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第４章 施策の展開
基本目標１ 介護予防・健康づくりの推進と社会参加の促進  

第７期計画の振り返り 

■これまでの取組 

  基本目標１における具体的な取組として、自主的な介護予防活動の取組や地域の住民主体のつ

どいの場づくりを支援するため、「岩出げんき体操応援講座」の実施、「岩出げんき体操」と「シ

ニアエクササイズ」の自主グループ活動の育成・継続に努めました。 

  また、高齢者が気軽に集える場として、高齢者交流事業（ゆったりカフェ）を実施しました。 

令和２年度においては、新型コロナウイルス感染症拡大防止による外出自粛に伴う活動量の低下

に対応するため、自宅で安全に運動ができるよう岩出げんき体操簡易版「シニア、さくっと運動」

の動画を市の公式サイトや YouTube で公開したり、チラシを作成し全戸配布しました。 

目標（事業内容、指標等） 実績（実施内容） 

介護予防教室（運動・認知症予防・栄養） 

 H30 R1 R2 

実参加者数（人） 70 70 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩出げんき体操応援講座 

 H30 R1 R2 

実施回数（回） 10 5 5 

 

 

 

 
 

介護予防教室（運動・認知症予防・栄養） 

 H30 R1 R2 

実参加者数（人） 51 60 10 

 シニアエクサ

サイズ教室 
25 30 0※1 

 認知症予防

教室 
15 18 10 

 栄養改善教

室 
11 12  －※2 

※1  新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症拡大防止のため開催を中止 

※2  R1 で栄養改善教室は終了 

 

岩出げんき体操応援講座  

 H30 R1 R2（見込） 

実施回数（回） 3 2 0 

 

岩出げんき体操サポーター養成研修 

 H30 R1 R2（見込） 

修了人数（人） － 35 28 

※  R1 から実施 
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目標（事業内容、指標等） 実績（実施内容） 

「岩出げんき体操」自主グループ活動  

 H30 R1 R2 

活動数（か所） 18 24 30 

 

 

 

 

 

 

 

「シニアエクササイズ」自主グループ活動  

 H30 R1 R2 

活動数（か所） 15 16 17 

 

 

 

 

 

 

 

介護予防講演会 

 H30 R1 R2 

実参加者数（人） 100 110 120 

 

 

高齢者交流事業（ゆったりカフェ）  

 H30 R1 R2 

延参加人数（人） 225 235 245 
 

「岩出げんき体操」自主グループ活動  

 H30 R1 R2（見込） 

活動数（か所） 11 13 14 

 うち新規立ち上

げ数（か所） 
3 3※3 1 

自主ｸﾞﾙｰﾌﾟ活動 

参加者数（人） 
153 163 178 

参加率(%)※4 1.25 1.31 1.41 

※3 R1 は新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症拡大防止のため 2 か所延期 

※4 参加実人数/65 歳以上人口（各年度 3 月末時点） 

 

「シニアエクササイズ」自主グループ活動 

 H30 R1 R2（見込） 

活動数（か所） 17 18 18 

 うち新規立ち上

げ数（か所） 
2 1 0 

自主ｸﾞﾙｰﾌﾟ活動

参加者数（人） 
283 301 225 

参加率(%)※5 2.32 2.41 1.79 

※5 参加実人数/65 歳以上人口（各年度 3 月末時点） 

 

介護予防講演会 

 H30 R1 R2 

実参加者数（人） 110 69 81 

 

 

高齢者交流事業（ゆったりカフェ）  

 H30 R1 R2 

開催回数（回） 12 10 0※6 

延参加人数（人） 244 232 0 

※6 令和２年２月以降、新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症拡大防止のため

開催を中止 
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■課題 

○ 岩出げんき体操自主グループ活動数については、年々活動数は増えているものの、自主活動

の継続が困難なグループが出てきているため、今後もフォローアップ事業による活動の継続支

援が必要です。また、新規に自主的な通いの場づくりを希望する団体や活動のリーダーとなる

人材の確保が困難なため、引き続き、岩出げんき体操サポーター養成研修を実施し、新規立ち

上げや既存の自主グループの活動支援ができる人材を育成していく必要があります。 

○ 生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）や他課と連携し、フレイル予防と併せて

岩出げんき体操の普及啓発を行い新規立上げにつなげていくことが求められています。 

○ シニアエクササイズ自主グループ活動については、体操指導と体力測定のフォローアップを

行ってきましたが、介護予防につなげていくための効果検証が行えていなかったため、今後は

経年比較を行い効果検証していくことが必要です。 

○ 新型コロナウイルス感染症等の感染症予防のためには、地域の通いの場への積極的な参加が

今後も難しい状況が考えられることから、自宅等において個人で運動等の介護予防に取り組む

ために、運動動画（YouTube）を活用する等、効果的な支援を検討していく必要があります。 

 

  

QR コード 

スマートフォン等で読み取って

ください。運動動画「シニア、

さくっと運動」の情報を見るこ

とができます。 
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（１）主体的かつ継続的な介護予防の推進 

  効果的な介護予防活動を展開していくためには、行政が実施する介護予防教室だけでなく、住民自身

が主体となり身近な地域において自主的・継続的に介護予防活動に取り組むことが重要となります。 

  地域における主体的な介護予防活動を促進し、介護予防を通じた住民主体の通いの場づくり

や、介護予防への「関心」を「実践」につないでいけるよう支援していきます。 

 
取組の方向 主な内容 

介護予防の普及・啓発 

運動機能向上教室（シニアエクササイズ教室）や認知症予防教室

などの各種介護予防教室を通じて、高齢者に介護予防の重要性を

啓発するとともに、介護予防の具体的な取組方法に関する正しい知

識・情報の提供に努めます。 

今後、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施が求められて

いることから、高齢者の心身の多様な課題に対応し、きめ細かな支

援を実施するため、後期高齢者の保健事業と連携して介護予防に取

り組む必要があります。医療介護データの分析により高齢者の健康

課題を把握し、フレイル対策等の介護予防の取組と併せて疾病予

防・重症化予防の取組を行っていくことができるよう、後期高齢者担

当課や地域の医療関係団体等と連携を図ります。 

高齢者の交流の機会づくりの 

推進 

 高齢者交流事業（ゆったりカフェ）を定期的に実施することで、高齢

者に集いの場を提供し、孤立・閉じこもり等を防止するとともに、介護

予防の普及・啓発などを進めます。また、高齢者が気軽に参加できる

よう、身近な交流の場の情報をまとめた「いわで交流マップ」につい

て、広報などを通じ周知を図ります。 

地域における自主的な 

介護予防活動の推進 

 身近な地域で自主的・継続的に介護予防活動に取り組むことができるよ

う、シニアエクササイズ教室修了生による自主グループの育成を図ります。 

 また、自主グループ活動の継続・充実のため、体力測定結果の経

年比較を行い、定期的な講師の派遣をはじめ、参加促進に向けた活

動の周知などの支援に取り組んでいきます。 

介護予防を通じた住民主体の 

通いの場づくり 

岩出げんき体操応援講座、岩出げんき体操サポーター養成研修

等を通じて、保健師や管理栄養士、歯科衛生士、理学療法士等の医

療専門職の関与を得ながら、通いの場の新規立ち上げ支援や通い

の場のリーダーとなれる人材を育成します。 

生活支援コーディネーターや他課と連携し、通いの場の把握に努

め、高齢者の誰もが参加でき、人と人とのつながりが持てるように支

援します。また、交流型の通いの場に対して、岩出げんき体操簡易

版「シニア、さくっと運動」等の簡単にできる運動の普及啓発を行い、

運動に取り組む人を増やします。 
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（２）健康づくりの推進 

  生涯にわたる健康づくりを支援し、明るく、活力と生きがいのある高齢期が迎えられるよう

生活習慣病予防や健康づくりなどの取組を推進し、健康寿命の延伸をめざします。 

 
取組の方向 主な内容 

健康意識の向上 

現役世代から自己の健康管理に対する意識を高め、介護予防に

つなげていくため、健康教育や健康相談などの各種保健事業を推進

するとともに、健康づくりサークルや各自主グループの活動など、市

民自らが行う健康づくり活動を支援します。 

各種検診・健診等を通じた 

健康づくりの推進 

脳血管疾患などの生活習慣病の発症や重症化により、要支援・要

介護状態となることを防止するためには、日常からの健康づくりや早

期発見・早期治療を促すことが重要であることから、特定健診等の積

極的な受診勧奨を行うなど、保健事業の取組を推進します。 

なお、特定健診及び特定保健指導については、生活習慣病を予防

するための取組として周知し、受診率の向上と利用推進に努めま

す。 

また、疾病の早期発見・治療を主眼としたがん検診等の各種検診

の充実と受診率の向上に努めるとともに、検診後のフォロー体制の

強化と各種健康相談、健康教育及び訪問指導の充実を図ります。 

高齢者の保健事業と介護予防 

の一体的な実施 

フレイル予防に重要な「運動、口腔、栄養、社会参加」などの観点

から高齢者の保健事業と介護予防を一体的に行い、高齢者のフレイ

ル状態を把握した上で、適切な医療サービス等につなげることによっ

て、疾病予防と重度化防止の促進をめざします。 

  



53

（３）高齢者の生きがいづくりと社会参加の促進 

  高齢者の生活状況や意向等アンケート調査では、「生きがいあり」は 52.0%と半数を超えてい

ますが、「思いつかない」も 38.9%と４割近く回答しています。高齢者の生きがいづくりを進め

ることは、高齢者自身の生活の質（ＱＯＬ）の向上や身体機能維持、社会参加の促進につなが

るだけでなく、活力のある地域づくりにもつながります。 

  高齢者の生活状況や意向等アンケート調査では、地域住民によるグループ活動への参加意向

（「是非参加したい」と「参加してもよい」との合計）が 54.9%と半数を超えています。高齢者

が活力のある生活を送ることができるよう、高齢者の多様なライフスタイルやニーズに対応し

た社会参加の機会づくりを進めます。また、老人クラブの活動の促進やシルバー人材センター

への支援に取り組みます。 

 

取組の方向 主な内容 

老人クラブの活動の推進・充実 

高齢者の生きがいや社会参加の場として、自由で親しみのある、

より開かれた老人クラブに向けて、老人クラブ連合会や単位クラブの

自立、自主性を高めるとともに、各種の地域活動等への参加を促進

するなど、老人クラブの活動の推進・充実に努めます。 

シルバー人材センターの活動を

通じた高齢者の社会参加の促進 

高齢者が就労を通じて地域社会の担い手として活躍し、生きがい

のある生活を送ることができるよう、働く意欲のある高齢者に対して

就労の場を提供するシルバー人材センターの円滑な運営を促進し、

高齢者がこれまで培ってきた技能や経験を活かせる就労の機会の

確保に努めます。 

敬老行事の推進 

高齢者を敬愛する気持ちをより一層高め、長寿を祝うことを目的と

した「敬老会」や、百歳以上の高齢者に対して、自宅等を訪問しお祝

い品を贈呈する「ふれあい訪問」を実施しています。今後も高齢者が

気軽に参加し、楽しんでいただける場として、持続可能な体制づくり

に取り組んでいきます。 
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【老人クラブ、シルバー人材センター、敬老行事の実績】 

  平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

老人クラブ 

60 歳以上人口 14,985 人 15,358 人 15,665 人 

会員数 2,021 人 2,140 人 2,071 人 

加入率 13.48% 13.93% 13.22% 

シルバー人材センター 
会員数 493 人 527 人 502 人 

平均年齢 71.2 歳 71.7 歳 72.3 歳 

敬老行事 
敬老会 

対象者 5,913 人 6,079 人 6,288 人 

出席者 2,603 人 2,647 人 開催中止※ 

出席率 44.02% 43.54% - 

ふれあい訪問 対象者 19 人 25 人 24 人 

※ 令和２年度における敬老会については、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催は中止となったが、高齢者の長寿

をお祝いするため、また新型コロナウイルスにより影響を受けている市内飲食業の活性化を図るため、市内各公共施設等で

お弁当等をお渡しした。 

 

 

取組の方向 主な内容 

地域活動やボランティア活動 

等を通じた高齢者の社会参加 

の促進 

高齢者を含めた多くの住民の地域活動やボランティア活動に対す

る理解と関心を深め、活動のきっかけづくりとなる講座を開催してい

ます。また、社会福祉協議会が開催する講座や研修等に関する情報

及び、住んでいる地域や福祉に興味・関心を持ってもらえるよう、広

報紙等を活用して、ボランティア活動や地域福祉活動の紹介など、情

報提供に努めます。 

生涯学習の推進・生涯スポーツ 

の充実 

生涯活動を単に教育分野にとどめることなく、生涯学習推進体制

の確立を図り、高齢者のニーズに即した生涯学習の充実に努めま

す。また、「ふれあい学級」をはじめとした生涯学習の機会を効果的

に提供し、学習内容の充実に努めていきます。 

高齢者に適したスポーツ、レクリエーション活動をとおして、心身の

健康保持・増進を促すとともに、指導者の育成を図ります。 

また、毎年、開催される市民運動会では高齢者が参加できる種目

を通じて、運動の楽しさの普及に努めるとともに、ペタンク、グラウンド

ゴルフ等の軽スポーツの振興につながるような支援を行います。 
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基本目標２ 日常生活を支援する体制・仕組みの整備・強化  

 
第７期計画の振り返り 

■これまでの取組 

 基本目標２における具体的な取組として、利用者一人ひとりの状態に合った多様なサービスの

利用を促進し、介護予防と日常生活の自立に向けた支援に取り組みました。 

 また、平成 29 年度から開始した介護予防・生活支援サービス事業として、基準緩和型サービス

（サービスＡ）、短期集中型サービス（サービスＣ）の提供体制の整備を進めました。 

 

目標（事業内容、指標等） 実績（実施内容） 

介護予防・生活支援サービスの利用見込量  

 H30 R1 R2 

訪問型サービスＡ

（人/月） 
26 29 32 

通所型サービスＡ

（人/月） 
28 33 38 

 

 

介護予防・生活支援サービスの利用見込量  

 H30 R1 R2（見込） 

訪問型サービスＡ 

（人/月） 
127.9 135.3 117.0 

通所型サービスＡ 

（人/月） 
29.8 26.5 20.9 

訪問型サービスＣ 

（人/年） 
1 1 3 

通所型サービスＣ 

（人/年） 
7 6 6 

 

 

■課題 

○ 訪問型サービスＡは完全に定着し、移行可能な利用者はほぼすべて移行済となり、当初見込

みを大幅に上回っています。一方、通所型サービスＡはニーズは高くないですが、新規開設事

業者に事業実施を推奨する等、今後も必要分を確保していくことが求められています。 

○ サービスＣについては、訪問型サービス、通所型サービスともに利用実績はほぼ横ばいです。

サービスＣの対象となる方が適切にサービスを利用できるようケアマネジャーに対し、事業を

周知していく必要があります。 

（１）高齢者福祉サービス等の充実 

すべての高齢者の地域生活を支援していくためには、介護保険によるサービスの基盤整備は

もとより、介護保険以外の生活支援サービスの充実を図ることも重要です。 

日常生活において支援が必要な高齢者が、住み慣れた地域で在宅生活を継続していけるよう、

介護家族への支援にも取り組むとともに、介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）におけ

る介護予防・生活支援サービスや高齢者福祉サービスなどのサービスの充実を図ります。 
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取組の方向 主な内容 

高
齢
者
福
祉

推
進 

緊急通報体制等整備 

事業 

65 歳以上のひとり暮らし高齢者、高齢者世帯、ひとり暮らしの重

度心身障害者等に対し、緊急通報装置を貸与することにより、急病

や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図ります。 

ふれあい収集事業 

家庭から排出されるごみを集積所まで持ち出すことが困難な高

齢者や障害者で、一定の要件を満たす方を対象に、戸別で家庭ご

みを回収する「ふれあい収集事業」を行います。 

生活管理指導短期 

宿泊事業 

在宅での生活が困難なひとり暮らし高齢者等を、一時的に養護

する必要がある場合に、養護老人ホーム等の短期間宿泊できる場

所を確保し、併せて日常生活に対する指導・支援を行います。 

地
域
支
援
事
業

 

生
活
支
援

推
進 

｢食｣の自立支援事業、 

ふれあい給食サービス 

事業 

在宅のひとり暮らし高齢者及び高齢者のみ世帯で調理が困難な

高齢者に対し、栄養バランスのとれた食事を定期的に提供すること

で、食生活の安定による健康増進を図ります。 

紙おむつ支給事業 

在宅で寝たきりの高齢者や認知症の高齢者を介護している家族

に対し、身体的、経済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者

が在宅での生活を継続するための支援として紙おむつ又は尿とり

パッドの一部を支給します。 

 

【緊急通報体制等整備事業の実績】 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度（見込） 

利用人数 125 人 112 人 114 人 

 

【地域支援事業における生活支援サービスの実績】 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度（見込） 

「食」の 

自立支援事業 

登録者数 64 人 49 人 41 人 

延配食数 5,906 食 6,847 食 5,340 食 

ふれあい給食 

サービス事業 

登録者数 76 人 70 人 80 人 

延配食数 2,440 食 2,494 食 0 食※ 

紙おむつ支給事業 支給者数 57 人 56 人 56 人 

※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため事業を中止。 
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取組の方向 主な内容 

介護予防・生活支援サービス事

業の提供体制の充実 

平成 29 年４月から、総合事業における介護予防・生活支援サービス

事業として、介護予防訪問介護（通所介護）相当サービスと基準緩和

型サービス（訪問型サービスＡ・通所型サービスＡ）を開始しました。 

また、これらのサービスに加え、理学療法士等による短期集中型サ

ービス（訪問型サービスＣ・通所型サービスＣ）を実施することで、利用

者一人ひとりの状況やニーズに対応した多様なサービスを提供してい

ます。 

基準緩和型サービス従事者研修や事業者への研修会などの実施に

より、利用者一人ひとりの状態等にあったサービスの利用を促進し、介

護予防と日常生活の自立に向けた支援に取り組むとともに、必要に応

じて、サービス内容等の見直しの必要性も検討していきます。 

 

【介護予防・生活支援サービス事業の内容】 

 従前相当サービス 基準緩和型サービス 短期集中型サービス 

訪問型 

介護予防訪問介護相当サー

ビス 

・身体介護 

（食事・入浴などの介助）  

・生活援助 

（洗濯・掃除・買い物等） 

訪問型サービスＡ 

生活援助中心のサービス 

（掃除・洗濯・ごみ出し等） 

訪問型サービスＣ 

保健・医療の専門職等に 

よる生活機能向上のための 

短期集中型サービス 

通所型 

介護予防通所介護相当サー

ビス 

生活機能、身体機能の向上

のための機能訓練 等 

通所型サービスＡ 

レクリエーションを中心と 

した通所型サービス等 

通所型サービスＣ 

保健・医療の専門職等に 

よる運動機能向上のための 

短期集中型サービス 
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（２）地域における支援体制の充実 

  高齢者が地域で安心して生活できるよう、支援が必要な高齢者を把握し、必要な支援に適切

につなげていくための地域における日常的な見守り活動をはじめ、民間事業者等との協力によ

る安否確認など、地域で高齢者を支える仕組みづくりに取り組みます。 

 

取組の方向 主な内容 

地域見守り協力員による 

見守り活動の推進 

民生委員・児童委員とともに地域でのさりげない見守りや声かけ、

支援を必要とする高齢者の把握などの福祉活動を行う地域見守り協

力員による見守り活動を推進します。 

また、地域見守り協力員は、民生委員・児童委員との協力、連携

が不可欠であることから、民生委員・児童委員からの推薦などによ

り、協力員の確保を図ります。 

民間事業者による高齢者等の 

地域見守り協力の推進 

高齢者等の異変に気付いた場合の市への通報制度として、日常

の業務において高齢者等の家庭を訪問する機会が多い新聞販売店

や宅配事業者をはじめとする民間事業者との連携体制の拡充に努

めます。 

高齢者の世帯調査の実施 

民生委員・児童委員により、年１回、ひとり暮らし高齢者や高齢者

のみ世帯等を対象に世帯の状況調査を行い、見守りが必要な高齢

者を把握し、見守りにおける関係機関との連携強化と適切な支援に

つなげます。 

避難行動要支援者支援制度の 

推進と強化 

災害が発生した際に、高齢者や障害のある人など自力で避難する

ことが困難な方に、事前に同意をいただき、消防機関、警察、民生委

員・児童委員、社会福祉協議会等の避難支援等関係者に名簿で情

報提供を行う「避難行動要支援者支援制度」の周知及び登録を進め

ます。平常時から名簿情報の提供を行うことで、地域による日常的な

声かけや見守り等につなげ、災害時の避難体制の強化に努めます。 

災害時等における地域の 

安心の確保等に関する協定 

災害発生時に、高齢者や障害者等の一般避難所や在宅での生活

が困難な方を支援するため、市内にある老人福祉施設等と協定し、

福祉避難所の指定を行うとともに、受入先の拡充を図ります。 
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基本目標３ 高齢者の自立と尊厳を支える介護サービスの提供  

第７期計画の振り返り 

■これまでの取組 

 基本目標３における具体的な取組として、介護保険の理念である個人の「尊厳の保持」や「自

立支援・重度化防止」を念頭においたケアマネジメントが実施できているかについて多職種協働

で行う自立支援型地域ケア個別会議を実施し、検討を行いました。 

 また、受給者を適切に認定し、受給者が必要とする過不足のないサービスを提供できるよう介

護給付の適正化を推進しました。具体的には、①認定調査状況チェック、②事業所職員の資質向

上を目的とした研修会の開催、③介護給付費利用明細書の送付による利用者のチェック、④ケア

マネジャーの資質向上を目的としたケアプランチェック、⑤住宅改修等の点検、⑥国保連合会か

ら送付される資料を基にした介護保険サービス事業者の指導を実施しました。 

 

目標（事業内容、指標等） 実績（実施内容） 

自立支援型地域ケア個別会議  

 H30 R1 R2 

開催数（回） 12 24 24 

検討事例数（件） 36 72 72 
 

自立支援型地域ケア個別会議 

 H30 R1 R2（見込） 

開催数（回） 12 23 18※ 

検討事例数（件） 33 62 36 

※ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため６回中止 

 

介護給付の適正化 

①認定調査票提出時、事務担当により記載内容に

誤りが無いかチェック 

②事業所職員の資質向上を目的とした研修会を２

市合同により年２回開催 

③介護給付費利用明細書を年４回利用者あて通知 

④市内居宅介護支援事業所に対し、ケアプランチェ

ックを年５件実施 

⑤住宅改修等の事前申請・本申請時、事務担当に

よる申請内容の点検 

⑥国保連合会から送付される資料を基にした医療

情報との突合及び縦覧点検チェック及び介護サ

ービス事業者の指導 

 

介護給付の適正化 

①認定調査票提出時、事務担当により全件チェック

を実施（H30～R2） 

②研修会を２市合同により年２回開催（H30:２回、R1

～2:各１回） 

③年４回利用者あて通知（H30～R2） 

④ケアプランチェックを面談形式で年６件実施（H30:

５件、R1～2:６件） 

⑤事前申請・本申請時に事務担当で写真等により

全件点検を実施（H30～R2） 

⑥医療情報との突合チェックを年４回、縦覧点検を

６帳票について全件実施し、事業者への指導を

行った（H30～R2） 

■課題 

○ ケアマネジャーに自立支援のケアマネジメントが定着していない状況ですが、ケアマネジ

ャーのアンケート結果から、「自立支援の理念は理解しているが実践できているかは自信がな 
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い」という回答が多いことが把握できています。今後は、その理由について明確にし、その内

容をケアマネジャーの研修会の内容に反映させていく必要があります。また、引き続き介護予

防サービスの計画立案やアセスメント力を高め、自信をもって自立支援に向けたケアマネジメ

ントができるよう研修会の内容を検討していくことが必要です。 

○ 地域ケア個別会議の助言が更新プランに反映されているかの評価ができていないため、評価

体制を構築する必要があります。今後、検討された方向性がケアプランに反映されるよう、検

討後の議事録の速やかな提供と、１回２事例とし、各事例のチェック体制を充実させる必要が

あります。 

○ ケアプランチェックについては、令和元年度から面談形式（３件）を２回開催とし、計６件行

いました。専門の講師、保険者（市）、県（振興局）、地域包括支援センター合同による多面的

なチェックを行い、管内のケアマネジャーに対し内容の濃い指導を行うことができています。そ

の場で総括としてケアマネジャーの理解度を確認し、再提出が必要と判断した場合、ケアマネジ

ャーに指摘事項を説明し、ケアプランを見直していただくことで理解度を深めています。 

 

（１）自立支援・重度化防止に向けたケアマネジメントと介護サービスの

基盤整備の推進 

  高齢者が自分らしく安心して在宅生活を継続していくためにも、高齢者一人ひとりや介護家族

の状況を踏まえて、自立支援・重度化防止の考え方を取り入れたケアマネジメントを推進します。 

  また、高齢者の自立と尊厳を支えるとともに、介護家族の不安や負担の軽減に向けて、介護

サービスの基盤整備に努めます。 

 
取組の方向 主な内容 

自立支援・重度化防止の 

考え方を取り入れた 

ケアマネジメントの推進 

自立支援・重度化防止の考え方を推進するため、市や地域包括支

援センター、ケアマネジャー、介護サービス事業者、専門職等の多職

種が協働する「自立支援型地域ケア個別会議」を年 24 回開催すると

ともに、リハビリテーションに関する専門職等と連携し、通所系や訪問

系のサービス事業所の介護職員への助言を行い、自立支援型ケア

マネジメントを定着させます。 

介護サービスの基盤整備 

高齢者一人ひとりや介護家族の状況に応じた介護サービスを提供

できるよう、介護サービスの普及・促進や介護サービスの基盤整備に

努めます。 

リハビリテーションの提供体制の

充実 

医師またはリハビリテーション専門職が多職種と連携しながらリハ

ビリテーションを行うことで、高齢者の心身の維持回復を図ります。 

また、リハビリテーション提供の実施状況を把握し、リハビリテーシ

ョンの提供体制の充実に努めます。 
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（２）介護サービスの質の向上と介護人材の確保・育成 

  要支援・要介護認定者や認知症高齢者、医療を必要とする高齢者の増加に伴い、抱える問題

も多様化・複雑化しており、様々なニーズに対応していくことが重要となっています。 

  本市では、住み慣れた地域で継続して生活できる体制づくりに向けて、介護サービスを提供

するために必要な人材の確保に努めるとともに資質の向上を図ります。 

 
取組の方向 主な内容 

介護職員の人材育成・資質向上 

介護サービス利用者のニーズに応じた適切なサービスが提供され

るよう、ケアマネジャーを対象とした研修会を実施します。また、介護

支援専門員協会と連携しながら介護職員に対する研修会を定期的

に開催し、介護職員の人材育成・資質向上に取り組みます。 

今後も地域包括支援センターを中心に、ケアマネジャーからの相

談等にきめ細かく対応するとともに、支援困難ケースへの対応等を

通じてケアマネジャーに対する支援を進めます。 

サービス事業者への 

指導・助言 

介護サービス事業所の増加、多様な事業主体の介護市場への参

入に伴い、介護サービス事業所の適正な運営の確保が重要であり、

市が指定権限を有する地域密着型サービス、介護予防・日常生活支

援総合事業、居宅介護支援を提供する事業所に対して適切に指導・

監督を行っていきます。 

介護サービスの人材の確保・ 

育成 

介護予防・日常生活支援総合事業における基準緩和型サービス

の担い手を確保できるよう従事を希望する方や高齢者支援に興味が

ある方を対象に従事者研修を実施し、人材の確保への取組を進める

とともに、人材を募集している介護サービス事業所を募り、研修受講

者に一覧を配布することで、介護サービス事業所とのマッチングを推

進していきます。 

さらに、介護サービスの人材の確保のため、介護事業者に介護職

員処遇改善加算等の取得を働きかけるとともに、介護職員の負担を

軽減する補助金等について、国の動向に注視し、必要な情報提供を

行っていきます。 
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（３）介護サービスの利用者支援の充実 

  介護サービス利用者やその家族等が質の高いサービスを適切に選択し、安心して利用ができ

るよう、介護保険制度や介護サービス等に関する情報を提供するとともに、利用に関する相談

支援や利用にあたっての負担軽減を図り、介護サービスの利用を支援します。 

 
取組の方向 主な内容 

介護保険制度及び 

介護サービスに関する 

情報提供 

介護保険制度の理解を進めるため、制度の一般的な内容を記載

したパンフレットの窓口配布や、介護保険料通知などの際にリーフレ

ットを送付します。 

また、広報やウェブサイトなどの様々な媒体を通じ、介護保険制度

に関する情報提供に積極的に努めます。 

介護サービス利用に関する 

相談支援体制の充実 

介護保険制度に関する問い合わせや相談に適切に対応するほ

か、地域包括支援センターを軸とし、介護保険だけではなく高齢者の

総合的な相談に応じることができる体制づくりに努めるとともに、介護

者（ケアラー）が介護をしながら仕事などを続けられるよう、介護サー

ビスの適切な利用促進や介護休業制度等の情報提供に努めます。 

また、介護保険サービスの利用に関する苦情・相談については、

国民健康保険団体連合会や和歌山県の指導担当部局と連携を図

り、適切に対応していきます。 

社会福祉法人等による 

利用者負担軽減措置制度の 

活用の促進 

低所得者の介護保険サービスの利用が困難にならないよう、社会

福祉法人等による生活困難者に対する介護保険サービスに係る利

用者負担軽減措置が行われています。今後も制度の利用を促進す

るため、周知を図っていきます。 
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（４）介護保険制度の適正・円滑な運営 

  介護保険制度の公平性・持続可能性を確保するため、適切な認定調査と認定審査を実施する

とともに、介護給付の適正化に積極的に取り組みます。また、保険料負担の公平化のため、保

険料収納率の向上への取組を進めていきます。 

 
取組の方向 主な内容 

適切な認定調査と認定審査の 

実施 

介護保険制度での要介護認定は、保険給付の基準となり、公平性

を求められるなど、大変重要な位置にあります。 

適切な認定調査、認定審査を実施するため、研修等を通じ、認定

調査員、介護認定審査会委員の資質向上を図ります。 

また、調査にあたり、本人の日常の状態を的確に説明できる方の

同席を可能な限り勧め、対象者一人ひとりの状態を認定調査に正確

に反映させるように努めます。 

介護認定審査会については、平成 29 年度から引き続き４つの合議

体で運営しています。介護認定審査会の委員は、医師、歯科医師、薬

剤師及び保健・福祉関係者の計 20 名により構成されています。 

 
【岩出市介護認定審査会の状況】 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度（見込） 

認定審査件数 2,469 件 2,396 件 2,305 件 

審査会開催数 84 回 80 回 77 回 

 
取組の方向 主な内容 

介護給付の適正化の推進 

受給者を適切に認定し、受給者が必要とする過不足のないサービ

スを介護サービス事業者が提供することは、介護保険制度への信頼

感を高めるとともに、持続可能な制度の構築に必要不可欠となって

いることから、以下の事業を実施し、介護給付の適正化を図ります。

①認定調査状況チェック 

認定調査票の内容について、全件チェックを行い、適正な介護

認定につなげます。 

②事業所職員の資質向上を目的とした研修会の開催 

適切なサービス提供がなされるよう、介護支援専門員や介護職

員を対象とした研修会を開催します。 

③介護給付費利用明細書の送付による利用者のチェック 

すべての受給者に対して、サービスの利用状況等を年４回通知

し、受給者と事業者に対して適切なサービス利用を啓発します。 

④ケアマネジャーの資質向上を目的としたケアプランチェック 

ケアマネジャーが作成したケアプランについて、専門の講師を交

えたケアプランチェックを行い、一人ひとりの利用者に合った適切 
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取組の方向 主な内容 

 

なケアマネジメントが行われたプランが作成されているか点検しま

す。 

⑤住宅改修等の点検 

住宅改修の見積書や現場写真の確認により、不適切な住宅改

修となっていないか施工状況を点検するとともに、必要に応じて実

地調査を行います。また、地域ケア個別会議等の場を活用し、福

祉用具貸与計画の妥当性について検討を行います。 

⑥国保連合会から送付される資料を基にした介護保険サービス事業

者の指導 

⑦医療情報との突合 

受給者の入院情報などの医療情報と介護給付の情報を突合

し、不適切な請求や重複請求のチェックを行います。 

⑧縦覧点検チェック 

複数月の介護報酬の支払状況を確認し、整合性や請求誤りに

ついてのチェックを行います。 

保険料負担の公平化の推進 

介護保険は高齢者の介護を社会全体で支え合う制度であり、保険

料負担の公平化や介護保険財政の安定的な運営のため、保険料収

納率の向上が求められています。 

 保険料収納率の向上のため、保険料決定通知書に介護保険制度

のリーフレットを挿入し、制度への理解と納付意識を高めるとともに、

未納者への個別相談、督促状や催告状の送付、必要に応じて滞納

処分を実施するなど保険料負担の公平化に取り組みます。 
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基本目標４ 在宅医療と介護の連携強化  

第７期計画の振り返り 

■これまでの取組 

 基本目標４における具体的な取組として、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住

み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護を

一体的に提供するために、医療と介護の関係者の連携を推進しました。平成 30年度から一般社団

法人那賀医師会（在宅医療サポートセンター）に委託し、実施しています。 

 

目標（事業内容、指標等） 実績（実施内容） 

（ア） 地域の医療・介護の資源の把握

 

 

（イ） 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の

検討 

 

（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 

 

 

（エ） 医療・介護関係者の情報共有の支援 

 

 

 

（オ） 在宅医療・介護連携に関する相談支援 

 

（カ） 医療・介護関係者の研修 

多職種連携強化研修会を実施 

 H30 R1 R2 

実施回数（回） 1 1 1 
 

・地域の医療機関等に対して、在宅診療登録の意

向等の調査を行いリストアップを実施。 

・在宅医療サポートセンターの相談内容から出てく

る課題に対応。 

   

・地域介護関係者が参画する部会活動（介護保険

施設部会、訪問看護部会、栄養部会、介護支援専

門員部会）の支援を実施。 

 

・那賀圏域における入退院支援のための情報共有

ツール「入退院時情報提供書」の周知、活用を推

進。 

 

・在宅医療介護に関する相談窓口を設置し、地域住

民や医療介護関係者からの相談に対応。 

 

多職種連携強化研修会 

 H30 R1 R2 

実施回数（回） 1 1 1 
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目標（事業内容、指標等） 実績（実施内容） 

（キ） 地域住民への普及啓発 

市イベントにて、在宅医療サポートセンターの事業

内容の啓発 

 H30 R1 R2 

実施回数（回） 2 2 2 

 

 

（ク） 在宅医療・介護連携に関する関係自治体の連携 

 

 

市イベントにて、在宅医療サポートセンターの事業

内容の啓発 

 H30 R1 R2 

実施回数（回） 2 2 0※ 

※  新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

 

・県内の在宅医療サポートセンターと情報交換を実

施（H30） 

 

■課題 

○ 那賀圏域の医療と介護の連携において、各職種と診療所を含む医療機関の医師に対して、ま

た、診療所間において連携が取りにくいという意見があるため、今後は多職種連携強化研修等

を通して、顔の見える関係の構築が必要です。 

○ 地域住民が適切な在宅療養を継続するために「終末期ケアの在り方」や「在宅での看取り」

について理解することが重要であるため、住民に対して啓発を行う必要があります。 

（１）包括的かつ継続的な在宅医療と介護の一体的な提供体制の構築 

  高齢化が進行するなかで、今後、医療を必要とする高齢者の大幅な増加が見込まれています。

また、病院から退院したばかりの高齢者や、難病や末期がんなどの病気を抱える高齢者が安心

して在宅で必要な医療や介護を受けることができる環境の整備のためには、在宅医療と介護の

連携強化が重要となっています。このため、多職種連携強化研修等や地域医療介護関係者が参

画する各部会活動等を通じて医療と介護の連携強化を図ります。 
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取組の方向 主な内容 

在宅医療と介護の一体的な 

提供体制の構築 

高齢者が住み慣れた地域で必要な医療介護サービスを受け、在

宅で安心して療養できるよう、切れ目のない在宅医療と在宅介護の

提供体制の構築を推進します。 

①地域の医療・介護の資源の把握 

地域住民や支援関係者に情報提供を行うため、那賀医師会、訪

問看護ステーション、那賀薬剤師会、那賀歯科医師会に対して、ア

ンケート調査（在宅登録希望の有無、受け入れ可能ケースや対応

可能な処置等）を実施し、リストの見直しを行います。 

②在宅医療・介護連携の課題の抽出 

医療・介護関係者により構成される会議の開催等を通じて、地

域における在宅及び在宅介護の提供に必要な関係者の連携に関

する課題の把握を行います。 

③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 

地域医療介護関係者が参画する部会活動※において、医療介

護関係者が問題意識と情報を共有し、緊密なネットワークを構築し

入退院の円滑な移行ができるように支援します。 

※ 病院部会、介護保険施設部会、訪問看護部会、栄養部会、介

護支援専門員部会の５部会があります。 

④医療・介護関係者の情報共有の支援 

医療機関と介護事業所の連携を深めるためには互いの情報を

共有することが重要であるため、医療関係者とケアマネジャーの間

で、確実に引き継ぐための既存ツールの見直しを行います。 

⑤在宅医療・介護関係者に関する相談支援 

地域住民や医療・介護関係者からの在宅医療・介護に関する相

談に対して窓口を設置します。 

⑥医療・介護関係者の研修 

医療・介護関係者に対し在宅医療や介護連携に必要な知識の

習得や知識向上のために紀の川市・岩出市共催による多職種連

携強化研修会を行います。 

⑦地域住民への普及啓発 

在宅医療・介護連携に関する地域住民の理解を深めるため、講

演会を実施します。 
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基本目標５ 安心して暮らせる住まいへの支援と住環境づくりの推進  

第７期計画の振り返り 

■これまでの取組 

 基本目標５における具体的な取組として、多様な住まいへの支援を実施しました。 

目標（事業内容、指標等） 実績（実施内容） 

 ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯の増加に

伴い、住まいに対する高齢者のニーズも多様化して

いるなか、高齢者やその家族の状況やニーズに対

応し、多様な住まいへの支援に努める。 

・有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅、

軽費老人ホームなどの住まいについて、必要な情

報提供等を支援した。 

・在宅で自立心を持って生活できる住環境を整備す

るため介護保険制度での住宅改修費を補完し、生

活の支援・家族の介護軽減を図った。 

・環境上・経済的等の理由により、居宅において援

護を受けることが困難な高齢者に対し、養護老人

ホームへの入所措置の必要性の把握に努め、安

心した生活の確保に努めた。 

■課題 

○ 有料老人ホーム等高齢者向けの住宅等が増えていく中、高齢者やその家族の状況のニーズが

多様化しているため、変化していく多様な住まいに対応した支援が求められています。 

（１）多様な住まいへの支援 

  ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯の増加に伴い、住まいに対する高齢者のニーズも多様

化しています。高齢者やその家族の状況やニーズに対応し、多様な住まいへの支援に努めます。 
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取組の方向 主な内容 

住まいに関する情報提供等の 

支援 

本市内で増加する有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住

宅、軽費老人ホーム（ケアハウス）などの高齢者が安心して居住する

ことができる住まいについて、必要な情報提供等を支援していきま

す。 

高齢者の住環境整備の支援 

要支援・要介護認定を受けた在宅の高齢者が属する一定の低所

得者世帯に対し、在宅で自立心をもって生活できる住環境を整備す

るために必要な経費を補助することで、介護保険制度における住宅

改修費を補完し、生活の支援・家族の介護軽減を図ります。 

養護老人ホームへの入所措置 

の実施 

養護老人ホームは、環境上の理由及び経済的理由により、居宅に

おいて援護を受けることが困難な高齢者が入所する施設です。今後

も、入所措置の必要性がある高齢者の把握に努め、安心した生活の

確保に努めます。 

 

【市内にある高齢者向けの住宅等における施設数（定員）】 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

有料老人ホーム 
12 か所 

（420 人） 

12 か所 

（420 人） 

12 か所 

（420 人） 

12 か所 

（420 人） 

サービス付き高齢者向け住宅 
4 か所 

（122 人） 

4 か所 

（122 人） 

4 か所 

（122 人） 

4 か所 

（122 人） 

軽費老人ホーム（ケアハウス） 
2 か所 

（100 人） 

2 か所 

（100 人） 

2 か所 

（100 人） 

2 か所 

（100 人） 

 ※ 県内での本市における認定者数に占める割合は一番高く、比較的充足している状況であると考えられる。 

 

（２）安全・安心な住環境づくり 

  高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、バリアフリー化やユニバーサルデ

ザインを推進し、安全・安心な住環境づくりを進めます。 

 

取組の方向 主な内容 

公共施設や道路環境等の整備 

公共施設等のバリアフリー化を進めるとともに、新設、改修する

際には、ユニバーサルデザインを推進します。 

また、既存道路の歩道設置や交差点の改良等を行い、歩行者の

安全確保を図ります。 

安全で円滑な移動手段の確保 

日常生活や社会参加における利便性が向上するよう、関係機関

と連携を図りながら、交通手段の確保に向けた検討を行うとともに、

既存の路線バス・市内巡回バスの周知に取り組みます。 

また、65 歳以上の高齢者に市内巡回バスの無料パス（あいあい

カード）を発行することにより、高齢者の移動手段の確保に努めて

います。 
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基本目標６ 認知症施策の充実  

第７期計画の振り返り 

■これまでの取組 

 基本目標６における具体的な取組として、認知症サポーターの養成とサポーター活動支援のた

めの認知症サポーターの会の実施、認知症等により行方不明になった高齢者等の早期発見に向け

た仕組みの充実に努めました。 

 認知症の早期発見、早期対応として認知症初期集中支援チームが家庭訪問等を行い、適切な医

療や介護サービスにつながるよう支援しています。認知症家族の支援として、介護負担や精神的

負担を軽減する場として「認知症の人と家族の相談交流会」を実施していましたが、令和２年度

からは、「認知症の人と家族の相談交流会」を廃止し、「認知症カフェ事業」に移行し、家族支援

を行っています。 

 

目標（事業内容、指標等） 実績（実施内容） 

認知症サポーター養成講座  

 H30 R1 R2 

サポーター数（人） 1,140 1,260 1,380 

 

認知症サポーターの会  

 H30 R1 R2 

延参加者数（人） 12 14 17 

※  「認知症サポーターの会」とは、認知症サポーターフォローア

ップ研修を受講し、地域でサポーターとして活動の意思のある

サポーターで結成した会である。  

 

認知症初期集中支援チーム 

 H30 R1 R2 

対応件数（件） 3 6 9 

 

認知症の人と家族の相談交流会 

 H30 R1 R2 

延参加者数（人） 20 21 - 

※  R2 から認知症カフェに移行 

 

認知症サポーター養成講座  

 H30 R1 R2(見込) 

サポーター数（人） 1,242  1,804 2,083 

※  R1 から小学生を対象としたキッズサポーター養成を実施 

認知症サポーターの会  

 H30 R1 R2 

延参加者数（人） 24 35 0※ 

※  新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

 

 

認知症初期集中支援チーム 

 H30 R1 R2(見込) 

対応件数（件） 3 3 3 

 

認知症の人と家族の相談交流会 

 H30 R1 R2 

延参加者数（人） 15 14 - 
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目標（事業内容、指標等） 実績（実施内容） 

認知症カフェ 

 

見守り愛ネットワーク事業※ 

※ 令和元年度から「認知症高齢者等徘徊ネットワーク事業」の

名称を「見守り愛ネットワーク事業」に変更しています。 

 

 H30 R1 R2 

実施数（か所） - - 1 

 H30 R1 R2 

事前登録者数（人） 28 30 32 

事業協力者数（事業所） 76 85 88 

認知症カフェ 

 

見守り愛ネットワーク事業 
 
 

 H30 R1 R2 

実施数（か所） - - 1 

 H30 R1 R2(見込) 

事前登録者数（人） 32 30 31 

事業協力者数（事業所） 76 145 160 

 

■課題 

○ 認知症サポーターについて、目標である年間 120 人の養成は達成できていますが、総人口に

占める認知症サポーターの割合は 3.4%と県内で下から２番目に低い状況です（令和２年３月末

現在）。今後も広報等の周知だけでなく、様々な団体等にも声をかけ、参加者を募っていくこ

とが必要です。 

○ 認知症サポーターの会を開催していますが、認知症サポーターとしての活動創出が十分でな

いため、今後は認知症サポーターの活動の場を提供していくことが求められています。 

○ 認知症高齢者等が行方不明になった場合に、早期発見・保護につなげるため、引き続き、市

民への周知と事業協力者を増やす必要があります。 

 

（１）認知症に関する知識・理解の醸成 

  地域全体で認知症高齢者とその家族を支援する体制づくりのため、認知症サポーターの養成

や認知症に関する情報・学習機会の提供を積極的に進め、認知症についての正しい知識と理解

の醸成を図ります。 

  また、認知症サポーターについては、身につけた知識を活用するための活動の場の創出を図

ります。 
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取組の方向 主な内容 

認知症に関する知識・理解の 

啓発 

認知症はだれもがなりうる身近なものであることから、認知症の発

症を遅らせ、認知症になっても希望を持って過ごせるよう、認知症の

人や家族の視点を重視しながら、認知症に関する正しい知識や理解

の普及・啓発を進めるとともに、「共生※1」と「予防※2」の施策を推

進していきます。（認知症予防教室、認知症カフェ事業） 

認知症サポーター等の養成と 

活動支援の充実 

認知症の人やその家族を支援する理解者を養成するための認知

症サポーター養成講座については、小学校等の教育現場も含め、あ

らゆる世代に講座を実施し、対象者の拡大を図ります。 

また、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

の交流会や、認知症サポーター養成講座修了者のフォローアップ研

修を実施し、サポーターの活動支援の充実を図ります。 

「認知症サポーターフォローアップ研修修了者」からなる「認知症サ

ポーターの会」の活動の場として認知症カフェなどでのボランティア活

動やチームオレンジの活動体制の構築を行います。 

認知症ケアパスの普及・活用 

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作成した認

知症ケアパス（状態に応じた適切なサービス提供の流れ）について、

認知症に関する情報を得るツールのひとつとして周知を図っていきま

す。 

また、認知症ケアパスの内容については、適宜更新を行い、充実

に努めます。 

※1 「共生」とは、認知症の人が尊厳と希望を持って認知症とともに生きる、また、認知症があってもなくても同じ社会でと

もに生きると言う意味である。 

※2 「予防」とは「認知症にはならない」という意味ではなく、「認知症になるのを遅らせる」「認知症になっても進行を緩

やかにする」という意味である。 

 

【認知症サポーター養成講座等の実績】 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度（見込） 

キャラバンメイト交流会 
実施回数 3 回 3 回 1 回 

参加者数 24 人 21 人 10 人 

認知症サポーターフォロ

ーアップ研修 
延参加者数 - 141 人 0※ 

※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。 
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（２）認知症の早期発見・早期対応に向けた体制の構築・強化 

  高齢者の生活状況や意向等アンケート調査では、認知症に対する不安・心配が「ある」と回

答した人は、一般高齢者で 60.8%、要介護等認定者で 71.3%（「とてもある」と「どちらかとい

えばある」との合計）となっており、多くの高齢者が認知症に不安・心配を感じています。 

  認知症は、早期発見・早期対応により、進行を遅らせることができるとされており、軽度の

状態から支援できる体制が求められています。 

  本市では、認知症ケアパスの普及や認知症地域支援推進員による活動、認知症初期集中支援

チームの活動などを通じて、認知症の早期発見・早期対応を可能にする仕組みの構築・強化に

努めます。 

 
取組の方向 主な内容 

認知症地域支援推進員の 

活動の推進 

認知症の専門的知識や経験を有する認知症地域支援推進員を地

域包括支援センターに配置し、地域の実情に応じて、医療機関・介護

サービス事業所・地域の支援機関をつなぐ連携支援や、認知症の人

とその家族からの相談支援の充実を図ります。 

 介護従事者の認知症の人への対応力向上促進のため、認知症ケ

アに携わる介護従事者に対して対応力向上研修を実施します。 

また、若年性認知症については、県の若年性認知症施策と連携

し、適切な支援を行っていきます。 

認知症初期集中支援チーム 

による専門的な支援体制の 

構築・強化 

初期の段階で医療と介護の連携のもとに、認知症の人とその家族

に適切な支援を行うため、「認知症初期集中支援チーム」による認知

症の早期発見・早期対応に向けた支援に努めます。 

 
（３）認知症高齢者とその家族を支える体制の充実 

  認知症高齢者に対する見守り活動をはじめ、認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮

らしていけるよう、認知症高齢者やその家族にやさしい地域づくりを進めます。 

 

取組の方向 主な内容 

行方不明等高齢者等の早期発

見に向けた仕組みの充実 

見守り愛ネットワーク事業により認知症高齢者等が行方不明にな

った場合に行政、警察、介護サービス事業所、関連機関等が連携

し、早期に発見・保護できるよう、協力体制の構築・強化を図ります。 

 また、事業の周知を図り、支援が必要な方を事業につなげるととも

に、事業協力者の拡大を図ります。 

地域における認知症高齢者の 

支援体制の構築・強化 

地域において認知症高齢者やその家族が安心して暮らせるよう、

地域住民や民生委員・児童委員、地域見守り協力員、民間事業者な

どによる声かけや見守り、安否確認等を行う体制の充実を図ります。 
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取組の方向 主な内容 

家族介護者などへの支援の 

充実 

認知症カフェ事業では、家族の介護負担やストレス軽減を図るた

め、認知症介護の経験者等との交流や、認知症サポート医などの専

門家による講話などを実施します。 

認知症の人が住み慣れた地域で安心して、その人らしい生活を送

れる環境を整備し、認知症の人やその家族を支えていく地域づくりを

めざします。 
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基本目標７ 地域包括ケアシステムの推進に向けた基盤の強化  

第７期計画の振り返り 

■これまでの取組 

 基本目標７における具体的な取組として、地域包括ケアシステムの推進の中核である地域包括

支援センターにおいては、職員の資質の向上に努めるとともに、地域の関係機関等と連携を図る

ことで体制強化を図りました。 

 地域包括ケアシステムの実現に向け、地域ケア会議（圏域レベル）を実施し、地域の高齢者を

支援する関係者等と情報や課題を共有し、連携の強化に努めています。 

 高齢者の尊厳を保ち、個人の意思が尊重された暮らしができるよう、成年後見制度の利用支援

や高齢者虐待防止に向けた広報等による周知を行いました。また、虐待等により支援が必要な高

齢者に対し、民生委員・児童委員、介護サービス事業所、医療機関、警察等の関係機関と連携し、

支援を行っています。 

 助け合い、支え合える地域づくりの推進のため設置した、高齢者を支援する関係団体等の代表

者が参加する「いわで支えあい協議体」において、生活支援コーディネーター（地域支え合い推

進員）とともに、意見交換や情報交換を行いました。 

目標（事業内容、指標等） 実績（実施内容） 

協議体会議  

 H30 R1 R2 

第１層協議体 

開催回数（回） 
3 2 2 

第２層協議体 

開催回数（回） 
4 8 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活支援サービスの担い手養成研修  

 H30 R1 R2 

実参加者数（人） 20 25 30 
 

協議体会議  

 H30 R1 R2(見込) 

第１層協議体 

開催回数（回） 
2 0※1 1 

第２層協議体 

開催回数（回） 
4 8 9 

※1  令和 2 年 3 月に予定していたが､新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症拡

大防止のため中止 

 

 住民の方々に地域にある高齢者の交流の場を知ってもらうた

め、協議体において把握できた情報をまとめた「いわで交流マッ

プ」を平成 31 年 3 月に作成、配布及び活用について等の意見交

換、勉強会を実施 

 

生活支援サービスの担い手養成研修 

※2  年２回の開催を予定していたが､新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症拡

大防止のため１回のみ開催 

 

 H30 R1 R2 

実参加者数（人） 29 20 9※２ 

（書面）
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■課題 

○ 地域包括支援センターを認知してもらえるよう、チラシ、広報等により周知を図る必要があります。 

○ 高齢者の生活状況や意向等アンケート調査では、「いわで交流マップ」を知っている方は17.9%、

知らない方は 75.7%でした。「いわで交流マップ」により地域の交流の場に参加するようになっ

た方や交流の場づくりの取組に興味を持った方がいることから、さらに地域参加を広げるため、

引き続き周知啓発を行っていく必要があります。 

○ 高齢者虐待防止や成年後見制度について広く地域住民にチラシや広報等をとおして周知等を

行っていく必要があります。 

（１）地域包括支援センターの機能強化・拡充 

  高齢者や介護家族の状態に応じて、「医療」「介護」「予防」「生活支援」「住まい」のサービス

が一体的に提供できるよう、地域包括ケアシステムの推進の中核を担う地域包括支援センター

の機能強化を図り、相談支援やネットワークづくりを進めます。 

 

取組の方向 主な内容 

地域包括支援センターを中心 

とした地域における総合的な 

相談支援体制づくり 

高齢者が安心して必要な支援を受けることができるよう、保健・医

療・福祉関係者や民生委員・児童委員、ボランティア団体等との連携

強化に努めます。 

地
域
包
括
支
援

相
談
支
援

充
実 

総合相談支援・権利 

擁護事業 

総合相談支援業務では、高齢者が住み慣れた地域で安心してそ

の人らしい生活を継続していくためには、どのような支援が必要かを

検討し、適切なサービスや制度の選択等に係る支援を行います。 

権利擁護業務については、すべての高齢者が尊厳のある安心した

生活ができるよう、成年後見制度など権利擁護を目的とする制度を

活用するための支援を行います。 

高齢化の進行により、相談内容も複雑化しているため、職員の対

応力の向上や関係機関とのさらなる連携を図ることで、総合的な相

談に対応します。 

包括的・継続的 

ケアマネジメント支援 

事業 

地域のケアマネジャーがより円滑に活動できるよう相談支援を行うと

ともに、研修会や意見・情報交換会を開催し、介護支援専門員の資質向

上を進めるとともに関係機関との連携が図れるよう支援していきます。 

地域ケア会議の充実 

地域課題の共有やネットワーク構築を目的にした「地域ケア会議」

を定期的に開催することで、多職種の相互理解を促進し、顔の見え

る関係づくりを進めます。 

また、高齢者個人に対する支援の充実を図るため「地域ケア個別会議」

を定期的に開催し、多職種の協働により個別ケースの解決を図ります。 
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取組の方向 主な内容 

 

さらに、自立支援を進める体制の構築をめざし、保険者や地域包

括支援センター、ケアマネジャー、介護サービス事業者、専門職等の

多職種が連携する自立支援型地域ケア個別会議を開催します。 

 

 

【地域包括支援センターでの相談対応件数（延件数）】 

相談対応内容 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度（見込） 

介護保険・その他サービスに関すること 1,096 件 864 件 980 件 

認知症に関すること 117 件 96 件 84 件 

権利擁護に関すること 26 件 26 件 8 件 

虐待に関すること 22 件 17 件 36 件 

合計 1,261 件 1,029 件 1,108 件 

 

 

【包括的・継続的ケアマネジメント支援事業の実績】 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度（見込） 

研修会 
実施回数 2 回 2 回 3 回 

延参加者数 105 人 98 人 130 人 

意見・情報 

交換会 

実施回数 4 回 3 回 3 回 

延参加者数 78 人 73 人 90 人 

 

取組の方向 主な内容 

指定介護予防支援事業所 

としての業務の推進 

要支援認定者の介護予防支援や、総合事業の介護予防・生活支

援サービス対象者の介護予防ケアマネジメントを行う指定介護予防

支援事業所としての業務を行います。 

地域包括支援センターの 

運営支援と評価 

地域包括支援センターの適切な運営、公正・中立性の確保その他

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」を設置し、地域包括支援センターの運営や、職員の確

保、地域包括ケアに関すること等を協議するとともに、運営について

の適切な評価等を行います。 

なお、「地域包括支援センター運営協議会」は、「介護保険運営委

員会委員」が兼任する組織構成となっています。 
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（２）助け合い、支え合える地域づくりの推進 

  高齢者の生活状況や意向等アンケート調査では、今後市が取り組むべき取組について、「地域

の助け合いや見守り活動の推進」と回答した人は、一般高齢者で 19.4%、要介護等認定者で 16.2%

と他の多くの項目より少ない結果となっています。高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし

続けていくためには、地域で助け合い、支え合う体制が重要な基盤となります。 

  多様な主体が多様な支援に取り組むことができるよう、生活支援体制の整備を推進するとと

もに岩出市地域福祉計画との連携・整合を図りつつ、助け合い・支え合える地域づくりを積極

的に進めていきます。 

 

取組の方向 主な内容 

生活支援体制整備の推進 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよ

う、生活支援コーディネーターと高齢者を支援する多様な関係主体

が参画した「いわで支えあい協議体」において、地域資源やニーズを

把握し、意見交換、情報交換を行い、関係者間の連携強化を図りま

す。既存の取組、組織等も活用しながら、助け合い、支え合える地域

づくりを推進します。 

地域参加の促進 

生活支援コーディネーターが中心となって、サロンや体操等、地域

にある高齢者の交流の場を把握し、情報を「いわで交流マップ」とし

てまとめ、社会福祉協議会や民生委員児童委員協議会等の高齢者

を支援する法人や団体等と連携しながら高齢者の地域参加の促進

を図ります。 

地
域
関
係
団
体

連
携 

社会福祉協議会との連携 

社会福祉協議会は、市民が自主的意思によって行う地域福祉活

動の中心的組織であり、種々の活動をとおして地域の福祉問題の解

決に取り組むとともに、高齢者の生きがいづくりや社会参加活動に関

するコーディネート機能を担う機関としての役割を果たしています。 

今後は、地域住民が高齢者への生活支援など様々な支援に積極

的に参加するための拠点としての活動が期待されることから、引き続

き連携強化を図ります。 

民生委員・児童委員との 

連携 

民生委員・児童委員は、必要に応じて支援を必要とする高齢者な

どの生活実態や福祉ニーズを把握し、住民の立場に立った相談や

援助活動を行っています。また、支援を必要とする高齢者を関係行

政機関などの相談窓口につないでいく重要な役割を担っていること

から、今後も連携強化を図ります。 

老人クラブとの連携 

地域に貢献する社会参加交流活動、時代の変化に適応する学習

活動、心身の健康保持増進活動等を展開している老人クラブと連携

強化に努め、高齢者の社会参加の促進と生きがいづくりを進めま

す。 
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（３）権利擁護の充実と高齢者虐待の防止 

  高齢者の生活状況や意向等アンケート調査では、成年後見制度の認知度は、「全く知らない」

（34.4%）が「知っているが、活用していない」（27.1%）や「言葉は聞いたことがあるが、内容

までは知らない」（20.2%）を上回っていて、成年後見制度の認知度を上げることが必要な状況

です。 

  すべての高齢者が尊厳を保ち、個人の意思が尊重された暮らしができるよう、また、高齢者

が人権や様々な権利を侵害されないよう、権利擁護に関する取組を強化するとともに、高齢者

虐待防止対策の充実を図ります。 

 

取組の方向 主な内容 

権
利
擁
護

取
組

推
進 

成年後見制度の利用 

支援の充実 

民生委員・児童委員、介護サービス事業所、介護支援専門員など

と連携し、成年後見制度の利用が必要な認知症高齢者等の把握に

努めます。また、必要に応じて、市長による後見等開始の審判の申

立権を行使することにより、成年後見制度の利用支援を図ります。 

また、広報等の媒体を活用した啓発や、高齢者を支援している関

係者への研修や情報提供を通じて、制度の周知を図ります。 

日常生活自立支援事業 

との連携強化 

高齢者の判断能力の程度に応じて、福祉サービスの利用や日常

的な金銭管理などを支援する日常生活自立支援事業を実施する社

会福祉協議会との連携を図ります。 

高齢者虐待の防止 

高齢者虐待を防止し高齢者の尊厳を保持するため、「高齢者虐待

の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づき、

地域における保健・医療・福祉等の関係機関のネットワークを構築

し、人権意識の啓発はもとより、相談体制の整備や関係職員の研修

など高齢者虐待の防止と早期発見・早期対応への取組を推進しま

す。 

身体拘束廃止に向けた取組の 

推進 

身体拘束は、高齢者の尊厳を傷つけるのみならず、身体機能の低

下を引き起こすことにもなりかねないことから、介護保険施設等では

緊急上やむをえない場合を除き、身体拘束を行ってはならないとされ

ています。介護保険施設等への啓発に努め、広く高齢者の尊厳の保

持に努めます。 
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（４）災害や感染症対策に係る体制整備 

 

取組の方向 主な内容 

災害及び感染症対策 

新型コロナウイルス感染症を含め、感染症の発生及びまん延等に

関する取組の徹底を求めるため、介護サービス事業者への感染症

対策への取組に関する情報の周知及び指導に取り組むほか、昨今

の集中豪雨等の気象状況を鑑み、事業所実地指導等の場を活用し、

非常災害対策計画、避難確保計画及び業務継続計画（BCP）の策定

状況の確認を行い、必要に応じて助言・指導を行う等の対応を行って

いきます。 

また、市が実施する岩出市地域防災訓練への参加等を周知すると

ともに各サービス事業所での防災訓練や避難訓練等の実施の指導

も行います。 

これらの取組を進めることで、感染症や災害が発生した場合であっ

ても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制づくりに努めま

す。 

  




