉用具の選定の援助・調整を行い、貸与します。 
 

11）特定福祉⽤具購⼊ 

福祉用具のうち、入浴や排せつに用いる貸与になじまない性質の特定福祉用具の
購入費を支給します。 

 

12）住宅改修 

手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修を行ったときに、改修費を支給しま
す。 

 

13）特定施設⼊居者生活介護 

介護付有料老人ホームなどに入居している人へ、日常生活の世話、機能訓練など
を行います。 
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② 地域密着型サービス等 

 
（給付費は年間累計の⾦額、回数は１⽉当たりの数、人数は１⽉当たりの利⽤者数） 

 

■各サービスの内容について 

１）定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

要介護認定者の在宅生活を支えるため、日中・夜間を通じて定期的な巡回と随時
の通報により家庭を訪問し、食事・入浴・排せつなどの介護や日常生活上の緊急時
の対応を行います。 

 

２）夜間対応型訪問介護 

夜間に定期的な巡回又は通報により、利用者の家庭を訪問し、食事・入浴・排せ
つなどの介護や日常生活上の支援、緊急時の対応などを行います。 
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３）地域密着型通所介護 

定員が 18 人以下の小規模な通所介護施設で、食事・入浴・排せつなどの日常生
活上の支援や機能訓練などを日帰りで行います。 

 

４）認知症対応型通所介護 

認知症の人へ、食事・入浴・排せつなどの介護や機能訓練などを日帰りで行いま
す。 

 

５）小規模多機能型居宅介護 

施設への通いを中心として、利用者の選択に応じて家庭への訪問や短期間の宿泊
を組み合わせ、多機能な支援を行います。 

 

６）認知症対応型共同生活介護 

認知症の人が共同生活する住宅で、家庭的な環境と地域住⺠との交流のもと、食
事・入浴・排せつなどの介護や機能訓練などを行います。 

 

７）地域密着型特定施設⼊居者生活介護 

定員が 29 人以下の小規模な介護付有料老人ホーム等で、食事・入浴・排せつな
どの介護や日常生活上の支援、機能訓練などを行います。 

 

８）地域密着型介護⽼人福祉施設⼊所者生活介護 

定員が 29 人以下の小規模な介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）で、介護
や日常生活上の世話、機能訓練などを行います。 

 

９）看護小規模多機能型居宅介護 

小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせることで、通所・訪問・短期間
の宿泊で介護や医療・看護のケアを提供します。 
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③ 日常生活圏域ごとの地域密着型サービス利⽤量⾒込み（介護サービス） 
地域密着型サービスにおける日常生活圏域ごとの１月当たりのサービス量の見込

みは以下のとおりです。 
※算出方法：全市の見込み量を圏域別の認定者数割合で按分 
 

 単位 圏域名 
令和３年度

（2021 年度） 

令和４年度

（2022 年度） 

令和５年度

（2023 年度） 

地域密着型通所介護 

回 

牛窓 417 421 430 

邑久 748 755 771 

裳掛 136 138 141 

長船 412 416 425 

人 

牛窓 35 36 37 

邑久 63 64 65 

裳掛 12 12 12 

長船 35 35 36 

認知症対応型通所介護 

回 

牛窓 50 50 52 

邑久 89 89 93 

裳掛 16 16 17 

長船 49 49 51 

人 

牛窓 6 6 6 

邑久 11 11 11 

裳掛 2 2 2 

長船 6 6 6 

小規模多機能型 

居宅介護 
人 

牛窓 35 35 37 

邑久 63 63 65 

裳掛 11 12 12 

長船 35 35 36 

認知症対応型 

共同生活介護 
人 

牛窓 19 19 19 

邑久 34 35 35 

裳掛 6 7 7 

長船 19 20 20 

看護小規模多機能型 

居宅介護 
人 

牛窓 7 7 7 

邑久 12 12 12 

裳掛 2 2 2 

長船 6 6 6 

（単位︓回（日）数は１⽉当たりの数、人数は１⽉当たりの利⽤者数） 

※各⾒込量は全市の⾒込量を按分し四捨五⼊して算出しているため、４圏域の合計が全市の⾒込量と
合わないことがあります。  
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④ 施設サービス 

 
（給付費は年間累計の⾦額、人数は１⽉当たりの利⽤者数） 

 

■各サービスの内容について 

１）介護⽼人福祉施設（特別養護⽼人ホーム） 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）に入所している要介護認定者に対し、
食事・入浴・排せつなどの介護、その他の日常生活上の支援、機能訓練、健康管理
及び療養上の世話を行います。 

 

２）介護⽼人保健施設 

介護老人保健施設に入所している要介護認定者に対し、看護、医学的管理のもと、
介護、機能訓練、その他必要な医療及び日常生活上の支援を行います。 

 

３）介護医療院 

⻑期的な医療と介護のニーズを併せもつ高齢者を対象とし、日常的な医学管理や
看取り・ターミナルケア等の医療機能と生活施設としての機能とを兼ね備えた新た
な介護保険施設です。 

 

４）介護療養型医療施設 

療養病床等のある病院または診療所で、⻑期の療養を必要とする人が療養上の管
理、看護、医学的管理のもとで、介護その他の世話、機能訓練、必要な医療を行う
施設です。令和５(2023)年度末に廃止が決まっています。 
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⑤ 居宅介護支援 

 
（給付費は年間累計の⾦額、人数は１⽉当たりの利⽤者数） 

 

■サービスの内容について 

１）居宅介護支援 

居宅サービス・地域密着型サービスなどを適切に利用できるように、ケアマネジ
ャーが利用者や家族の相談に応じアドバイスを行い、ケアプラン（介護サービス計
画）を作成します。 

  

令和3年度
(2021年度)

令和4年度
(2022年度)

令和5年度
(2023年度)

令和7年度
（2025年度)

令和22年度
（2040年度)

給付費（千円） 161,837 164,674 168,685 168,727 210,803

人数（人） 986 1,002 1,026 1,028 1,281

合計 給付費（千円） 161,837 164,674 168,685 168,727 210,803

第８期

居宅介護支援
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（5）介護予防サービス給付費及び事業量の⾒込み 

① 介護予防サービス 

 
（給付費は年間累計の⾦額、回数は１⽉当たりの数、人数は１⽉当たりの利⽤者数） 
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② 地域密着型介護予防サービス 

 
（給付費は年間累計の⾦額、回数は１⽉当たりの数、人数は１⽉当たりの利⽤者数） 

 
③ 日常生活圏域ごとの地域密着型サービス利⽤量⾒込み（介護予防サービス） 

地域密着型サービスにおける日常生活圏域ごとの１月当たりのサービス量の見込
みは以下のとおりです。 

※算出方法：全市の見込み量を圏域別の認定者数割合で按分 
 

 単位 圏域名 
令和３年度

（2021 年度） 

令和４年度

（2022 年度） 

令和５年度

（2023 年度） 

介護予防認知症対応型 

通所介護 

回 

牛窓 1.3 1.3 1.3 

邑久 2.4 2.4 2.4 

裳掛 0.4 0.4 0.4 

長船 1.3 1.3 1.3 

人 

牛窓 0.5 0.5 0.5 

邑久 0.9 0.9 0.9 

裳掛 0.2 0.2 0.2 

長船 0.5 0.5 0.5 

介護予防小規模多機能型 

居宅介護 
人 

牛窓 4.1 4.1 4.1 

邑久 7.4 7.4 7.4 

裳掛 1.4 1.4 1.4 

長船 4.1 4.1 4.1 

介護予防認知症対応型 

共同生活介護 
人 

牛窓 1.3 1.3 1.3 

邑久 2.4 2.4 2.4 

裳掛 0.4 0.4 0.4 

長船 1.3 1.3 1.3 

（単位︓回（日）数は１⽉当たりの数、人数は１⽉当たりの利⽤者数） 

※各⾒込量は全市の⾒込量を按分し四捨五⼊して算出しているため、４圏域の合計が全市の⾒込量と
合わないこと があります。  
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④ 介護予防支援 

 
（給付費は年間累計の⾦額、人数は１⽉当たりの利⽤者数） 

 

（6）地域支援事業の支給費及び事業量の⾒込み 

① 介護予防・日常生活支援総合事業サービス 

 
 
 
② 包括的支援事業（地域包括支援センターの運営）及び任意事業 

 
（費⽤は年間累計の⾦額） 

  

（給付費は年間累計の⾦額、人数は１⽉当たりの利⽤者数） 



- 103 - 

 
③ 包括的支援事業（社会保障充実分） 

 
（費⽤は年間累計の⾦額） 

 
④ 地域支援事業計 

 
（費⽤は年間累計の⾦額） 
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3．介護保険料の設定 

（１）標準給付費及び地域支援事業費⾒込みの算定 

各サービスの給付費を基に、標準給付費、地域支援事業費（介護予防・日常生活支援
総合事業、包括的支援事業・任意事業）の見込み及び保険料収納必要額を算定しました。 

 

（単位：円） 

 
令和３年度

（2021 年度） 

令和４年度

（2022 年度） 

令和５年度

（2023 年度） 

３か年 

合計 

標準給付費 （Ａ） 4,105,505,759  4,144,709,116  4,217,173,210  12,467,388,085 

 

総給付費 3,908,390,000  3,957,461,000  4,026,921,000  11,892,772,000 

 介護給付費 3,772,109,000 3,819,543,000 3,886,552,000 11,478,204,000 

  居宅サービス 1,429,900,000  1,456,660,000  1,501,214,000  4,387,774,000 

  
地域密着型 
サービス 

855,139,000  872,240,000  890,684,000  2,618,063,000 

  施設サービス 1,325,233,000  1,325,969,000  1,325,969,000  3,977,171,000 

  居宅介護支援 161,837,000  164,674,000  168,685,000  495,196,000 

 介護予防給付費 136,281,000 137,918,000 140,369,000 414,568,000 

  介護予防サービス 104,586,000  105,886,000  108,124,000  318,596,000 

  
地域密着型 
介護予防サービス 

14,727,000  14,735,000  14,735,000  44,197,000 

  介護予防支援 16,968,000  17,297,000  17,510,000  51,775,000 

特定入所者介護 
サービス費等給付額 

106,061,464  95,585,388  97,247,893  298,894,745 

高額介護サービス費等 
給付額 

71,413,375  71,922,328  73,145,007  216,480,710 

高額医療合算介護 
サービス費等給付額 

15,241,000  15,273,000  15,314,000  45,828,000 

算定対象審査支払手数
料 

4,399,920  4,467,400  4,545,310  13,412,630 

地域支援事業費 （Ｂ） 185,539,809  187,534,546  189,295,282  562,369,637 

 
介護予防・日常生活支援
総合事業 

47,757,809  48,851,546  49,833,282  146,442,637  

 
包括的支援事業・任意事
業費 

137,782,000  138,683,000  139,462,000  415,927,000 

合 計 4,291,045,568  4,332,243,662  4,406,468,492  13,029,757,722 
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（２）第８期事業計画期間の介護保険料基準額 

第８期計画期間である令和３(2021)年度から令和５(2023)年度までの標準給付費見
込額、地域支援事業費見込額、調整交付金見込額等を加えて保険料収納必要額を積算し、
さらに推定される被保険者数から保険料基準月額を算出しました。 

第８期事業計画期間の第１号被保険者の保険料基準月額は、100 円単位に切り上げて
6,200 円となります。（※第７期：6,200 円） 

 
  令和３年度

（2021 年度） 

令和４年度

（2022 年度） 

令和５年度

（2023 年度） 
合計 

Ａ 標準給付費見込額 4,105,505,759 円 4,144,709,116 円 4,217,173,210 円 12,467,388,085 円 

Ｂ 
地域支援事業費見
込額 

185,539,809 円 187,534,546 円 189,295,282 円 562,369,637 円 

Ｂ’ 
介護予防・日常生
活支援総合事業費 

47,757,809 円 48,851,546 円 49,833,282 円 146,442,637 円 

Ｃ 

 
第１号被保険者 
負 担 分 相 当 額 
｛（A+B）×23％｝ 

986,940,481 円 996,416,042 円 1,013,487,753 円 2,996,844,276 円 

Ｄ 
調整交付金相当額 
｛（A+B‘）×5％｝ 

207,663,178 円 209,678,033 円 213,350,325 円 630,691,536 円 

Ｅ 
調整交付金見込交
付割合 

5.28% 5.23% 5.25%  

Ｆ 
調整交付金見込額 

｛（A+B‘）×E｝ 
219,292,000 円 219,323,000 円 224,018,000 円 662,633,000 円 

Ｇ 準備基金取崩額    135,000,000 円 

Ｈ 市町村特別給付費等 0 円 0 円 0 円 0 円 

Ｉ 
保険者機能強化推進交
付金等の交付見込額 

   36,036,000 円 

Ｊ 
保険料収納必要額
(Ｃ+Ｄ-Ｆ-Ｇ+Ｈ-I) 

   2,793,866,812 円 

Ｋ 予定保険料収納率 99.3%  

Ｌ 
所得段階別加入割合

補正後被保険者数 
12,817 人 12,746 人 12,710 人 38,273 人 

Ｍ 
保険料基準額（年額） 

(Ｊ÷Ｋ÷Ｌ) 
73,513 円 

Ｎ 
保険料基準額 

（Ｍ÷１２） 
6,126 円 
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（３）第１号被保険者の負担割合 

事業費用の大部分を占める介護サービス給付費については、利用者負担（１割〜3 割）
を除いた給付費の半分を公費でまかない、残りの半分を被保険者から徴収する保険料を
財源としています。 

保険料については、第１号被保険者と第２号被保険者の平均的な１人当たりの負担が
ほぼ同じ水準になるよう負担割合が定められています。 

 

① 標準給付費の負担割合 
第１号被保険者の負担は、介護給

付費の 23.0％が標準的な負担とな
り、第２号被保険者は 27.0％で、介
護保険費用の半分を被保険者が負
担する仕組みとなっています。国が
負 担 す る 部 分 の 居 宅 給 付 費 の
25.0％と施設等給付費の 20.0％に
ついて、それぞれ 5.0％に当たる額
は、市町村間における格差による介
護保険の財政の不均衡を是正する
ため調整交付金として交付されます。調整交付金の割合は標準的には 5.0％ですが、
各市町村の後期高齢者の割合や第１号被保険者の所得水準に応じて 5.0％を上下しま
す。その結果、第１号被保険者の負担割合も変わることになります。 

 

 

② 地域支援事業費の負担割合 
地域支援事業費については、実施

する事業によって費用の負担割合
が異なり、介護予防・日常生活支援
総合事業の費用については、標準給
付費の負担割合と同じですが、包括
的支援事業・任意事業の費用につい
ては、第１号被保険者の保険料と公
費によって財源が賄われています。 

 

 

  

調整

交付金
5.0%

国

15.0%

県

17.5%

市

12.5%

第２号

被保険者
27.0%

第１号

被保険者
23.0%

調整

交付金
5.0%

国

20.0%

県

12.5%

市

12.5%

第２号

被保険者
27.0%

第１号

被保険者
23.0%

 

【施設等給付費】 【居宅給付費】 

保険給付 

調整

交付金
5.0%

国

20.0%

県

12.5%
市

12.5%

第２号

被保険者
27.0%

第１号

被保険者
23.0%

国

38.5%

県

19.25%

市

19.25%

第１号

被保険者
23.0%

 

【包括的支援事業・ 

任意事業】 
【介護予防・日常生活 

支援総合事業】 

地域支援事業 
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（４）所得段階別保険料額の設定 

本市における第８期計画における保険料の段階設定については、第７期計画に準じて、
以下のように所得段階別の保険料率を設定します。 

 

 

対象者 

保険料等 市町村民税課税状況 
所得等 

世帯 本人 

第１段階 非課税 非課税 

老齢福祉年金の受給者 

又は生活保護の受給者 0.50 

（0.30） 

課
税
年
金
収
入
と 

合
計
所
得
金
額
の
合
計 

80 万円以下 

第２段階 非課税 非課税 120 万円以下 
0.75 

（0.50） 

第３段階 非課税 非課税 120 万円超え 
0.75 

（0.70） 

第４段階 課税 非課税 80 万円以下 0.90 

第５段階 課税 非課税 80 万円超え 
1.00 

（標準） 

第６段階  課税 

合
計
所
得
金
額 

120 万円未満 1.20 

第７段階  課税 
120 万円以上 

210 万円未満 
1.30 

第８段階  課税 
210 万円以上 

320 万円未満 
1.50 

第９段階  課税 
320 万円以上 

400 万円未満 
1.70 

第 10 段階  課税 400 万円以上 1.80 

※（ ）は公費による軽減後の乗率 
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（５）低所得者対策 

①保険料の軽減 
人口減少・高齢化の進展に伴い、社会保障の給付とそれに見合う負担の増大が避け

られない中、介護保険料の所得段階に応じた負担割合の設定により、低所得者に対す
る負担の軽減を行います。 

また、国の低所得者対策により、市町村⺠税非課税世帯の被保険者保険料が軽減さ
れます。 

 
②利⽤料の軽減 

介護サービスを利用した際の１〜３割の利用者負担額や、介護保険施設等を利用し
た際の食費・居住費等の利用料は、利用者が全額負担するものとなっていますが、低
所得者については、本来支払うべき利用料を全額負担することが困難な場合があり、
介護サービスの利用の制限にもつながることが考えられます。 

第８期計画期間においても、これまでに実施してきた軽減制度を引き続き実施し、
介護保険法上の制度である高額介護サービス費や高額医療合算介護サービス費の支
給など、低所得者に対する負担の軽減を行うとともに、こうした軽減制度の周知を図
り、介護や支援が必要な人が安心して介護サービスを利用できるよう努めます。 
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第３章 計画の推進体制 
 

１．庁内関係部局間の連携 

（１）庁内での連携 

本計画に係る事業は、保健福祉関連分野だけでなく、まちづくり、生涯学習、就労な
ど多岐にわたっています。このため、いきいき⻑寿課を中心に関係各課が連携した取り
組みを進めることで、計画の円滑な推進を図ります。 

 

（２）サービス提供事業者との連携 

介護保険サービスは、⺠間事業者が提供するものであることから、⺠間事業者との情
報交換を進め連携を強化し、高齢者へのサービス提供体制の充実に努めます。 

また、地域包括支援センターにおける包括的・継続的マネジメント事業を通じてケア
マネジャーへの支援・指導を強化するなど、介護サービス事業者との連携を強化し、よ
り良質で高齢者の安心した生活を支えるサービスや介護予防効果が高いサービスが提供
できるよう地域づくりを推進します。 

 

（３）地域との連携 

高齢者の在宅生活を支えるためには介護保険サービスや各種保健福祉サービスだけで
はなく、地域の福祉力の向上が重要です。 

そこで、社会福祉協議会、老人クラブ、各種ボランティア団体などと連携し、地域福
祉活動を促進するよう支援していきます。特に今後は、住⺠が主体となった健康づくり
や介護予防、生活支援サービスが展開される地域社会づくりを推進していきます。 

 

２．情報提供と広報の充実 

介護保険制度では、利用者が自らサービスを選択し、サービス事業者と契約することで
サービスが提供されています。利用者が必要な介護サービスを、より効果的に利用するた
めには、利用者が適切で十分な情報提供を得られることが必要となります。 

また、介護や医療に関わる諸制度は、頻繁に改正、変更されていることから、複雑な制
度についてわかりやすく情報提供することが求められています。 

これらの情報提供の拠点として地域包括支援センターの周知を図り、要支援・要介護認
定者や家族介護者、要支援や要介護になるおそれのある高齢者等に対して、適切な情報を
積極的に提供していきます。  
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３．達成状況の点検及び評価 

本計画に基づく事業の実施状況や効果、課題などについては、関係会議において報告・
協議し、事業が円滑に実施されるよう努めます。 

地域包括支援センターの事業については、地域包括支援センター運営協議会において、
事業内容や事業の成果などについて検討を行います。そこで得られた評価や課題について
は、適正な事業実施を図るため、今後の運営や計画の見直し時に反映していきます。 
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資 料 

瀬戸内市介護保険事業計画等策定経過 

 

委員会名称 開催日時 議事内容 

第１回瀬⼾内市介護
保険事業計画等策定
委員会 

令和２(2020)年 
１月８日 
19：00〜 

・介護予防・日常圏域ニーズ調査及び
在宅介護実態調査について 

第２回瀬⼾内市介護
保険事業計画等策定
委員会 

令和２(2020)年 
７月 30 日 
19：00〜 

・委嘱状交付 
・委員及び事務局自己紹介 
・委員⻑及び副委員⻑選出 
（議事） 
・策定スケジュールの確認 
・策定方針の確認（本計画の目的、概
要、計画を取り巻く状況、策定手法、
策定会議の位置付け等） 
・瀬⼾内市における人口構成等の概要
について 
・アンケート調査結果の概要について 

第３回瀬⼾内市介護
保険事業計画等策定
委員会 

令和２(2020)年 
９月 24 日 
19：00〜 

・現行計画の評価（庁内ヒアリング及
び関係団体ヒアリング、アンケート結
果、統計等を整理し、現行計画を評価
する） 
・計画骨子案について 
・介護保険料について（これまでの推
移と８期の見通し等） 

第４回瀬⼾内市介護
保険事業計画等策定
委員会 

令和２(2020)年 
11 月 19 日 
19：00〜 

・瀬⼾内市高齢者福祉計画・第８期介
護保険事業計画素案について 
・介護保険料について（８期保険料【案】
の提示） 

第５回瀬⼾内市介護
保険事業計画等策定
委員会 

令和３(2021)年 
２月４日 
19：00〜 

・瀬⼾内市高齢者福祉計画・第８期介
護保険事業計画（案）について 
・介護保険料（案）について 
・諮問に対する答申について 

 

  



- 112 - 

瀬戸内市介護保険事業計画等策定委員会条例 

平成20年6月25日 
条例第36号 

(設置) 
第1条 瀬⼾内市介護保険事業計画及び瀬⼾内市老人保健福祉計画の策定に当たり、

保健・医療・福祉関係者をはじめ、市⺠の幅広い意見を計画づくりに反映させるた
め、瀬⼾内市介護保険事業計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 
(所掌事務) 

第2条 委員会は、市⻑の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議し、その結果を市⻑に
答申する。 
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく瀬⼾内市介護保険事業計画の策定

及び見直しに関すること。 
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく瀬⼾内市老人保健福祉計画の策

定及び見直しに関すること。 
(組織) 

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。 
2 委員は、次に掲げる者のうちから市⻑が委嘱する。 

(1) 保健・医療・福祉関係者及び関係団体の代表者 
(2) 被保険者 
(3) 学識経験者 
(4) その他市⻑が必要と認める者 

3 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補
欠の委員の任期は、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各1人を置き、委員のうちから互選する。 
2 委員⻑は、委員会を代表し、会務を総理する。 
3 副委員⻑は、委員⻑を補佐し、委員⻑に事故があるときは、その職務を代理する。 

(会議) 
第5条 委員会の会議は、委員⻑が必要に応じ招集し、委員⻑が議⻑となる。 
2 委員会は、委員の半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。 
3 委員会の議事は、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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(庶務) 
第6条 委員会の庶務は、福祉部いきいき⻑寿課において処理する。 

(委任) 
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市⻑が別

に定める。 
 

附 則 
(施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 
(会議の招集の特例) 

2 第5条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる委員会は、市⻑が招集する。 
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瀬戸内市介護保険事業計画等策定委員会委員名簿 

 

 氏名 所属・役職名 

委員長 竹 内 宣 昭 邑久医師会会長 

副委員長 日 下 英 男 瀬戸内市社会福祉協議会会長 

委員 堀 野 誠 一 瀬戸内市民生委員児童委員協議会会長 

委員 土 井 和 子 学識経験者 

委員 水 田 正 子 被保険者 
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