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第４章 高齢者福祉施策 

 

基本目標１ 生きがいをもって生活できる環境の整備 
 

１－１ 社会参加活動の促進                     

 

◇ 現状と課題 ◇ 

いわゆる団塊の世代が高齢者になる中、元気な高齢者の趣味や余暇活動、ボランテ

ィア活動など、高齢者が生きがいをもち、社会参加できるような環境づくりが重要と

なっています。 

また、今後の介護保険制度では、介護予防等について、ボランティアやＮＰＯなど、

多様な担い手による支援がこれまで以上に求められています。高齢者は、長年培って

きた豊富な知識や経験があることから、それらを十分に活かし、こうした地域活動の

担い手となることが期待されます。そのため、多くの高齢者が生きがいをもって社会

参加できる環境を実現する必要があります。 

 

◇ 具体的施策 ◇ 

１－１－１ 市民活動の活性化 

市民活動の活性化を図るため、市民活動の拠点を設置し、活動を支援するととも

に、人材を育成するための講座及びイベントなどを開催します。 

№ 事業名等 内容 

１ 
東部ほっとステー
ション 

暮らしやすいまちづくりを推進するため、ＮＰＯ法人やボランティア団体などが行う
住民共助のまちづくり活動を支援します。 

２ 
ＪＲ春日井駅前防
犯ステーション 

駅前の防犯拠点として、地域ボランティア団体が行う民間交番の見守り活動や
防犯活動を支援します。 

３ 
市民活動支援セン
ター 

まちづくりを支える市民活動の活性化を図るため、ボランティア・ＮＰＯなどの市
民活動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
します。 

４ 
市民活動個人向け
セミナー 

ボランティアやＮＰＯで活躍する人材を発掘・育成するため、セミナーを開催しま
す。 

５ 
市民活動団体向け
セミナー 

継続的な市民活動を支援するため、市民活動団体の会計処理、助成金の獲
得方法などに関するセミナーを開催します。 

６ 
市民活動交流イベ
ント 

センター登録団体同士の交流の促進、市民に対する活動の啓発、市民活動
支援センターのＰＲのため、交流イベントを開催します。 
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１－１－２ ボランティアへの参加の支援 

市民活動支援センターと市社会福祉協議会のボランティアセンターが連携し、活

動の提供者と利用者とを結ぶコーディネートの役割の充実を図るとともに、ボラン

ティア活動の情報提供やボランティアの養成などを通じて、ボランティア活動への

参加を支援します。 

№ 事業名等 内容 

７ 
ボランティア・ＮＰＯ
相談 

ボランティア・ＮＰＯ活動への参加を支援するため、ボランティアコーディネーター等
が相談に応じます。 

８ 
市民活動支援セン
ター情報コーナー 

ボランティア・ＮＰＯ活動への参加を支援するため、情報コーナーを設け、ボランテ
ィア・ＮＰＯ活動に関する情報を収集、提供、発信します。 

９ 高齢者ボランティア 地域での見守りや家族介護者支援等を担う人材を養成します。 

※№７ボランティア・ＮＰＯ相談は、市社会福祉協議会と連携して実施 

 

１－１－３ 老人クラブ活動の促進 

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

健康づくりになる活動を支援します。 

№ 事業名等 内容 

10 社会奉仕活動 
地域社会を豊かにするため、友愛訪問、子どもの見守り、公園清掃など社会
奉仕活動を支援します。 

11 趣味・教養活動 
芸能や芸術発表の場を提供するため、吟剣詩舞発表会や美術・工芸等の作
品展、囲碁大会、カラオケ大会の開催を支援します。 

12 
スポーツ・レクリエ
ーション活動 

高齢者同士のふれあいと健康づくりのため、ゲートボール大会、グラウンドゴルフ
大会、ボウリング大会の開催を支援します。 
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１－１－４ 高齢者の能力活用の充実 

シルバー人材センターに係る情報提供、高齢者雇用のための施設・設備整備に対

する企業への助成や農業の担い手の養成を通じ、高齢者の就労による社会参加を推

進します。 

№ 事業名等 内容 

13 
シルバー人材セン
ター 

高齢者の就労による社会参加と生きがいづくりを推進するため、シルバー人材
センターでの能力活用を支援します。 

14 
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しま
す。 

15 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から、家庭
菜園などに活かせる野菜作りを学びたい人までを対象とした、農業塾を開講し
ます。 
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はい

80.6%

いいえ

15.8%

不明・

無回答

3.6%

N＝857

はい

78.4%

いいえ

19.7%

不明・

無回答

1.9%

N＝857

参加

55.9%
不参加

32.4%

不明・

無回答

11.7%

N＝857

 

１－２ 生きがいづくりへの支援                 

 

◇ 現状と課題 ◇ 

平成25年度に実施した高齢者の暮らしと介護に関する実態調査（以下「アンケー

ト調査」という。）において、65歳以上の人に生きがいや趣味の有無をたずねたとこ

ろ、80.6％が「生きがいがある」、78.4%が「趣味がある」と回答しています。ま

た、ボランティアやスポーツ、趣味などの「何らかの会・グループ等に参加している

か」をたずねたところ、過半数（55.9％）の参加に対し、約3人に1人（32.4％）

が「会・グループ等に１つも参加していない」と回答しています。今後は、こうした

会・グループ活動等への支援とともに、高齢者が気軽に参加しやすい環境の整備が必

要です。 

 
図８ 生きがいはありますか                        図９ 趣味はありますか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図10 何らかの会・グループ等に参加しているか 
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◇ 具体的施策 ◇ 

１－２－１ 生涯学習、スポーツ活動等への参加促進 

高齢者を対象とした熟年大学や各公民館の高齢者学級等の内容の充実に努める

など、生涯学習を通じた生きがいづくりを支援します。 

また、気軽に取り組むことができるスポーツの紹介・普及、市民農園の整備など

を通じて、生きがいと健康づくりを推進します。 

№ 事業名等 内容 

16 
スポーツ推進委員
によるスポーツ巡
回指導 

スポーツの振興を図るため、地域の団体が行うスポーツ事業に、指導・審判等を
行うスポーツ推進委員を派遣します。 

17 温水プール 
高齢者を始め、幅広い市民のふれあい、生きがいづくり、健康づくりを推進する
ため、温水プールなどの施設の利用を促進します。 

18 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。 

19 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。 

20 講師発掘・登用事業 
団塊の世代などの市民の能力を活用し、生涯学習活動の充実を図るため、講
座の講師として、自ら企画・運営する機会を提供します。 

21 
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と普及を推進します。 

22 
シルバー優待証明
カード交付 

高齢者の生きがいづくりと健康の維持増進を図るため、公共施設の使用料の
優待が受けられる身分を証明するカードを発行します。 

23 福祉の里 
高齢者を始め、幅広い市民のふれあい、生きがいづくり、健康づくりを推進する
ため、施設の利用を促進します。 

24 
全国健康福祉祭
(ねんりんピック) 

全国的なスポーツ大会等への出場者を激励します。 

再掲 
(15) 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から、家庭菜
園などに活かせる野菜作りを学びたい人までを対象とした、農業塾を開講しま
す。 

25 市民農園整備 
農作業を通じた健康づくりと収穫の喜びを実感できる場を提供するため、市民
農園の整備を推進します。 

26 生涯スポーツ教室 
スポーツによる健康・体力づくりを推進するため、気軽に取り組むことのできるスポ
ーツ教室を開催します。 

27 
地域ふれあい運動
教室 

地域の健康・体力づくりを推進するため、市内の公共施設を使用し、気軽に取
り組むことのできるスポーツ教室を開催します。 



                                第４章 高齢者福祉施策 

27 

№ 事業名等 内容 

28 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。 

29 トレーニング教室 
スポーツによる健康・体力づくりを推進するため、気軽に取り組むことのできるスポ
ーツ教室を開催します。 

30 
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、講座、教室などを開催します。 

 

１―２－２ 芸術・文化活動への参加促進 

芸術・文化活動を通じて、生きがいを感じられる鑑賞機会の充実を図るとともに、

高齢者自身が芸術・文化活動に参加できる機会づくりに努めます。 

№ 事業名等 内容 

31 道風展 小野道風の偉業をたたえるため、全国公募の書の展覧会を開催します。 

32 
春日井市民美術展
覧会 

美術文化の普及と振興を図るため、市民誰もが参加できる美術展覧会を開
催します。 

33 
春日井市民第九演
奏会 

市民に芸術活動の発表の機会を提供するため、市民から公募した市民第九
合唱団とアマチュアで結成された春日井市交響楽団による演奏会を開催しま
す。 

34 
春日井市短詩型文
学祭 

市民の文学活動の振興と普及を図るため、短歌、俳句、川柳、狂俳、詩の部
門で優れた作品を表彰します。 

35 自分史フェスタ 
自分史の普及を図るため、日本自分史センターを拠点として、自分史フェスタを
開催します。 

36 自分史講座 
人生の貴重な体験を次の世代へ伝えるとともに、生きがいをもって自分の文化
を創造できるようにするため、自分史講座を開催します。 
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１－３ 人にやさしいまちづくりの推進             

 

◇ 現状と課題 ◇ 

高齢者が安心して社会参加するためには、社会全体におけるバリアフリーの推進が

必要です。平成18年に施行された「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律（バリアフリー新法）」に基づき、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活

でき、かつ、社会参加できるために、道路、公共交通機関、拠点となる駅構内や駅前

広場などのより一層の整備促進を図っていく必要があります。 

また、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯の増加が予測されるため、高齢者が

安心して住むことができる住環境を整備する必要があります。 

 

◇ 具体的施策 ◇ 

１－３－１ 段差のない道路や公園等の整備 

歩道や公園の園路の段差解消など、高齢者や障がい者などに配慮した環境の整備

を推進します。 

№ 事業名等 内容 

37 歩道段差解消整備 
高齢者や障がい者などに配慮した環境の整備を推進するため、歩道の段差を
解消します。 

38 園路バリアフリー工事 
高齢者や障がい者などに配慮した環境の整備を推進するため、公園の園路の
段差を解消します。 

39 
園内多目的トイレ
の整備 

高齢者や障がい者などに配慮した環境の整備を推進するため、公園に多目的
トイレを整備します。 

 

１―３―２ 利用しやすい公共交通機関の整備 

かすがいシティバスの運行や駅周辺施設のバリアフリー化の促進など、高齢者を

始め、誰もが利用しやすい公共交通機関の整備を図ります。 

№ 事業名等 内容 

40 
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用の
利便性を図るため、民間バスの運行していない地域にかすがいシティバスを運行
します。 

41 鉄道駅周辺の整備 
高齢者や障がい者などが利用しやすい環境づくりを推進するため、拠点となる
駅やその周辺施設に、スロープやエレベーターなどを整備します。 
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１－３－３ 高齢者向け住宅の整備促進 

高齢者が安心して住むことができる住宅を確保するため、サービス付き高齢者向

け住宅の普及を促すとともに、既存の市営住宅の再整備に合わせ、高齢者の住みや

すさに配慮した整備を行います。 

№ 事業名等 内容 

42 
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。 

43 市営住宅の整備 
高齢者や障がい者に配慮した住宅を提供するため、市営住宅の再整備に合わ
せてバリアフリー化を促進します。 
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１－４ 地域福祉活動の促進                  

 

◇ 現状と課題 ◇ 

ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯の増加に伴い、高齢者の孤立が進んでいま

す。このような高齢者の社会からの孤立は、急病時などの対応が遅れることとなり、

孤立死などの社会問題の要因となりつつあります。また、こうしたことが、要介護状

態の発生する危険性を高めることも指摘されており、孤立状態を解消することが介護

予防の視点からも有効であると考えられます。 

今日、コミュニティ意識の希薄化が指摘されていますが、高齢者と社会との接点と

なり、高齢者の日常的な見守りを行うことができるのは、高齢者とともに地域で生活

する人々や地域で活動する各種団体、商店などの事業所です。そのため、地域力を高

める取組みを進め、地域における見守り活動を推進していく必要があります。 

 

◇ 具体的施策 ◇ 

１－４－１ 地域における福祉活動の促進 

敬老意識の高揚を図るため、地域における敬老行事を支援します。 

地域での高齢者の見守り、家族介護者支援等を担うボランティアの養成、市社会

福祉協議会による地区社会福祉協議会への支援により、地域福祉活動を促進します。 

災害時要援護者の避難支援やライフライン事業者や地域の事業者等の協力によ

る地域見守り活動を推進します。 

№ 事業名等 内容 

44 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。 

45 災害時要援護者支援 
災害時に要援護者の避難支援が行われるようにするため、制度の周知に努め
るとともに、災害時要援護者の支え合いマップづくりを推進します。 

46 
避難行動要支援者
名簿 

避難行動要支援者名簿を作成し、災害時に要援護者の安否確認を円滑に
行います。 

47 地域見守り活動 
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
等と協定を締結し、地域見守り活動を推進します。また、地域の事業者などの
自主的な見守り活動を支援します。 

48 
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。 

再掲 
(９) 高齢者ボランティア 地域での見守りや家族介護者支援等を担う人材を養成します。 
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１―４―２ 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

じた世代間交流の機会を拡大します。 

№ 事業名等 内容 

49 
多世代交流モデル
事業 

町内会・子ども会・老人クラブの加入を促進するため、区・町内会・自治会が
中心となり、子どもから高齢者まで多世代が交流する事業を行う団体を支援し
ます。 

50 
三世代交流型モデ
ル事業 

地域での世代間交流を促進するため、地区社会福祉協議会が、区・町内会・
自治会、老人クラブ、子ども会と連携しながら、子どもから高齢者までが参加で
きる交流事業を行います。 

 

１－４－３ 気軽に集まれる場の確保 

高齢者が気軽に集まれる場として、老人憩いの家やふれあいの家などの有効活用

を促進します。 

№ 事業名等 内容 

51 老人憩いの家  
高齢者の心身の健康増進を図るため、教養の向上、レクリエーション等を行う
場を提供します。 

52 ふれあいの家  
高齢者を始めとする地域住民が、相互のふれあいを通じて、教養の向上と心身
の健康の増進を図るため、気軽に利用できる場を提供します。 

53 
介護予防活動支援
事業 

介護予防を必要とする高齢者に対して、身近な地域で介護予防に取り組む準
備を支援します。 

54 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 地域で安心して生活できる地域包括ケアの充実 
 

２－１ 健康づくり・介護予防事業の充実             

 

◇ 現状と課題 ◇ 

高齢者が、いつまでも健康でいきいきと暮らしていくためには、健康づくりが重要

であることから、高齢者自身が主体的に取り組むことができる環境を整備する必要が

あります。 

また、生活の質を維持していくためには、要介護状態の発生及び悪化をできるだけ

防ぐ（遅らせる）ことが大切であることから、本市においては、さまざまな介護予防

事業を実施していますが、より効果的で継続できる介護予防をめざしていく必要があ

ります。 

介護予防事業の実施にあたっては、制度の見直しに対応するとともに、機能回復訓

練などの心身機能の改善から日常生活の活動の向上、家庭や地域での役割や居場所づ

くりなどといった社会参加の支援まで、円滑に連携したバランスのよい取組みと、身

近な地域で介護予防を推進するため、参加希望者に配慮し、参加しやすい環境づくり

に努めることが必要です。 

 

◇ 具体的施策 ◇ 

２－１－１ 高齢者の健康づくり 

高齢者一人ひとりが日頃から健康づくりに親しみ、いきいきと暮らす日常生活を

通じて介護予防効果をあげることができる施策の充実を図ります。一人ひとりの意

識を高め、行動を促す情報提供や啓発に加え、閉じこもりの防止など、身近な地域

での活動を推進します。 

№ 事業名等 内容 

55 
7021運動(歯の健
康キャンペーン) 

健康な歯を保ち、健康的な食生活を維持し、70 歳で 21 本以上の歯を保つた
め、7021運動を推進するとともに、8020運動についても啓発します。 

56 
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、講座や教室を開催し、身体を動かすきっかけづ
くりを行うとともに、ロコモティブシンドロームの予防の重要性について周知し、運
動機能の維持・向上に向けた啓発を行います。 

57 介護予防手帳 
自己管理に役立てるため、生活機能の状況や介護予防ケアプランなどを記録
する介護予防手帳を配付します。 

58 
かすがいいきいき
体操 

高齢期の健康を守るため、各老人クラブ等への出張により、介護予防を促すか
すがいいきいき体操を普及・啓発します。 
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№ 事業名等 内容 

59 メンタルヘルス相談 
精神科医師及び臨床心理士による心の健康問題の相談を実施し、うつ病や
自殺の予防につなげます。 

60 健康マイレージ 
健康づくりに取り組むことで、マイレージ（ポイント）を獲得し、特典やサービスが受
けられる健康マイレージを導入し、高齢者を始めとした市民の自主的な健康づ
くりを促進します。 

 

２－１－２ 介護予防事業のメニューの充実 

介護予防事業の利用を通じた予防効果を高めるため、効果的で継続的な事業のメ

ニューを充実します。 

№ 事業名等 内容 

61 通所型介護予防事業 
要介護状態になることを防ぐため、高齢者に対して、運動器の機能向上、栄養
改善、口腔機能の向上等の知識や自己管理法を提供します。 

62 出張セミナー 
高齢者の健康を維持するため、地域の団体からの依頼により、運動・認知症
予防等の講座を実施します。 

63 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。 

64 
地域ふれあい健康
教室 

心身機能の低下により生じる閉じこもりや、孤立感等の社会的障害からの回
復または予防を図るための講話、軽易な運動及び創作活動を地域で実施しま
す。 

65 
認知症予防グルー
プ活動支援 

認知機能の低下を予防するため、認知症予防プログラムを実施するグループ活
動を支援します。 

66 
認知症予防プログ
ラムファシリテータ
ー養成講座 

認知症予防プログラムを指導するファシリテーターを育成します。 
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２－１－３ 効果的な介護予防の推進 

基本チェックリストの結果や本人の希望等を踏まえた介護予防ケアマネジメン

トを実施するととともに、介護予防事業全体を適切かつ客観的に評価・検証し、効

果的な介護予防を推進します。 

№ 事業名等 内容 

67 基本チェックリスト 
地域包括支援センター等において、基本チェックリストを用いて、日常生活機能
などの心身の状態を把握します。 

68 
介護予防効果の評
価・検証 

介護予防を効果的に実施するため、大学等研究機関と連携して事業の効果
を評価・検証します。 

69 
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。 
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２－２ 日常生活を支援するサービスの充実             

 

◇ 現状と課題 ◇ 

核家族化の進展により、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯がさらに増加するものと

予想されます。 

高齢者が、住み慣れた地域の中で、できる限り自立した生活を継続でき、生活の質の維持・

向上を図るため、専門的な支援が必要なものからボランティアによるものまで、心身の状態

に応じ、食事や買物、ごみ捨て等の日常生活を支援する多様なサービスを確保するとともに、

独立した生活に不安がある高齢者の住まい環境の整備等、地域によるきめ細かい側面的な支

援などが必要となります。 

 

◇ 具体的施策 ◇ 

２－２－１ 自立を支えるサービスの充実 

市民活動団体が多彩な生活支援を実施する市民活動拠点を設置するとともに、生活支援

ホームヘルプサービス、配食サービス利用助成などの介護保険外のサービスの提供を通じ

て、高齢者の在宅での生活を支援します。 

№ 事業名等 内容 

再掲 
（１） 

東部ほっとステーシ
ョン 

暮らしやすいまちづくりを推進するため、ＮＰＯ法人やボランティア団体などが行
う住民共助のまちづくり活動を支援します。 

70 
生活支援ホームヘ
ルプサービス 

日常生活を営むのに何らかの支障がある高齢者を支援するため、介護保険
給付とは別にホームヘルプサービスを実施します。 

71 
配食サービス利用
助成 

自ら食事の準備が困難なひとり暮らし高齢者や障がい者などの健康の増進と
自立した食生活を支援するため、安否確認を兼ねた配食サービスを利用する
際に経費の一部を助成します。 

72 訪問入浴サービス  
通所サービスの利用が困難な重度の要介護者の保健衛生の向上を図るた
め、介護保険給付とは別に訪問入浴サービスを提供します。 

73 
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。 

74 
外国人高齢者福祉
手当 

外国人高齢者の福祉の増進を図るため、厚生年金などの公的年金を受給
できない一定の要件を満たしている外国人高齢者に対して、手当を支給しま
す。 

75 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。 

76 養護老人ホーム 
家庭環境上や経済的理由により、家庭で生活すること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します。 



第４章 高齢者福祉施策                                 

36 

№ 事業名等 内容 

77 生活支援ハウス 
独立して生活することに不安のある高齢者に対し、生活相談や緊急時の対
応などの支援機能を備えた住居を提供します。 

78 ケアハウス 
家庭環境や住宅事情などの理由により、家庭で生活することが困難な高齢
者の日常生活上必要な便宜を図るため、低額な料金で生活できる施設を周
知します。 

79 
福祉有償運送運営
協議会 

社会福祉法人・ＮＰＯ法人などが要介護等認定者や障がい者の移動を支援
するために行う福祉有償運送の適切な運営を促進するため、運営協議会を
設置します。 

80 健康診断書料助成  
高齢者の福祉サービス・介護サービス利用を促進するため、利用する際に必
要な健康診断書料の一部を助成します。 

81 
社会福祉法人等に
よる利用者負担額
軽減 

低所得者の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。 

82 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
定者や障がい者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
で収集に伺います。 

83 
不動産担保型生活
資金貸付 

住み慣れた住居での生活を支援するため、低所得の高齢者世帯に対して、
居住用不動産を担保に生活費を貸し付けます。 

 

２―２―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の孤立を防ぐため、地域包括支援センタ

ーや民生委員が訪問調査を行うとともに、各種サービスによる見守り機能の充実を

図ります。 

№ 事業名等 内容 

84 高齢者実態把握調査 
地域における高齢者に必要な支援を行うため、地域包括支援センターによる状
況把握を行います。 

85 
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。 

86 65歳以上基本調査 
ひとり暮らし高齢者の状況を把握するため、民生委員の協力により、調査を実
施します。 

87 
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。 

88 
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。 
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№ 事業名等 内容 

89 
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。 

90 
緊急通報システム
設置 

ひとり暮らし高齢者など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。 

91 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。 

92 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。 

93 福祉電話の貸与 電話のないひとり暮らし高齢者の安否を確認するため、電話機を貸与します。 

94 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」を配布します。 

 

２―２―３ 生活支援サービスの円滑な導入 

介護保険法改正に伴う要支援者等の多様な生活ニーズに対応する地域支援事業

の生活支援サービスについては、既存事業者に加え、ボランティアやＮＰＯ、地域

団体等との連携によるサービスの確保、制度の周知等を進めます。 

№ 事業名等 内容 

95 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。 
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0% 20% 40% 60%

在宅介護サービス（ホームヘルパー・デイサービスなど）の充実

入所施設（特別養護老人ホーム・介護付有料老人ホームなど）の整備

高齢者の移動手段体制（福祉タクシー、付添介助など）の充実

ひとり暮らし、または高齢者世帯に対する高齢者福祉サービスの充実

高齢者に配慮した住宅整備の推進

高齢者などの様々な相談に対応する窓口の充実

介護予防事業の充実

認知症予防や対策事業の充実

在宅で介護をする家族に対する支援の充実

病気の早期発見のための健診の充実

健康づくりのための教室の充実

高齢者の社会参加の促進

高齢者などに対して災害などの緊急時に支援をする体制の充実

高齢者などに対する交通の整備や交通費の支援の充実

高齢者などに対する地域の支援体制の充実やボランティア・ＮＰＯの育成

介護サービスの質の確保・向上に向けた取組み

利用者が介護サービスを適切に選択することができる環境の整備

地域での高齢者の見守りや助け合い活動などの地域福祉の促進

高齢者の虐待防止

判断能力に支障がある高齢者への支援など権利擁護の充実

その他

特にない

わからない

不明・無回答

N=763

 

２－３ 地域における介護サービスの充実            

 

◇ 現状と課題 ◇ 

アンケート調査では、国や市が重点をおくべき施策として、「在宅介護サービスの

充実」「在宅で介護をする家族に対する支援の充実」「入所施設（特別養護老人ホーム・

介護付有料老人ホームなど）の整備」「高齢者の移動手段体制（福祉タクシー、付添

介助など）の充実」「ひとり暮らし、または高齢者世帯に対する高齢者福祉サービス

の充実」などが多くみられます。このように、市民のニーズは多様化しており、地域

の状況や一人ひとりの市民の状況に対応した介護サービス、生活支援サービスなどを

提供していく必要があります。 

また、災害が発生した際にも、継続的に介護サービス等を提供する体制を構築して

いく必要があります。 

 

図 11 今後推進すべき国や市の重点施策（複数回答） 
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◇ 具体的施策 ◇ 

２－３－１ 介護サービスの整備 

介護サービスを必要とする人に希望に沿ったサービスを提供するため、サービス

提供基盤の確保に努めるとともに、地域包括支援センターによる相談業務、介護予

防ケアマネジメント等を実施します。 

№ 事業名等 内容 

96 老人福祉施設整備 
老人福祉施設などの計画的な整備を促進するため、社会福祉法人等が実施
する施設整備を支援します。 

97 
地域包括支援セン
ター 

適切なサービス利用を支援するため、在宅介護に関する相談など、高齢者に
関する総合相談を行います。 

再掲 
(69) 

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。 

 

２―３―２ 地域密着型サービスの整備 

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できる環境を推進するため、地域のニー

ズに応じ、地域密着型サービス事業所の整備を働きかけます。 

№ 事業名等 内容 

98 
地域密着型サービ
ス事業所 

身近な地域で介護サービスを提供するため、地域密着型サービス事業所を計
画的に整備します。 

 

２－３－３ 災害時の介護サービスの確保 

災害時でも必要な介護サービスを確保するため、福祉施設等との要援護者の受入

体制や施設間の取組みを推進します。 

№ 事業名等 内容 

99 
災害時における要
援護者等の受入れ
に関する協定 

災害時における要援護者等の受入れについて、社会福祉施設等の使用を円
滑に進めるため、協定を締結します。 

100 
施設間の災害時の
相互応援協定 

火災または震災等の災害が発生した場合、被災していない施設が被災施設
入所者の受入れ、職員の派遣等、相互に応援する協定の締結を支援しま
す。 
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２－４ 認知症高齢者への支援の充実              

 

◇ 現状と課題 ◇ 

高齢化の進行に伴い、認知症高齢者も増加し、徘徊とそれに伴う事故や行方不明者

などが社会問題となってきています。認知症高齢者やその家族を支援するためには、

早期の段階から適切な診断と対応ができる体制を確立するとともに、地域で認知症高

齢者を支援する意識啓発と基盤づくりが必要です。そのためには、認知症高齢者とそ

の家族だけでなく、地域住民、介護サービス事業者も含めて、認知症を正しく理解し

て支える取組みが重要となります。 

また、認知症になっても、本人の意思が尊重され、住み慣れた地域で安心して暮ら

せるまちづくりを推進するため、本人の状態に応じた適切なサービスの提供の流れを

確立するとともに、医療機関、地域包括支援センター、社会福祉協議会、ボランティ

ア等と連携を図りながら、認知症に対する正しい知識を普及・啓発する必要がありま

す。 

 

◇ 具体的施策 ◇ 

２－４－１ 認知症対応型サービスの充実 

認知症高齢者の介護に対応した認知症対応型共同生活介護（グループホーム）や

認知症対応型通所介護（認知症デイサービス）などの充実を図ります。事業の実施

については、適正な指導を行いサービスの質の向上を図ります。 

№ 事業名等 内容 

101 
認知症対応型共同
生活介護（グルー
プホーム）の整備 

認知症高齢者の生活の場を確保するため、認知症対応型共同生活介護（グ
ループホーム）の計画的な整備を推進します。 

102 
認知症対応型通所
介護（認知症デイ
サービス）の整備 

認知症高齢者の特性に配慮した認知症対応型通所介護（認知症デイサービ
ス）の整備を促進します。 

103 
小規模多機能型居
宅介護の整備 

認知症高齢者が通い・泊まり・訪問の介護サービスをなじみのある職員により、
一体的に受けられる小規模多機能型居宅介護の整備を推進します。 
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２―４―２ 認知症高齢者の理解のための啓発や研修 

地域で認知症の人やその家族が安心して生活できる環境を確保するため、地域で

の見守り体制の構築、認知症サポーター養成講座などを実施し、認知症についての

正しい知識をもった支援者を養成し、地域の誰もが認知症高齢者を適切に支援でき

る体制を構築します。 

№ 事業名等 内容 

104 認知症の啓発活動 
認知症についての正しい知識と理解を図るため、地域における啓発活動を推進
します。 

105 
認知症対応ボラン
ティア 

高齢者が集まる場所の主催者等に認知症に対する知識や支援方法を学ぶ機
会を提供し、認知症の早期発見と孤立化の防止を図ります。 

106 
認知症サポーター
養成講座 

地域での見守りを実施するため、認知症サポーターを養成します。 

107 
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。 

108 
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。 

再掲 
(65) 

認知症予防グルー
プ活動支援 

認知機能の低下を予防するため、認知症予防プログラムを実施するグループ活
動を支援します。 

再掲 
(66) 

認知症予防プログ
ラムファシリテータ
ー養成講座 

認知症予防プログラムを指導するファシリテーターを育成します。 
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２－４－３ 認知症高齢者が安心して生活できる支援策の推進 

地域で安心して生活できるよう、認知症高齢者相談や徘徊高齢者の家族支援サー

ビスなどの充実を図ります。 

№ 事業名等 内容 

109 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、標準的な流れを示す認知症ケアパスを作成し、普及を推
進します。 

110 
認知症初期集中支
援チーム 

認知症の人や家族に対して、認知症の初期段階から医療・介護関係者が連
携して個別の訪問を行い、適切な支援を実施します。 

111 
認知症地域支援推
進員 

認知症の人やその家族を支援する相談業務、医療機関・介護サービス事業所
や地域の支援機関をつなぐ連携支援等を行う推進員を設置します。 

112 

認知症徘徊高齢者
ＳＯＳネットワーク
（かえるネット春日
井） 

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。 

113 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
関わる人の支援を行います。 

114 
認知症介護家族交
流会 

地域と協力し、認知症の人や介護している家族等が集まり、情報交換や悩み
などを話し合える機会を提供します。 

115 
認知症介護家族支
援講座 

認知症の人を介護している家族等を支援するため、認知症に関する知識・介
護方法等を学ぶ機会を提供します。 

再掲
(97) 

地域包括支援セン
ター 

適切なサービス利用を支援するため、在宅介護に関する相談など、高齢者に
関する総合相談を行います。 
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２－５ 権利擁護の推進                    

 

◇ 現状と課題 ◇ 

昨今の少子化・晩婚化の流れや地域の結びつきの弱まりなどから、いわゆる老老介

護や高齢の親を独身の子がひとりで介護するなど、周囲から孤立した状況で在宅介護

を続けるケースが増えています。その結果、介護の悩みを解消できず、虐待を発生さ

せてしまう場合があると指摘されています。高齢者虐待の発生を防止するためには、

家族介護者への支援制度などの情報提供、意識啓発の推進、早期発見体制の整備や高

齢者を保護する制度の充実が必要です。 

一方、認知症などで判断能力が十分でない人が増加傾向にあるにも関わらず、成年

後見制度の利用が進んでいない状況であることから、制度の周知とともに、利用しや

すい仕組みづくりが必要です。 

 

◇ 具体的施策 ◇ 

２－５－１ 高齢者虐待等への対応 

家族などから虐待を受けている高齢者が、居宅での介護サービスの利用が著しく

困難な場合には、養護老人ホームや特別養護老人ホームへの措置により、サービス

を提供します。 

また、関係機関と連携し、高齢者虐待の防止及び早期発見に努めます。 

№ 事業名等 内容 

116 コアメンバー会議 
虐待の通報等を受けた場合、地域包括支援センター等と連携して協議の場を
設け、虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援を適切に実施し
ます。 

117 
高齢者・障がい者
虐待防止連絡会議 

高齢者・障がい者の虐待を防止するため、関係者で構成する春日井市高齢
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、問
題の解決に取り組みます。 

118 
高齢者・障がい者
虐待防止講演会 

高齢者・障がい者の虐待防止、権利擁護の理解を深めるため、講演会を開催
し、高齢者・障がい者の虐待防止についての知識の普及と啓発を行います。 
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２―５―２ 判断能力が十分でない人への支援 

認知症高齢者などの自己決定能力の低下した人の権利擁護を推進するため、財産

等を守り、各種サービスを適切に利用できるよう、成年後見制度と日常生活自立支

援事業の利用を地域包括支援センター等と連携して支援するとともに、市民後見人

の養成と活動支援体制を整備します。 

№ 事業名等 内容 

119 
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。 

120 権利擁護相談 
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を促
進できるよう、相談窓口の設置について検討します。 

121 市民後見人 
専門の資格を持たない市民ボランティアによる市民後見人を推進するため、候
補者を養成するとともに、活動支援体制を整備します。 

122 
支援困難高齢者へ
の支援 

認知症などにより、判断能力が十分でないひとり暮らし高齢者などを養護する
ため、法律に基づく福祉の措置をするとともに、在宅生活が維持できるように支
援します。 

123 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
助や日常的金銭管理を行います。 
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可能な限り自宅で

介護を受けたい

52.6%

高齢者向けの賃貸住

宅等へ住み替えて

暮らしたい

3.5%

特別養護老人ホーム

や介護付き有料老人

ホームなどの施設で

暮らしたい

11.6%

わからない

25.1%

不明・

無回答

7.2%

N＝857

可能な限り自宅で

介護を受けたい

63.6%

高齢者向けの賃貸住

宅等へ住み替えて

暮らしたい

2.2%

特別養護老人ホーム

や介護付き有料老人

ホームなどの施設で

暮らしたい

7.6%

わからない

15.1%

不明・

無回答

11.5%

N＝763

 

２－6 介護者への支援                       

 

◇ 現状と課題 ◇ 

アンケート調査において、65歳以上の人に対して、寝たきりや認知症になり、介

護が必要となった場合の介護を受けたい場所をたずねたところ、「可能な限り自宅で

介護を受けたい」が52.6％、「高齢者向けの賃貸住宅等へ住み替えて暮らしたい」が

3.5％となっています。 

また、要介護等認定者に、今後、介護を受けたい場所をたずねたところ、「可能な

限り自宅で介護を受けたい」が63.6％、「高齢者向けの賃貸住宅等へ住み替えて暮ら

したい」が2.2％となっています。 

一方で、家庭で介護を担う家族は、心身ともに大きな負担があり、介護に対する責

任感などから、孤立しがちであるため、具体的な日常生活や地域の中で負担を軽減す

る方策を始め、家族に寄り添った支援が求められています。 

 

図12 介護を受けたいところ（65歳以上の人）          図13 介護を受けたいところ（要介護等認定者） 
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◇ 具体的施策 ◇ 

２－６－１ 介護者の負担軽減 

家族介護者の負担の軽減及び緊急時の対応を図るため、介護保険外のショートス

テイ等を実施します。 

№ 事業名等 内容 

124 
介護者リフレッシュ
ショートステイ 

家族介護者の介護に伴う負担を軽減し、心身の疲労の回復を図るため、介護
保険給付とは別にショートステイ事業を実施します。 

125 
緊急対応型ショート
ステイ 

家族介護者の急病、事故、葬祭などの緊急な理由により、要介護者等が在
宅で生活することが困難になったときに一時的に養護するため、介護保険給付
とは別にショートステイ事業を実施します。 

 

２―６―２ 介護者同士の交流や意見交換の場づくり 

自宅で介護している人を支援するため、市民との協働により介護者が集い、気軽

に意見交換できる場を地域に展開していくよう努めます。 

№ 事業名等 内容 

126 家族介護者交流会 

介護を行っている家族の介護に対する精神的な不安や孤立感を取り除き、
介護から開放されることで気分転換できる環境をつくるため、介護に対する悩
みや思いを共有できる関係づくりの機会を地域包括支援センターが提供しま
す。 

再掲 
(114) 

認知症介護家族交
流会 

地域と協力し、認知症の人や介護している家族等が集まり、情報交換や悩み
などを話し合える場を提供します。 

 

２－６－３ 介護者への情報提供の充実 

介護についての知識や技術を習得できる機会の充実を図るため、家庭介護のため

のセミナーや講座を開催します。 

№ 事業名等 内容 

127 
家庭介護のための
ハートフルケアセミ
ナー 

家庭における介護の知識と技術を習得できるようにするため、公民館などにおい
て講習会を開催します。 

再掲
(115) 

認知症介護家族支
援講座 

認知症の人を介護している家族等を支援するため、認知症に関する知識・介
護方法等を学ぶ機会を提供します。 
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２－７ 地域の医療との連携強化                 

 

◇ 現状と課題 ◇ 

平均寿命の伸長に伴い、今後も、医療ニーズの高い高齢者や重度の要介護者の増加

が見込まれるため、こうしたニーズに対応したサービスを確保し、可能な限り、住み

慣れた地域において日常生活を営むことができるよう、在宅医療と介護が連携する取

組みを推進するとともに、市民に対して、かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかり

つけ薬局をもつよう啓発することが必要です。 

 

◇ 具体的施策 ◇ 

２－７－１ 医療との連携体制の構築 

医療専門職と介護専門職がそれぞれの専門性を発揮して、利用者に適切なサービ

スが提供されるよう、医療と介護との連携強化を推進します。 

№ 事業名等 内容 

128 
在宅医療・介護連
携支援システム 

情報システムを活用し、医療・介護の関係者がサービス利用者の情報を共有
して、適切なサービス提供を図ります。 

129 
在宅医療・介護連
携連絡会議 

医療・介護の関係者が定期的に会議を開催し、情報を共有して、適切なサー
ビス提供につながる連携の強化を図ります。 

 

２―７―２ 地域の高齢者と医療をつなぐ支援体制の構築 

かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬局をもつことを推奨するととも

に、24時間体制で高齢者の生活を支えるためのサービス提供基盤の確保を推進し

ます。 

№ 事業名等 内容 

130 

かかりつけ医、か
かりつけ歯科医、
かかりつけ薬局の
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
局をもつように啓発します。 

131 
定期巡回・随時対
応型訪問介護看護 

要介護になっても、居宅で安心して過ごせるようにするため、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。 
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２－８ 地域包括ケアシステムの構築        

 

◇ 現状と課題 ◇ 

今後も高齢化の進行が予測されることから、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で

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、介護、予防、医療、

生活支援、住まいの５つのサービスが包括的・継続的に提供される地域包括ケアシス

テムを構築していくことが必要です。 

この実現のため、地域包括支援センターや保健・医療・福祉等の専門関係機関、地

域住民、行政などが連携するとともに、高齢者を地域で支えるサービス資源を開発す

ることが必要です。 

 

◇ 具体的施策 ◇ 

２－８－１ 専門職等の連携体制の充実 

医療や介護等の専門職や地域住民が、高齢者や地域の課題解決に必要な資源開発

や地域づくりを行うための体制を確保します。 

№ 事業名等 内容 

132 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
必要な資源開発や地域づくりのため、地域ケア会議の開催を推進します。 

 

２―８―２ 地域のサービス資源の開発 

高齢者の地域の生活支援サービスの開発やＮＰＯ・ボランティアなどとのネット

ワークを構築するための協議体及び生活支援コーディネーターを設置し、サービス

提供体制を整備します。 

№ 事業名等 内容 

133 協議体 
地域の生活支援サービスの提供主体等が参画し、定期的な情報共有及び連
携強化の場を設置し、円滑なサービス提供体制を確保します。 

134 
生活支援コーディ
ネーター（地域支え
合い推進員） 

生活支援サービスの開発や関係者とのネットワーク構築などの提供体制の整備
を推進する生活支援コーディネーターを配置します。 
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サービス従事者の言葉づかいなどの態度

サービス従事者が相談や要望を聞いてくれない

困っていることが解決しない

利用料金が高い

家族などが勧めるので利用しているが、本当は利用したくない

その他

不明・無回答

N=36

満足している

67.3%満足していない

6.4%

どちらでもない

14.8%

不明・

無回答

11.6%

N＝562

基本目標３ サービスを利用しやすい環境の整備 
 

３－１ サービスの質の向上                  

 

◇ 現状と課題 ◇ 

アンケート調査では、利用している介護サービスに満足している人が67.3％を占

めています。このように、利用者の多くは満足感を得ているのが現状といえますが、

一方で6.4％が「満足していない」と答えています。満足していない理由としては、

「困っていることが解決しない」「利用料金が高い」（22.2％）、「サービス従事者の

技術」（16.7％）などが不満として挙げられます。サービスの質に関する不満もみら

れることから、サービスの質を高め、安心して利用できる環境の整備が必要です。 

 

図14 利用している介護サービスの満足度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図15 利用している介護サービスへの不満の理由（複数回答） 
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◇ 具体的施策 ◇ 

３－１－１ 介護従事者の資質向上 

介護サービスに従事する職員の研修等を通じた資質の向上を支援し、質の高いサ

ービスが提供できる環境づくりを進めます。 

№ 事業名等 内容 

135 
介護サービス事業
者会議 

介護サービス事業者の資質向上を図るため、居宅介護支援事業者連絡会を
通じ、介護従事者向けの研修会等を実施します。 

 

３－１―２ 介護サービスの質の向上 

質の高い介護サービスを確保するため、サービス提供事業者への指導・助言や介

護相談員の派遣を行います。 

また、事業者に対しては、県が実施する介護サービス情報の提供に協力するよう

促します。 

№ 事業名等 内容 

136 
介護サービス事業
者指導 

介護サービス事業者の適正な事業運営を推進するため、事業者への指導を行
います。 

137 介護相談員 
介護サービスの苦情にいたる事態を未然に防止し、介護サービスの質的な向上
を図るため、利用者と事業者との橋渡しをする介護相談員を介護サービスを行
う施設などに派遣します。 

138 
介護サービス情報
公表システム 

利用者による介護サービス事業所の選択を支援するため、県が提供する介護
サービス情報公表システムを周知します。 

139 
居宅介護支援事業
者連絡会 

介護サービスの質の向上を図るため、事業者の連絡会議などを活用し、指導・
支援します。 

 



                                第４章 高齢者福祉施策 

51 

 

３－２ 情報提供の充実                    

 

◇ 現状と課題 ◇ 

高齢者に係わる各種の情報については、広報や各種パンフレット、インターネット

などにより提供するとともに、高齢者福祉や介護保険制度に関する説明会や出前講座

などを行い、工夫をしながら一層の情報提供に努める必要があります。 

また同時に、利用者が介護サービス事業者や地域包括支援センター、生活支援のサ

ービスなどの情報を収集し、十分に活用できるよう支援する必要があります。 

 

◇ 具体的施策 ◇ 

３－２－１ 多様な情報提供の実施 

利用者自らの選択による介護サービス利用の便宜を図るため、インターネット検

索システム「かすがい・かいごねっと」や「高齢者福祉サービスガイド」により情

報提供するとともに、相談窓口において「高齢者福祉サービスガイド」等を活用し

ます。また、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。 

№ 事業名等 内容 

140 
かすがい・かいごね
っと 

介護サービス利用の便宜を図るため、専用ウェブサイトを公開し、介護サービス
事業者などに関する情報を提供します。 

141 
高齢者福祉サービ
スガイド 

介護保険制度及び高齢者福祉サービスの情報を提供するため、サービスガイド
を作成するとともに、フリーペーパー等を活用します。 

142 
介護サービス事業
所ガイド 

介護サービス事業所の情報を提供するため、事業所ガイドを作成するとともに、
フリーペーパー等を活用します。 

143 
介護サービス相談
事業 

介護保険の正確な情報や利用方法を伝えるため、商業施設等の人が多く集
まる場所で、介護支援専門員や医療職による相談事業を居宅介護支援事
業者連絡会に委託して実施します。 

144 出前講座 
町内会、会社、PTA、老人クラブ等のグループに対し、高齢者福祉や介護保
険制度を始めとした市政に関する講座を開催します。 
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３－３ 介護サービスの適正な利用の推進            

 

◇ 現状と課題 ◇ 

利用者の満足は、ケアマネジメントによっても変化します。利用者のニーズをつか

む適切なアセスメントが行われ、ニーズが反映されたケアプランが作成されているか、

また、サービス利用後のモニタリングが行われ、ケアプランの再作成に反映されてい

るかなど、ケアマネジメントが適正に行われているかを点検し、質の向上を図る必要

があります。 

また、市民に対して要介護認定の申請と介護サービスの利用を啓発することにより、

介護サービスの給付の適正化を図る必要があります。 

 

◇ 具体的施策 ◇ 

３－３－１ ケアマネジメントの質の向上 

介護支援専門員の資質の向上を支援するとともに、介護支援専門員相互のネット

ワークの強化、地域包括支援センターによるケアマネジメント支援体制の充実・強

化を図ります。 

№ 事業名等 内容 

145 
介護支援専門員へ
の支援 

ケアプランの作成などの指導・相談、支援困難事例への助言、医療機関を含
む関係施設やボランティア等の情報提供により、介護支援専門員の資質向
上を図ります。 

146 ケアプランチェック 
事業所から提出されたケアプランの内容を精査し、ケアマネジメントの適正化を
図ります。 

再掲
(139) 

居宅介護支援事業
者連絡会 

介護サービスの質の向上を図るため、事業者の連絡会議などを活用し、指
導・支援します。 
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３―３―２ 介護保険事業の適正な運用 

介護認定審査会連絡会議の開催等を通じて、要介護認定審査の適正化を推進する

とともに、市民に対しては、必要に応じた要介護認定の申請と介護サービスの利用

を啓発し、給付の適正化を図ります。 

№ 事業名等 内容 

147 
介護認定審査会連
絡会議 

適正な認定審査を行うため、介護認定審査会連絡会議を開催します。 

148 
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。 

149 住宅改修実態調査 
住宅改修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。 

150 介護給付費通知 
サービス提供体制及び介護報酬請求の適正化のため、年２回、介護サービス
利用者に対して、介護給付費通知を送付します。 

151 
縦覧点検・医療情
報との突合 

介護給付の適正化のため、国民健康保険団体連合会のシステムを活用し、
医療情報と突合します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


