
 

 

 

 

は じ め に 

 

 

 

わが国は、世界的にも例を見ない速さで高齢化が進んでいます。特に、団塊の世

代が 75 歳以上の後期高齢者となる平成 37 年は、さらに高齢者人口が増加し、高齢

者のみ世帯や、ひとり暮らし高齢者、認知症高齢者の増加などによる、様々な課題

が大きな社会問題になろうとしています。 

本市におきましても、平成 24年９月末に 24.1％であった高齢化率が、平成 26年

には 26.3％となり、平成 37 年には 30.7％となると見込まれ、高齢者を支える施策

の展開は急務であると考えます。 

さて、社会全体で高齢者を支える制度として、平成 12年にスタートした介護保険

制度も 15年が経過します。持続可能な社会保障制度の確立を図るために、昨年 6月

に「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等

に関する法律（地域医療・介護総合確保推進法）」が制定されました。この法律によ

り介護保険制度は、平成 27年４月から順次、大きく変わっていきます。 

こうした社会的、制度的な背景を踏まえて、このたびの第７期焼津市高齢者保健

福祉計画及び第６期焼津市介護保険事業計画では、前期計画の考え方を継承しなが

ら、今後の超高齢社会に向けた中長期的な視野に立ち、計画策定を進めました。 

本計画では、高齢者が住み慣れた地域で健康で生きがいを持ち、いきいきと暮ら

せるよう、「認知症施策の推進」と「在宅医療・介護の連携推進」に努め、「地域包

括ケアシステム」の構築をさらに推進すること。また、制度改正に伴う「新しい総

合事業」に円滑に移行できるよう、その開始を平成 29年４月として準備を進めるこ

と。さらに、本市で不足する介護サービスを補い、施設の入所待機者を解消するた

め、介護サービス基盤整備を計画的に進めること。などを重点施策としました。 

計画の推進にあたりましては、行政の努力はもとより、保健、医療、福祉の関係

者や、市民の皆様との連携・協働のもとに、本計画に掲げた施策を着実に進めてい

きます。今後とも本市の高齢者施策に対し、皆様のご支援ご協力を賜りますようよ

ろしくお願い申し上げます。 

結びに、この計画の策定にあたり、多大なご尽力をいただきました焼津市高齢者

保健福祉計画推進協議会・焼津市介護保険運営協議会委員及び関係者の皆様に心か

ら感謝を申し上げます。 

 

平成２７年３月 

 

焼津市長  
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第1 章   計画の策定にあたって 

 

 

 

 １ 計画の背景と趣旨 

 

わが国では、総人口は減少しているものの、平均寿命の延伸や少子化の進行などにより、

65 歳以上の高齢者人口は年々増加しており、４人に１人が高齢者という状況になってい

ます。今後はいわゆる団塊の世代が高齢期を迎え、さらに高齢化が進むことが確実となっ

ています。また、平成 37年には団塊の世代が 75歳以上の後期高齢者になり、高齢者のひ

とり暮らしや夫婦のみの世帯、要介護等認定者、認知症高齢者が増加することが見込まれ

ます。 

 

こうした中で、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自立した日常生活を営むために、

「医療」、「介護」、「介護予防」、「生活支援」、「住まい」の 5つのサービスが一体的に提供

される地域包括ケアシステムの構築が必要となっています。そのため、平成 26年 6月に

「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関す

る法律」（以下、「地域医療・介護総合確保推進法」という。）が制定されました。この法

律の趣旨は、持続可能な社会保障制度の確立を図るため、効率的かつ質の高い医療提供体

制を構築するとともに、地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療

及び介護の総合的な確保を推進することです。 

 

このような法律制定を受けて、「第７期ほほえみプラン２１（第７期焼津市高齢者保健

福祉計画・第６期焼津市介護保険事業計画）」では、前計画で定めた「地域包括ケア」実

現のための方向性を継承しつつ、さらなる地域包括ケアシステムの構築を進めるとともに、

平成 37年までの中長期的な視野に立ちながら、介護保険事業及び高齢者保健福祉施策の

基本的考え方や目指すべき取組み等の見直しを行うものです。 
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 ２  介護保険制度改正の概要 
 
「地域医療・介護総合確保推進法」の制定に基づき、介護保険制度の改正が平成 27年

4 月から順次施行されます。今回の改正は、「地域包括ケアシステムの構築」と「費用負

担の公平化」を目的としており、その主な内容は次のとおりです。 

 

１ 地域包括ケアシステム

の構築に向けた地域支

援事業の見直し 

① 在宅医療・介護連携の推進 

② 認知症施策の推進 

③ 地域ケア会議の推進 

④ 生活支援サービスの充実・強化 

⑤ 介護予防の推進 

⑥ 地域包括支援センターの機能強化 

２  介護サービスの重点

化・効率化 

① 全国一律の介護予防給付（訪問介護・通所介護）を市
町村が取り組む地域支援事業に移行し、多様化 

② 特別養護老人ホームの新規入所者を、原則、要介護３
以上に限定（既入所者を除く） 

３ 低所得者の保険料軽減

を拡充 
① 低所得者の保険料の軽減割合を拡大 

４ 所得や資産のある人の

利用者負担の見直し 

① 一定以上の所得のある利用者の自己負担を引上げ 

② 低所得の施設利用者の食費・居住費を補填する「補足
給付」の要件に資産などを追加 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省 「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン案（概要）」より抜粋 
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３  計画の位置づけ 
 

高齢者保健福祉計画は、「老人福祉法」第 20条の 8の規定に基づき、介護保険事業計画

は、「介護保険法」第 117条の規定に基づき策定するものです。本市においては、高齢者

福祉事業と介護保険事業の円滑な運営を図るために、「高齢者保健福祉計画」と「介護保

険事業計画」を一体とした「第 7期ほほえみプラン 21」を策定しました。 

また、本計画は、上位計画である「第５次焼津市総合計画」や静岡県の｢ふじのくに長

寿社会安心プラン｣等との整合性に配慮し、策定しました。 
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第７期ほほえみプラン２１ 
 

（第７期焼津市高齢者保健福祉計画・ 
第６期焼津市介護保険事業計画） 

  計画期間 平成 23年度～平成 30 年度（2011～2018） 
 
後期基本計画 平成 26年度～平成 30 年度（2014～2018） 

 

 

第５次焼津市総合計画 

介護保険事業計画 
介護保険法 
第 117条 

焼津市地域福祉計画 
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４  計画の期間 
 

本計画の期間は、平成 27年度から平成 29年度までの３年間です。 

急速に進行している高齢化に対応するため、平成 37年（2025年）に向けて中長期的な

視野に立ち、前計画で開始した地域包括ケア実現のための方向性を継承しつつ、在宅医療

介護連携等の取り組みを本格化していくものです。 

 

 

 

計 画 の 期 間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 

24 年度 ・ ・ 27  ・  ・  30 ・ ・ 33 ・ ・ 36 ・  

ほほえみ 

プラン 21 

第６期 
 
平成 24～ 

26年度 

第８期 
 
平成 30～ 

32年度 

第９期 
 
平成 33～ 

35年度 

第 10期 
 
平成 36～ 
38年度 

第７期 
ほほえみ 
プラン 21 
 
平成 27～ 
29 年度 

＜平成 37年までの見通し＞ 

団塊世代が 65歳に 団塊世代が 75歳に 

新しい総合事業の 
スタート 
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５  計画の策定体制 

 

（１）協議会の設置  
 

計画策定にあたり、学識経験者や保健・医療・福祉関係者、介護保険の被保険者などで

構成する「焼津市高齢者保健福祉計画推進協議会」と「焼津市介護保険運営協議会」を一

体的な組織として開催しました。また、市民意見公募（パブリックコメント）を実施する

など、市民の意見を反映させました。 

 

（２）計画策定の経過  
 

開催回 時 期 主な内容 

第１回 
平成 26 年 

7 月 1 日 

（報告事項） 

①平成 25 年度焼津市高齢者保健福祉事業と介護保険事業の実

施状況について 

②介護保険制度改正の概要と次期介護保険事業計画について 

③「第 7 期ほほえみプラン 21」の策定スケジュール 

第 2 回 8 月 26 日 

（報告事項） 

①「第 6 期ほほえみプラン 21」の検証について 

②新しい総合事業について 

第 3 回 10 月 29 日 

（協議事項） 

①計画見直しの基本的視点と次期計画の構成について 

②「第 7 期ほほえみプラン 21」の骨子案について 

③介護保険料段階等の見直しについて 

第 4 回 11 月 26 日 

（協議事項） 

①今後の高齢者人口の推計等 

②「第 7 期ほほえみプラン 21」事業計画（素案）について 

（報告事項） 

①「第 7 期ほほえみプラン 21」策定作業の今後の予定等 

第 5 回 
平成 27 年 

1 月 15 日 

（協議事項） 

①「第 7 期ほほえみプラン 21」事業計画（案）について 

②第 6期焼津市介護保険事業計画における保険料について 

第 6 回 2 月 20 日 

（報告事項） 

①「第 7 期ほほえみプラン 21」事業計画（案）に対する市民

意見公募の結果について 

（協議事項） 

①第 6期焼津市介護保険事業計画における保険料について 
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（３）アンケート調査の実施  
 

高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定の参考資料とするために、次のアンケー

ト調査を実施しました。 

 

① 高齢者の生活と意識に関する調査 
 
○ 調査の対象者・調査の方法 

本市に居住している市民のうち、次の方から無作為抽出し、郵送により配布回

収を行いました。 

・高齢者等一般調査： 65歳以上の市民 

・要支援・要介護認定者調査：要支援・要介護認定を受けている市民 
 

○ 調査の期間  平成 26年１月～２月 
 

○ 配布数と回収の状況 

 配布数 回収数 回収率 

高齢者等一般調査 1,000 件 751 件 75.1％ 

要支援・要介護認定者調査 1,000 件 655 件 65.5％ 

 

② 介護保険事業に関するアンケート（サービス事業所用） 

○ 対象事業所数 133  回答数 102  回収率 76.7％ 

 

③ 介護保険事業に関するアンケート（介護支援専門員用） 

○ 対象者人数 89  回答数 78  回収率 87.6％ 

 

 

（４）市民意見公募（パブリックコメント）の実施  
 

公募期間 平成 27 年 1 月 22 日から 2 月 10 日まで 

場  所 市役所（本庁舎、アトレ庁舎、大井川庁舎）、各公民館 

広  報 
広報やいづ、焼津市ホームページを活用し、ホームページには事業

計画（案）を掲載 

方  法 
所定の意見記入用紙に記入し、郵送や持参、ファックス、メールの

いずれかの方法で担当部局（健康福祉部長寿福祉課）へ提出 

結  果 市民意見の提出は、ありませんでした。 
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１  高齢者人口の推移と将来推計 
 

本市の人口は、平成 22年までは増加し、平成 23年から減少傾向に転じています。平成

24年から 26年の２年間で約 2,000人減少しています。 

年齢別でみると、65歳未満の人口が平成 24年からの２年間で約 4,700人減少していま

す。総人口は今後も減少していくと推計される一方、後期高齢者人口の増加、高齢化率の

上昇は今後も続くと予想され、平成 37 年には高齢化率が 30.7％と、３人に１人が 65 歳

以上の高齢者になると推計されます。 

 

高齢者人口の実績と将来推計 

単位：人、％ 

区分 
平成 
24 年 

平成 
25 年 

平成 
26 年 

平成 
27 年 

平成 
28 年 

平成 
29 年 

平成 
32 年 

平成 
37 年 

総人口 145,304 144,204 143,190 142,151 141,073 139,950 136,257 129,116 

高齢者人口 35,030 36,478 37,650 38,630 39,239 39,742 40,220 39,644 

 前期高齢者 18,445 19,417 20,336 20,712 20,710 20,630 19,798 16,362 

 後期高齢者 16,585 17,061 17,314 17,918 18,529 19,112 20,422 23,282 

65 歳未満人口 110,274 107,726 105,540 103,521 101,834 100,208 96,037 89,472 

高齢化率 24.1 25.3 26.3 27.2 27.8 28.4 29.5 30.7 

後期高齢化率 11.4 11.8 12.1 12.6 13.1 13.7 15.0 18.0 

資料：住民基本台帳（各年９月末現在） 

※推計値は住民基本台帳（各年９月末現在）を元にコーホート変化率法で推計 
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２  高齢者世帯の状況 
 
本市における 65歳以上の高齢者のいる世帯数は平成 26年で 25,242世帯となっており、

年々増加傾向にあります。 

65 歳以上の高齢者のいる世帯別では、子らとの同居世帯が一番多く、次いでひとり暮

らし世帯、夫婦のみ世帯となっています。 

 

 

世帯区分別高齢者世帯数  

単位：世帯 

区分 
平成 
22 年 

平成 
23 年 

平成 
24 年 

平成 
25 年 

平成 
26 年 

子らとの同居世帯 13,869 13,799 13,759 13,430 13,681  

ひとり暮らし世帯 4,391 4,678 4,936 5,728 5,830  

夫婦のみ世帯 4,249 4,375 4,592 4,989 5,354  

その他の高齢者のみ世帯 268 284 276 337 377  

計 22,777 23,136 23,563 24,484  25,242  

資料：高齢者福祉行政の基礎調査 
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３  要支援・要介護認定者の実績と推計 
 
本市における要支援・要介護認定者数は、平成 26年９月には 5,786人と、平成 24年の

同月に比べ 340人増加しています。 

今後も要支援・要介護認定者の増加傾向は続くものと予想され、平成 37年には要支援・

要介護認定者が 7,000人を超えるものと推計されます。 

 

要支援・要介護認定者の実績と推計  

単位：人、％ 

区分 
平成 
24 年 

平成 
25 年 

平成 
26 年 

平成 
27 年 

平成 
28 年 

平成 
29 年 

平成 
32 年 

平成 
37 年 

要支援１ 553  625  637   650  658  674  725 784 

要支援２ 755  831  783   733  676  615 592  643 

要介護１ 1,240  1,298  1,339   1,383  1,423  1,467  1,610  1,789 

要介護２ 832  790  880   976 1,071 1,172 1,358 1,479 

要介護３ 687  666  739   819  902 984 1,148 1,276 

要介護４ 710  783  760   735  702  662  667  710 

要介護５ 669  625  648   674  698  722  756  831 

合計 5,446  5,618  5,786  5,970  6,130  6,296  6,856  7,512  

要介護等認定率 6.5  6.6  6.8  7.0  7.1  7.3  8.0  9.0  

 前期高齢者 3.6  3.6  3.6  3.6  3.5  3.5  3.9  3.8  

 後期高齢者 27.7  27.7  28.1  28.3  28.3  28.3  29.0  28.9  

資料：介護保険事業状況報告月報（各年９月末現在）（実績） 

（確定版）介護保険事業計画ワークシート（推計） 
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４  要支援・要介護認定者における認知症高齢者の状況 
 
要支援・要介護認定者における認知症高齢者数は、年々増加傾向にあり、平成 25年で

3,520人となっています。  

また、認定者全体に占める割合は 64.7％となっています。 

 

要支援・要介護認定者における認知症高齢者数の推移  

単位：人 

区分 平成 21年 平成 22年 平成 23年 平成 24年 平成 25年 平成 26年 

自立度 Ⅱa 444 535 613 708 770 863 

自立度 Ⅱb 1,297 1,300 1,317 1,349 1,367 1,393 

自立度 Ⅲa 759 814 852 814 865 873 

自立度 Ⅲb 180 130 125 105 90 76 

自立度 Ⅳ 253 267 278 278 301 313 

自立度 М 78 120 118 122 127 132 

合計 3,011 3,166 3,303 3,376 3,520 3,650 

※各年度末現在 

 

日常生活自立度判定基準の参考  
 

自立度 判定基準 

Ⅱa 
家庭外で日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られて
も、誰かが注意していれば自立できる。 
たびたび道に迷うとか、買物や事務、金銭管理等それまでできたことにミスが目立つ等。 

Ⅱb 
家庭内でも日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られる
が、誰かが注意していれば自立できる。 
服薬管理ができない、電話の応対や訪問者との対応等一人で留守番ができない等。 

Ⅲa 

日中を中心として日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見ら
れ、介護を必要とする。着替え、食事、排便、排尿が上手にできない、時間がかかる。 
やたらに物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声・奇声をあげる、火の不始
末、不潔行為、性的異常行為等。 

Ⅲb 

夜間を中心として日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見ら
れ、介護を必要とする。着替え、食事、排便、排尿が上手にできない、時間がかかる。 
やたらに物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声・奇声をあげる、火の不始
末、不潔行為、性的異常行為等。 

Ⅳ 

日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護
を必要とする。着替え、食事、排便、排尿が上手にできない、時間がかかる。 
やたらに物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声・奇声をあげる、火の不始
末、不潔行為、性的異常行為等。 

М 
著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患がみられ、専門医療を必要とする。 
せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神症状や、精神症状に起因する問題行動が継続す
る状態等。 
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第3 章   本計画の基本的な考え方 

 

 

 

１  基本理念 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本市では、「自立した活動的な生活の質の向上を図り、健康で暮らせる生活の実現を目

指す」「介護を必要とする状態になっても、自らの意思に基づき自立した質の高い生活を

送り、人生の最期まで人間としての尊厳をまっとうできることの実現を目指す」を基本

理念として、高齢者保健福祉計画と介護保険事業計画を策定し、施策を展開してきまし

た。 
 

本計画は、今回の介護保険制度の改正や団塊の世代が 75歳以上の後期高齢者となる平

成 37年を見据え、高齢者が住み慣れた地域で、自分らしく暮らすことができる地域包括

ケアを具現化していくための計画として位置づけられます。また、「第６期ほほえみプラ

ン２１」の後継となる計画として位置づけられるものです。そのため、基本理念は前計

画を継承し、その実現に向けた取り組みを推進していきます。 
 

今後、社会の高齢化が急速に進む中、高齢者が安心して、住み慣れた地域で、自立し

た生活を営み、いきいきと暮らし続けることができるよう、健康づくりや生きがいづく

りを連動したものと捉え、介護予防を推進し、活動的な高齢者の増加に努めます。 
 

また、高齢者が年齢にとらわれることなく、他の世代とともに社会の重要な一員とし

て、高齢者がサービスの受け手としてだけではなく、社会を支える担い手として、より

積極的な役割を果たしていけるような支援を推進します。 
 

さらに、介護サービスをはじめ医療や生活支援サービスなどを総合的に提供すること

により、高齢者の生活の質を高め、豊かな老後を実現することを目指します。 

基本理念 
 

 

○自立した活動的な生活の質の向上を図り、 

健康で暮らせる生活の実現を目指す 

○介護を必要とする状態になっても、自らの 

意思に基づき自立した質の高い生活を送り、 

人生の最期まで人間としての尊厳をまっと 

うできることの実現を目指す 
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２  計画の体系 

 

【基本方針と基本施策】 
 

介護保険制度の改正や本市における現状を踏まえながら、団塊の世代の全てが 75歳を

迎える平成 37 年を見据え、前計画から進めている地域包括ケアの実現に向け、「医療」、

「介護」、「介護予防」、「生活支援」、「住まい」などのサービスが一体的に提供されるよう、

次の８項目の基本方針に基づき，基本理念の実現に向けて取り組みます。 

 

 

基本方針 

 

基本施策 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
１ 高齢者が住みやすいまちづくり 

２ 住宅対策 

３ 安全安心対策 

（３）安全・安心のまちづくり 

の推進 

 
１ 高齢者の社会参加の推進 

２ 生涯学習・生きがいづくり 

（４）生きがいを持ち 

社会貢献できるまちづくり 

の推進 

 
１ 日常生活圏域の設定 

２ 地域包括支援センターの運営 

３ 権利擁護施策の推進 

４ 認知症施策の推進 

５ 在宅医療・介護の連携推進 

６ 関係団体とのネットワークづくり  

（５）地域包括ケアの推進 

 
１ 健康づくりの推進 （１）健康づくりの推進 

 
１ 高齢者の生活支援の推進 （２）高齢者の生活支援の推進 

 
１ 地域支援事業の実施 

２ 新しい総合事業への移行 
（６）地域支援事業の推進 

 
１ 居宅サービス 

２ 地域密着型サービス 

３ 施設サービス 

（７）介護サービス基盤整備の推進 

 
１ 介護保険サービスの円滑な提供 

２ 介護保険サービスの質的向上 

３ 介護給付の適正化 

（８）介護保険事業の円滑な推進 
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第4 章   健康づくりの推進 

 

 

【基本方針】 

高齢者が今後も健やかに住み慣れた地域で自立して生活していくためには、要支

援・要介護状態となることを防ぐことが重要です。そのため、早期からの生活習慣病予

防や、健康づくりを推進します。 

 

 

１  健康づくりの推進 
 

特定健診・がん検診等の受診率を高めるためにより一層の広報活動を進めていきま

す。受診への周知・啓発を図るとともに、既に受診中の人にも特定健診の受診を呼びか

けます。 

医療費が上昇傾向にあるという現状の中、医療と連携して生活習慣病重症化予防を

推進します。 

健康教育や健康相談、訪問指導、健康手帳の交付を行い、自らが自らの生活を支え、

自らの健康は自ら維持する自助を基本とした健康づくりを支援します。 

 

（１）高齢者の健康を守る事業  
 

① 特定健診、特定保健指導    

生活習慣病予防を進めるため、国民健康保険の被保険者に対する特定健診や、後

期高齢者医療制度被保険者を対象とする特定健診に準ずる健康診査の受診率を高め

ます。 
 

◎ 特定健診に関する啓発活動を行い、受診率向上を図ります。 

◎ 健診の結果、保健指導や治療が必要な場合は確実に受診や指導につながるよう、

対象者に呼びかけます。 

 

② 各種がん検診           

がんの早期発見・治療などにより、避けられるがん死亡を減少させるため、受診

率の向上、精密検査実施率の向上、効果的かつ効率的な実施体制の構築に取り組み

ます。 
 

◎ がん検診の実施（胃がん検診、肺がん検診、大腸がん検診、子宮がん検診、乳

がん検診）を推進し、早期発見に努めます。 

◎ 精密検査未受診者への受診勧奨を実施します。 

◎ 効果的な受診啓発活動を実施します。 
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③ その他の健診、検診    

結核健診、肝炎ウイルス検診、歯科健診、骨粗しょう症検診、ピロリ菌胃がんリ

スク検診の実施を進め、精密検査未受診者への受診勧奨を実施します。また、効果

的な受診啓発活動に取り組みます。 

 

④ 予防接種     

高齢者に対する肺炎及びインフルエンザの重症化を予防するため、高齢者肺炎球

菌の定期接種化を図るとともに、インフルエンザの予防接種を実施します。 

 

 

（２）健康に対する意識を高めるための事業  
 

① 健康手帳の交付 

健康診査の記録、その他健康の保持のために必要な事項を記載し、自らの健康管

理と適切な医療の確保に役立てることを目的に 40 歳以上の希望者に対して健康手帳

を交付します。 

 

② 健康教育 

生活習慣病の発症予防と重症化予防や健康増進に関する正しい知識を広め、健康

に関する認識と「自らの健康は自ら守る」という自覚を高めることを目指し、市民

への健康教育を実施し、地区組織活動を活性化させます。 

 

③ 健康相談 

生活習慣病予防のための健康管理や健康増進及び疾病等の健康問題に対し、個別

の相談に応じます。生活習慣病の重症化予防を目的に、医療との連携を強化します。 

 

④ 訪問指導 

健診の未受診者への受診勧奨や、健診結果により保健指導が必要であると認めら

れる方やその家族に訪問し、必要な保健指導を行います。 

また、生活習慣病の重症化予防を目的に対象となる市民へ訪問指導の重点化を図

ります。 
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第5 章   高齢者の生活支援の推進 

 

 

【基本方針】 

高齢者の多くは、身近な地域で継続した暮らしを望んでおり、高齢者福祉サービスや介

護保険サービス等の公的サービスや地域での支え合いが重要になります。そのため、公的

サービスを必要とする人が適切なサービスを利用でき、安心して生活を送ることができる

よう支援します。 

 

 

１  高齢者の生活支援の推進 
 

高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を送れるよう、高齢者の身体状況や経済状況等

に合わせた適切なサービスを提供します。 

事業の実施については、現状把握・分析の上、今後、検討していきます。 

 

① 在宅支援事業 

介護保険の対象とならないひとり暮らしの高齢者等に対する日常生活の指導、外出の

援助、買物、掃除、洗濯等の援助を行います。 

なお、介護保険制度の改正に伴う新しい総合事業への対応を検討します。 

 

ア 生活管理指導員派遣事業 

基本的生活習慣の欠如等により、健全な社会生活を営むことが困難な在宅のひと

り暮らし高齢者等に対して、自立した生活の維持や要介護状態への進行を予防する

ため、日常生活に対する指導及び支援を行います。 
 

■ 生活管理指導員派遣事業の実績値 

項目 平成24年度 平成25年度 平成26年度（見込） 

実利用者数 （人） 4 7 6 

延派遣回数 （回） 257 295 288 

 

■ 生活管理指導員派遣事業の計画値 

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

実利用者数 （人） 8 9 10 

延派遣回数 （回） 320 360 400 
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イ 軽度生活援助事業 

在宅のひとり暮らし高齢者等の自立した生活の継続を可能とするとともに、要介

護状態への進行を予防するため、簡易な日常生活上の援助を行います。 
 

■ 軽度生活援助事業の実績値 

項目 平成24年度 平成25年度 平成26年度（見込） 

実利用者数 （人） 18 17 14 

延派遣回数 （回） 568 614 672 

 

■ 軽度生活援助事業の計画値 

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

実利用者数 （人） 14 14 14 

延派遣回数 （回） 660 660 660 

 

② 生活管理指導短期宿泊事業 

基本的生活習慣の欠如等により、健全な社会生活を営むことが困難な高齢者に対して、

養護老人ホームにおいて要介護状態への進行を予防するための日常生活に対する指導

及び支援を行います。 
 

■ 生活管理指導短期宿泊事業の実績値 

項目 平成24年度 平成25年度 平成26年度（見込） 

実利用者数 （人） 7 10 10 

延実施日数 （日） 84 87 140 

 

■ 生活管理指導短期宿泊事業の計画値 

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

実利用者数 （人） 10 10 10 

延実施日数 （日） 140 140 140 

 

③ 生きがい活動支援通所事業 

家に閉じこもりがちな高齢者に対して、要介護状態への進行を予防するため、車によ

る送迎により、日帰りで日常動作訓練や趣味活動等のサービスを提供し、生きがいを持

てる健やかな生活の確保に必要な支援を行います。  

なお、介護保険制度の改正に伴う新しい総合事業への対応を検討します。 
 

■ 生きがい活動支援通所事業の実績値 

項目 平成24年度 平成25年度 平成26年度（見込） 

実施箇所数 （所） 2 2 2 

実施回数   （回） 483 486 486 

延実施人数 （人） 7,249 7,799 8,600 

 

■ 生きがい活動支援通所事業の計画値 

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

実施箇所数 （所） 2 2 2 

実施回数   （回） 480 480 480 

延実施人数 （人） 9,000 9,000 9,000 
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④ 在宅ねたきり老人等紙おむつ支給事業 

在宅のねたきり高齢者や認知症高齢者等に対し、紙おむつを支給することで在宅介護

に当たる家族等の経済的負担の軽減を図ります。 
 

■ 在宅ねたきり老人等紙おむつ支給事業の実績値 

項目 平成24年度 平成25年度 平成26年度（見込） 

利用者数 （人） 1,337 1,240 1,300 

 

■ 在宅ねたきり老人等紙おむつ支給事業の計画値 

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

利用者数 （人） 1,400 1,400 1,400 

 

⑤ 在宅ねたきり老人等介護手当支給事業 

在宅介護に係る負担を軽減するため、家庭で介護されている介護者に介護手当を支給

します。 
 

■ 在宅ねたきり老人等介護手当支給事業の実績値 

項目 平成24年度 平成25年度 平成26年度（見込） 

利用者数 （人） 214 226 250 

 

■ 在宅ねたきり老人等介護手当支給事業の計画値 

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

利用者数 （人） 260 260 260 

 

⑥ ひとり暮らし高齢者等「食」の自立支援事業 

在宅のひとり暮らし高齢者等に対し、「食」を通して生活の改善と健康の増進を図る

とともに、訪問時にその安否確認を行い生活の自立を支援します。 
 

■ ひとり暮らし高齢者等「食」の自立支援事業の実績値 

項目 平成24年度 平成25年度 平成26年度（見込） 

実利用者数 （人） 520 513 550 

延利用食数 （食） 44,395 49,138 55,400 

 

■ ひとり暮らし高齢者等「食」の自立支援事業の計画値 

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

実利用者数 （人） 600 650 700 

延利用食数 （食） 57,600 62,400 67,200 
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⑦ ひとり暮らし老人等緊急通報システム設置事業 

在宅のひとり暮らし高齢者等へペンダント型発信機等の緊急通報システムの貸与を

行い、日常生活の安全と緊急事態への速やかな対応を図ります。 
 

■ ひとり暮らし老人等緊急通報システム設置事業の実績値 

項目 平成24年度 平成25年度 平成26年度（見込） 

設置数 （台） 282 276 281 

 

■ ひとり暮らし老人等緊急通報システム設置事業の計画値 

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

設置数 （台） 286 291 296 

 

⑧ 高齢者外出支援サービス事業 

居宅において、家族などによる通院等の移送が困難な高齢者にタクシー料金等を助成

し、外出の機会を確保します。 
 

■ 高齢者外出支援サービス事業の実績値 

項目 平成24年度 平成25年度 平成26年度（見込） 

実利用者数 （人） 761 824 830 

延利用回数 （回） 9,445 9,825 9,960 

 

■ 高齢者外出支援サービス事業の計画値 

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

実利用者数 （人） 920 1,010 1,100 

延利用回数 （回） 11,000 12,100 13,300 

 

⑨ 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業 

ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみで構成する世帯等に対して、寝具を清潔に保つた

めの洗濯・乾燥・消毒サービスを提供します。 
 

■ 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業の実績値 

項目 平成24年度 平成25年度 平成26年度（見込） 

実利用者数 （人） 7 10 12 

延利用回数 （回） 8 12 14 

 

■ 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業の計画値 

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

実利用者数 （人） 20 22 24 

延利用回数 （回） 20 22 24 
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第6 章   安全・安心のまちづくりの推進 

 

 

【基本方針】 

年齢を重ねるごとに、心身機能低下のため、日常生活において何らかの支援を必要とす

る場合があるため、住宅や公共交通機関、道路、公共施設などの生活環境面での安全性、

居住性、快適性などが確保された各種社会基盤の整備に努めるとともに、すべての人が安

心して生活できるよう、ユニバーサルデザインの視点によるまちづくりを推進します。 

また、交通事故や災害時等の緊急時における安全対策を推進し、高齢者が地域において

普段から安心感を持って生活できるように安全・安心対策を推進します。 

 

 

１  高齢者が住みやすいまちづくり 
 

高齢者が増加してく中で、バリアフリーも含めた環境整備を推進していきます。誰もが

安心して暮らせるまちづくりが求められている中、施設や道路、公園において、誰もが安

心して利用できる施設整備に努めていきます。 

 

① 福祉活動拠点の形成  

互いに支え合い、誰もがいきいき暮らせるまちを実現するため、総合福祉会館（ウェ

ルシップやいづ）及び大井川福祉センター（ほほえみ）を、地域福祉活動の拠点として

福祉サービスの総合的な提供を促進し、福祉の増進を図ります。 

また、福祉ゾーンとして整備した総合福祉会館を中心に一体型の公園である大覚寺公

園を活用し、高齢者や障害者と若者や健常者等がふれあえる場を提供します。 

 

② 公共施設のバリアフリー化の推進 

公共施設について、段差の解消や手すり等の設置、円滑な動線の確保等により、バリ

アフリーの考えに基づいた誰もが利用しやすい施設の整備を進めます。 

なお、公共施設の新設、改良にあたっては、バリアフリー新法等に基づいて整備を実

施します。 

また、施設や道路、公園において、誰もが安心して利用できる施設整備を新設時、改

良時に推進します。 

 

③ 公共的施設のバリアフリー化の促進 

高齢者や障害者等が安全に利用できる建物の建築を促進するとともに「福祉のまちづ

くり」についての理解と協力を求めます。 

病院等の公共的施設においてのバリアフリー化を啓発し、促進するほか、公共的施設

の建設にあたっては民間建築物の規範となるよう、高齢者や障害者等の利用に配慮した

施設整備を促進します。 

また、民間事業者が不特定かつ多数の人が利用する建築物を設置する際に、法令等に

基づく協議、指導、助言を行います。 
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④ 公園、緑地、水辺空間の整備  

高齢者がうるおいある健やかな生活を送るため、各地区で公園等が活用されており、

また、災害時には避難地としての役割も期待されています。 

このため、公園、緑地の各施設の設置にあたっては高齢者や障害者等、誰もが安心し

て利用できるよう配慮した施設整備を行うとともに、高齢者が安全かつ快適に楽しむこ

とができ、また、健康増進を図るための施設整備に取り組みます。 

 

⑤ 歩道の整備 

高齢者や障害者をはじめ誰もが安心して利用できるよう、人にやさしい歩道の整備を

進めます。 

高齢者や障害者等の歩行者の安全確保のため、警察署等の関係機関と連携して歩道上

の看板等の不法占拠物等の解消に努めます。また、歩道の適切な維持管理を図り、危険

箇所の改善に努めます。 

 

⑥ 公共交通ネットワークの確保（市内のバス路線の確保）  

高齢者や障害者などの日常の移動手段の確保と利便性の向上を図るため、自主運行バ

スの運営、乗合バス事業者への財政支援に取り組みます。 

 

⑦ ユニバーサルデザインの啓発 

分かりやすい案内表示の導入など、全ての人が同じように見たり、使用したりできる

ように、ユニバーサルデザインによる整備を市内の必要個所に導入するほか、ユニバー

サルデザインの普及・啓発に努めます。 

公共建築物や施設の案内表示等のデザインを共有し、全庁的にユニバーサルデザイン

の考え方を啓発します。 
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２  住宅対策 
 

高齢者住宅や施設について、多様化する高齢者のニーズに応じた身近な場所での情報提

供や相談対応を可能とする窓口の整備を進めます。 

 

① 住宅建設及び改造支援の推進  

高齢者が住み慣れた住居で、安心して生活出来るよう、住宅整備を支援する事業の普

及・啓発に努めます。 
 
◎ 在宅高齢者の日常生活の利便性を図るため住宅整備について助成事業を実施しま

す。 

・高齢者向けバリアフリー工事への融資 

・社会福祉協議会による生活福祉資金貸付 

・身体障害者手帳保有者への助成 

◎ 災害時に倒壊の危険性の高い木造住宅の補強計画や補強工事に対し助成事業を実

施します。 

 

② 住宅改造相談窓口の充実 

高齢者の自立生活の維持・向上や介護負担の軽減等を目的とした住宅の整備が円滑に

できるよう支援します。 
 
◎ 高齢者の自立生活の維持・向上や介護負担の軽減等を目的とした住宅の新築、増

改築や改造など、多様な相談に対応するために、相談窓口を設置します。 

・市担当課への相談窓口の設置 

・一般社団法人志太建築士会協力による「建築よろず相談」 

・社会福祉協議会への相談窓口の設置 

・高齢者対応住宅相談員による相談事業 

 

③ 高齢者向け住宅の建設及び改善事業の促進 

高齢期になっても住み続けることができるよう、地域社会との交流に配慮した高齢者

向け住宅の供給を進めます。 
 
◎ 市営住宅の住戸改善に伴うバリアフリー化等を推進します。また、サービス付き

高齢者向け住宅の情報提供を行います。 

◎ 民間集合住宅の新築及び改築にあたっては、高齢者や障害者に配慮した住宅の供

給と入居を促進するため、民間事業者への指導、啓発を行います。 
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３  安全安心対策 
 

災害時に迅速な対応がとれるよう、継続的に市民への意識付けを行うとともに、日頃か

らの声掛けや見守り等の地域づくり活動を平常時から進め、避難支援者の裾野を拡大する

ことにより安心安全のための体制づくりを推進します。高齢者や障害者等、犯罪被害者と

なりやすい人への防犯に関する啓発活動を進め、防犯意識の向上を図ります。 

 

① 防犯対策  

焼津市安全安心なまちづくり条例に基づき、関係機関及び団体や地域住民と緊密な連

携をはかった防犯活動を行うため、地区安全会議の設立を支援し、焼津地区防犯協会を

通して防犯意識の普及に係る啓発活動や青色回転灯装着車両による防犯パトロールを

引き続き実施していきます。 
 
◎ 警察署等の関係機関や地域の団体、学校等との連絡が取り合えるネットワークの

強化を図ります。 

◎ 振り込め詐欺や悪質商法等への対応を含めた防犯講座、広報活動等を実施します。 

 

② 交通安全対策 

依然として交通事故のうち高齢者が占める割合が多いため、引き続き教室開催等によ

り意識啓発を図っていきます。 
 
◎ 交通事故の多い高齢者への交通安全対策として、警察署等の関係機関と協働して、

高齢者のいる世帯への訪問や、老人クラブ・ミニデイサービス等での交通安全教

室の開催等の啓発活動を行います。 

◎ 自転車の乗り方についての指導を実施します。 

◎ 自動車運転免許返納制度等について広報します。 

 

③ 防災対策 

ア 避難行動要支援者対策の推進 

風水害や地震等の災害に備え、自主防災組織や民生委員等と連携し、自力避難が

困難な高齢者や障害者の避難誘導や安否確認体制の整備等を図り、要支援者の避難

行動を迅速かつ的確に行えるようにします。 
 

◎ 自力避難が困難な要支援者の情報を平常時から把握し支援体制を確立します。 

◎ 要支援者名簿を活用し、要支援者の個別計画書を作成することにより地域住民

による避難支援者の確保を促進します。 
 

イ 高齢者の住宅防火対策の充実 

高齢者の火災予防の意識の向上を図り、火災時に対しての対応が迅速に行えるよ

うにします。 
 

◎ 民生委員や女性消防団員の協力を得て、ひとり暮らしの高齢者を訪問し指導を

行います。 

・住宅用火災警報器の設置促進の啓発 

・火災予防の指導と教育 

・火気使用器具の点検等 
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第7 章    

 

 

【基本方針】 

高齢化の進行とともに高齢者が増加しますが、その多くが元気な高齢者であり、明るく

活力に満ちた高齢社会を確立するため、貴重なマンパワーとして捉え、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、社会の一員として活躍することができる環境づく

りを推進します。 

また、生涯現役で、生きがいをもって過ごすために、健康づくりや介護予防とともに、

就労、生涯学習、スポーツ活動、世代間の交流、ボランティア、まちづくりなどの地域活

動を含めた幅広い社会参加と地域の交流の活性化を促進します。 

 

 

１ 高齢者の社会参加の推進 
 

高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を送り、豊かな経験と知識・技能を活かすため

に、就労の支援や、地域において高齢者が社会参加しやすい環境づくりに努めます。 

 

① 就労等の支援 

ア シルバー人材センターの育成 

高齢者が定年退職後、一般の雇用によらず地域における活動を基盤として、生き

がいや付加的な収入を得る就労を求める傾向は、今後ますます増大することが予測

されます。健康で就労意欲のある高齢者に「働くことを通じた社会参加」の機会を

提供するため、シルバー人材センターは、高齢者の就労促進の担い手として大きな

期待が寄せられています。 
 

◎ 高齢者へ就労機会の提供のため、シルバー人材センターの機能の拡充を支援し、

育成を図ります。 

◎ 公益法人としての事業の見直しや広域化も含め検討します。 
 

イ 就労情報の提供の検討 

生きがいを持った就労につながるよう、就業の機会の確保、能力開発の促進、雇

用情報を含め、相談等を充実させ、商工団体と連携をしながら高齢者の就労を支援

します。 
 

◎ 高齢者からの就労・能力開発についての相談をとおして、「働くことを通じた

社会参加」の機会を提供します。 
 

ウ 就業に向けての各種講座への参加促進 

高齢者の技能・能力の向上を促進し、高齢者の雇用機会の増加を図るため、シル

バー人材センター等による技能講座等を会員などの高齢者に紹介し、講座への参加

促進を啓発します。 

生きがいを持ち 
社会貢献できるまちづくりの推進 
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② 地域の子どもたちと触れ合う仕組みづくり 

高齢者が社会貢献でき、生きがいを持てるまちづくりを目指し、高齢者が地域の子ど

もたちと触れ合う仕組み作りに取り組みます。 

 

③ 老人クラブ活動への支援 

老人クラブは、高齢者の生きがいとなる活動や健康づくりを進める活動を行うなど、

多様な活動の場づくりの取り組みを行っています。このような介護予防や地域交流につ

ながる活動を円滑に進めることができるよう運営を支援するとともに、近年減少してい

る会員数の増加対策を支援します。 

 

④ ボランティア活動への支援 

高齢化社会を迎え、高齢者が定年退職後にも生きがいを持つとともに、高齢者の豊か

な経験と知識・技能を活かすため、福祉関連団体と連携し、地域社会において高齢者が

ボランティアとして活動しやすい環境となり、地域全体でボランティア活動ができるよ

うにします。 
 
◎ ボランティア活動を支援するため、ふくしの広場とボランティアビューローを関

係団体に無償で活動の場として提供し、利用促進を図ります。 

◎ 社会福祉協議会と連携し、ボランティアの参加者が増えるよう、福祉活動に対す

る意識啓発、各団体の連携強化、ボランティアコーディネーターの育成などの支

援を行います。 
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２ 生涯学習・生きがいづくり 
 

高齢者ニーズの多様性や自発性を十分に尊重しながら、生涯学習、スポーツ活動等の活

動を支援していきます。 

 

① 生涯学習の推進（高齢者学級）   

高齢者が地域社会から孤立しないように、また世の中の情報から取り残されないよう

に、学習を通して生きがいと仲間作りを行う場を提供します。 
 

◎ 市内９公民館で実施する高齢者学級で、生きがいづくりや趣味、稽古事の学びだ

けではなく、学んだ成果を地域社会に波及できるような学習の場の充実を図りま

す。 

◎ 豊かな知識、技術、生活の知恵を持った高齢者に講師としての活躍の場を提供す

るとともに、世代を超えた交流の機会を創出します。 

 

② 生きがいづくりの推進（ミニデイサービス）   

家に閉じこもりがちな高齢者等を対象として、健康の増進と生きがいづくりを目的に、

地域で開催されるミニデイサービスの活動を支援し、地域福祉の充実と普及を図るとと

もに介護予防に繋げます。 

利用者や活動団体の状態や意向を踏まえながら、新しい総合事業への転換を検討して

いきます。 

 

③ スポーツ活動の振興 

ア スポーツ教室の振興 

これまでも開催する各種体操教室は、健康の保持・増進や受講者同士の仲間づく

りの場となるよう開催を継続します。 

なお、受講者のニーズや実態に応じ幅広く運動を取り入れるなどの、利用しやす

い教室となるよう取り組みます。 
 
◎ 高齢者体操や健康増進体操により、健康の保持・増進や仲間づくりを進めます。 

◎ 成人向け水泳教室は、水泳技能の向上や健康づくりを目的にディスカバリーパ

ーク水夢館において、焼津市水泳協会の指導者により行います。 
 

イ 地域交流スポーツ大会の振興 

健康づくりと地域づくりを目的とした地域交流スポーツ大会を行い、地域におけ

るスポーツの振興を行っています。これは市内自治会対抗スポーツ競技会で、６種

目が行われています。 
 
◎ より幅広い年齢層が楽しめるニュースポーツを定着させるため、玉入れ、ペタ

ンク大会等を実施し、普及を図ります。 

◎ 老若男女が幅広く参加できるスポーツを引き続き検討し、誰もが参加したくな

るようなスポーツ大会を目指します。 
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ウ 総合型地域スポーツクラブ  

生涯スポーツ社会の実現に向け「誰もがそれぞれの体力や年齢、目的等に応じて

いつでも、どこでもスポーツに親しむ」ことができる、地域と一体となったスポー

ツクラブに対し、運営等のサポートを行っていきます。 
 
◎ 会員の確保や役員の負担軽減など、安定した運営に向けた支援を行います。 

◎ 新たなプログラムの構築、地元他組織との連携を促進します。 
 

エ 市民トリム手帳の普及 

気軽にできるスポーツの推進と継続してトリム手帳の普及を継続して行います。 
 
◎ 手軽な運動を継続する動機づけとして、１日 30分以上の運動（ウォーキング、

ジョギング、スイミング、サイクリング）をした時につける市民トリム手帳の

普及を図ります。 

◎ スポーツ振興課で回数に応じて認定証を発行し、健康づくりの向上に努めます。 
 

オ ラジオ体操の振興 

ラジオ体操の振興については、「いつでも、どこでも、だれでも」気軽にできる優

れた健康法の一つとして引き続き参加者の拡大に努め、普及・啓発を実施します。 
 
◎ 1,000回、2,000回達成者を表彰し、奨励します。 

◎ 指導者育成のため「Ｂ級指導者講習会」を継続して行います。 

 

④ 学習活動・生きがい活動拠点の確保 

ア 福祉活動の拠点の確保 

互いに支え合い、誰もがいきいき暮らせるまちを実現するため、総合福祉会館（ウ

ェルシップやいづ）及び大井川福祉センター（ほほえみ）を、地域福祉活動の拠点

として福祉サービスの総合的な提供を促進し、福祉の増進を図ります。 
 
◎ 拠点施設となる総合福祉会館（ウェルシップやいづ）及び、大井川福祉センタ

ー（ほほえみ）を活用し、ボランティアの育成や活動支援、福祉関係団体等の

活動支援を行います。 

◎ 福祉活動などの情報発信を行うとともに、その活用に対する周知・啓発を進め

ます。 
 

イ 公民館 

市内９か所にある地区公民館を、高齢者の豊富な経験と知識を活かした、高齢者

がいきいきと活躍できる場となるよう充実を図ります。 
 
◎ 公民館ごとに高齢者学級を開催し、公民館を生涯学習の拠点として活用します。 

 

⑤ 健康長寿を祝う会事業 

高齢者の長寿をお祝いするため、健康長寿を祝う会を開催します。 

また、今後、参加対象者数の増大が予想されることから、開催方法を含め長寿者への

お祝い方法について検討していきます。 
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第8 章   地域包括ケアの推進 

 

 

【基本方針】 

団塊の世代が 75 歳以上となる平成 37 年（2025 年）に向け、「医療」、「介護」、「介

護予防」、「生活支援」、「住まい」の 5 つのサービスを一体的に提供する地域包括ケアシ

ステムの構築を目指すため、在宅医療と介護の連携や地域包括支援センターの機能強化

などに取り組むとともに、今後、増加する認知症高齢者に対応するため、認知症施策を

推進します。 

 

 

１ 日常生活圏域の設定 
 

① 日常生活圏域の設定                

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、それぞれの地域で高齢者

を支える体制を確保する必要があり、その環境整備を行う１つの単位として日常生活圏

域を設定し、介護保険サービスなどのサービス基盤の整備や地域における継続的な支援

体制の整備に取り組む必要があります。 

本市では、人口規模や地理的条件、交通条件などを踏まえ４つの日常生活圏域を設定

しています。本計画でも現在と同じ４つの日常生活圏域を設定します。 

 

圏域名 

対象となる 

地域 

（中学校区） 

人口 
 
（人） 

65 歳以上 
 
（人） 

高齢化率 
 
（％） 

75 歳以上 
 
（人） 

後期 

高齢化率 

（％） 

北 部 

東益津 10,312 3,358 32.6 1,551 15.0 

大 村 14,765 3,455 23.4 1,655 11.2 

豊 田 20,761 4,341 20.9 1,891 9.1 

中 部 
焼 津 15,981 4,932 30.9 2,532 15.8 

小 川 13,355 3,613 27.1 1,850 13.9 

南 部 

港 13,962 3,777 27.1 1,715 12.3 

和 田 8,327 2,498 30.0 1,043 12.5 

大 富 22,711 5,842 25.7 2,395 10.5 

大井川 大井川 23,016 5,834 25.3 2,682 11.7 

 焼津市合計 143,190 37,650 26.3 17,314 12.1 

 参考：平成 26年 9月末現在 
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< 日常生活圏域 > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東益津地区 

北部圏域 

南部圏域 

大井川圏域 

中部圏域 

市立総合病院 

静浜基地 

焼津駅 

西焼津駅 

焼津地区 

小川地区 

港地区 

和田地区 

大村地区 

豊田地区 

大富地区 

大井川地区 

大井川 

大井川庁舎 

市役所 

 アトレ庁舎 

保健センター 

新幹線 

東海道本線 

東名高速道路 

大井川地域包括支援センター 

南部地域包括支援センター 

中部地域包括支援センター 

北部地域包括支援センター 
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２ 地域包括支援センターの運営 
 

団塊の世代が後期高齢者となる平成 37 年に向けて、地域包括支援センターの機能強

化に努めます。また、地域包括支援センターの認知度の向上のため、広報活動をより一

層進めます。 

 

① 地域包括支援センターの設置及び適切な運営          

ア 地域包括支援センターの設置 

本市は、４つの日常生活圏域に１か所ずつ地域包括支援センターを委託方式で設

置します。 

地域包括支援センターは、地域における総合相談及び権利擁護、介護予防ケアマ

ネジメント、包括的・継続的ケアマネジメントを担う地域包括ケアシステムの中核

機関と位置付けます。 

なお、各地域包括センターには、保健師（看護師）、社会福祉士、主任介護支援専

門員、認知症地域支援推進員を配置します。 
 
◎ 地域包括支援センターが、地域包括ケアシステムの中核的な機関となるよう専

門職を増員することにより、さらに機能強化を図ります。 

◎ アンケート調査では地域包括支援センターを知らない人が４割弱いますので、

広報周知に努めます。 

 

圏域名 
対象となる地域 

（中学校区） 
センター名 設置場所 

北 部 東益津・大村・豊田 
北部地域 

包括支援センター 

大覚寺 3-2-2 

総合福祉会館内 

中 部 焼津・小川 
中部地域 

包括支援センター 

西小川 5-6-3 

焼津市医師会館内 

南 部 港・和田・大富 
南部地域 

包括支援センター 

田尻北 792-1 

特別養護老人ホームつばさ内 

大井川 大井川 
大井川地域 

包括支援センター 

宗高 572-1 

大井川福祉センターほほえみ内 

 

 

イ 地域包括支援センター運営協議会の設置 

地域包括支援センターの公正・中立性の確保、センターの円滑かつ適正な運営を

図るため、地域包括支援センター運営協議会を開催します。 

公正・中立性をチェックしていくとともに、事業運営における効果の評価を行い、

必要に応じて是正・改善を求めていきます。 
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② 地域ケア会議の推進                 

各地域包括支援センターが主催する地域ケア個別会議において、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、地域のネットワーク構築、地域課題の発

見・把握、資源開発等を行います。 

また、個別事例の地域ケア個別会議の後に、市レベルの地域ケア推進会議を開催して、

共有された地域課題の解決に必要な資源開発や地域づくり、さらには介護保険事業計画

への反映など施策形成に利用します。 

 

 

 

< 地域包括支援センターを中心とした（地域包括ケアシステム）のイメージ > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認知症施策の推進 

認知症初期集中支援チーム 
認知症地域支援推進員 

在宅医療・介護の連携 

・会議の開催、研修の実施 
・地域の医療、福祉資源の把握と活用 

・多職種協働により在宅医療、介護を 
一体的に提供 

住民の代表 

地域包括支援センター 
運営協議会 

介護サービス及び 
介護予防サービスの事業者 

知識経験を有する者 等 保健、医療又は 
福祉関係団体を代表する者 

介護予防ケア 

マネジメント事業 

・アセスメントの実施 
 ↓ 

・プランの策定 
 ↓ 

・事業者による事業実施 
 ↓ 

・再アセスメント 

居宅介護支援事業所 

予
防
給
付
・
介
護
予
防
事
業 

地域ケア会議の推進 

・地域ケア会議の開催、啓発 
・地域課題の把握 
・地域づくり、資源開発 

包括的・継続的 
マネジメント事業 

・日常的個別指導･相談 
・支援困難事例等への 
指導･助言 

・地域での介護支援専門員 
のネットワーク構築 

多面的(制度横断的)支援の展開 

行政機関、保健所、医療機関、警察署、
家庭裁判所など関係する機関につなぐ 

チーム 
アプローチ 

社会福祉士 

保健師など 主任介護 
支援専門員 

支援 
ケア 
マネジメント 

・センターの運営支援、評価 

・地域資源のネットワーク化 

・中立性の確保 

・人材確保支援 

地域包括支援センター 

総合相談・支援事業 

保被険者 

虐待防止･早期発見､権利擁護 
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３ 権利擁護施策の推進  
 

近年、高齢者に対する身体的・心理的虐待、介護や世話の放棄・放任、経済的虐待等

が家庭で表面化し、社会的な問題となっています。そのため、住民一人ひとりが高齢者

虐待に対する認識を深め、虐待の発生を未然に防ぐことや、万一発生した場合でも早期

に発見、対応できるよう体制を整備します。 

また、認知症により判断能力が不十分な高齢者は増加しており、ひとり暮らし高齢者

や高齢者のみで構成する世帯も今後も増えることが予想される中、より一層の権利擁護

に関する相談体制の強化、啓発を行っていきます。 

 

① 高齢者に対する虐待防止と早期発見           

高齢者虐待についての啓発及び相談窓口の周知を図り、虐待を未然に防いだり、早期

発見につながるよう取り組みます。さらに、関係機関との連携強化を図り、「高齢者虐

待防止ネットワーク」の充実に取り組み、高齢者や養護者に対する適切な支援を行える

ようにします。 

また、虐待通報があった場合は「焼津市高齢者虐待防止・対応の手引き」により迅速

な対応を行います。 

 

② 権利擁護事業・成年後見制度の利用促進の充実          

社会福祉協議会の専門員と生活支援員による日常の金銭管理等を行う「日常生活自立

支援事業」や後見人・保佐人・補助人による財産管理や契約等の法律行為を行う「成年

後見制度」の周知や啓蒙活動を行います。 

 また、親族等による成年後見の困難な者が増加することが予測され、成年後見の担い

手として市民の役割が強まると考えられることから、社会福祉協議会などと協力して市

民後見人の育成等の体制の整備に努めます。 
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４ 認知症施策の推進  
  

高齢化の進行とともに、認知症高齢者はさらに増加することが見込まれ、認知症高

齢者に係る施策の推進はより一層重要なものとなっています。 

そこで、焼津市医師会が中心となり、平成 25 年度に「オレンジプラン実施協議会」

を設置しました。この協議会において、認知症高齢者の早期発見・早期対応につなげ

るために、従来の基本チェックリストに本市独自の追加項目を合わせた「もの忘れチ

ェックシート」を開発しましたので、平成 27 年度から認知症のスクリーニングを含

めた新たな生活機能チェックとして運用を開始します。 

また、タッチパネル式もの忘れ相談プログラムを各地域包括支援センターに配置し

て、認知症の相談業務に活用します。 

 

① 認知症対策総合支援事業              

今後も、地域包括ケア推進にあたり重要な役割を担う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、認知症の方やその家族への支援を行います。また、引き続き、

市は認知症地域支援推進員や関係機関と連携し、認知症施策を推進します。  
 

ア 認知症地域支援推進員の配置 

地域包括ケアの推進・実現にあたり、重要な役割を担う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、認知症の方やその家族への支援を行います。 

また、認知症地域支援推進員は、医療機関や介護サービス事業者および地域の支

援機関をつなぐコーディネーターとしての役割を担い、市は、認知症地域支援推進

員と連携して、認知症に対する施策を推進します。 
 

イ 認知症ケアパスの作成 

地域の実情に合わせて、認知症の状態に応じた適切なサービス提供の流れを示し

た「認知症ケアパス」を作成し、どのように認知症の人を地域で支えていくかを地

域住民に明示します。 

認知症の人やその家族に対し、認知症と疑われる症状が発生した場合に、いつ、

どこで、どのような医療や介護サービスを受ければよいか理解できるよう、標準的

な「認知症ケアパス」の作成と普及を推進します。 
 

ウ 認知症初期集中支援チームの設置  

早期からの適切な診断や対応、認知症についての正しい知識と理解に基づく本人

やその家族への支援を包括的・継続的に実施する体制の構築を進めます。複数の専

門職で構成する「認知症初期集中支援チーム」により認知症の早期診断、早期対応

ができる体制を整備します。 
 

エ 認知症を支える地域づくりの推進 

社会全体で認知症の人々を支えるため、介護サービスだけでなく、地域の自助・

互助を最大限活用し、地域の多様な主体機関が連携して認知症の人を支えます。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良い環境で暮

らし続けることができる社会の実現を目指します。 
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オ 認知症高齢者見守りネットワークの構築 

認知症の人やその家族が住み慣れた地域で安心して生活できるように、高齢者の

異変や行方不明になった場合に、必要な支援等の対応がとれるよう「高齢者あんし

んサポート事業」の充実と「認知症高齢者ＳＯＳネットワーク（仮称）」の構築を行

います。 

認知症で徘徊する高齢者を速やかに発見するため、靴に貼るシールの配布や事前

登録制度の導入を検討します。また、捜索に協力する地域の企業や事業所、個人を

増やしていきます。 
 

カ 認知症家族会への支援  

市内で活動する認知症高齢者を介護する家族会が実施する事業を支援します。ま

た、家族支援講座を開催し、家族への充実した支援を行うことで、介護者の負担が

軽減されるように努めます。 
 

キ 認知症サポーター及びキャラバン・メイトの養成 

認知症を理解し、認知症の人や家族を見守る認知症サポーターを養成し、地域で

支え合う体制づくりを進めます。地域や事業所、小・中学校などで養成講座を開催

し、さらなる認知症サポーターの養成と講師役となるキャラバン・メイトの育成を

図ります。 

認知症サポーターの養成を引き続き進めるとともに、その自主的な活動が、認知

症の人を支える地域づくりへと広がりをみせるよう支援していきます。新たなキャ

ラバン・メイトを養成するとともに、より多くのキャラバン・メイトが活躍できる

よう調整を図ります。 
 
■ 認知症サポーター養成の実績値 

項目 平成24年度 平成25年度 平成26年度（見込） 

認知症サポーター 

養成数（累積） 
3,489 4,493 5,600 

 
■ 認知症サポーター養成の計画値 

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

認知症サポーター 

養成数（累積） 
6,500 7,500 8,500 
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５ 在宅医療・介護の連携推進 
 

医療と介護の両方を必要とする状態になっても住み慣れた地域で自分らしい暮らし

を最後まで続けることができるよう、医師会と連携して在宅医療・介護連携の推進に取

り組みます。 

 

① 地域の医療・介護・福祉資源の把握と活用           

地域を包括した医療・介護資源マップまたはリストを作成し、地域の現状を把握する

とともに、課題の抽出を行います。また、各種の情報を共有することにより医療や介護

関係者による円滑な連携を促進します。 

 

② 焼津市在宅医療介護連携推進協議会の設置           

在宅医療・介護連携推進のため、医師会、歯科医師会、薬剤師会、地域包括支援セン

ター、ケアマネジャー、訪問看護事業所、介護サービス事業所、行政等で構成する「焼

津市在宅医療介護連携推進協議会」を設置します。 

この協議会で、地域における在宅医療・介護の現状と課題を抽出し、対応可能な解決

策を協議します。 

 

③ 多職種連携のための研修の実施           

在宅医療・介護の連携推進及び在宅医療に携わる人材を確保するため研修を行います。

全体研修やグループワーク等の多職種参加型の研修を通して、在宅医療・介護連携を進

める上で必要な事項を学びます。研修の場に、在宅医療に関わる多職種（病院関係者・

介護従事者）が一堂に会することで、知識等の習得に加え、「顔の見える関係」を構築

します。 

 

④ 切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築        

在宅医療や介護を利用している患者や利用者の緊急の相談等に対応できるよう、医療

機関や訪問看護事業所、介護事業所間の連携により、24 時間患者からの連絡を受けら

れる体制または往診や訪問介護、介護サービス等を提供できる体制を整備します。 
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６ 関係団体とのネットワークづくり 
 

住み慣れた地域で安心して生活できるような地域での支え合い活動を関係機関等と連

携し推進します。社会福祉協議会、民生委員児童委員協議会、医師会、歯科医師会、薬

剤師会、自治会連合会、地域活動団体、その他関連団体等との連携を強化していきます。 

 

① 関係団体との連携                 

高齢者の在宅生活を支えるためには、介護サービスだけでなく、地域における関係団

体の連携と協力が不可欠です。そのため、地域の「自助」と「互助」を最大限活用して

地域包括ケアシステムを構築します。 

 

ア 社会福祉協議会 

各地域に根ざした住民参加型福祉サービスの展開・支援を行ってきた社会福祉協

議会と一層の連携を図り、画一的な行政サービスでは行き届かない分野における福

祉の充実に努めます。 
 

イ 民生委員・児童委員協議会 

地域住民とのパイプ役として、地域住民の生活状態や福祉ニーズを把握している

民生委員と連携し、介護予防や福祉サービスの充実に努めます。 
 

ウ 医師会・歯科医師会・薬剤師会 

健康づくり、介護予防、認知症対策、在宅医療と介護の連携には医療関係団体の

協力は不可欠ですので、今後も協力を得ながら地域包括ケアを推進します。 
 

エ 自治会連合会 

各地域において住民参加による福祉の増進と各種のコミュニティ活動を実施して

いる各自治会と連携し、地域包括ケアを推進します。 
 

オ 地域活動団体 

地域福祉を進める上で、大きな役割を担っているボランティア団体の活動を支援

します。また、元気な高齢者の社会参加の組織である老人クラブと連携して、介護

予防や生涯学習、生きがいづくりの場を提供します。 

高齢者の生きがい対策のため、あるいは社会参加のためにシルバー人材センター

と連携して就労の場の確保に努めます。 
 

カ その他関連団体 

地域住民の生命・財産を守る警察や消防と連携し、安全安心な生活を送ることが

できるよう地域包括ケアを推進します。 
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第9 章   地域支援事業の推進 

 

 

【基本方針】 

地域包括ケアシステムにおいては、介護保険サービスだけでなく、様々な主体による

生活支援サービスについても一体的に提供されることにより、高齢者の生活上の安全・

安心・健康が確保され、自立した生活と生活の質の向上を効果的に支援することが可能

となります。そのため、行政、市民、関係団体などの協働による地域の介護力や住民同

士の互助の仕組みなどの「地域力」で高齢者の生活支援に取り組みます。 

 

 

１ 地域支援事業の実施  
 
本市は、65歳以上の高齢者を対象とした介護予防の知識の普及・啓発などや、将来、要

支援・要介護状態となるおそれのある高齢者（二次予防事業対象者）を対象とした「介護

予防事業」をはじめとし、包括的ケアマネジメントを中心とした「包括的支援事業」、地

域の実情に合わせて実施する「任意事業」の３つの事業について、一体的に取り組みます。 

 

 

地域支援事業の内容  

1 介護予防事業  

 (1)二次予防事業 ① 通所型介護予防事業（運動器・栄養・口腔） 

② 訪問型介護予防事業 

 (2)一次予防事業 ① 介護予防普及啓発事業 

② 地域介護予防活動支援事業 

2 包括的支援事業 ① 介護予防ケアマネジメント事業 

② 総合相談支援事業 

③ 権利擁護事業 

④ 包括的・継続的ケアマネジメント事業 

3 任意事業  

 (1)介護給付費等適正化事業 ① 介護給付費通知、ケアプラン点検など 

 (2)家族介護支援事業 ① 在宅ねたきり老人等紙おむつ支給事業 

② 家族介護者教室交流事業 

③ 在宅ねたきり老人等介護手当支給事業 

 (3)その他事業 ① ひとり暮らし高齢者等「食」の自立支援事業 

② 住宅改修理由書作成業務支援事業 

③ 成年後見制度利用支援事業 

④ 介護相談員派遣事業 
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① 介護予防事業 ・ 二次予防事業        

日常生活は何とか行えるが、少し手助けが必要になったなどという 65歳以上の高齢

者に対して、能力の低下が進み要支援や要介護の認定を受ける状態とならないよう予防

する事業を「二次予防事業」と言います。 

 

ア 生活機能チェック事業 

早期に介護予防に取り組み、要支援や要介護状態になることを予防するため、要

介護・要支援認定を受けていない高齢者を対象に、本市では特定健診等との同時受

診を基本に医療機関で生活機能チェックを実施し、二次予防事業対象者を把握しま

す。 
 

■ 生活機能評価受診者数・二次予防事業対象者数の実績値 

項目 平成24年度 平成25年度 
平成26年度 
（見込） 

生活機能評価受診者（人） 10,421 11,430 11,752 

二次予防事業対象者(人) 1,767 1,914 1,997 

 
■ 生活機能評価受診者数・二次予防事業対象者数の計画値 

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

生活機能評価受診者（人） 11,975 12,556 13,114 

二次予防事業対象者(人) 2,035 2,134 2,229 

※「生活機能評価」は、制度改正に伴い、平成２７年度より「生活機能チェック」に変更。 

 

イ 通所型介護予防事業 

二次予防事業対象者に対し、利用者が会場に出向く方式で、介護予防を目的とし

た運動器の機能向上、栄養改善、口腔器の機能向上を図る事業を実施します。 

平成２９年４月から開始する新しい総合事業への移行準備を進めながら参加者の

増加を図り、介護サービス事業所の拡大や実施プログラムの多様化に努めます。ま

た、高齢者が気軽に、継続して介護予防に取り組めるような環境づくりに努めます。 
 

■ 通所型介護予防事業の実績値 

項目 参加者数 平成24年度 平成25年度 
平成26年度 
（見込） 

運動器の 
機能向上 

延べ人数（人） 3,161 3,007 2,700 

実人数（人） 242 220 248 

栄養改善 
延べ人数（人） 129 49 66 

実人数（人） 26 17 16 

口腔器の 
機能向上 

延べ人数（人） 633 624 512 

実人数（人） 93 120 82 

合 計 
延べ人数（人） 3,923 3,826 3,278 

実人数（人） 361 430 346 
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■ 通所型介護予防事業の計画値 

項目 参加者数 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

運動器の 

機能向上 

延べ人数（人） 3,875 3,953 4,000 

実人数（人） 250 255 258 

栄養改善 
延べ人数（人） 152 156 156 

実人数（人） 38 39 39 

口腔器の 
機能向上 

延べ人数（人） 686 686 700 

実人数（人） 98 98 100 

合 計 
延べ人数（人） 4,713 4,795 4,856 

実人数（人） 386 392 397 

 

ウ 訪問型介護予防事業 

開催する会場に出向く等の「通所型介護予防事業」の利用が困難な二次予防対象

者を対象に、対象者の家庭を訪問することによって生活機能に関する問題を総合的

に把握・評価し、必要な相談・指導を行います。 

栄養改善のプログラムをはじめ、状況に合わせた訪問型介護予防事業を提供しま

す。 
 

■ 訪問型介護予防事業の実績値 

参加者数 平成24年度 平成25年度 平成26年度（見込） 

延べ人数（人） 0 0 3 

実人数（人） 0 0 1 

 
■ 訪問型介護予防事業の計画値 

参加者数 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

延べ人数（人） 6 12 18 

実人数（人） 1 2 3 

 

エ 二次予防評価事業 

実施する二次予防事業が効果的に機能を発揮しているかの検証を行います。検証

は、対象者数、参加者数、基本チェックリストの項目数の変化や主観的健康観等に

より行います。 

 

② 介護予防事業 ・ 一次予防事業   

高齢者がより元気に、生きがいや日々の生活に活力を持っていきいきと過ごしていた

だけるよう各種の支援に取り組みます。 
 
 

ア 介護予防普及啓発事業 

介護予防の基本的な知識を普及・啓発します。また、住民が主体となる、地域に

根ざした介護予防活動を推進します。 
 
◎ パンフレットの作成・配布、介護予防事業の参加記録等を記載する介護予防手

帳等の配布を行います。 

◎ 介護予防の活動として、健康教育、介護予防教室、介護予防講演会等を行いま

す。 
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イ 地域介護予防活動支援事業 

元気な高齢者が、虚弱な高齢者の社会参加を促し、地域の介護予防の担い手とし

て活躍することを期待しています。 

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・支援を行います。 

 

③ 包括的支援事業                   

ア 介護予防ケアマネジメント事業 

要支援の認定者に対して、適切な介護予防を受けることができるよう相談体制を

整備し、介護予防ケアプランの作成や指導、助言を行います。 
 
◎ 相談や介護予防ケアプランの作成は、市内４か所に設置された地域包括支援セ

ンターが行います。 

◎ 複雑な相談内容に対応するため、地域包括支援センターの強化を図ります。 

◎ 地域包括支援センターの存在や役割を市民に周知します。 
 

イ 総合相談支援事業、権利擁護事業 

高齢者の暮らしに対して、介護保険サービスにとどまらない様々な形での支援を

可能とするため、市内４か所に設置された地域包括支援センターに総合相談の窓口

を設け、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、

権利擁護の観点からの対応が必要な人への支援を行います。 

また、個々の課題解決のため、地域における様々な関係者とのネットワーク構築

や、対象者の実態把握などの機能を充実します。 
 

ウ 包括的・継続的ケアマネジメント事業 

地域包括支援センターにおいて、主治医・介護支援専門員等との多職種協働や、

地域の関係機関との連携を通じてケアマネジメントの後方支援を行います。 
 
◎ 地域の介護支援専門員の相談・助言 

◎ 支援困難事例への指導・助言 

◎ 地域の介護支援専門員のネットワーク構築 
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④ 任意事業                      

ア 住宅改修理由書作成業務支援事業 

高齢者の自立生活の維持・向上や介護負担の軽減等を目的とした住宅改修を効果

的に活用するため、相談・情報提供を行います。 

また、住宅改修の支給の申請に係る理由書を作成した場合の経費を助成すること

により、負担を軽減し、円滑なサービス利用の促進を図ります。 
 

■ 住宅改修支援事業の実績値 

項目 平成24年度 平成25年度 平成26年度（見込） 

助成件数 （件） 80 32 50 

 
■ 住宅改修支援事業の計画値 

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

助成件数 （件） 100 100 100 

 

イ 成年後見制度利用支援事業 

認知症等により判断能力が不十分な高齢者などの権利を守るため、市長による法

定後見開始の申立てなどにより成年後見制度利用を支援します。 
 

■ 成年後見制度利用支援事業の実績値 

項目 平成24年度 平成25年度 平成26年度（見込） 

利用者数 （人） 9 11 13 

 
■ 成年後見制度利用支援事業の計画値 

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

利用者数 （人） 18 25 30 

 

ウ 介護相談員派遣事業 

介護相談員をサービス提供事業所に派遣することにより、サービス利用者の持つ

質問・不満・心配事等を把握し、それらの状況を事業所と共有することにより、介

護サービスの質の向上と改善を図ります。 
 
◎ 介護相談員が２人一組となり、市内のサービス事業所を訪問します。 

◎ 訪問活動での報告事項をサービス事業所に提供します。 

◎ 介護相談員の相談技術習得と能力向上を図ります。 

◎ サービス事業所の増加に対応するため、訪問施設の拡大を図ります。 
 

■介護相談員派遣事業の実績値 

項目 平成24年度 平成25年度 平成26年度 

訪問施設 （か所） 16 17 18 

 
■介護相談員派遣事業の計画値 

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

訪問施設 （か所） 24 26 28 
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エ 介護給付費等適正化事業 

介護給付を必要とする受給者を適切に認定し、受給者が真に必要とする過不足の

ないサービスを事業者が適切に提供することを促すことで、適切なサービスの確保

と費用の効率化を図ります。 

国の指針に掲げる「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」、「縦覧点検・医療情報との突合」、「介護給付費通知」といった、いわゆる主

要５事業に加え、国民健康保険団体連合会の介護給付適正化システムによる給付実

績を活用した点検等を行います。 
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２ 新しい総合事業への移行  
 

本市では、今回の介護保険制度の改正に伴い、平成 29 年 4 月から新しい介護予防・

日常生活支援総合事業に移行します。そのために、平成 27 年度から 2 年間をかけて体

制を整備していきます。 

サービスの種類・内容・人員基準・単価等が全国一律で、要支援 1・2 の人が対象と

なっている予防給付のうち、訪問介護と通所介護について、地域の実情に応じ、住民主

体の取り組みを含めた多様な主体による柔軟な取り組みにより、効果的かつ効率的にサ

ービスが提供できるよう地域支援事業を見直します。 

なお、サービス利用者や介護サービス事業者に混乱が生じないよう移行前に説明会を

開催します。 
 

① 予防訪問介護、予防通所介護を地域支援事業に移行       

予防給付の訪問介護と通所介護を平成 29年４月から、それぞれ地域支援事業の訪問

型サービスと通所型サービスに移行します。 

今後、サービスの基準・単価・利用者負担の設定等の事業内容について、検討してい

きます。 
 

② 二次予防事業を介護予防・生活支援事業に移行       

現在の二次予防事業を平成 29年４月から介護予防・生活支援事業の訪問型サービス

と通所型サービスに移行します。 

既存の介護サービス事業者を対象に、新しい総合事業への参入意向を確認するための

調査を実施します。 
 

③ 一次予防事業を一般介護予防事業に移行             

現在の一次予防事業を平成 29年４月から一般介護予防事業に移行します。 

これまでの一次予防事業に加え、リハビリ専門職等を活かした自立支援に資する取り

組みや、地域活動に参加することによる自発的な介護予防活動のプログラムを整備しま

す。 
 

④ 生活支援サービス（見守り・家事援助・外出支援等）の充実      

元気な高齢者が社会参加して社会的役割を持つことが生きがいや介護予防につなが

ります。そのため、ＮＰＯやボランティア等に立ち上げ経費や活動経費を助成すること

により、高齢者が活動する機会を増やします。 

また、ひとり暮らしの高齢者の増加により、生活支援を必要とする高齢者の増加が見

込まれます。これらの担い手として、ボランティアやＮＰＯ、民間企業、協同組合等の

多様な主体によるサービス提供が期待されます。 
 

⑤ 生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進          

地域住民による介護予防や生活支援を推進していくためには、既存の社会資源（ＮＰ

Ｏ、ボランティア、地縁組織、社会福祉協議会、介護サービス事業者、民間企業など）

や各関係機関と連携していくとともに、地域のニーズに応じて新たに介護予防や生活支

援を担う団体や人材の育成も必要となります。  

そのために、「生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）」や「協議体」を設

置するなどして、関係者間の情報共有やサービス提供主体間の連携体制づくりを推進し

ていきます。 
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第10 章   介護サービス基盤整備の推進 

 

 

【基本方針】 

現在、高齢化の進行やライフスタイルの変化により、ひとり暮らしの高齢者や高齢者

のみの世帯、認知症高齢者が増加し、在宅生活の継続の支援が必要となっています。ま

た、今後も、要介護認定者の増加、介護給付費の増加が見込まれ、平成 37 年度には、

団塊の世代が 75 歳以上になり、介護保険のピークを迎えると言われています。 
 
このような状況のなか、高齢者等一般調査によると、約７割の方が、介護が必要な状

態となっても家族介護や介護保険サービスの利用により、自宅で生活したいと希望され

ています。住み慣れた地域において安心して暮らし続けることができるよう、継続して、

居宅サービスの提供体制を整備していきます。 
 
一方で、様々な理由により在宅生活が困難になった場合においても、施設等への入所

により安心して暮らすことができるよう、また、平成 37 年度に向け、多くの入所待機

者が生じないように、計画的に施設サービスの提供体制を整備していきます。 
 
第 6 期介護保険事業計画における介護サービスの基盤整備については、これら基本方

針をもとに、サービスの利用実績、介護支援専門員及びサービス事業者へのアンケート

結果、制度改正による影響等を勘案しました。 

 

 

（１）居宅サービス  

介護支援専門員やサービス事業所への調査等により、訪問看護、短期入所生活介護（シ

ョートステイ）、短期入所療養介護（医療型ショートステイ）の供給が十分でないことが

課題として上げられます。 
 
訪問看護については、主に看護師不足によるところが大きく、全国的に問題となって

いますが、市内のサービス事業所においても同様に深刻な問題となっています。市では、

既存事業所への働きかけや県の職員確保対策事業に協調することにより、問題の解決に

努めます。なお、介護老人福祉施設の整備に併せて、短期入所介護の整備を行い、介護

老人保健施設の整備に併せて、短期入所療養介護の整備を行います。 
 
また、特定施設入居者生活介護（介護専用型有料老人ホーム）については、制度改正

により、介護老人福祉施設の入所基準が原則、要介護 3以上となることから、要介護 1，

2 の待機者の受け皿が必要となること、また、ライフスタイルの変化により、有料老人

ホームのニーズが増加傾向にあることなどから、今後、ニーズが増加すると見込まれる

ため、平成 28年度に 50人分の施設整備を行います。 
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（２）地域密着型サービス  

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）については、高齢化の進行や認知症施

策の実施により、認知症高齢者のニーズが増加すると見込まれること、また、第 6期介

護保険事業計画期間に長期入院精神障害者の地域移行が実施される予定であることも考

慮し、平成 28年度に 18人分の施設整備を行います。 

また、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護（旧名称 複

合型サービス）については、平成 25年度に新規事業者の募集を行うも希望事業者がいま

せんでした。しかし、地域包括ケアシステムの構築により、医療・介護のニーズを併せ

持つ利用者が今後増加すると見込まれ、これに該当するサービスであること、介護支援

専門員へのアンケートでは、当該サービスに適する利用者がそれぞれ 20人ほどいるとい

うことなどから、必要なサービスであると考えるため、第 6期介護保険事業計画中にお

いても募集を行い、整備を図ります。 

なお、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護については、サービス供給量

が増加すると見込まれますが、既存のサービス事業所で対応が可能と考えます。 

 

 

（３）施設サービス  

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）については、入所の必要性が高い待機者の

解消を図るため、また、平成 37年度に向けた計画的な施設整備を行うため、平成 29年

度に 100人分の施設整備を行います。 

また、介護老人保健施設については、地域包括ケアシステムの構築により、医療・介

護のニーズを併せ持つ利用者が増加すると見込まれ、これに該当するサービスであるこ

とから、平成 28年度と平成 29年度にそれぞれ 100人分の施設整備を行います。 

 

第 6 期介護保険事業計画における施設整備数 

施設の種類 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

介護老人福祉施設 定員   100 

介護老人保健施設 定員  100 100 

介護専用型特定施設 定員  50  

認知症対応型共同生活

介護 
定員  18  

看護小規模多機能型居

宅介護 
か所  1  

定期巡回・随時対応型

訪問介護看護 
か所  1  

 

 



第１０章 介護サービス基盤整備の推進 

47 

 

１  居宅サービス 

 

（１）訪問介護（介護予防訪問介護） 

訪問介護（介護予防訪問介護）は、訪問介護員が居宅を訪問して、入浴、排泄等の

身体介護や、食事の世話等の家事援助を行うサービスです。 

高齢者の増加に伴う要介護・要支援認定者が増加することが予想されるので、サー

ビス供給量の増加を見込みました。 

なお、介護予防訪問介護については、平成 29年度に地域支援事業へ移行します。 
 
■ 訪問介護年間利用人数の推計 

 
平成 

24 年度 

 

25 年度 

 

26 年度 

 

27 年度 

 

28 年度 

 

29 年度 

訪問介護 

 計画値 10,104 11,016 12,168 9,000 9,468 10,080 

 実績値 8,216 8,543 8,626 － － － 

 達成率 81.3% 77.6% 70.9% － － － 

介護予防訪問介護 

 計画値 1,662 1,712 1,762 2,028 2,184 1,164 

 実績値 1,622 1,658 1,853 － － － 

 達成率 97.6% 96.8% 105.2% － － － 

 

 

（２）訪問入浴介護（介護予防訪問入浴介護） 

訪問入浴介助介護（介護予防訪問入浴介護）は、居宅を訪問し、浴槽を提供するこ

とにより、入浴の介助を行うサービスです。 

訪問入浴介護については、ニーズが減少していることから、サービス供給量の縮小

を見込みました。 
 
■ 訪問入浴介護年間利用人数の推計 

 
平成 

24 年度 

 

25 年度 

 

26 年度 

 

27 年度 

 

28 年度 

 

29 年度 

訪問入浴介護 

 計画値 1,764 1,781 1,861 1,476 1,392 1,320 

 実績値 1,687 1,672 1,576 － － － 

 達成率 95.6% 93.9% 84.7% － － － 

介護予防訪問入浴介護 

 計画値 32 35 37 24 24 24 

 実績値 19 27 27 － － － 

 達成率 59.4% 77.1% 73.0% － － － 
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（３）訪問看護（介護予防訪問看護）  

訪問看護（介護予防訪問看護）は、看護師等が居宅を訪問して、療養上の世話又は

必要な診療の補助を行うサービスです。 

高齢者の増加に伴う要介護・要支援認定者が増加することが予想されるので、サー

ビス供給量の増加を見込みました。 

また、サービス供給量が不足している状態であるため、特にサービス供給体制を整

備する必要があります。 
 
■ 訪問看護年間利用人数の推計 

 
平成 

24 年度 

 

25 年度 

 

26 年度 

 

27 年度 

 

28 年度 

 

29 年度 

訪問看護 

 計画値 2,634 2,775 2,905 2,712 2,796 2,904 

 実績値 2,175 2,407 2,606 － － － 

 達成率 82.6% 86.7% 89.7% － － － 

介護予防訪問看護 

 計画値 170 200 230 264 288 312 

 実績値 69 90 250 － － － 

 達成率 40.6% 45.0% 108.7% － － － 

 

 

（４）訪問リハビリテーション（介護予防訪問リハビリテーション）  

訪問リハビリテーション（介護予防訪問リハビリテーション）は、理学療法士（Ｐ

Ｔ）や作業療法士（ＯＴ）等が居宅を訪問して、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うサービスです。 

高齢者の増加に伴う要介護・要支援認定者が増加することが予想されるので、サー

ビス供給量の増加を見込みました 
 

■ 訪問リハビリテーション年間利用人数の推計 

 
平成 

24 年度 

 

25 年度 

 

26 年度 

 

27 年度 

 

28 年度 

 

29 年度 

訪問リハビリテーション 

 計画値 422 447 473 876 972 1,020 

 実績値 554 686 794 － － － 

 達成率 131.3% 153.5% 167.9% － － － 

介護予防訪問リハビリテーション 

 計画値 71 80 89 276 324 372 

 実績値 117 173 239 － － － 

 達成率 164.8% 216.3% 268.5% － － － 
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（５）居宅療養管理指導（介護予防居宅療養管理指導） 

居宅療養管理指導（介護予防居宅療養管理指導）は、医師、歯科医師、薬剤師等が

居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行うサービスです。 

高齢者の増加に伴う要介護・要支援認定者が増加することが予想されるので、サー

ビス供給量の増加を見込みました。 
 

■ 居宅療養管理指導年間利用人数の推計 

 
平成 

24 年度 

 

25 年度 

 

26 年度 

 

27 年度 

 

28 年度 

 

29 年度 

居宅療養管理指導 

 計画値 1,764 1,770 1,776 2,844 3,180 3,444 

 実績値 1,881 2,152 2,505 － － － 

 達成率 106.6% 121.6% 141.0% － － － 

介護予防居宅療養管理指導 

 計画値 120 132 156 108 108 108 

 実績値 103 132 102 － － － 

 達成率 85.8% 100.0% 65.4% － － － 

 

 

（６）通所介護（介護予防通所介護） 

通所介護（介護予防通所介護）は、デイサービスセンターにおいて、入浴、食事の

提供等日常生活の世話、機能訓練を行うサービスです。 

高齢者の増加に伴う要介護・要支援認定者が増加することが予想されるので、サー

ビス供給量の増加を見込みました。 

なお、平成 28年度に小規模通所介護事業所は地域密着型通所介護（仮称）に移行し

ます。 

また、介護予防通所介護については、平成 29年度に地域支援事業へ移行します。 
 
■ 通所介護年間利用人数の推計 

 

 

 
平成 

24 年度 

 

25 年度 

 

26 年度 

 

27 年度 

 

28 年度 

 

29 年度 

通所介護 

 計画値 14,136 15,360 16,584 18,588 11,952 12,744 

 実績値 14,552 14,969 16,814 － － － 

 達成率 102.9% 97.5% 101.4% － － － 

介護予防通所介護 

 計画値 4,181 4,438 4,695 5,856 6,096 3,156 

 実績値 4,329 4,728 5,538 － － － 

 達成率 103.5% 106.5% 118.0% － － － 
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（７）通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）  

通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）は、介護老人保健施

設、病院等の通い、当該施設において、理学療法、作業療法、その他必要なリハビリ

テーションを行うサービスです。 

高齢者の増加に伴う要介護・要支援認定者が増加することが予想されるので、サー

ビス供給量の増加を見込みました。 
 
■ 通所リハビリテーション年間利用人数の推計 

 
平成 

24 年度 

 

25 年度 

 

26 年度 

 

27 年度 

 

28 年度 

 

29 年度 

通所リハビリテーション 

 計画値 7,291 7,683 8,074 7,536 7,608 7,824 

 実績値 7,436 7,303 7,354 － － － 

 達成率 102.0% 95.1% 91.1% － － － 

介護予防通所リハビリテーション 

 計画値 2,935 3,134 3,333 3,000 3,060 3,120 

 実績値 2,963 2,938 2,957 － － － 

 達成率 101.0% 93.7% 88.7% － － － 

 

 

（８）短期入所生活介護（介護予防短期入所生活介護） 

短期入所生活介護（介護予防短期入所生活介護）は、介護老人福祉施設に短期入所

し、当該施設において、入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上の世話、機能

訓練を行うサービスです。 

高齢者の増加に伴う要介護・要支援認定者が増加することが予想されるので、サー

ビス供給量の増加を見込みました。 

また、サービス供給の不足が見込まれるため、介護老人福祉施設の整備に併せて当

該サービスの整備を行います。 
 

■ 短期入所生活介護年間利用人数の推計 

 
平成 

24 年度 

 

25 年度 

 

26 年度 

 

27 年度 

 

28 年度 

 

29 年度 

短期入所生活介護 

 計画値 6,204 6,504 6,820 6,744 6,804 7,020 

 実績値 6,355 6,400 6,514 － － － 

 達成率 102.4% 98.4% 95.5% － － － 

介護予防短期入所生活介護 

 計画値 165 173 181 264 336 420 

 実績値 161 152 210 － － － 

 達成率 97.6% 87.9% 116.0% － － － 
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（９）短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護） 

短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）は、介護老人保健施設、介護療養

型医療施設等に短期入所し、当該施設において、看護、医学的管理における介護、機

能訓練、その他必要な医療及び日常生活上の世話を行うサービスです。 

高齢者の増加に伴う要介護・要支援認定者が増加することが予想されるので、サー

ビス供給量の増加を見込みました。 

また、サービス供給が不足している状態であるため、介護老人保健施設の整備に併

せて当該サービスの整備を行います。 
 
■ 短期入所療養介護年間利用人数の推計 

 
平成 

24 年度 

 

25 年度 

 

26 年度 

 

27 年度 

 

28 年度 

 

29 年度 

短期入所療養介護 

 計画値 888 900 912 720 768 924 

 実績値 894 873 696 － － － 

 達成率 100.7% 97.0% 76.3% － － － 

介護予防短期入所療養介護 

 計画値 19 22 24 24 24 48 

 実績値 16 20 14 － － － 

 達成率 84.2% 90.9% 58.3% － － － 

 

 

（10）特定施設入居者生活介護（介護予防特定施設入居者生活介護）  

特定施設入居者生活介護（介護予防特定施設入居者生活介護）は、介護付有料老人

ホーム、介護利用型軽費ホーム（ケアハウス）等に入所している要介護者等について、

計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護等日常生活の世話や、機能訓練及び療養

上の世話を行うサービスです。 

制度改正に伴い、要介護１、２の認定者が介護老人福祉施設を原則利用できなくな

ることから、要介護１、２の待機者の受け皿として、サービス供給量の増加を見込み

ました。 

なお、サービス供給量が不足することが見込まれるため、平成 28 年度に、定員 50

人分の整備を行います 
 

■ 特定施設入居者生活介護年間利用人数の推計 

 
平成 

24 年度 

 

25 年度 

 

26 年度 

 

27 年度 

 

28 年度 

 

29 年度 

特定施設入居者生活介護 

 計画値 1,752 1,752 1,752 2,232 2,700 2,940 

 実績値 1,745 2,034 2,155 － － － 

 達成率 99.6% 116.1% 123.0% － － － 

介護予防特定施設入居者生活介護 

 計画値 205 206 207 252 264 264 

 実績値 154 249 252 － － － 

 達成率 75.1% 120.9% 121.7% － － － 
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（11）福祉用具貸与（介護予防福祉用具貸与） 

福祉用具貸与（介護予防福祉用具貸与）は、車いすや特殊寝台等の福祉用具を貸与

するサービスです。 

高齢者の増加に伴う要介護・要支援認定者が増加することが予想されるので、サー

ビス供給量の増加を見込みました。 
 

■ 福祉用具貸与年間利用人数の推計 

 
平成 

24 年度 

 

25 年度 

 

26 年度 

 

27 年度 

 

28 年度 

 

29 年度 

福祉用具貸与 

 計画値 17,052 17,688 18,618 19,584 20,400 21,108 

 実績値 16,990 17,303 18,440 － － － 

 達成率 99.6% 97.8% 99.0% － － － 

介護予防福祉用具貸与 

 計画値 3,058 3,283 3,509 4,200 4,308 4,380 

 実績値 3,180 3,503 4,016 － － － 

 達成率 104.0% 106.7% 114.4% － － － 

 

 

（12）特定福祉用具購入（特定介護予防福祉用具購入） 

特定福祉用具購入（特定介護予防福祉用具購入）は、入浴又は排せつに関する福祉

用具等（特殊尿器等）の購入費（年間の上限額 10万円）から自己負担額を除いた額を

支給するサービスです。 

高齢者の増加に伴う要介護・要支援認定者が増加することが予想されるので、サー

ビス供給量の増加を見込みました。 
 
■ 特定福祉用具購入年間利用人数の推計 

 
平成 

24 年度 

 

25 年度 

 

26 年度 

 

27 年度 

 

28 年度 

 

29 年度 

特定福祉用具購入 

 計画値 408 420 444 432 480 528 

 実績値 376 336 384 － － － 

 達成率 92.2% 80.0% 86.5% － － － 

特定介護予防福祉用具購入 

 計画値 127 136 144 108 120 120 

 実績値 96 128 113 － － － 

 達成率 75.6% 94.1% 78.5% － － － 
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（13）住宅改修（介護予防住宅改修） 

住宅改修（介護予防住宅改修）は、手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修に

ついて、費用（上限 20万円）から自己負担額を除いた額を支給するサービスです。 

高齢者の増加に伴う要介護・要支援認定者が増加することが予想されるので、サー

ビス供給量の増加を見込みました。 
 
■住宅改修年間利用人数の推計 

 
平成 

24 年度 

 

25 年度 

 

26 年度 

 

27 年度 

 

28 年度 

 

29 年度 

住宅改修 

 計画値 312 372 432 348 372 384 

 実績値 311 330 310 － － － 

 達成率 99.7% 88.7% 71.8% － － － 

介護予防住宅改修 

 計画値 192 216 234 240 288 348 

 実績値 150 139 190 － － － 

 達成率 78.1% 64.4% 81.2% － － － 

 

 

（14）居宅介護支援（介護予防支援）  

居宅介護支援（介護予防支援）は、介護支援専門員等が、利用者の心身の状況・環

境・本人や家族の希望等を踏まえ、最適なサービスについて検討を行ったうえで、ケ

アプラン（居宅サービス計画・介護予防サービス計画）を作成し、サービス事業者と

の連絡・調整等を行うサービスです。 

高齢者の増加に伴う要介護・要支援認定者が増加することが予想されるので、サー

ビス供給量の増加を見込みました。 
 

■ 居宅介護支援年間利用人数の推計 

 
平成 

24 年度 

 

25 年度 

 

26 年度 

 

27 年度 

 

28 年度 

 

29 年度 

居宅介護支援 

 計画値 26,980 27,908 28,836 32,136 33,600 34,524 

 実績値 28,339 28,565 30,338 － － － 

 達成率 105.0% 102.4% 105.2% － － － 

介護予防支援 

 計画値 9,516 10,248 10,980 12,084 13,272 13,464 

 実績値 9,563 10,060 10,997 － － － 

 達成率 100.5% 98.2% 100.2% － － － 
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２  地域密着型サービス 

 

（１）認知症対応型通所介護（介護予防認知症対応型通所介護） 

認知症対応型通所介護（介護予防認知症対応型通所介護）は、認知症高齢者が、デ

イサービスセンターにおいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世

話及び機能訓練を受けるサービスです。 

高齢化の進行や認知症施策の推進に伴い、認知症高齢者のニーズがさらに増えるこ

とが予想されることから、サービス供給量の増加を見込みました。 
 

■ 認知症対応型通所介護年間利用人数の推計 

 
平成 

24 年度 

 

25 年度 

 

26 年度 

 

27 年度 

 

28 年度 

 

29 年度 

認知症対応型通所介護 

 計画値 1,260 1,330 1,398 1,428 1,608 1,704 

 実績値 1,176 1,169 1,384 － － － 

 達成率 93.3% 87.9% 99.0% － － － 

介護予防認知症対応型通所介護 

 計画値 13 15 16 12 12 12 

 実績値 15 15 3 － － － 

 達成率 115.4% 100.0% 18.8% － － － 

 

 

（２）小規模多機能型居宅介護（介護予防小規模多機能型居宅介護） 

小規模多機能型居宅介護（介護予防小規模多機能型居宅介護）は、通いを中心に、

訪問と宿泊を合わせて１つの事業者が提供するサービスで、入浴、排せつ、食事等の

介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うサービスです。 

高齢者の増加に伴う要介護・要支援認定者が増加することが予想されるので、サー

ビス供給量の増加を見込みました。 
 

■ 小規模多機能型居宅介護年間利用人数の推計 

 
平成 

24 年度 

 

25 年度 

 

26 年度 

 

27 年度 

 

28 年度 

 

29 年度 

小規模多機能型居宅介護 

 計画値 1,943 1,991 2,051 1,728 1,872 1,860 

 実績値 1,883 1,749 1,437 － － － 

 達成率 96.9% 87.8% 70.1% － － － 

介護予防小規模多機能型居宅介護 

 計画値 24 36 36 24 48 72 

 実績値 23 39 19 － － － 

 達成率 95.8% 108.3% 52.8% － － － 

 



第１０章 介護サービス基盤整備の推進 

55 

 

（３）認知症対応型共同生活介護（介護予防認知症対応型共同生活介護）  

認知症対応型共同生活介護（介護予防認知症対応型共同生活介護）は、いわゆるグル

ープホームで、認知症の高齢者が、少人数で共同生活を送りながら、家庭的な環境と地域

住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能

訓練を受けるサービスです。 

高齢化の進行や認知症施策の推進に伴い、認知症高齢者のニーズがさらに増えることが

予想されることから、サービス供給量の増加を見込みました。 

なお、サービス供給量が不足することが見込まれるため、平成 28 年度に１事業所、定員

18人分の整備を行います。 
 

■ 認知症対応型共同生活介護年間利用人数の推計 

 
平成 

24 年度 

 

25 年度 

 

26 年度 

 

27 年度 

 

28 年度 

 

29 年度 

認知症対応型共同生活介護 

 計画値 1,347 1,548 1,548 1,536 1,728 1,728 

 実績値 1,366 1,355 1,497 － － － 

 達成率 101.4% 87.5% 96.7% － － － 

介護予防認知症対応型共同生活介護 

 計画値 12 12 12 12 24 24 

 実績値 6 6 0 － － － 

 達成率 50.0% 50.0% 0.0% － － － 

定員数 117 117 135 135 153 153 

 

 

（４）地域密着型特定施設入居者生活介護  

地域密着型特定施設入居者生活介護は、定員が 29人以下の介護専用型特定施設（有

料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム等）に入居している要介護者に対し

て、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うサー

ビスです。 

これまでのサービスを継続します。 
 
■ 地域密着型特定施設入居者生活介護年間利用人数の推計 

 
平成 

24 年度 

 

25 年度 

 

26 年度 

 

27 年度 

 

28 年度 

 

29 年度 

計画値 143 144 146 168 168 168 

実績値 149 149 165 － － － 

達成率 104.2% 103.5% 113.0% － － － 

定員数 14 14 14 14 14 14 
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（５）地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護  

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、小規模な介護老人福祉施設に入所

している要介護者について、介護サービス計画に基づき、入浴、排泄、食事等の介護、

その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うサービスです。 

これまでのサービスを継続します。 
 

■ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護年間利用人数の推計 

 
平成 

24 年度 

 

25 年度 

 

26 年度 

 

27 年度 

 

28 年度 

 

29 年度 

計画値 0 0 120 120 120 120 

実績値 0 0 108 － － － 

達成率 － － 90.0% － － － 

定員数 － － 10 10 10 10 

 

 

（６）定期巡回・随時対応型訪問介護看護  

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、重度者をはじめとした要介護高齢者の在宅生

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、短時間

の定期巡回型訪問と随時の対応を行うサービスです。 

地域包括ケアシステムの構築により、医療・介護のニーズを併せ持つ利用者が増えること

から、対応するサービスとして、平成 28年度に１事業所の整備を行います。 
 
■ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護年間利用人数の推計 

 
平成 

24 年度 

 

25 年度 

 

26 年度 

 

27 年度 

 

28 年度 

 

29 年度 

計画値 24 48 72 36 96 180 

実績値 0 10 12 － － － 

達成率 0.0% 20.8% 16.7% － － － 

 

 

（７）看護小規模多機能型居宅介護 （旧名称 複合型サービス） 
看護小規模多機能型居宅介護は、小規模多機能型居宅介護と訪問看護など、複数の

居宅サービスや地域密着型サービスを組み合わせて提供するサービスです。 

地域包括ケアシステムの構築により、医療・介護のニーズを併せ持つ利用者が増え

ることから、対応するサービスとして、平成 28年度に１事業所の整備を行います。 
 
■ 看護小規模多機能型居宅介護年間利用人数の推計 

 
平成 

24 年度 

 

25 年度 

 

26 年度 

 

27 年度 

 

28 年度 

 

29 年度 

計画値 0 48 96 0 60 120 

実績値 0 0 0 － － － 

達成率 － 0.0% 0.0% － － － 
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（８）地域密着型通所介護（仮称） 

小規模通所介護事業所は、平成 28年度に地域密着型通所介護（仮称）に移行します。 
 
■ 地域密着型通所介護（仮称）年間利用人数の推計 

 
平成 

24 年度 

 

25 年度 

 

26 年度 

 

27 年度 

 

28 年度 

 

29 年度 

計画値 － － － － 8,100 8,640 

実績値 － － － － － － 

達成率 － － － － － － 
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３  施設サービス 

 

（１）介護老人福祉施設 （特別養護老人ホーム） 
介護老人福祉施設では、入所者に施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食

事の介護など日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話等のサービス

を提供します。 

入所待機者を解消させるため、サービス供給量を増やす必要があることから、平成

29年度に、定員 100人分の整備を行います。 
 
■ 介護老人福祉施設年間利用人数の推計 

 
平成 

24 年度 

 

25 年度 

 

26 年度 

 

27 年度 

 

28 年度 

 

29 年度 

計画値 4,806 4,806 5,280 5,460 5,460 6,420 

実績値 5,033 5,058 4,980 － － － 

達成率 104.7% 105.2% 94.3% － － － 

 

 

（２）介護老人保健施設  

介護老人保健施設では、入所者に施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理

の下で、介護及び機能訓練等のサービスを提供します。 

地域包括ケアシステムの構築により、医療・介護のニーズを併せ持つ利用者が増え

ることから、それに対応するサービスとして、サービス供給量を増やす必要がありま

す。 

なお、サービス供給量が不足することが見込まれ、また、平成 37年度に向け、多く

の入所待機者が生じないように、計画的な施設整備を行う必要があるため、平成 28

年度と平成 29年度に、定員 100人分ずつの整備を行います。 
 
■ 介護老人保健施設年間利用人数の推計 

 
平成 

24 年度 

 

25 年度 

 

26 年度 

 

27 年度 

 

28 年度 

 

29 年度 

計画値 4,234 4,308 4,308 4,512 4,992 5,472 

実績値 4,380 4,540 4,515 － － － 

達成率 103.4% 105.4% 104.8% － － － 
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（３）介護療養型医療施設  

介護療養型医療施設では、入所者に施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、

看護、医学的管理下における介護等の世話及び機能訓練、その他必要な医療等のサー

ビスを提供します。 

これまでのサービスを継続します。 

なお、介護療養型医療施設については、国の方針により、新たな指定は行わないこ

ととされています。 
 
■ 介護療養型医療施設年間利用人数の推計 

 
平成 

24 年度 

 

25 年度 

 

26 年度 

 

27 年度 

 

28 年度 

 

29 年度 

計画値 972 636 636 600 600 600 

実績値 885 634 604 － － － 

達成率 91.0% 99.7% 95.0% － － － 
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第11 章   介護保険事業の円滑な推進 

 

 

【基本方針】 

利用者が適切なサービスをいつでも受けられるように、サービス供給量の確保に努め

るとともに、サービス提供に携わる人材の確保や就業後の資質向上のための研修の推進、

苦情処理、介護相談員の施設などへの派遣などによる介護サービスの質の向上に向けた

取り組みを進めます。 

また、介護給付適正化の取り組みを継続し、適正かつ効果的なサービスの提供に努め

ます。 

 

 

１ 介護保険サービスの円滑な提供 
 

利用者が適切なサービスをいつでも受けられるように、サービスの利用状況を適切に

把握し、サービス供給体制の整備を計画的に進めるとともに、サービス事業者への働き

かけやサービス従事者に対する研修会の実施等により人材の確保に努めます。 

また、低所得者に対する保険料及び利用料の軽減事業を引き続き実施し、円滑なサー

ビス利用を図ります。 

 

① サービス供給量の確保                                 

ア 多様なサービス提供主体の参入促進を図るための環境整備 

事業者との情報の連携により、事業者に開かれた参入しやすい環境の整備を進め、

サービス供給体制の整備を図ります。 
 
◎ 介護支援専門員やサービス事業所へのアンケートによる事業展開希望や介護

保険事業全般の意見の把握を行います。 
 

イ サービス従事者等の人材確保 

サービス従事者の不足により供給量の低いサービスについては、事業者に対し、

人材の確保等について働きかけを行います。 

また、研修会の開催による就業後の資質向上を図ること等により、従事者の定着

を促進し、サービス供給体制の確保を図ります。 
 
◎ 介護支援専門員やサービス事業所へのアンケートなどにより、適正なサービス

利用に基づいた需要と供給の把握に努めます。 

◎ 供給量の低いサービスについては、サービスの提供主体となる事業者に、需要

と供給についての状況説明と事業拡大の働きかけを行います。 

◎ サービス従事者を対象とした研修会等を実施し、スキルアップを図ることによ

り、従事者の定着を促進します。 

◎ 高校生や専門学校生等に対し、介護保険講座を実施することにより、将来の介

護従事者の確保につなげます。 
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② 介護保険料及び介護サービス利用者負担の低所得者対策          

ア 介護保険料の軽減 

低所得者に対し保険料負担の軽減を行い、介護サービスの継続的な利用を支援し

ます。 

なお、制度改正により、平成 27年度から低所得者の人に対し、公費による保険料

軽減の強化が図られる予定です。 
 
◎ 低所得者で保険料の支払が困難であると認められる人に対し、保険料の軽減を

行います。 
 

イ 介護サービス利用者負担の軽減 

低所得者に対し利用者負担の軽減を行い、円滑なサービス利用を図ります。 
 
 
◎ 特定入所者介護サービス費（食事・居住費） 
 
  世帯の課税状況や利用者の所得等に応じて、施設サービス等利用時の食事・居

住費が減額されます。 

  なお、制度改正により、平成 27 年８月から、入所者介護サービス費の判定に

ついては、利用者及び世帯分離する前の配偶者に係る所得状況、預金等の資産

が勘案されます。 
 
◎ 高額額介護サービス費 

  自己負担額が高額となり、世帯の課税状況や利用者の所得等に応じて決められ

た上限額を超えた場合に、支給されます。 

  なお、制度改正により、平成 27年８月から、高額介護サービス費については、

同一世帯内の第 1号被保険者に現役並み所得相当の人がいる場合に、その世帯

の負担上限額が変更となります。 
 
◎ 高額介護合算サービス費 

  医療保険と介護保険の自己負担額の年額（８月から７月まで）が、世帯の課税

状況や利用者の所得等に応じて決められた上限額を超えた場合に、支給されま

す。 
 
◎ 社会福祉法人等が行う利用者負担の軽減 

  世帯の課税状況や利用者の所得等のほか、世帯の状況等を総合的に勘案し、生

計が困難であると市長が認めた場合に、社会福祉法人等が行うサービス利用時

に自己負担額の 25％が引き下げられます。 
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２ 介護保険サービスの質的向上   
 

多様な高齢者のニーズに対応するために、サービスの質的向上を図ることが必要とな

っています。 

制度改正を含むサービスに関する適切な情報提供を行うとともに、サービス利用時の

相談・苦情体制の強化に努めます。 

 

① 情報提供体制の充実                                

市民に介護保険制度を十分に理解してもらうため、また、介護保険制度の仕組みやサ

ービス内容についての周知を図ることにより、利用者が適切にサービスや事業者を選択

できることを目指します。 

なお、今回の制度改正は、利用負担割合の見直し等、サービス利用に直結する大きな

変更が生じるため、わかりやすく丁寧な周知を行います。 
 

◎ 広報やいづ、パンフレット、ホームページ等多様な情報媒体を使った広報活動を

行います。 

◎ 講演会や各地区公民館での説明会を開催します。 

 

② 相談体制の整備                                             

相談体制の整備により、市民の疑問や不満、不安の解消を図るとともに、相談のあっ

た事業所における介護サービスの質的な向上を目指します。 
 

◎ 長寿福祉課での介護サービス利用等に関する相談窓口の設置。 

◎ 市民が生活する地域で相談が受けることができるように、各地域包括支援センタ

ーでの相談窓口の設置。 

◎ 介護相談員派遣事業の実施。 

 

③ 苦情処理体制の整備（介護サービス利用に関する苦情）               

介護保険制度においては、介護サービスについての苦情の受付や、事業者の調査、事

業者に対する指導・助言は、苦情処理機関としての国民健康保険団体連合会の業務とさ

れていますが、利用者から市に対して苦情があった場合には、事実関係を確認し、必要

に応じ、サービス事業者への指導を行う等、居宅介護支援事業者と連携を行い、問題の

解決に努めることを目指します。 
 

◎ 市民の身近な場所での苦情処理を可能とするため、長寿福祉課や各地域包括支援

センターに窓口を設置し、苦情受付・処理を実施します。 
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３ 介護給付の適正化  
 

介護給付の適正化については、平成 20 年度から「介護給付適正化計画」を策定し、

着実に実施を行ってきました。 

今後も介護給付を必要とする受給者を適切に認定し、受給者が真に必要とする過不足

のないサービスを事業者が適切に提供することを促すことで、適切なサービスの確保と

費用の効率化を図ります。 

また、介護保険事制度を持続可能とするために、これまで以上に積極的な取り組みを

行い、市民から信頼される制度とすることが求められます。 

本市では、平成 27 年度から平成 29 年度までを「第 3 期介護給付適正化計画」期間

とし、引き続き、国の指針に掲げる「介護認定の適正化」、「ケアプランの点検」、「住宅

改修等の点検」、「縦覧点検、医療情報との突合」、「介護給付費通知」といった、主要５

事業について、着実な実施を推進するとともに、介護給付適正化システムによる「給付

実績の活用」の実施により、一層の介護給付の適正化に努めます。 

 

① 介護給付適正化事業                                       

ア 介護認定の適正化 

介護認定に対して質の向上を図るため、介護認定調査については、調査の評価軸

基準に沿った的確な判断を、認定審査については、公平適正な判定が実施できるよ

う努めます。 
 
◎ 認定調査員に対して、判定基準等の改正情報を速やかに提供するとともに、研

修により調査技能向上を図ります。 

◎ 主治医意見書記載方法に対する周知や、審査判断基準に対する研修等により、

公平適正な認定審査を行います。 
 

イ ケアプランの点検 

ケアプランの点検により、「利用者が真に必要とする過不足のないサービスが適切

に提供されているか」を確認し、状態の維持（悪化防止）や改善に効果的なケアプ

ランの作成を推進します。 

また、介護支援専門員を対象とした専門研修を毎年開催して、資質向上を図りま

す。 
 
◎ 市内の居宅介護支援事業所に対し、作成されたケアプランの点検を行い、改善

に向けた指導を実施します。 

◎ サービス付高齢者住宅や有料老人ホームなどの高齢者住宅に対するケアプラ

ン点検実施を検討します。 
 

ウ 住宅改修等の点検 

事業を実施した際の内容点検を行うことにより、適正な介護給付費の支払いを図

ります。 
 
◎ 住宅改修については、介護支援専門員に事前と事後の現場確認を義務付け、内

容に疑義がある場合は、職員による現場確認を行います。 

◎ 特定福祉用具購入については、内容に疑義がある場合は、介護支援専門員等に

確認を行います。 
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エ 縦覧点検、医療情報との突合 

介護報酬請求の内容点検を行うことにより、適正な介護給付費の支払いを図りま

す。 
 
◎ 国民健康保険団体連合会から提供される介護情報と医療情報の突合データを

活用した点検等を行います。 

◎ 点検の結果、請求誤りがあった事業所については過誤申立の手続きを指導しま

す。 
 

オ 介護給付費通知 

介護保険サービスの利用実績を利用者に通知します。これにより、介護保険制度

についての認識を深めてもらうとともに、サービス事業所の請求内容の確認をして

いただき、介護給付費の適正化を図ります。 
 
◎ サービス利用者に対し、サービス利用実績（サービス事業所名、費用額、個人

負担額等）を通知します。 
 

カ 給付実績の活用 

国民健康保険団体連合会の介護給付適正化システムによる給付実績を活用し、サ

ービス事業所からの請求内容の確認を行うことにより、適正な介護給付費の支払い

を図ります。 
 
◎ 給付実績の活用により、認定調査状況と利用サービスが不一致となっているケ

ース等の確認を行います。 
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第12 章   介護保険事業費の見込み 

 

 

 

１ 介護保険事業費及び第 1 号被保険者の保険料の推計 

 

（１）第６期介護保険事業に要する事業費 

単位：（千円） 

 
平成 

27 年度 

 

28 年度 

 

29 年度 
計 

歳
入 

保険料 
第１号被保険者保険料 2,404,242 2,442,148 2,473,462 7,319,852 

第２号被保険者保険料 2,674,647 2,854,036 3,081,238 8,609,921 

基金取崩金 0 59,684 167,316 227,000 

公費 

国（調整交付金を除く） 1,824,053 1,944,740 2,096,825 5,865,618 

〃（調整交付金） 271,987 289,849 309,699 871,535 

県 1,399,967 1,490,360 1,616,076 4,506,403 

市 1,232,621 1,313,355 1,417,482 3,963,458 

介護予防事業利用者負担金 3,340 5,000 1,000 9,340 

歳 入 計 9,810,857 10,399,172 11,163,098 31,373,127 

歳
出 

標準給

付費 

（事業費のうち被保険者 

自己負担以外の費用） 
9,476,897 10,099,268 10,790,905 30,367,070 

地域支援

事業費 
事業実施に要する経費 276,615 299,904 429,538 1,006,057 

歳 出 計 9,753,512 10,399,172 11,220,443 31,373,127 

差（歳入－歳出） 57,345 0 ▲57,345 0 

※本表は、介護保険料の対象経費である第６期介護保険事業計画における「サービス給付に必要

な標準給付費」と「地域支援事業費」の３年間の総額に対する事業費を推計したものです。 

 

 

（２）第６期介護保険事業運営期間における 

第１号被保険者の保険料見込み  
 

保険料の基準額（年額） 保険料の基準額（月額） 

59,640円 4,970円 

※第１号被保険者の保険料は、事業運営期間（平成 27年度～平成 29年度）

３か年の事業費の総額から算出し、３年間を通して使用します。 
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（３）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 

 

※1 給付費には、制度改正に係る一定以上所得者の利用者負担の見直し及び補足給付の見直しに伴う

影響額を反映していません。影響額は、「（５）標準給付費の推計」において計算します。 

※2 制度改正により、通所介護のうち小規模通所介護事業所が、平成 28 年度から地域密着型サービ

スに移行します。 

 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

① 

居
宅
サ
ー
ビ
ス 

訪問介護 

給付費 476,309 千円 492,968 千円 506,254 千円 

回数 168,062回 174,283回 179,357回 

人数 9,000 人 9,468 人 10,080人 

訪問入浴介護 

給付費 78,577 千円 74,078 千円 69,000 千円 

回数 6,901 回 6,530 回 6,092 回 

人数 1,476 人 1,392 人 1,320 人 

訪問看護 

給付費 116,488 千円 126,947 千円 136,878 千円 

回数 21,726 回 23,444回 25,134回 

人数 2,712 人 2,796 人 2,904 人 

訪問リハビリテーション 

給付費 27,521 千円 31,994 千円 35,849 千円 

回数 10,015 回 11,652回 13,032回 

人数 876人 972人 1,020 人 

居宅療養管理指導 
給付費 19,893 千円 22,214 千円 24,071 千円 

人数 2,844 人 3,180 人 3,444 人 

通所介護 

給付費 1,832,677 千円 1,214,251 千円 1,323,798 千円 

回数 230,935 回 153,193回 167,857回 

人数 18,588 人 11,952人 12,744人 

通所リハビリテーション 

給付費 633,144 千円 637,468 千円 645,010 千円 

回数 74,585 回 75,077回 76,544回 

人数 7,536 人 7,608 人 7,824 人 

短期入所生活介護 

給付費 508,183 千円 509,373 千円 519,186 千円 

日数 61,608 日 62,171日 63,928日 

人数 6,744 人 6,804 人 7,020 人 

短期入所療養介護 

給付費 59,358 千円 77,598 千円 120,024 千円 

日数 5,490 日 7,014 日 11,153日 

人数 720人 768人 924人 

特定施設入居者生活介護 
給付費 437,918 千円 525,041 千円 574,151 千円 

人数 2,232 人 2,700 人 2,940 人 

福祉用具貸与 
給付費 276,677 千円 285,269 千円 287,791 千円 

人数 19,584 人 20,400人 21,108人 

計 
給付費 4,466,745 千円 3,997,201 千円 4,242,012 千円 

人数 72,312 人 68,040人 71,328人 
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 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

② 特定福祉用具購入費 
給付費 10,669 千円 11,858 千円 12,963 千円 

人数 432人 480人 528人 

③ 住宅改修費 
給付費 28,192 千円 29,362 千円 30,830 千円 

人数 348人 372人 384人 

④ 居宅介護支援 
給付費 451,258 千円 470,303 千円 480,632 千円 

人数 32,136 人 33,600人 34,524人 

⑤ 

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 4,838 千円 13,187 千円 23,886 千円 

人数 36 人 96 人 180人 

夜間対応型訪問介護 
給付費 0 千円 0 千円 0 千円 

人数 0 人 0 人 0 人 

認知症対応型通所介護 

給付費 176,534 千円 210,408 千円 238,519 千円 

回数 16,192 回 18,881回 21,104回 

人数 1,428 人 1,608 人 1,704 人 

小規模多機能型居宅介護 
給付費 353,341 千円 379,299 千円 391,075 千円 

人数 1,728 人 1,872 人 1,860 人 

認知症対応型共同生活

介護 

給付費 375,605 千円 421,853 千円 421,853 千円 

人数 1,536 人 1,728 人 1,728 人 

地域密着型特定施設 

入居者生活介護 

給付費 28,799 千円 28,744 千円 28,744 千円 

人数 168人 168人 168人 

地域密着型介護老人福

祉施設入所者生活介護 

給付費 28,774 千円 28,719 千円 28,719 千円 

人数 120人 120人 120人 

看護小規模多機能型居

宅介護 

給付費 0 千円 12,502 千円 24,878 千円 

人数 0 人 60 人 120人 

地域密着型通所介護 

（仮称） 

給付費  823,083 千円 897,339 千円 

回数  103,842回 113,783回 

人数  8,100 人 8,640 人 

計 
給付費 967,891 千円 1,917,795 千円 2,055,013 千円 

人数 5,016 人 13,752人 14,520人 

⑥ 

施
設
サ
ー
ビ
ス 

介護老人福祉施設 
給付費 1,333,810 千円 1,331,233 千円 1,570,217 千円 

人数 5,460 人 5,460 人 6,420 人 

介護老人保健施設 
給付費 1,146,337 千円 1,265,959 千円 1,387,796 千円 

人数 4,512 人 4,992 人 5,472 人 

介護療養型医療施設 
給付費 194,100 千円 193,725 千円 193,725 千円 

人数 600人 600人 600人 

計 
給付費 2,674,247 千円 2,790,917 千円 3,151,738 千円 

人数 10,572 人 11,052人 12,492人 

 

介護サービスの総給付費（小計）⇒（Ⅰ） 8,599,002 千円 9,217,436 千円 9,973,188 千円 
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（４）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  

 

※1 給付費には、制度改正に係る一定以上所得者の利用者負担の見直し及び補足給付の見直しに伴う

影響額を反映していません。影響額は、「（５）標準給付費の推計」において計算します。 

※2 制度改正により、介護予防訪問介護と介護予防通所介護は、平成 29 年度から地域支援事業の日

常生活支援総合事業に移行するため、同事業のサービス給付費が減少します。 

 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

① 

居
宅
サ
ー
ビ
ス 

介護予防訪問介護 
給付費 35,515 千円 37,659 千円 19,824 千円 

人数 2,028 人 2,184 人 1,164 人 

介護予防訪問入浴介護 

給付費 1,066 千円 1,101 千円 1,120 千円 

回数 118回 121回 124回 

人数 24 人 24 人 24 人 

介護予防訪問看護 

給付費 8,464 千円 11,366 千円 14,501 千円 

回数 3,486 回 4,938 回 6,457 回 

人数 264人 288人 312人 

介護予防訪問 

リハビリテーション 

給付費 8,242 千円 10,242 千円 12,270 千円 

回数 3,122 回 3,944 回 4,799 回 

人数 276人 324人 372人 

介護予防 

居宅療養管理指導 

給付費 946 千円 1,006 千円 1,045 千円 

人数 108人 108人 108人 

介護予防通所介護 
給付費 185,477 千円 189,360 千円 96,244 千円 

人数 5,856 人 6,096 人 3,156 人 

介護予防通所 

リハビリテーション 

給付費 118,933 千円 119,500 千円 120,514 千円 

人数 3,000 人 3,060 人 3,120 人 

介護予防 

短期入所生活介護 

給付費 5,973 千円 6,176 千円 6,291 千円 

日数 974日 1,001 日 1,010 日 

人数 264人 336人 420人 

介護予防 

短期入所療養介護 

給付費 580 千円 680 千円 2,067 千円 

日数 72 日 85 日 289日 

人数 24 人 24 人 48 人 

介護予防特定施設 

入居者生活介護 

給付費 27,806 千円 30,926 千円 30,926 千円 

人数 252人 264人 264人 

介護予防福祉用具貸与 
給付費 24,368 千円 24,894 千円 25,218 千円 

人数 4,200 人 4,308 人 4,380 人 

計 
給付費 417,370 千円 432,910 千円 330,020 千円 

人数 16,296人 17,016人 13,368人 

② 特定介護予防福祉用具

購入費 

給付費 2,613 千円 3,001 千円 3,005 千円 

人数 108人 120人 120人 

③ 介護予防住宅改修費 
給付費 25,024 千円 30,385 千円 35,971 千円 

人数 240人 288人 348人 

④ 介護予防支援 
給付費 51,794 千円 56,840 千円 57,672 千円 

人数 12,084 人 13,272人 13,464人 
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 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

⑤ 

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス 

介護予防認知症対応型

通所介護 

給付費 899 千円 897 千円 897 千円 

回数 106回 106回 106回 

人数 12 人 12 人 12 人 

介護予防小規模多機能

型居宅介護 

給付費 691 千円 1,380 千円 2,069 千円 

人数 24 人 48 人 72 人 

介護予防認知症対応型

共同生活介護 

給付費 2,703 千円 5,395 千円 5,395 千円 

人数 12 人 24 人 24 人 

計 
給付費 4,293 千円 7,672 千円 8,361 千円 

人数 48 人 84 人 108人 

 

介護予防サービスの総給付費（小計）⇒（Ⅱ） 501,094 千円 530,808 千円 435,029 千円 

 

 

（５）標準給付費の推計  

 

種   類 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 合計 

総給付費（Ⅰ＋Ⅱ） 9,100,096 千円 9,748,244 千円 10,408,217 千円 29,256,557 千円 

総給付費(一定以上所得者の

利用者負担の見直しに伴う

財政影響額) 

▲49,817 千円 ▲80,903 千円 ▲85,342 千円 ▲216,062 千円 

特定入所者介護サービス費

等給付額 
241,000 千円 253,000 千円 285,000 千円 779,000 千円 

特定入所者介護サービス費

等給付額(補足給付の見直し

に伴う財政影響額) 

▲24,402 千円 ▲43,678 千円 ▲52,160 千円 ▲120,240 千円 

高額介護サービス費等給付額 171,000 千円 181,000 千円 191,000 千円 543,000 千円 

高額医療合算介護 

サービス費等給付額 
32,000 千円 34,000 千円 36,000 千円 102,000 千円 

算定対象審査支払い手数料 7,020 千円 7,605 千円 8,190 千円 22,815 千円 

 

標準給付費 9,476,897 千円 10,099,268 千円 10,790,905 千円 30,367,070 千円  

 

 

（６）地域支援事業費の推計 

 

種   類 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 合計 

介護予防・日常生活支援総合

事業費 
78,758千円 99,119千円 214,960千円 392,837千円 

包括的支援事業・任意事業費 197,857千円 201,985千円 215,818千円 615,660千円 

 

地域支援事業費 276,615 千円 301,104 千円 430,778 千円 1,008,497 千円 
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２  介護保険料基準額の設定 

 

（１）保険給付費の財源  

介護保険の財源については、利用者の負担額を除いた介護給付にかかる費用（給付費）

の 50%を保険料、残り 50%を税金等の公費で賄うこととなっており、第１号被保険者は給

付費の 22%を負担することになります。 

ただし、調整交付金の割合によって、第１号被保険者の負担割合は増減します。 

なお、地域支援事業のうち、包括的支援事業・任意事業の財源については、第１号被

保険者の保険料と公費で構成されます。 

 

  

保険給付費 地域支援事業費 

施設分 その他サービス分 
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 

国 15.0% 20.0% 25.0% 39.0% 

国調整交付金 5.0% 5.0% － － 

県 17.5% 12.5% 12.5% 19.5% 

市 12.5% 12.5% 12.5% 19.5% 

第１号被保険者 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 

第２号被保険者 28.0% 28.0% 28.0% － 

合 計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

※調整交付金については、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、市町村によって５％未満や５％を超えて交付されることがある。 

 

 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

調整交付金割合 2.87％ 2.87％ 2.87％ 

 

【調整交付金の計算方法】 
 

標準給付費に対する                                後期高齢者     所得     

調整交付金の割合（％）＝ （22％＋5％） － 22％ × 補正係数   ×  補正係数 
※22％ …全国標準の第１号被保険者負担割合 

※ 5％ …全国標準の調整交付金割合 
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（２）第１号被保険者の保険料  

平成 27年度から 29年度までの３年間の標準給付見込み額、地域支援事業費等をもと

に、第１号被保険者の保険料を以下のように算定しました。 

なお、介護保険給付費支払準備基金については、平成 26年度末の保有高が３億 1,300

万円と見込まれるところ、第６期において２億 2,700万円を取り崩すこととし、保険料

の上昇抑制を図ります。 

 

  平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 合 計 

標準給付費見込額 （①） 9,476,897 千円 10,099,268千円 10,790,905千円 30,367,070千円 

地域支援事業費    （②） 276,615 千円 301,104 千円 430,778 千円 1,008,497 千円 

第 1 号被保険者負担分及び 

調整交付金相当額 

  (③＝((①＋②)×22％)+ 

(①×5％)) 

2,619,617 千円 2,793,045 千円 3,008,316 千円 8,420,978 千円 

調整交付金見込額 

（④＝①×各年度交付割合） 
271,987 千円 289,849 千円 309,699 千円 871,535 千円 

財政安定化基金拠出金 

見込額 

（⑤＝（①＋②）×0.039％） 

- 0 円 

介護保険給付費支払準備基

金取崩額            （⑥） 
- 227,000 千円 

第６期保険料収納必要額 

（⑦＝③－④＋⑤－⑥） 
- 7,322,443 千円 

予定保険料収納率 （⑧） 98.70％ - 

所得段階別加入割合補正後

被保険者数       （⑨） 
40,847 人 41,491 人 42,023 人 124,362 人 

年額保険料 

（⑦÷⑧÷⑨） 
- 59,640 円 

月額保険料 

（⑦÷⑧÷⑨÷12） 
- 4,970 円 

※単位未満は四捨五入により端数処理しています。 

 

 

区  分 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

算定上の基準保険料額（月額） 5,124 円 

基金取崩額 227,000千円 

基金取崩影響額（月額） 154円 

第６期基準保険料額（月額） 4,970 円 
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（３）所得段階別保険料の設定  

第５期（平成 24～26年度）では、所得段階を 1～9段階としていましたが、第６期（平

成 27～29年度）においては、新たに２段階加えることでよりきめ細やかな保険料とする

ため、所得段階を 1～11段階とします。 

また、給付費の５割の公費とは別枠で公費を投入することにより、低所得高齢者の保

険料の負担を軽減します。 

 
※ 所得段階については、基本的に国が定める所得段階に準じて設定することとしますが、保険料の急激

な上昇を抑えること等を考慮し、次の段階について、国の設定を変更しました。 
 

・第２段階･･･国の標準段階に合わせると前計画 0.63から 0.75となるため、0.65としました。 

・第９段階･･･国の標準段階に合わせると前計画 1.5から 1.7となるため、合計所得金額 390万円まで

を 1.6としました。なお、390万円以上については第 10段階として 1.7としました。 

・第 11 段階･･･前計画で合計所得金額 500 万円以上は 1.75 としていますが、第 6 期も継続して 500

万円以上を設け、割合は第 6段階から新第 10段階の割合を勘案し 1.8としました。 

 

所得段階 対 象 者 割 合 
年額保険料 

(月額保険料) 

第１段階 

生活保護受給者 

老齢福祉年金受給者であって世帯全員が住民税非課

税の人及び、世帯全員が住民税非課税で、課税年金収

入と合計所得金額の合計が 80万円以下の人 

基準額×0.5 
29,820円  

（ 2,485 円） 

（軽減後×0.45） 
26,838円  

（ 2,237 円） 

第２段階 
世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入と合計所得

金額の合計が 80万円超 120万円以下の人 
基準額×0.65 

38,766円  

（ 3,231 円） 

第３段階 
世帯全員が住民税非課税で課税年金収入と合計所得

金額の合計が 120万円を超える人 
基準額×0.75 

44,730円  

（ 3,728 円） 

第４段階 
世帯の中に住民税課税の人がいるが、本人は住民税非

課税で、課税年金収入と合計所得金額の合計が 80 万

円以下の人 

基準額×0.9 
53,676円  

（ 4,473 円） 

第５段階 
世帯の中に住民税課税の人がいるが、本人は住民税非

課税で、課税年金収入と合計所得金額の合計が 80 万

円を超える人 

基準額 
59,640円  

（ 4,970 円） 

第 6段階 
本人が住民税課税で、 

前年の合計所得金額が 120万円未満の人 
基準額×1.2 

71,568円  

（ 5,964 円） 

第７段階 
本人が住民税課税で、 

前年の合計所得金額が120万円以上190万円未満の人 
基準額×1.3 

77,532円  

（ 6,461 円） 

第 8段階 
本人が住民税課税で、 

前年の合計所得金額が190万円以上290万円未満の人 
基準額×1.5 

89,460円  

（ 7,455 円） 

第 9段階 
本人が住民税課税で、 

前年の合計所得金額が290万円以上390万円未満の人 
基準額×1.6 

95,424円  

（ 7,952 円） 

第 10段階 
本人が住民税課税で、 

前年の合計所得金額が390万円以上500万円未満の人 
基準額×1.7 

101,388円  

（ 8,449 円） 

第 11段階 
本人が住民税課税で、 

前年の合計所得金額が 500万円以上の人 
基準額×1.8 

107,352円  

（8,946円） 
 

※ 実際に納めていただく介護保険料は、表中の年額から 100円未満を切り捨てた金額となります。 

※ 平成 27～28年度においては、第 1段階の保険料について公費による軽減措置を条例制定後、実施します。 

※ 平成 29年度においては、第 1段階～第 3段階の保険料について公費による軽減措置が予定されています。 
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焼津市の介護保険料の推移は、次のとおりです。 

 

事業運営期間 
保険料基準額 所得段階別 

区分数 
改定率 

月額 年額 

第１期 

（平成 12～14年度） 
2,864 円 34,368 円 ５段階 － 

第２期 

（平成 15～17年度） 
2,960 円 35,520 円 ５段階 103.35％ 

第３期 

（平成 18～20年度） 
3,662 円 43,944 円 ６段階 123.72％ 

第４期 

（平成 21～23年度） 
4,163 円 49,956 円 ８段階 113.68％ 

第５期 

（平成 24～26年度） 
4,505 円 54,060 円 ９段階 108.22％ 

第６期 

（平成 27～29年度） 
4,970 円 59,640 円 11 段階 110.32％ 
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第13 章   計画を推進するための施策 

 

 

 

１ 計画の周知 
 

本計画の推進にあたり、介護保険によるサービスの情報をはじめ、健康づくりや介護

予防等に関する保健事業、高齢者の生活支援サービス等の福祉事業あるいは地域の福祉

活動などによるサービスや制度などを、市広報紙、パンフレット、ホームページなど多

様な媒体を使って広報活動を行います。 

また、介護保険制度の支え手である要介護者の家族、事業者、介護支援専門員をはじ

め、広く一般市民に対し、この制度について、理解しやすい説明を行い、制度の周知に

努めます。 

 

 

２ 計画の推進体制 
 

計画の推進に関する責務は、市が有します。健康福祉部のほか各関連部署と連携を取

りながら推進していきます。 

計画の進行状況の管理及び評価に関しては、保健・医療・福祉に関わる有識者や、市

民から一般公募した被保険者の代表から構成される、焼津市高齢者保健福祉計画推進協

議会・焼津市介護保険運営協議会において、市民の意見を十分に反映し、適正かつ円滑

に運営されるよう審議を行います。 

また、地域包括支援センター運営協議会や地域密着型サービス運営委員会とも相互に

連携を図り、計画を推進していきます。 
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計画を推進するための体制 

 市  民 

 焼津市高齢者保健福祉計画推進協議会 

焼 津 市 介 護 保 険 運 営 協 議 会 

 地域包括支援センター 

運営協議会 
 地域密着型サービス 

運営委員会 

 地域包括支援センター 
（委託） 

 地域包括ケア推進団体・介護保険関係施設 

意見 情報提供・広報 

協議・達成状況の進行 

管理・評価・答申 

意見聴取・諮問 

協議・回答 意見聴取 協議・回答 意見聴取 

 焼  津  市 
（ 健 康 福 祉 部） 

 
各関連部局

部署 
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1  被保険者数、認定者数の実績と推計値 

 

（１）被保険者数  
単位：人 

区分 
平成 
24 年 

平成 
25 年 

平成 
26 年 

平成 
27 年 

平成 
28 年 

平成 
29 年 

平成 
32 年 

平成 
37 年 

第 1 号被保険者 35,030  36,478  37,650  38,630  39,239  39,742  40,220  39,644  

 65～69歳 9,739  10,431  10,803  11,394  11,907  11,480  9,091  7,831  

 70～74歳 8,706  8,986  9,533  9,318  8,803  9,150  10,707  8,531  

 75～79歳 7,008  7,163  7,049  7,301  7,583  7,846  8,366  9,644  

 80～84歳 5,055  5,166  5,319  5,456  5,597  5,742  5,993  6,844  

 85～89歳 2,997  3,123  3,246  3,337  3,396  3,510  3,792  4,153  

 90 歳以上 1,525  1,609  1,700  1,824  1,953  2,014  2,271  2,641  

第 2 号被保険者 49,300  48,421  47,821  47,191  46,890  46,460  45,637  43,547  

総数 84,330  84,899  85,471  85,821  86,129  86,202  85,857  83,191  

資料：介護保険事業状況報告月報（各年９月末現在）（実績） 

（確定版）介護保険事業計画ワークシート（推計） 

 

 

（２）認定者数  
単位：人 

区分 
平成 
24 年 

平成 
25 年 

平成 
26 年 

平成 
27 年 

平成 
28 年 

平成 
29 年 

平成 
32 年 

平成 
37 年 

第 1 号被保険者 5,263  5,439  5,613  5,803  5,968  6,132  6,689  7,352  

 前期高齢者 673  706  740  741  725  731  765  625  

 後期高齢者 4,590  4,733  4,873  5,062  5,243  5,401  5,924  6,727  

第 2 号被保険者 183  179  173  167  162  164  167  160  

総数 5,446  5,618  5,786  5,970  6,130  6,296  6,856  7,512  

資料：介護保険事業状況報告月報（各年９月末現在）（実績） 

（確定版）介護保険事業計画ワークシート（推計） 
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2 焼津市高齢者保健福祉計画推進協議会設置要領 

 

 

焼津市高齢者保健福祉計画推進協議会設置要領 

 

（目的） 

第１条 焼津市の高齢者保健福祉計画（以下「計画」という。）の推進を図るため、焼津市

高齢者保健福祉計画推進協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 協議会の所掌事項は、次に関することとする。 

（１）高齢者保健福祉計画の策定又は変更に関する事項 

（２）計画の進行状況の管理と評価に関する事項 

（３）高齢者保健福祉サービスの種類及び内容に関する事項 

（４）その他計画運営に関する重要事項 

（委員） 

第３条 協議会は、委員 15人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。 

（１）介護保険の被保険者 

（２）学識又は経験を有する者 

（３）介護サービスに関する事業に従事する者 

（４）被用者保険等の保険者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

２ 委員は、再任することができる。 

（役員） 

第５条 協議会に会長及び副会長をそれぞれ１人置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は会議の議長となるほか会務を総理する。 

３ 会長に事故あるときは、副会長がその職務を行う。 

（会議） 

第６条 会議は、必要があるとき会長が招集する。 

（庶務） 

第７条 協議会の庶務は、焼津市福祉保健部において行う。 

（その他） 

第８条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は会長が協議会に諮問して決定する。 

附 則 

この要領は、平成 15年 9月 1日から施行する。 

 附 則 

この要領は、平成 24年 8月 1日から施行する。 
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3 焼津市介護保険運営協議会規則 

 

 

焼津市介護保険運営協議会規則 

平成 12年３月 29日 

規則第９号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、焼津市介護保険条例（平成 12年焼津市条例第 25号。以下「条例」

という。）第 24条の規定に基づき、介護保険運営協議会（以下「協議会」という。）に関し、

必要な事項を定める。 

（会長） 

第２条 協議会に会長及び副会長それぞれ１人を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。 

（調査審議事項） 

第３条 条例第 21条に規定する調査審議事項は、次のとおりとする。 

(１) 介護保険事業計画の策定又は変更に関する事項 

(２) 介護保険事業計画の進行状況の管理と評価に関する事項 

(３) 介護サービスの種類及び内容に関する事項 

(４) 介護保険料に関する事項 

(５) その他介護保険事業の運営に関する重要事項 

（招集） 

第４条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。 

２ 会長は、市長の諮問があったとき、又は会長が必要と認めるときに協議会を招集する。 

（定足数） 

第５条 協議会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開催し、及び議決を

することができない。 

（表決） 

第６条 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長

の決するところによる。 

（会議録の調整） 

第７条 議長は、会議録を調整させるものとする。 

（会議結果の答申等） 

第８条 会長は、会議の結果を市長に答申し、又は報告しなければならない。 

（庶務） 

第９条 協議会の庶務は、市長が定める機関において処理する。 

（委任） 

第 10条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し、必要な事

項は、会長が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成 12年４月１から施行する。 

（最初の協議会の招集） 

２ 第４条の規定にかかわらず、この規則の施行後の最初の協議会は、市長が招集する。 
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4 委員名簿 

 

 

焼津市高齢者保健福祉計画推進協議会・焼津市介護保険運営協議会 

平成２７年３月現在 

 氏 名 
所  属  等 

備考 
区 分 職 場 等 

1 石川 英也 
学識又は経験を有す
る者 

焼津市医師会代表 会 長 

2 石田 睦人 
学識又は経験を有す
る者 

焼津市歯科医師会代表 副会長 

3 池ヶ谷 昌見 被保険者 焼津市自治会連合会代表   

4 原川 光世 被保険者 焼津市民生・児童委員協議会代表   

5 大橋 惠美子 被保険者 焼津市保健委員協議会代表   

6 石田 政治 被保険者 さわやかクラブやいづ連合会代表   

7 杉本 龍雄 被保険者 市民代表（市民公募）   

8 林 紘一朗 被保険者 市民代表（市民公募）   

9 保科 洋子 被保険者 市民代表（市民公募）   

10 髙橋 千惠子 
学識又は経験を有す
る者 

焼津市薬剤師会代表   

11 太田 晴康 
学識又は経験を有す
る者 

静岡福祉大学代表   

12 横山 真須美 介護サービス事業者 居宅介護サービス事業所代表   

13 杉浦 美砂 介護サービス事業者 居宅介護サービス事業所代表   

14 前田 嘉彦 介護サービス事業者 施設系サービス事業所代表   

15 小澤 代輔 
被用者保険等の保険
者 

大井川商工会代表   
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5 用語集 

 

【 用語集 】 
 

番号 用語 用語の説明 

１ 
介護支援専門員 

（ケアマネジャー） 

介護保険の要支援、要介護の認定を受けた人や家族等から相

談を受け、その心身の状況に応じ、適切なサービスを組み合わ

せた介護サービス計画（ケアプラン）を作成し、市町村、介護

サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整を行う者をいう。

市町村の委託を受けて、要支援・要介護認定を申請した人の自

宅等を訪問し、認定に必要な調査も行う。 

２ 介護専用型特定施設 

特定施設（有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホー

ム）のうち、入居者が要介護者とその配偶者（及び３親等以内

の親族等）に限られているものをいう。定員 29 人以下の小規模

な介護専用型特定施設は、「地域密着型特定施設」という。 

３ 介護保険施設 
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設

の総称である。 

４ 介護保険法 

加齢に伴って生ずる心身の変化により、介護を必要とする状

態になった人について、その有する能力に応じ自立した日常生

活を営むことができるよう、国民の共同連帯の理念に基づき、

必要なサービスの給付を行う介護保険制度の根拠となる法律で

あり、平成 12年４月に施行された。 

５ 介護予防事業 

介護保険の被保険者が要支援・要介護状態となることの予防

を目的に実施されるもので、心身の状況改善のみを目指すので

はなく、生活機能全体の維持・向上を通じ、居宅で活動的で生

きがいのある生活や人生を送ることができるよう支援する事業

をいう。 

平成 27年の介護保険制度改正により、一次予防事業（全高齢

者を対象）と二次予防事業（要介護状態等となるおそれのある

高齢者（生活機能の低下等がみられる高齢者）を対象）を区別

せずに、地域の実情に応じた効果的・効率的な取組を推進する

観点から見直しされ、一般介護予防事業に統合された。 

６ 
看護小規模多機能型

居宅介護事業所 

介護保険法により、複合型サービス（小規模多機能型居宅介

護に加え、必要に応じて訪問看護を提供するサービス）を提供

する事業所として市町村長の指定を受けたものをいう。 

７ キャラバン・メイト 

認知症サポーターの養成講座における進行役、講師役を務め

る人であり、認知症介護指導者養成研修等の受講者などで、自

治体等が主催するキャラバン・メイト養成研修を修了した者を

いう。 

８ 居宅サービス 
訪問介護、訪問看護、通所介護、通所リハビリテーション、

短期入所生活介護等の在宅サービスをいう。 
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番号 用語 用語の説明 

９ 高齢者虐待 

高齢者に対して、家族を含む他者から行われる人権侵害の行

為をいう。傷害や拘束による身体的加害、脅迫や言葉の暴力に

よる心理的加害、搾取や横領といった経済的加害などの積極

的・直接的な人権侵害だけではなく、無視や保護の放棄といっ

た消極的な行為による人権侵害も虐待行為に含まれる。 

10 
高齢者福祉行政の 

基礎調査 

県内の高齢者人口及び高齢者の世帯状況を把握し、高齢者対

策の基礎資料とするため、毎年４月１日を基準日として調査を

行っている。 

11 在宅医療 
通院が困難な患者の居宅等において提供される医療のことを

いい、往診、訪問看護、訪問リハビリテーション等がある。 

12 主任介護支援専門員 

「主任介護支援専門員研修」を修了した介護支援専門員であ

って、介護支援専門員が日常的業務を行う上での相談・支援や

困難事例への指導・助言を行うなど、地域における包括的・継

続的なケアマネジメントを担う。地域包括支援センター等に従

事する。 

13 成年後見制度 

契約など法的な判断に困難が伴う成年者（認知症高齢者、知

的障害のある人、精神障害のある人等）の財産や権利を守り、

法律的に支援する制度。後見、保佐、補助の３つの法定後見制

度のほか、任意後見制度がある。 

14 第１号被保険者 市町村の住民のうち、65歳以上の人をいう。 

15 第２号被保険者 
市町村の住民のうち、40 歳以上 65 歳未満の医療保険加入者

（被保険者、組合員等、被扶養者）をいう。 

16 団塊の世代 
第二次世界大戦後のベビーブーム昭和 22 年から昭和 24 年ま

でに生まれた世代の塊をいう。 

17 
地域支援事業 

 

被保険者が要支援・要介護状態になることを予防するととも

に、介護状態になった場合でも、できる限り地域で自立した日

常生活を営むことができるよう支援することを目的として市町

村が行う事業をいう。 

平成 27年の介護保険制度の改正により、要支援者を対象とし

た予防給付の訪問介護及び通所介護が地域支援事業に移行され

るとともに、包括的支援事業に在宅医療・介護連携の推進、地

域ケア会議の充実、認知症施策の推進、生活支援サービスの体

制整備が新たに加わった。 

これにより、必須事業の介護予防・日常生活支援総合事業（介

護予防・生活支援サービス事業、一般介護予防事業）、包括的支

援事業と任意事業（介護給付費等費用適正化、家族介護支援等）

により構成されることとなった。 
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番号 用語 用語の説明 

18 
地域包括 

ケアシステム 

ニーズに応じた住宅が提供されることを基本とした上で、生

活上の安全・安心・健康を確保するために、医療や介護のみな

らず、福祉サービスを含めた様々な生活支援サービスが日常生

活の場（日常生活圏域）で適切に提供できるような地域での体

制をいう。 

19 
地域包括 

支援センター 

地域の高齢者の心と身体の健康の維持、保健・福祉・医療の

向上、生活の安定のために必要な援助を包括的に行う中核機関

として、市町村が設置する。介護予防ケアマネジメント、総合

相談支援、権利擁護事業、包括的・継続的ケアマネジメント業

務を担う。 

20 地域密着型サービス 

介護を必要とする人の在宅での生活を支えるため、身近な市

町村で提供することが適当なサービスをいう。市町村がサービ

ス事業者の指定権限を持つ。 

21 認知症 

様々な原因により脳の記憶や認知機能等に精神機能の障害が

起こり生活に支障が出ている状態をいう。平成 17年 12 月に「痴

呆」から「認知症」へ呼称が変更された。 

22 認知症サポーター 

地域、企業、学校等において、認知症に関する正しい理解や

認知症高齢者に対する接し方等についての講座を受講し、地域

の様々な生活場面においてそれを実践する者をいう。 

23 
認知症 

初期集中支援チーム 

複数の専門職（保健師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、

精神保健福祉士等）が、認知症が疑われる人、認知症の人とそ

の家族を訪問し、認知症の専門医による鑑別診断等を踏まえて、

観察・評価を行い、本人や家族支援等の初期の支援を包括的・

集中的に行い、自立生活のサポートを行うチームをいう。 

24 
認知症 

地域支援推進員 

市町において医療機関や介護サービス及び地域の支援機関の

間の連携を図るための支援や認知症の人やその家族を支援する

相談業務等を行うために配置された者をいう。 

25 老人福祉法 

高齢者の福祉に関する原理を明らかにするとともに、高齢者

に対して、その心身の健康保持及び生活の安定のために必要な

措置を講じ、もって高齢者の福祉を図ることを目的に、昭和 38

年に制定された。 

 

 



 

86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７期 ほほえみプラン 21 

第７期焼津市高齢者保健福祉計画 

第６期焼津市介護保険事業計画 
 

発行日 平成 27年３月 

発 行 焼津市 

〒425-8502 

静岡県焼津市本町５丁目６番１号 

TEL：054-626-1117・054-626-1159（長寿福祉課） 

FAX：054-621-0034 

URL：http://www.city.yaizu.lg.jp/ 

E-mail：choju@city.yaizu.lg.jp 

 


