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第４章 高齢者福祉施策 
 

基本目標１ 

高齢者が健康で生きがいを持って活躍する社会の実現 
 

  基本施策１－１ 健康づくり・介護予防の推進 
  

 現状と課題  

高齢者が地域でできる限り自立して、いきいきと活躍し、安心して暮らしていくた

めには、健康の維持が重要であり、そのために健康づくりや介護予防などに取り組み、

健康寿命を延ばすことが大切です。 

本市では、市民一人ひとりが、「自分の健康は自分でつくる」という意識を持ち、

主体的に健康づくりに取り組めるよう、「健康マイレージ」などの事業を実施してい

ますが、地域包括支援センターへのヒアリング調査では、こうした事業をより有効に

活用することを望む声がありました。 

アンケート調査では、かかりつけ医について一般高齢者の 85.1％、要支援・要介

護者の 92.0％があると回答しています。今後も、高齢者が日頃の健康管理や健康に

ついて相談でき、安心して普段の生活を送ることができるよう、かかりつけ医を始め、

かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の重要性やその役割について啓発することが大

切です。 

また、本市では 2016（平成 28）年度から「介護予防・日常生活支援総合事業」

を開始し、市内各地で住民が主体となって健康づくりや介護予防を行う高齢者サロン

などが多く開催され、2017（平成 29）年 10 月現在では、46 団体が実施してい

ます。 

住民主体サービスの実施団体へのヒアリングでは、サロン等の活動場所が無料・低

廉な料金で利用可能であることや、活動の立上げや促進には講師の派遣が大切という

意見がありました。今後は、こうした活動への支援とともに、活動内容を積極的に情

報発信し参加を促進することで、住民主体の取組みを地域に広げていくことが必要で

す。 

 

※この計画書の文中における「アンケート調査」及び「ヒアリング調査」は、2016

（平成 28）年度に春日井市が実施した「高齢者の暮らしと介護に関する実態調査」

を指します。 
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 方向性  

○  日頃からの健康づくりへの意識を高めるとともに、取組みの啓発・促進を図り

ます。 

○  身近な地域で日常的な医療を受けたり、気軽に健康の相談などができる存在と

して、かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の普及・定着を図り

ます。 

○  介護保険制度の介護予防・生活支援サービス事業や一般介護予防事業において、

高齢者の心身の状態などの把握を行い、要介護状態になるのことの予防に努めま

す。 

 

 

 

 

 

 

【重点的に行う事業】 

重点事業１  介護予防・生活支援サービス事業（１－１－２） 

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活し続けられるよう、介護サービス事業者

だけでなく、元気な高齢者やボランティアなどの地域住民が担い手として参加する

住民主体の活動や NPO 団体を始め、社会福祉協議会、民間企業、シルバー人材セ

ンターなどの多様な主体による多様なサービスの提供を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【今後の方向性】 

高齢者の自立した生活の支援と介護予防を効果的に行うとともに、介護保険制度

の持続性を高めるために、サービス単価や利用者負担額の決定、適切な介護予防ケ

アマネジメントの実施や多様なサービス主体の参入を促進します。 

◆ 主な取組み 

１－１－１ 高齢者の健康づくり 

１－１－２ 介護予防事業の充実 

（１）訪問型サービス 

   介護予防訪問介護相当サービス、緩和した基準によるサービス、短期

集中型サービス、住民主体サービス 

（２）通所型サービス 

   介護予防通所介護相当サービス、緩和した基準によるサービス、短期

集中型サービス、住民主体サービス 

（３）生活支援サービス 

   栄養改善を目的とした配食 

サービスの種類 
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重点事業２  地域リハビリテーション活動支援（１－１－２） 

地域における介護予防の取組みを強化するために、通所や訪問、住民主体の高齢

者サロンや老人クラブなどでの歯科医師やリハビリテーション専門職などの活動

を促進します。 

歯科医師、歯科衛生士、理学療法士等の資格を有する専門職が、地域の高齢者に

対して介護予防に関する指導や助言を行います。 

 

区  分 事業内容 

誤嚥予防セミナー 
歯科医師と歯科衛生士が、地域の高齢者の集まり等に訪

問し、口腔ケアや誤嚥予防の出前講座を行います。 

誤嚥予防プログラム 

歯科医師と歯科衛生士等が、地域の歯科診療所で、個別

に口腔ケアや誤嚥予防の支援計画を作成し、計画に沿った

指導を行います。 

療法士等派遣事業 

理学療法士や作業療法士等のリハビリテーション専門

職が、高齢者の自宅や住民主体サービスの実施場所に訪問

し、介護予防に必要な助言や評価を行います。 
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 主な取組み １－１－１ 高齢者の健康づくり 

高齢者がいつまでもいきいきと元気に暮らすことができるよう、健康づくりに対す

る意識を高める情報発信や身近な地域で参加できる魅力的な事業を行います。 

【実施事業】 

No． 事業名 内容 

１ 健康マイレージ 

健康マイレージ（健康づくりに取り組んで獲得するマイレ

ージ（ポイント）で特典やサービスが受けられる制度）に取

り組むことで、高齢者の自主的な健康づくりを促進します。 

２ 

かかりつけ医、かか

りつけ歯科医、かか

りつけ薬剤師の普及 

高齢者が身近な地域で日常の健康管理を行うため、かかり

つけ医・歯科医・薬剤師の普及・定着を図ります。 

３ 
ロコモティブシンド

ロームの予防 

活動的な高齢期を過ごすため、身体を動かすきっかけづく

りとなる講座や教室を開催するとともに、ロコモティブシン

ドローム予防の重要性について周知し、運動機能の維持・向

上を図る啓発を行います。 

４ 
7021 運動（歯の健

康キャンペーン） 

70 歳で 21 本以上の歯を保つことで、健康的な食生活を維

持できることから、7021 運動の推進と 8020 運動の啓発を

行います。 

５ 
かすがいいきいき体

操 

高齢者の健康を維持するため、かすがいいきいき体操の指

導者を養成するとともに、普及・啓発し、介護予防を促しま

す。 
                     

 主な取組み １－１－２ 介護予防事業の充実 

高齢者が要支援・要介護状態とならないよう、事業所や地域団体、また元気で地域

活動の担い手となりうる高齢者等と連携し、多様なメニューからなる介護予防事業や

日常生活支援の充実を図ります。 

【実施事業】 

No． 事業名 内容 

６ 
介護予防講師派遣事

業 

健康で生きがいのある生活ができるよう、地域で自主的に

集まったグループ等を対象に、介護予防のためのさまざまな

分野の講師を派遣します。 
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  基本施策１－２ 高齢者が活躍できる環境の整備 
  

 現状と課題  

少子高齢社会の中で地域社会が活力を維持し、持続的な成長を実現していくために

は、高齢者の能力や経験を活かした地域参加が不可欠です。多様な形態での就労や、

地域活動やボランティアなどへの社会参加等、高齢者が年齢にかかわりなく、さまざ

まな場で活躍し続けることが期待されます。 

地域包括支援センターへのヒアリング調査では、「元気な高齢者の活躍の場や就労

の機会を増やしてほしい」「気軽な就労があるといい」という意見がありました。 

健康で意欲的な高齢者が、生涯現役で働き続けることは、心身ともに豊かな暮らし

を送ることだけでなく、社会参加や生きがいづくりにもつながります。シルバー人材

センターやハローワーク、企業等と連携し、高齢者がさまざまな形態で雇用、就業で

きる機会を創出することが必要となります。 

また、アンケート調査では、老人クラブやボランティア活動への参加は低くなって

おり、老人クラブやボランティア団体へのヒアリング調査でも、加入者の減少やメン

バーの固定化、会員や役員の高齢化が課題としてあげられました。一方で、参加する

メリットとして、「さまざまな人との交流や社会貢献の活動が健康維持と生きがいづ

くりになる」という意見があり、今後は、老人クラブ活動やボランティアに参加する

ことの意義や魅力を発信し、活動の活性化につなげていくことが重要となります。 

  

 方向性  

○  高齢者がその能力や経験を活かして活躍できる環境を整備するため、シルバー

人材センターの機能強化や企業への高齢者雇用の働きかけを行います。 

○  高齢者の生きがいづくりや社会参加を促進するため、老人クラブ活動の活性化

を支援します。 

○  高齢者の外出機会の確保や社会参加を促進するため、公共交通機関を確保する

とともに、バリアフリー化やユニバーサルデザインなど、人にやさしいまちづく

りを推進します。 

 

◆ 主な取組み 

１－２－１ 高齢者が活躍できる環境の充実 

 １－２－２ 老人クラブ活動の促進 

 １－２－３ 人にやさしいまちづくりの推進 

 

１－２－１ 生きがいづくりの基盤整備 
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【重点的に行う事業】 

重点事業３  シルバー人材センターの機能強化（１－２－１） 

シルバー人材センターが高齢者の多様なニーズを集約し、働く意欲のある高齢

者に対して、就業開拓による新たな就業機会の創出などに積極的に取り組み、多

様な雇用や就業の機会を提供していくことは、活力ある地域社会を実現していく

上で非常に重要であることから、シルバー人材センターの機能強化を図ります。 

 

 

シルバー人材センターでは、施設の移転・整備を予定しており、市として移

転を支援します。移転・整備にあわせ、施設の老朽化への対応や、高齢者の就

業ニーズの変化に応じた多様な雇用・就業の機会の提供等、高齢者がより活躍

できる活動拠点としての役割を高めます。 

 

高齢者の生きがいづくりや社会参加を促進する拠点である老人福祉センター

を整備し、高齢者の相談や能力開発、健康増進などの機能を充実することで、

高齢者が心身ともに豊かに活躍できる環境を整備します。 

 

 

 

 

 

１ シルバー人材センターの移転 

２  生きがいづくりや社会参加を促進する高齢者の活躍拠点 
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 主な取組み １－２－１ 高齢者が活躍できる環境の充実 

老人福祉センターの充実や、高齢者の就労に係る施設・設備整備、就農支援等によ

り、働く意欲のある高齢者が能力や経験を活かして活躍できる環境を充実します。 

【実施事業】 

No． 事業名 内容 

７ 
老人福祉センター

の充実 

総合福祉センター及び福祉の里について、シルバー人材セ

ンターが整備する老人福祉センターと連携し、高齢者の社会

参加や生きがいづくりを推進する拠点としての充実を図りま

す。 

８ かすがい農業塾 

農業に関する知識や技術を習得して本格的に農業を始めた

い人や、家庭菜園などに活かせる野菜づくりを学びたい人を

対象に農業塾を開講します。 

９ 
職場環境向上事業

助成金 

事業者が高齢者等を雇用するため、独立行政法人高齢・障

害・求職者雇用支援機構の助成金の対象となる施設、設備等

を整備する場合に助成を行います。 
 

 

 主な取組み １－２－２ 老人クラブ活動の促進 

高齢者の生きがいや健康づくり、社会参加、地域貢献などさまざまな機能や効果を

持ちあわせる老人クラブ活動の活性化を図るため、加入促進や、活動への支援を行い

ます。 

【実施事業】 

No． 事業名 内容 

10 
老人クラブ活動の 

活性化 

高齢者の生きがいと仲間づくりを目的とする老人クラブ活

動への加入を促進し、老人クラブ活動を通じて、多様な分野

への社会参加を促すとともに、参加者自身の健康づくりにつ

ながる活動を支援します。 

11 友愛訪問 
ひとり暮らし高齢者の孤立感の解消と安否確認のため、老

人クラブの会員による高齢者訪問を支援します。 
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 主な取組み １－２－３ 人にやさしいまちづくりの推進 

高齢者の社会参加を促進するため、移動手段の確保や公園・駅周辺等のバリアフリ

ー化を進めるとともに、民間の企業等にもユニバーサルデザインに対応した施設整備

を働きかけます。 

【実施事業】 

No． 事業名 内容 

12 

かすがいシティバス

「はあとふるライナ

ー」 

高齢者を始めとする市民の日常生活の移動手段の確保や、

市の施設の利便性を図るため、民間バスの運行していない地

域を中心にかすがいシティバスを運行します。 

13 
段差のない歩道や 

公園等の整備 

歩道や公園の園路の段差解消等、高齢者や障がいのある人

等に配慮した環境整備を推進します。 

14 鉄道駅周辺の整備 

高齢者や障がいのある人等が駅等を利用しやすくするた

め、拠点となる駅やその周辺施設に、スロープなどを整備し

ます。 
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  基本施策１－３ 生きがいづくり・社会参加活動の促進 
  

 現状と課題  

 高齢者が年齢や性別にとらわれず、他の世代とともに、社会の重要な一員として、

生きがいを持って活躍したり、生涯学習の成果を活かすには、ボランティア活動を始

めとする社会参加活動を促進することが重要です。 

本市では、高齢者の生きがいづくりと社会参加の活動拠点である福祉の里や総合福

祉センターのほか、総合体育館やふれあいセンター、公民館などにおいて各種教室や

文化・スポーツのイベントなど、さまざまな活動が行われています。 

アンケート調査では、「スポーツ関係のグループやクラブ」「趣味関係のグループ」

「学習・教養サークル」への参加は、半数以上が「参加していない」と回答していま

す。一方で、地域住民の有志による健康づくり活動や趣味等のグループ活動への参加

について、「是非参加したい・参加してもよい」の回答が58.8％となっており、ニー

ズに沿った機会の提供や情報発信が必要となっています。 

また、少子高齢化や核家族化の進行、地域のつながりの希薄化など、地域社会を取

り巻く環境は変化しており、誰もが住み慣れた地域で安心して生活するには、住民の

地域福祉活動への参加によって、地域における新しい支え合いの輪が広がっていくこ

とが重要です。 

 今後は、支え手と受け手とに二分するのではなく、住民が支え合いながら自分らし

く活躍できる地域コミュニティを育成することが大切であるため、住民主体サービス

による「互助」を推進するとともに、地域福祉活動やさまざまな世代との交流を促進

することが必要です。 

 

 方向性  

○  住民が「我が事」として地域活動に参加することで、住み慣れた地域で生きが

いや社会的役割を持ち、より豊かな生活につながることから、住民の主体的な地

域福祉活動への参加を促進し、誰もが支え・支えられる共生型の地域社会の創造

をめざします。 

○  高齢者が生きがいを持って活躍できるよう、幅広い分野や世代に合わせた生涯

学習や文化・スポーツ活動に参加する機会を提供します。 

 

 

 

 

◆ 主な取組み 

１－３－１ 生涯学習・スポーツ活動への支援 

 １－３－２ 地域における福祉活動の促進 

 １－３－３ 地域交流の促進 
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【重点的に行う事業】  

重点事業４  住民主体サービスによる「互助」の推進（１－３－３） 

介護保険制度の介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合事業」という。）

において、住民主体サービスに対する補助制度を県内の他市町村に先駆けて実施

し、ミニデイサービスや高齢者サロンの立ち上げや運営を支援することにより、

町内会や市民活動団体、ＮＰＯなどの担い手を増やし、地域の実情に応じたきめ

の細かいサービスを提供してきました。 

今後は、総合事業において、掃除や買い物などの生活援助等の訪問型サービス

の立ち上げや運営支援を促進します。 

 

 

種  類 内    容 

通所型 

サービス 

高齢者等

サロン 

住民主体の趣味活動、交流、会食、体操、運動等の自

主的な通いの場として通所型サービスを提供します。 

ミニデイ

サービス 

事業対象者を含む利用者に対し、住民主体の趣味活

動、交流、会食、体操、運動等の自主的な通いの場とし

て日常的、かつ、利用定員10人以上の規模の通所型サ

ービスを継続して提供します。 

訪問型サービス 
地域住民の助け合いにより、掃除、洗濯、買い物、調

理等の日常生活の援助を行います。 
 

 

 

 

介護予防・生活支援サービスの種類 



第４章 高齢者福祉施策                               

 

33 

 

 

 主な取組み １－３－１ 生涯学習・スポーツ活動への支援 

高齢者のニーズや能力にあった自主的な学習活動を支援するため、地域のさまざま

な場における多様な生涯学習の実施や、学んだ知識や技能を活かす場の提供を進めま

す。また、スポーツ活動を通じて高齢者の心身の健康の維持・向上を図れるよう、さ

まざまなスポーツ活動への参加意欲を高める取組みを進めます。 

【実施事業】 

No． 事業名 内容 

15 朝宮公園の整備 

朝宮公園を整備し、高齢者を始めすべての世代が健康に関

心を持ち、運動習慣を身につけることができるよう、スポー

ツ環境の充実を図り、健康づくりを支援します。 

16 かすがい熟年大学 
学習意欲の高い高齢者の多様なニーズに応えるため、専門

性の高い講座を実施します。 

17 高齢者学級 
高齢者が身近な施設で気軽に学べる場を提供するため、各

公民館において講座を実施します。 

18 講師発掘・登用事業 

生涯学習活動の充実を図るため、団塊の世代などの市民を

講座の講師として登用し、培ってきた能力を活かして自ら企

画・運営する機会を提供します。 

19 
総合福祉センター 

教養講座 

高齢者の生涯学習活動を推進するため、総合福祉センター

で講座、教室等を開催します。 

20 自分史講座 

人生の貴重な体験を次世代に伝えるとともに、自らの人生

を再確認することで生きがいをもつ機会となるよう、自分史

講座を開催します。 

21 新型市民農園 

幅広い世代が楽しめる新たなレクリエーション型の市民農

園を整備し、農体験に対する多様化した市民ニーズに応える

場を提供します。 

22 
高齢者ニュースポー

ツ講習会 

スポーツによる生きがいづくりと健康づくりを推進するた

め、気軽に取り組むことのできるニュースポーツの紹介・普

及を行います。 

23 
全国健康福祉祭 

（ねんりんピック） 
高齢者の全国的なスポーツ大会等への出場を激励します。 

24 出張スポーツ講座 

老人クラブ等の高齢者のニーズに対応し、地域での健康・

体力づくりを推進するため、指導員が出張しスポーツ教室を

開催します。 
 



                              第４章 高齢者福祉施策 

34 

 

 

 

 主な取組み １－３－２ 地域における福祉活動の促進 

地域で高齢者を支える意識の醸成や高齢者自身の地域での活躍を支援するため、市

内の各地域における行事やボランティア、地区社会福祉協議会等の福祉活動を支援し

ます。 

【実施事業】 

No． 事業名 内容 

25 
市民活動支援センタ

ー 

高齢者の生活支援や、生きがいづくりを促進するため、ボ

ランティア・ＮＰＯなどを支援するとともに、情報収集、情

報交換、交流などのできる場を提供し、市民活動の活性化を

図ります。 

26 
地区社会福祉協議会

への支援 

地域福祉活動を推進するため、地区社会福祉協議会の組織

の充実と活動の活性化を促します。 

27 地域敬老行事 

高齢者の長寿を祝うとともに、地域住民の敬老意識の高揚

を図るため、地域団体等が実施する敬老行事に補助金を交付

します。 

  

 主な取組み １－３－３ 地域交流の促進 

 身近な地域における交流の活性化や、多世代の交流を促進するため、地域のさまざ

まな団体や活動が交流する機会や場の設置を支援します。 

【実施事業】 

No． 事業名 内容 

28 世代間交流の促進 

すべての世代が助け合い、豊かな活力ある超高齢社会を築

くため、地区社会福祉協議会、区・町内会・自治会、地域に

おける老人クラブ、子ども会などの活動を通じた世代間交流

を促進します。 

29 高齢者等サロン事業 

高齢者の生きがいづくりと社会参加を促進するため、地区

社会福祉協議会などにより、地域の身近な場所においてサロ

ン事業を実施します。 
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基本目標２ 

地域包括ケアシステムの深化・推進 
～我が事・丸ごと「地域共生社会」の実現にむけて～ 

  基本施策２－１ 医療・介護連携の推進 

 

 現状と課題  

 団塊の世代が75歳以上となる2025年に、医療と介護の両方を必要とする高齢者

の増加が予測される中、重度な要介護状態等になっても、できる限り住み慣れた地域

で安心して生活を継続し、その地域で人生の最期を迎えることができる環境を整備す

ることは、喫緊の課題となっています。 

介護サービス事業者調査では、日頃からの医療機関・医師との連携について、「あ

る」が63.1％、「ない・あまりない」が26.2％となっています。 

また、医療機関・医師との連携・かかわりを強化するために必要なことについては、

「事例検討会、研修や交流会を通した「顔の見える」関係づくり」が55.6％と最も

高く、次いで「医療・介護の知識や制度の専門性を相互に理解するための研修」が

46.0％、「定例の医療・介護の連携会議」が42.8％となっています。 

 こうした状況を踏まえて、在宅医療と介護を一体的に提供するには、在宅に関わる

医療機関と介護サービス事業者などの関係者が研修や情報共有の支援などを通じて

「顔の見える」関係づくりを進めることや、切れ目のない在宅医療と介護の提供体制、

相談支援体制の構築など、医療と介護の連携ができる仕組みづくりが必要となります。 

 

 方向性  

〇  地域包括ケアシステムの構築に向けて、市が主体となり、春日井市医師会を始

めとした関係機関と連携し、在宅医療・介護連携推進事業の取組みを進めます。 

○  在宅医療・介護サポートセンターを設置し、在宅医療・介護連携に関する各種

研修や相談支援、地域住民への普及啓発、ＩＣＴの活用、切れ目のない在宅医療

と介護の提供体制の構築など、在宅医療・介護の連携を推進します。 

 

 

 

 

◆ 主な取組み 

２－１－１ 在宅医療と介護の提供体制の構築 

 ２－１－２ 在宅医療と介護の情報共有と連携の推進 

 ２－１－３ 在宅医療・介護の相談体制の構築 
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【重点的に行う事業】  

重点事業５  在宅医療・介護連携推進事業（２－１－１） 

医療と介護の両方を必要とする高齢者が、住み慣れた地域で人生の最期まで

自分らしい暮らしができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するために、

在宅医療・介護サポートセンターを設置し、医療機関と介護事業者などの関係

者の連携を推進します。 

 
 

 

  関係機関と連携を図りつつ、在宅医療・介護の資源の確保、切れ目のない

在宅医療と介護の提供体制の確保、在宅や施設での看取り支援などを推進し

ます。 
 

 
 

区  分 事業内容 

(ア) 地域の医療・介護の資

源把握 

地域の医療機関、介護事業所等の資源を把握し、

医療・介護関係者と情報共有します。 

(イ) 在宅医療・介護連携の

課題の抽出と対応策の

検討 

市が設置する「地域包括ケア推進協議会」に参画

し、在宅医療・介護連携の現状の把握と課題の抽出、

対応策の検討を行います。 

(ウ) 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 

地域の医療・介護関係者の協力を得ながら、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、具体的取組みを企画・立案します。 

(エ) 医療・介護関係者の情

報共有の支援 

情報共有ツールを整備するなど、地域の医療・介

護関係者間の情報共有を支援します。 

(オ) 在宅医療・介護連携に

関する相談支援 

医療・介護関係者、地域包括支援センター等から

の在宅医療・介護連携に関する相談の受付を行いま

す。 

(カ) 医療・介護関係者の研

修 

地域の医療・介護関係者の連携を実現するために、

多職種でのグループワーク等の研修や、医療・介護

関係者の相互理解を促進する研修などを行います。 

(キ) 地域住民への普及啓発 在宅医療や介護に関する講演会の開催、パンフレ

ットの作成・配布等により、地域住民の在宅医療・

介護連携の理解を促進します。 

(ク) 在宅医療・介護連携に

関する関係市町の連携 

近隣の医療機関との連携は、その動向を注視し、

必要に応じて県、保健所、近隣の市町や医師会と協

力し、広域連携に必要な情報共有の検討を行います。 
 

１ 在宅医療・介護連携の今後の方向性 

２ 在宅医療・介護サポートセンターの事業内容 
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在宅医療・介護連携推進事業のイメージ図 
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 主な取組み ２－１－１ 在宅医療と介護の提供体制の構築 

医療が必要になっても住み慣れた自宅で安心して医療・介護を受けられるよう、研

修・講座の実施、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の推進、事業所等の利用者宅等

訪問時の駐車スペースの確保に取り組みます。 

【実施事業】 

No． 事業名 内容 

30 在宅医療導入研修 
切れ目のない在宅医療の提供体制を構築するため、在宅医

療を実施する医師の確保を目的に研修を実施します。 

31 
定期巡回・随時対応

型訪問介護看護 

要介護になっても自宅で安心して過ごせるよう、24 時間対

応の定期巡回訪問・随時対応サービスを推進します。 

32 地域医療従事者研修 
地域の医療従事者の資質向上を図るため、研修を実施しま

す。 

33 認定看護師派遣 

専門的な知識・技術を持った認定看護師が介護事業所や地

域の病院等に出向き、地域でも専門的なケアが継続されるよ

う講習・指導を行います。 

34 
ハートフルパーキン

グ事業 

駐車スペースのない利用者宅等を訪問する事業所等と近隣

の利用していない時間帯のある個人宅等の駐車場をマッチン

グし、円滑に在宅医療・介護サービスを提供できる体制の構

築を推進します。 

  

 主な取組み ２－１－２ 在宅医療と介護の情報共有と連携の推進 

在宅医療と介護を一体的に提供するため、医療と介護の関係者の円滑な連携を推進

するＩＣＴを活用した情報共有を支援するとともに、顔の見える関係を構築する多職

種連携の研修を開催します。 

【実施事業】 

No． 事業名 内容 

35 
ＩＣＴを活用した 
情報共有の支援 

在宅医療と介護の関係者が、支援に関する情報を共有する

ため、ＩＣＴを活用した情報共有ツールの利用を推進します。 

36 多職種連携研修 
医療と介護の関係者が、顔の見える関係を構築するため、

多職種連携の研修を開催します。 
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 主な取組み ２－１－３ 在宅医療・介護の相談体制の構築 

在宅医療・介護を推進するため、医療・介護関係者、地域包括支援センター等から

の在宅医療・介護連携に関する相談に応じるとともに、市民への啓発を行います。 

【実施事業】 

No． 事業名 内容 

37 
在宅医療・介護サポ

ートセンターの設置 

医療、介護等の関係者等からの在宅医療・介護連携に関す

る相談支援を始め、在宅医療・介護連携に関する事業を実施

する在宅医療・介護サポートセンターを設置します。 

38 市民への普及・啓発 

在宅療養、看取り、アドバンスケアプランニングなど、在

宅医療に関する市民の理解を促進するため、啓発や講演会な

どを実施します。 
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  基本施策２－２ 地域を基盤とする包括的支援の強化 
  

 現状と課題  

 2025年に団塊の世代が75歳以上となり、医療や介護を必要とする人が増加する

ことに伴い、地域包括支援センターにおける高齢者の総合相談、虐待や困難事例の対

応などの権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメントなどの業務が急増することが予

測されます。 

そのため、地域包括ケアシステムの構築に向けた取組みを推進する中核的な機関で

ある地域包括支援センターの体制を強化することが重要です。  

また、地域における包括的な支援を促進するには、地域に共通した課題を明確化し、

その解決のために必要な生活支援・介護予防サービスなどの資源開発や地域づくりに

つなげることが必要です。 

本市では、地域包括支援センターが中心となって地域住民や医療・介護関係者等と

連携し、「地域ケア会議」での情報共有や個別事例への支援に取り組んできました。

今後も、地域ケア会議の充実・強化を図るとともに、生活支援体制整備事業において、

地域ごとの資源や課題を把握し、地域における支え合いの体制づくりを進めることが

必要です。 

アンケート調査では、支援者・介護者が地域で手助けしてほしい困りごととして、

「災害時の避難の手助け」が31.5％と最も高くなっており、次いで、「急に具合が悪

くなったときの手助け」が29.1％となっています。介護サービスだけでなく、災害

時の避難や体調の急変などに対応できるよう、日頃からの見守り活動などの支援が求

められています。 

 

 方向性  

○  地域包括ケアシステムの構築に向けて、その中核的な機関である地域包括支援

センターの機能強化を図り、包括的な支援体制を整備します。 

○  協議体の設置や生活支援コーディネーターの配置により、地域の資源把握や課

題解決を行える仕組みづくりを進めます。 

○  災害時の避難に支援が必要な人やひとり暮らし高齢者などに対して、区・町内

会や民生委員、関係機関等と連携し、地域における見守り体制を強化します。 

○  認知症高齢者や介護を必要とする人の家族などが相談や交流できる場を開設し、

介護者の負担軽減を図ります。 
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◆ 主な取組み 

２－２－１ 地域包括支援センターの機能強化 

 ２－２－２ 地域によるサービス資源の開発 

 ２－２－３ 地域の見守り活動の促進 

２－２－４ 家族介護者への支援 
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【重点的に行う事業】  

重点事業６  地域包括支援センターの機能強化（２－２－１） 

地域包括ケアシステムの中核的な役割を担う地域包括支援センターは、地域の

最前線で、高齢者の総合相談や権利擁護、ケアマネジメントなどの業務を行って

います。   

今後は、さらにその役割が重要となることから、新たに基幹型地域包括支援セ

ンターを設置するとともに、担当地区を再編し、地域包括支援センターの機能向

上や体制強化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 基幹型地域包括支援センターの設置 

２ 地域包括支援センターの再編 

（１） 趣旨 

  在宅医療・介護連携推進事業及び認知症総合支援事業をより効果的に推

進するため、各地域包括支援センターの総合調整及び後方支援を行う基幹

型地域包括支援センターを設置します。 

（２） 業務内容 

ア 各地域包括支援センターの総合調整、在宅医療・介護連携の推進、各

種職員研修の実施等 

イ 各地域包括支援センターへの指導・助言、高齢者虐待及び支援困難事

例に対する後方支援 

ウ 認知症の人や家族を早期に支援する認知症初期集中支援チームの配置 

（３） センターの概要 

ア 運営主体 社会福祉法人春日井市社会福祉協議会 

イ 設置予定場所 総合福祉センター 

ウ 設置時期 2018（平成 30）年４月 

（１）趣旨 

  地域包括支援センターの再編については、より地域に密着した配置とす

るため中学校区を単位とし、現行の 10 箇所を 12 箇所に増やすことで、

高齢者や地域のニーズに迅速かつきめ細やかに対応できる体制を整備し

ます。 

また、各地域包括支援センターの名称については、再編にあわせ、地域

住民に分かりやすい名称となるよう変更します。 

（２） 業務開始時期〔12 箇所〕 2018（平成 30）年４月 
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【重点的に行う事業】  

重点事業７  生活支援体制整備事業（２－２－２） 

高齢者の生活支援・介護予防サービス（以下「生活支援等サービス」という。）

の体制を整備するため、「生活支援コーディネーター」を配置するとともに、地域

住民が地域課題の解決について協議する場である「協議体」を設置し、地域にお

ける支え合いの体制づくりを推進します。 
 

 

生活支援コーディネーターを配置し、生活支援等サービスの資源開発、地域

の関係者やサービス提供者のネットワークの構築、地域ニーズの把握と取組み

のマッチングなどを行い、生活支援等サービスの体制整備を推進します。 
 

 

「協議体」は、各地域包括支援センターの担当地区（日常生活圏域）を単位

として設置し、地域包括支援センターと生活支援コーディネーターが中心とな

って地域課題の解決に向けた取組みを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 生活支援コーディネーターの配置 

２ 協議体 

地域包括ケア推進協議会 など 

徘徊訓練 認知症カフェ 認知症サポーター 

生活支援コーディネーター 

地域ケア会議 

地区社会 
福祉協議会 

町内会 

ＮＰＯ 

支援 

高齢者サロン 

移動支援 ホームヘルプ 
サービス 

地域課題などの 
市の施策への反映 

地域包括支援センター主催 

 

老人クラブ 

ちょっとお助け 
サービス 

友愛訪問 

参画 

生活支援等サービス
の資源開発 

 

生活支援体制整備 
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 主な取組み ２－２－１ 地域包括支援センターの機能強化 

地域包括ケアの中核的な役割を担う地域包括支援センターを強化するため、総合調

整、後方支援を行う基幹型地域包括支援センターを設置するとともに、担当地区の再

編を行います。 

【実施事業】 

No． 事業名 内容 

39 
包括的相談支援体制

の確保 

総合福祉センターに基幹型地域包括支援センターを設置

し、高齢者・障がい者、成年後見など各分野の相談業務を行

うセンターを集約して、各専門職員が連携を図り、個別の事

例に対応することで、包括的な相談支援体制を構築します。 
 
 

 主な取組み ２－２－２ 地域によるサービス資源の開発 

地域での支え合い体制を整備するため、協議体の設置や生活支援コーディネーター

の配置などにより、地域の資源把握や課題解決の仕組みづくりを進めます。 

【実施事業】 

No． 事業名 内容 

40 地域ケア会議 

医療、介護等の専門職や地域住民が協働して高齢者や地域

の課題解決に取り組むため、必要な資源開発や地域での支え

合い体制を整備します。 

 

 主な取組み ２－２－３ 地域の見守り活動の促進 

地域で見守りを必要とする高齢者を把握するため、地域の関係者や事業者との地域

見守り活動の推進や、災害時の避難支援など地域での見守り体制を強化します。 

【実施事業】 

No． 事業名 内容 

41 地域見守り活動 

孤立死等を防止するため、電気、ガス、水道などのライフ

ライン事業者や新聞販売店、住宅供給事業者、金融機関等と

協定を締結し、地域見守り活動を推進します。 

また、見守り活動を行う事業所等が参加する地域見守り連

絡会議を開催し、見守り体制の強化を図ります。 

42 災害時の避難支援 

ひとり暮らし高齢者や障がいのある人など災害時に避難の

支援を必要とする人を把握するとともに、区、町内会、民生

委員等の協力により、あらかじめ地域で避難支援者の確保を

図ります。 
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No． 事業名 内容 

43 

災害時に支援が必要

な人の受入れに関す

る協定 

災害時に避難が必要な人の受入れに関する協定を締結し、

社会福祉施設等の利用を円滑に進めます。 

44 
ひとり暮らし高齢者

等の実態調査 

民生委員の協力により、ひとり暮らし高齢者などの基本調

査を実施するとともに、地域包括支援センターと連携し、高

齢者実態把握調査をします。 

45 
ひとり暮らし高齢者

等安否確認 

ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯の安否確認を行うた

め、登録された協力員が、電話による安否確認を実施します。 

46 友愛電話訪問 
ひとり暮らし高齢者などの社会的孤立感の解消や安否確認

を行うため、ボランティアによる電話訪問を実施します。 

 

 主な取組み ２－２－４ 家族介護者への支援 

介護を行う家族等が相談や交流できる場である家族介護者支援センターを支援す

るとともに、介護の知識や技術を習得できる講習会の開催などにより、介護者の負担

軽減を図ります。 

【実施事業】 

No． 事業名 内容 

47 
家族介護者支援セン

ター 

認知症の人やその家族、地域住民のための介護相談の実施、

認知症カフェの支援などを行う家族介護者支援センターを支

援します。 

48 

家庭介護のためのハ

ートフルケアセミナ

ー 

家庭で行う介護の知識と技術を習得できるよう、公民館な

どで講習会を開催します。 

49 
介護者支援等ショー

トステイ 

家族介護者の負担の軽減及び緊急時の対応のため、ショー

トステイを実施します。 
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  基本施策２－３ 認知症高齢者等への総合的支援 
  

 現状と課題  

 国は、2025年には高齢者の約５人に１人が認知症になるという推計を踏まえて、

2015（平成27）年に「新オレンジプラン」を策定しました。認知症の人が、住み

慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続ける社会を実現するため、認知症に関す

る各種施策を定めています。このプランに基づき、行政だけでなく、民間部門や地域

住民などさまざまな主体が、認知症対策についてそれぞれの役割を果たすことが求め

られています。 

本市では、認知症カフェや認知症サポーター養成講座、認知症徘徊高齢者の捜索シ

ステムなど、さまざまな認知症対策を行うとともに、2015（平成27）年に「春日

井市高齢者・障がい者権利擁護センター」を設置し、成年後見制度の利用支援や市民

後見人の育成を行っています。 

 地域包括支援センターへのヒアリング調査では、認知症対策として、「初期段階か

らの支援や地域の理解促進」、「徘徊高齢者の捜索の仕組みづくり」、「認知症カフェの

充実」などが必要という意見があり、認知症に対する理解促進、当事者や家族を適切

な支援・サービスにつなげる仕組みづくりが求められています。 

 また、アンケート調査では、認知症等による判断能力が不十分な人の権利を擁護す

る制度である成年後見制度の認知度が半数以下となっており、今後は、成年後見制度

の認知度を高め、必要とする人の利用につなげることが重要となります。 

 

 方向性  

○  認知症になっても地域で安心して暮らせるよう、市民に認知症の正しい理解を

促すとともに、さまざまな認知症対策を行い、多様な地域の団体や機関による認

知症高齢者やその家族等への支援体制を構築します。 

○  認知症高齢者等の権利を擁護するため、高齢者・障がい者権利擁護センターと

連携し、成年後見制度の利用や市民後見人の育成、虐待防止の啓発などを実施し

ます。 

 

 

 

 

 

◆ 主な取組み 

 ２－３－１ 認知症高齢者の理解のための啓発や研修 

 ２－３－２ 認知症高齢者が安心して生活できる支援策の推進 

 ２－３－３ 権利擁護の推進 
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【重点的に行う事業】 

重点事業８  認知症総合支援事業（２－３－２） 

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で暮らし

続けられるよう、認知症の人やその家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チ

ーム」を配置するとともに、医療機関や介護サービス、地域の支援機関の連携を

図るための支援等を行う「認知症地域支援推進員」を配置します。 

 

 

専門職２名以上（保健師、社会福祉士等）と医師で構成する「認知症初期集

中支援チーム」を基幹型地域包括支援センター内に配置します。 

支援チームは、認知症疾患の診断を受けていない人や継続的な医療サービス

を受けていない人などに対し、アセスメントや家族支援などを包括的かつ集中

的に支援します。また、認知症の行動・心理症状が顕著で苦慮しているケース

などに対応します。 

 

 （１）認知症の人を支援する関係者の連携を図るための取組み 

地域における関係機関との連携体制（ネットワーク）を構築するとともに、

認知症ケアパス（医療・介護サービス提供の流れ）の作成・普及を行います。 

（２）認知症に対する地域支援の取組みの推進 

地域住民の認知症への理解を普及するため、認知症サポーターの拡大、認

知症サポーター養成講座・上級講座の修了者の活用などを図ります。 

また、地域における認知症徘徊模擬訓練の普及、認知症カフェの普及・啓

発、認知症の人や家族を支援する地域資源の開発（ちょっとお助けサービス

など）を行います。 

 

  

１ 認知症初期集中支援チーム 

２ 認知症地域支援推進員 
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 主な取組み ２－３－１ 認知症高齢者の理解のための啓発や研修 

認知症になっても地域で安心して暮らせるよう、市民に認知症の正しい理解を促す

ため、認知症サポーター養成講座などを開催します。 

【実施事業】 

No． 事業名 内容 

50 
認知症サポーター 

養成講座 

 地域や職場、学校等において、認知症に関する基礎知識や

支援のあり方などを習得する養成講座を開催し、認知症サポ

ーターを増やします。 

51 
認知症サポーター 

上級者養成講座 

認知症サポーターが復習をかねて学習する機会を提供する

とともに、より専門的な知識を持って、高齢者の見守りや傾

聴ボランティアなどを行うことができる人材を育成します。 

52 
認知症キャラバン・

メイト養成講座 

認知症サポーター養成講座の講師役であるキャラバン・メ

イトを養成します。 

    

 主な取組み ２－３－２ 認知症高齢者が安心して生活できる支援策の推進 

認知症の人や家族を支援するため、認知症初期集中支援チームの設置とともに、認

知症疾患医療センターなど多様な専門機関による当事者及び家族等の支援体制を構

築します。 

【実施事業】 

No． 事業名 内容 

53 
認知症疾患医療セン

ターとの連携 

地域住民と介護・医療・福祉関係者、行政等の連携により、

認知症の人とその家族を地域で支える仕組みをつくるため、

認知症疾患医療センターと連携します。 

54 
認知症徘徊高齢者 

捜索システム 

認知症等により、徘徊している高齢者を迅速に発見、保護

及び身元を確認するとともに、安全に家族等へ引渡すため、

認知症徘徊高齢者ＳＯＳネットワークを整備し、運営します。 

55 認知症カフェ 
認知症の人とその家族、地域住民が集う場を提供し、認知

症の理解の促進と、認知症の人と家族の支援を行います。 

56 認知症ケアパス 

認知症の人への医療・介護・生活支援サービスなどを本人

の状態に応じて適切に提供するため、認知症ケアパスを作成

し、普及を推進します。 
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  主な取組み ２－３－３ 権利擁護の推進 

認知症高齢者等の権利を擁護するため、高齢者・障がい者権利擁護センターと連携

し、成年後見制度の利用支援や市民後見人の育成等を推進します。また、高齢者や障

がいのある人の虐待防止や権利擁護に関する取組みを進めます。 

【実施事業】 

No． 事業名 内容 

57 
高齢者・障がい者 

権利擁護センター 

判断能力が十分でない人の権利を擁護するため、成年後見

制度の利用促進や権利擁護に関する相談等を行います。 

58 
成年後見制度利用支

援 

判断能力が十分でない人の権利を擁護するため、老人福祉

法等に基づき市長が後見の審判申立て等を行うとともに、費

用を助成します。 

59 市民後見人の育成 市民後見人を育成し、成年後見制度の利用を支援します。 

60 日常生活自立支援 
判断能力が十分でない人の権利を擁護するため、各種福祉

サービスの利用援助や相談、日常的金銭管理を行います。 

61 
高齢者・障がい者 

虐待防止連絡会議 

高齢者・障がいのある人への虐待を防止するため、高齢者・

障がい者虐待防止連絡会議を開催し、関係機関との連携強化

を図ります。 

62 

高齢者・障がい者の

虐待防止・権利擁護

に関する講演会 

高齢者・障がいのある人への虐待防止、権利擁護の理解を

深めるため、講演会を開催し、虐待防止や権利擁護に関する

知識の普及と啓発を行います。 
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基本目標３ 

持続可能な介護・高齢者福祉サービスの確保 
 

  基本施策３－１ 介護・高齢者福祉サービスの確保 
  

 現状と課題  

 2000（平成12）年に社会全体で高齢者介護を支える仕組みとして創設された介

護保険制度は、今年で18年目を迎え、着実に社会に定着してきていますが、サービ

ス利用者の大幅な伸びに伴い、介護費用が急速に増大しています。 

 介護保険制度開始当時の2000（平成12）年度は3.6兆円だった介護費用は、2016

（平成28）年度には10.4兆円となっており、高齢化がさらに進展し、団塊の世代が

75歳以上となる2025年には介護費用は約21兆円になると推計されています。 

 このような介護保険制度の状況等を踏まえ、国は、2014（平成26）年に医療介

護総合確保推進法を制定し、地域包括ケアシステムの構築と介護保険制度の持続可能

性の確保のための見直しを行っています。 

 本市では、2017（平成29）年10月現在、要支援・要介護認定者は12,423人と

なっており、2025年に向けて、要支援・要介護認定者が急増し、介護・高齢者福祉

サービスの需要も大幅に膨らむことが見込まれます。 

 アンケート調査では、国や市が今後重点を置くべき施策として「在宅介護サービス

の充実」が一般高齢者が47.3％、要支援・要介護者が46.4％と最も高くなっており、

住み慣れた自宅で暮らし続けることを可能とする支援の充実が求められています。 

一方で、特別養護老人ホームや介護付き有料老人ホームなどの入所施設の整備につ

いても一般高齢者が41.4％、要支援・要介護者が36.0％となっており、施設・居住

系サービスの整備に対するニーズも高くなっています。 

 

 方向性  

○  高齢者が、可能な限り住みなれた地域で自立した日常生活を営むことができる

よう、持続可能な介護・高齢者福祉サービスの確保を図ります。 

○  高齢者のひとり暮らしや夫婦のみの世帯が安心して暮らせるよう、見守りなど

の多様な生活支援サービスが提供される体制を構築します。 

○  在宅での生活が困難な人が安心して介護を受けられ、住み慣れた地域で生活が

継続できるよう、多様な施設・居住系サービスの整備を進めます。 
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【重点的に行う事業】 

重点事業９  配食サービス利用助成（３－１－１） 

高齢者の健康寿命の延伸には健康づくりや介護予防の取組みが大切であり、その

ためには身体の基礎となる健康的な食生活が重要です。 

ひとり暮らし高齢者が増加するなか、栄養バランスの良い食事を準備することが

困難である高齢者への支援として、安否確認を兼ねた配食サービスを実施し、高齢

者の健康保持と生活の質を確保します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 主な取組み 

 ３－１－１ 日常生活支援の充実 

 ３－１－２ ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯への支援の充実 

 ３－１－３ 介護サービスの整備 

３－１－４ 経済的な支援等の充実 

 

報告・請求 

助成金支払 

情報提供・報告 

相談 支援 助成申請 決定 

利用者 

配食登録事業者 

 

市 

 

地域包括支援センター 

居宅介護支援事業所 

 

安否確認と 

配食サービス 
代金支払 

情報提供 



                              第４章 高齢者福祉施策 

52 

 

 

  

 主な取組み ３－１－１ 日常生活支援の充実 

高齢者ができる限り自立して地域で生活できるよう、配食サービス、訪問等理美容

サービスなどの利用助成や買い物、ごみ出し、移動手段などの高齢者の日常生活を支

援します。 

【実施事業】 

No． 事業名 内容 

63 移動販売事業 
近隣に商業施設が少ない地域に居住する高齢者等の買い物

を支援するため、移動販売事業の実施及び拡大を支援します。 

64 
訪問等理美容サービ

ス 

ひとりで外出することが困難な要介護者の保健衛生の向上

を図るため、自宅及び理美容店での整髪料の一部を助成しま

す。 

65 さわやか収集 

家庭ごみをごみステーションへ持ち出すことが困難なひと

り暮らしの要介護等認定者や障がいのある人などのごみ排出

を支援するため、分別されたごみを玄関先まで収集しにいき

ます。 

66 福祉有償運送の支援 

社会福祉法人・ＮＰＯ法人などが要介護等認定者や障がい

のある人の移動を支援するために行う福祉有償運送への支援

について検討します。 

67 
地域住民による移動

サービスの支援 

移動が困難な高齢者等の移動手段を確保するための地域住

民による移動サービスの支援について検討します。 

  

 主な取組み ３－１－２ ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯への支援の充実 

ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯が安心して暮らせるよう、見守りや多様な

生活支援、緊急時の対応、賃貸住宅の住み替え助成等の取組みを進めます。 

【実施事業】 

No． 事業名 内容 

68 
緊急通報システム設

置 

ひとり暮らし高齢者等を緊急時に円滑に救助するため、緊

急時に 119 番通報する緊急通報システムの設置を推進しま

す。 

69 
日常生活用具購入費

の助成 

ひとり暮らし高齢者等の火災予防など安全な生活を確保す

るため、自動消火器、電磁調理器などの購入費を助成します。 

70 生活支援サービス 

掃除や洗濯、ごみ出し等の要支援者等の多様な生活支援ニ

ーズに対応するためのサービスを、ボランティアやＮＰＯ、

地域団体等と連携して確保します。 

71 
寝具乾燥交換サービ

ス 

ひとり暮らし高齢者などに対して健全で衛生的な生活を確

保するため、寝具の乾燥及び貸出事業を実施します。 
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No． 事業名 内容 

72 
高齢者賃貸住宅住み

替え助成 

賃貸住宅の２階以上に居住し、日常生活に支障がある高齢

者の生活を容易にするため、１階やエレベーター付き住宅へ

の住み替えに伴う費用の一部を助成します。 

73 
シルバーハウジング

生活援助員派遣 

高齢者の生活及び健康に関する安心を確保するため、高齢

者世話付住宅の入居者を対象に、生活援助員の派遣と緊急通

報システムの設置を行います。 

74 救急あんしんカード 
ひとり暮らしの高齢者に、緊急連絡先やかかりつけ医など

の情報を記載しておく、「救急あんしんカード」を配付します。 

75 
高齢者住宅防火対策

講話 

高齢者世帯からの出火を防ぐため、住宅防火対策について

周知します。 

  

 主な取組み ３－１－３ 介護サービスの整備 

日常的に介護が必要な高齢者や在宅での生活が困難な高齢者などが安心して暮ら

せるよう、事業者等と連携して、多様な介護サービスの整備を進めます。 

【実施事業】 

No． 事業名 内容 

76 
介護施設サービスの

整備 

社会福祉施設などを計画的に整備するとともに、社会福祉

法人等が実施する施設整備を支援します。 

77 
サービス付き高齢者

向け住宅 

高齢者の居住の安定を確保するため、民間事業者によるサ

ービス付き高齢者向け住宅の普及を促します。 

78 
共生型サービスの 

整備 

障がいのある人が 65 歳になっても、使い慣れた事業所に

おいてサービスを利用できるよう促進します。 

  

 主な取組み ３－１－４ 経済的な支援等の充実 

高齢者の経済的負担を軽減するため、低所得者等のサービス利用に対する助成や施

設の入所を支援します。 

【実施事業】 

No． 事業名 内容 

79 介護福祉特別給付金 
低所得世帯の介護サービス利用などに伴う諸費用の軽減を

図るため、介護福祉特別給付金を支給します。 

80 
社会福祉法人等によ

る利用者負担額軽減 

低所得者の経済的負担を軽減するため、社会福祉法人など

が提供する介護サービスなどの利用者の負担額を軽減する制

度を促進します。 

81 
養護老人ホーム等へ

の入所措置 

家庭環境や経済的理由等により、自宅での生活が困難な高

齢者の生活の安定を図るため、必要に応じて入所の措置を行

います。 
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  基本施策３－２ 介護サービスの人材の確保と質の向上 
  

 現状と課題  

 2000（平成12）年の介護保険制度開始当時、全国で約55万人であった介護人材

は、順調に増加を続け、2014（平成26）年には約177万人となり、要介護高齢者

等に対する介護サービスの提供を支えてきました。今後、2025年に向けて、認知症

や医療ニーズのある要介護高齢者の増大が見込まれており、約253万人の介護人材が

必要と推計されています。 

また、認知症高齢者や高齢者のみ世帯の増加や医療ニーズの高まりに伴い、介護ニ

ーズの多様化・複雑化に対応するため、介護サービスの人材の確保と質の向上を図る

必要があります。 

介護事業所へのアンケート調査では、「人材の確保が難しい」という意見が多くみ

られ、持続可能な介護・高齢者福祉サービスを確保していくためには、人材の確保・

育成は喫緊の課題となっています。 

今後は、市としても、事業所と連携して、介護サービスの人材の確保と質の向上に

取り組み、満足度の高いサービスの提供を図ることが必要です。 

 

 方向性  

○  介護・高齢者福祉サービス等を効果的・効率的に提供するため、介護人材の確

保・育成とサービスの質の向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 主な取組み 

 ３－２－１ 介護人材の確保・育成 

 ３－２－２ 介護サービスの質の向上 
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【重点的に行う事業】 

重点事業 10  介護相談員派遣事業（３－２－２） 

特別養護老人ホームなどの介護サービス施設・事業所に介護相談員を派遣し、利

用者やその家族の話を聴き、相談に応じることで、利用者の疑問や不満、不安を受

けとめるとともに、介護サービス施設・事業所と行政の橋渡し役となり、介護サー

ビスの質の向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動報告・ 

情報提供 
利用者と 

その家族 

介護相談員 

市 

 

介護サービス 

施設・事業所 

情報提供・ 

意見交換 

改善報告 

情報提供・助言 
三者会議 

（情報共有・意見交換の場） 

委嘱・研修 

訪問 

 

疑問・ 

不安 
相談支援 

サービス 

の向上 
満足・ 

信頼 
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 主な取組み ３－２－１ 介護人材の確保・育成 

多様化する介護サービスの需要に対応できるよう、事業者と連携して、介護の業務

改善や介護現場の魅力向上を図り、介護人材の確保・育成を進めます。 

【実施事業】 

No． 事業名 内容 

82 
介護支援専門員・訪

問介護員等研修 

 介護保険制度の適正な運用の要である介護支援専門員や医

療ニーズが高い人などを支援する訪問介護員が専門的な知識

や実践的な技能を習得するための研修を開催します。 

83 
介護に関わる仕事の

魅力の情報発信 

介護人材の確保と離職の防止を図るため、介護に関わる仕

事の魅力を情報発信し、社会的な関心を高める事業を実施し

ます。 

84 
外国人介護人材の 

定着支援 

 市内の事業所で働く外国人介護職員が就労を続けられるよ

う、生活相談や地域交流、居場所づくりなどの支援のあり方

を検討します。 

 

 

 主な取組み ３－２－２ 介護サービスの質の向上 

支援を必要とする高齢者やその家族が安心して介護サービス等を利用できるよう、

介護相談員の派遣や事業者への指導・助言などを通じて、サービスの質の向上を図り

ます。 

【実施事業】 

No． 事業名 内容 

85 
介護サービス事業者

指導 

介護保険制度の適正な運営やサービスの質の向上、保険給

付の適正化のため、事業者に対して、実地指導や集団指導を

実施します。 

86 
有料老人ホーム入居

者への支援 

有料老人ホームに介護相談員を派遣し、サービスの質の向

上を図るとともに、未届けの有料老人ホームに対しては、届

出義務を周知します。 
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  基本施策３－３ 介護サービスの適正な利用の促進 
  

 現状と課題  

 介護保険制度を持続可能なものとするには、利用者の自立支援に資するケアマネジ

メントや効果的・効率的な介護サービスの給付を推進することが大切です。 

事業者調査では、ケアプラン作成にあたって介護支援専門員から「利用者本人と家

族との意見が異なるときの調整」などが困っていることとしてあげられており、地域

包括支援センター等による地域の介護支援専門員への支援が重要となります。 

 また、アンケート調査では、制度の適正な利用について「福祉に関する情報が入っ

てこない」「わかりにくい」という意見があり、広報やインターネット等を通じて、

介護や高齢者福祉に関する情報を発信するとともに、高齢者やその家族に分かりやす

い、理解しやすい情報提供が必要です。 

 

 方向性  

○  要介護者や認知症高齢者の多様で複雑なニーズに応じた支援が行えるよう、介

護支援専門員や訪問介護員への支援、地域ケア会議の活用を図ります。 

○  効果的・効率的な介護給付を推進するため、要介護認定の適正化やケアプラン

点検などを強化します。 

○  介護サービスや生活支援サービスに関する情報提供の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 主な取組み 

 ３－３－１ ケアマネジメントの質の向上 

 ３－３－２ 効果的・効率的な介護給付の推進 

 ３－３－３ 多様な情報提供の実施 
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【重点的に行う事業】 

重点事業 11  介護支援専門員への支援（３－３－１） 

介護支援専門員は、介護保険制度の適正な運営の要であるとともに、居宅サービ

ス、施設サービスを問わず、要介護者等に対する最も中心的な支援者であるため、

最新の知識・技能の習得や資質の向上が重要です。 

また、老老介護や障がいのある家族、経済的困窮、ひとり暮らしの認知症高齢者、

ターミナルケアなど複雑で多様な課題をもつ高齢者等の支援には多くの困難が伴

うことから、地域包括支援センターなどによる介護支援専門員への支援・教育を行

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・地域包括支援センターによる介護支援専門員研修会の開催 

・地域ケア会議を活用した専門職カンファレンス 

・介護支援専門員研修（ハートスクール） 

・居宅介護支援事業所への実地指導・集団指導 

・ケアプラン点検 

主な取組み 
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 主な取組み ３－３－１ ケアマネジメントの質の向上 

 支援を必要とする高齢者に対して自立支援に資する介護サービス等を、過不足なく

提供できるよう、適正なケアマネジメントの実施、介護支援専門員への支援や居宅介

護支援事業者への指導・助言を通じてケアマネジメントの質の向上を図ります。 

【実施事業】 

No． 事業名 内容 

87 
介護予防ケアマネジ

メント 

要介護状態になることを予防するため、高齢者の心身の状

況や日常生活などを把握し、適正な介護予防ケアマネジメン

トを実施します。 

88 
居宅介護支援事業者

指導 

介護保険制度の適正な運営やサービスの質の向上、保険給

付の適正化のため、居宅介護支援事業所に対する実地指導や

集団指導を実施します。 

  

 主な取組み ３－３－２ 効果的・効率的な介護給付の推進 

 必要な介護サービスが過不足なく提供されるよう、保険者機能を強化し、介護保険

制度を効果的・効率的に運営できる環境の整備を図ります。 

【実施事業】 

No． 事業名 内容 

89 
認定調査状況チェッ

ク 

要介護認定の適正化を図るため、新規の認定調査は市職員

が実施するとともに、認定調査内容についてすべて点検・確

認を行います。 

90 ケアプラン点検 

介護支援専門員と同等以上の能力を有する職員が、利用者

の自立支援に資する適切なケアプランであるか内容を確認

し、ケアプランの改善を図ります。 

91 住宅改修等点検 
住宅改修等がサービス利用者の状態に合わせて適切に実施

されるよう、現地調査を行います。 

92 
医療情報との突合・

縦覧点検 

介護給付の適正化のため、国民健康保険団体連合会の介護

給付適正化システムを活用し、医療情報と突合します。 

93 介護給付費通知 

サービス利用者がサービス内容や費用を確認し、サービス

の見直しや不適正な請求の発見につながるよう、介護給付費

通知を送付します。 
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 主な取組み ３－３－３ 多様な情報提供の実施 

高齢者やその家族が制度やサービスを理解し、利用や事業の参加につなげられるよ

う、介護サービスや生活支援サービスなどに関する情報提供の充実を図ります。 

【実施事業】 

No． 事業名 内容 

94 
多様な情報提供の 

実施 

高齢者やその家族等が自ら選択して介護サービスを利用で

きるよう、インターネットや「高齢者福祉サービスガイド」

による情報提供、介護サービス情報公表システムの活用を促

進します。 

95 
制度やサービスに関

する説明会等の実施 

地域で開催する出前講座により高齢者福祉や介護保険制度

の周知を図ります。 
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 評価指標の設定 

 「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」では、

各市町村が保険者機能を発揮し、自立支援・重度化防止に取り組むこととなっており、

本計画では自立支援等施策およびその目標に関する事項を記載することとなります。

本市では、国が示す指針に基づき次のような評価指標を設定し、高齢者の自立支援や

重度化防止に取組みます。 

 

１ 自立支援、重度化防止等に資する施策 

（１）地域密着型サービス 

No． 項目 
2016（平成 28)年度 

実績値 
2020 年度 
目標値 

１ 

「個別機能訓練加算」、「栄養改善加算」、「口

腔機能向上加算」のいずれかの算定要件を満

たす地域密着型通所介護事業所の割合 

43％ 60％ 

 

（２）介護支援専門員・介護サービス事業所 

No． 項目 
2016（平成 28)年度 

実績値 
2020 年度 
目標値 

２ 介護サービス事業者の実地指導件数 32 件 80 件 

 

（３）地域包括支援センター 

No． 項目 
2016（平成 28)年度 

実績値 
2020 年度 
目標値 

３ 
地域ケア会議を活用した専門職カンファレン

スの実施回数 
未実施 12 回 

 

（４）在宅医療・介護連携 

No． 項目 
2016（平成 28)年度 

実績値 
2020 年度 
目標値 

４ 

リハビリテーションマネジメント加算の算定

要件を満たす通所リハビリテーション事業所

の割合 

54％ 70％ 

５ 
ターミナルケア加算の算定要件を満たす訪問

看護事業所の割合 
80％ 90％ 
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（５）認知症総合支援 

No． 項目 
2016（平成 28)年度 

実績値 
2020 年度 
目標値 

６ 認知症サポーター養成講座の受講者人数 延べ 10,807 人 延べ 20,000 人 

 

（６）介護予防／日常生活支援 

No． 項目 
2016（平成 28)年度 

実績値 
2020 年度 
目標値 

７ 住民主体の通いの場への参加者人数 延べ 14,403 人 延べ 40,000 人 

 

（７）生活支援体制の整備 

No． 項目 
2016（平成 28)年度 

実績値 
2020 年度 
目標値 

８ 
地域協議会・協議体の実施箇所数 

（日常生活圏域単位の地域ケア会議） 
１箇所 12 箇所 

 

（８）要介護状態の維持・改善の状況等 

No． 項目 
2016（平成 28)年度 

実績値 
2020 年度 
目標値 

９ 
要介護認定等基準時間 

（介護に要する時間を測るもの） 
平均 57 分 平均 55 分 

 

２ 介護保険運営の安定化に資する施策 

（１）介護給付の適正化 

No． 項目 
2016（平成 28)年度 

実績値 
2020 年度 
目標値 

10 対面式で行うケアプラン点検の実施件数 12 件 100 件 

 

（２）介護人材の確保・育成 

No． 項目 
2016（平成 28)年度 

実績値 
2020 年度 
目標値 

11 
介護支援専門員・訪問介護員等研修の受講者人

数 
112 人 150 人 
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（３）保険料基準額の算定 

第１号被保険者の介護保険料基準額（月額）は次のように算定します。 

2018（平成30）年度から2020年度までの第１号被保険者の保険料基準月額は、

保険料の急激な上昇を抑制するため、介護給付費準備基金（13億1,507万円）を取

り崩し、月額5,777円とします。 

 
表 30 保険料基準額の算定                                                     （千円） 

年度 

区分 
2018 

（H30） 
2019 

（H31） 
2020 

 
合 計 備考 

標準給付費見込額(A) 19,792,261 21,683,123 23,598,561 65,073,945  

地域支援事業費(B) 1,439,278 1,576,856 1,608,231 4,624,365  

 
うち介護予防・日常生
活支援総合事業(C) 

997,072 1,049,076 1,077,701 3,123,849  

第１号被保険者負担分 
相当額(D) 

4,883,254 5,349,795 5,797,562 16,030,611 ((A)+(B))×23％ 

調整交付金相当額(E) 1,039,467 1,136,610 1,233,813 3,409,890 ((A)+(C))×5％ 

調整交付金見込額（F） 286,893 431,912 557,684 1,276,489  

介護給付費準備基金取崩額(G) 1,315,070  

保険料収納必要額（H） 16,848,942 (D)+(E)-(F)-(G) 

予定保険料収納率見込(I) 98.50％  

所得段階別加入割合補正後被保険者数(J) 246,741人  

 

介護保険料基準月額 5,777円 
(H)÷(I)÷(J)÷ 

12月 

 

（参考）第６次計画介護保険料基準月額 5,047円  


