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１－１ 40 歳からの健康づくりの推進 ···························· P７９  

１－１－１ 健康増進の推進 ········································· P 79 

１－１－２ 疾病予防の促進 ········································· P 80 

１－２ 健康寿命の延伸 ········································· P８１  

１－２－１ 健康寿命の延伸 ········································· P 81 

１－３ 介護予防の推進 ········································· P８２  

１－３－１ 介護予防普及啓発事業の推進 ····························· P 82 

１－３－２ 介護予防・生活支援サービス事業の推進 ··················· P 83 

１－４ 生きがいづくり・社会参加の推進 ························· P８４  

１－４－１ シルバー人材センター事業の推進 ························· P 84 

１－４－２ シニアクラブ活動の支援 ································· P 85 

 

 
 

２－１ 介護給付費等費用適正化と介護保険サービスの適正利用の促進 P８６  

２－１－１ 介護給付費等費用適正化事業の推進 ······················· P 86 

２－１－２ 介護保険サービスの適正利用の促進 ······················· P 87 

２－２ 介護保険サービスの充実 ································· P８８  

２－２－１ 在宅サービスの充実 ····································· P 88 

２－２－２ 施設サービスの充実 ····································· P 89 

２－２－３ 地域密着型サービスの充実 ······························· P 90 

２－３ 公平・公正な制度の運営とサービスの向上 ················· P９１  

２－３－１ 介護保険サービスの基盤整備の推進 ······················· P 91 

２－３－２ 「介護サービス情報の公表」制度の利用促進 ··············· P 92 

２－３－３ 介護人材の確保 ········································· P 92 
 

 
 

３－１ ひとり暮らし・高齢者世帯等への生活支援の推進 ··········· P９３  

３－１－１ 生活支援サービス事業の推進 ····························· P 93 

３－１－２ ひとり暮らし高齢者等の安心支援サービスの推進 ··········· P 94 

３－１－３ 移動手段の確保 ········································· P 97 

３－２ 要介護認定者への生活支援の推進 ························· P９８  

３－２－１ ホームケア事業の推進 ··································· P 98 

３－３ 家族介護者への支援の推進 ······························· P９９  

３－３－１ 家族介護支援事業の推進 ································· P 99 

【 第６章 基本計画について 】 

「住み慣れた地域で支えあい健康で安心して暮らせるまち とういん」という計画の理念を実現

するために、本章で掲げる事業は次のとおりです。

基本目標１ 健康づくり・介護予防の推進 

基本目標２ 介護保険事業の充実 

基本目標３ 高齢者福祉の充実 
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４－１ 認知症施策の推進 ······································· P１００  

４－１－１ 認知症高齢者に対応する体制づくり ······················· P 100 

４－１－２ 認知症に関する正しい知識の普及・啓発 ··················· P 101 

４－１－３ 「認知症サポーター」と「キャラバン・メイト」の養成 ····· P 102 

４－１－４ 認知症高齢者を見守る仕組みづくり ······················· P 103 

４－１－５ 認知症高齢者の介護者に対する支援 ······················· P 104 

４－２ 在宅医療・介護連携の推進 ······························· P１０５  

４－２－１ 在宅医療・介護連携の推進 ······························· P 105 

４－３ 地域包括支援センターの機能強化 ························· P１０７  

４－３－１ 地域ケア会議の推進 ····································· P 107 

４－３－２ 総合相談支援事業の推進 ································· P 108 

４－３－３ 権利擁護事業の推進 ····································· P 109 

４－３－４ 成年後見制度利用支援事業の利用促進 ····················· P 110 

４－３－５ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業の推進 ··········· P 111 

４－４ 地域支えあい・生活支援体制整備 ························· P１１２  

４－４－１ 地域支えあい・生活支援体制整備 ························· P 112 

４－４－２ 高齢者見守りネットワークの推進 ························· P 113 

４－４－３ ボランティア・ＮＰＯの養成と活用 ······················· P 114 

４－４－４ 「自助」「互助」の推進 ·································· P 115 

 
 

 

５－１ 住環境、都市環境の整備の推進 ··························· P１１６  

５－１－１ 高齢者福祉施設等の整備の推進 ··························· P 116 

５－１－２ 道路や公共施設のバリアフリーの推進 ····················· P 117 

５－２ 防災・防犯体制の整備の推進 ····························· P１１８  

５－２－１ 高齢者の防災体制の整備の推進 ··························· P 118 

５－２－２ 高齢者の防犯体制の整備の推進 ··························· P 119 

５－３ 情報提供体制の整備の推進 ······························· P１２０  

５－３－１ 情報提供体制の整備の推進 ······························· P 120 

 

 

基本目標４ 支えあう地域づくりの実現 

基本目標５ 安心のまちづくりの推進 
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１ 健康づくり・介護予防の推進  
 

１－１ 40 歳からの健康づくりの推進 

 

 

 

 

 

１－１－１ 健康増進の推進 

 

＜概要＞ 

40 歳頃から徐々に生活習慣病の罹患者が増加します。 

高齢期になっても、元気に生活ができるように、壮年期・中年期からの健康づくりを推

進します。 

 

＜現状と課題＞ 

生活習慣病についての知識や予防方法等を普及するため、各種生活習慣病予防教室を実

施しています。事業後のアンケート調査によると、約９割の参加者が講座内容に満足して

おり、今後は参加者から地域住民へ知識の伝達がされる仕組みづくりが必要になります。

また、住民の健康の増進を図るため、健康増進法に基づく健康増進事業として歯周疾患検

診、骨粗鬆症検診、肝炎ウイルス検診を実施していますが、健康増進事業各種検診につい

ては、受診率が低位にとどまっています。また、教室参加者は意識の高い方が多く、本当

にアプローチしたい生活習慣病予備群層の参加は少ないのが現状です。個人の自覚と努力

による行動変容という従来型の健康づくり事業では、健康の格差は広がる一方であるため、

社会環境を改善することで個人の行動と健康を改善するといった取組みが必要とされてき

ています。 
 
＜今後の方針＞ 

生活習慣病予防教室について、内容を一般の方向けとハイリスクの方向けを毎年交互に

実施するなど、多くの住民に興味を持っていただけるような工夫をします。定員の制限等

もあり、参加者数を増やしていくことは必ずしも評価につながるわけではなく、実績数程

度で推移すると考えています。また、健康増進事業各種検診については、現在行っている

個別受診勧奨を継続して実施し、事業の周知に努めます。 

 

■数値目標 

 
実績 見込み 

平成 28 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

各種生活習慣病予防教室参加者数
（人） 

74 80 80 80

健康増進事業各種検診受診率（％） 13.0 13.0 13.0 13.0

 

  

日本人の死因の中でも上位を占める「がん」「脳卒中」「心臓病」の原因は生活習慣です。 

自らの健康づくりを推進していくのは自分自身であり、若い頃から健康保持に関する意識や行

動を持つことが重要です。そのため、日頃からの健康づくりと疾病予防ができるよう、各年齢層

に応じた健康づくりに関する適切な情報提供に努めます。 
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１－１－２ 疾病予防の促進 

 

＜概要＞ 

生活習慣病の早期発見と、生活習慣病を予防するために必要な運動、栄養に関する正し

い知識の普及を目的として、特定健康診査および特定保健指導を実施します。 

また、がんの早期発見・早期治療を目的として、各種がん検診を実施します。 

 

＜現状と課題＞ 

厚生労働省指針で定められている５種のがん検診（胃、子宮頸、肺、乳、大腸がん）に

加え、前立腺がん検診を実施していますが、受診率は低位にとどまっています。今後は生

活習慣病の予防の一環として、地元医療機関と協働・連携し糖尿病性腎症重症化予防に、

重点的に取り組んでいきます。 

また、疾病を予防するためには、早期発見が重要であり、そのためには特定健康診査お

よび特定保健指導を実施する目的や意義を住民に周知する必要があります。 

 

＜今後の方針＞ 

現在行っている個別受診勧奨を継続して実施するとともに、より効果的な施策を講じ、

受診率向上を目指します。被保険者数の減少により受診者数は減っていますが、受診率と

しては、増加傾向にあります。 

特定健康診査および特定保健指導の受診率の向上を図るため、住民に積極的な受診をし

ていただけるよう、受診者の利便性に配慮するとともに広報・町ホームページを活用し、

情報提供を行っていきます。 

 

■数値目標 

 
実績 見込み 

平成 28 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

５種のがん（胃、子宮頸、肺、
乳、大腸がん）検診受診率（％） 

13.2 13.3 13.4 13.5

特定健康診査受診者数(人) 2,173 2,318 2,398 2,477
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１－２ 健康寿命の延伸 

 

 

 

 

 

 

 

１－２－１ 健康寿命の延伸 

 

＜概要＞ 

いつまでも生き生きと暮らしを続けるには、健康寿命の延伸と健康格差の縮小が必要で

す。そのために、地域全体で健康づくりや介護予防に取り組むことができるような仕組み

づくりを推進します。 

 

＜現状と課題＞ 

壮年期の生活習慣病をはじめとした、さまざまな疾病を持つ方が高齢期に移行すること

により、今後介護を必要とする高齢者の増加が予測されます。健康な高齢期を迎えること

ができるよう、壮年期から気軽に健康や介護予防等の相談ができる場の提供、健康寿命の

延伸と健康格差の縮小に向けた取組みが必要となります。 

 

＜今後の方針＞ 

地域全体で健康づくりや介護予防に取り組むことができるような仕組みづくりを健康部

門と共同し、推進します。 

生活習慣病や健康づくりに関する理解を深め、生活習慣の見直しやその継続ができるよ

う「まちの保健室（仮称）」等、気軽に健康相談や介護予防に関する相談を行える場所を提

供し、地域住民の健康に対する意識の向上を図ります。 

 

■数値目標 

 
実績 見込み 

平成 28 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

まちの保健室（仮称）の設
置数 

－ 1 2 3

 

  

住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで送り続けるためには、医療・介護を適

切に提供していくことが重要ですが、住民一人ひとりが健康を意識して、健康寿命を延伸してい

くことも重要です。 

そのため、気軽に健康相談や介護予防に関する相談を行える場所を提供し、健康づくりや介護

予防に取組みやすい地域のつながりの醸成を図ります。 
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１－３ 介護予防の推進 

 

 

 

 

 

 

 

１－３－１ 介護予防普及啓発事業の推進 

 

＜概要＞ 

これまで実施してきた介護予防普及啓発事業は、制度の改正により介護予防・日常生活

支援総合事業の一般介護予防事業として実施していきます。 

 

＜現状と課題＞ 

介護予防教室の延べ参加人数は横ばいですが、数値目標は達成できています。しかし、

今までの介護予防教室等は場所や回数が限られるなど、予防としての効果も薄く参加者も

横ばいです。そのため、新しい参加者の広がりがないことから、介護予防事業を見直しま

した。 

平成 29 年度からは、介護予防・日常生活支援総合事業の一般介護予防事業として、地

域づくりによる介護予防やリハビリテーション専門職等を生かした自立支援の取組みを推

進しています。現在は町内４個所の地域が取り組み、活動を行っています。今後は地域住

民が主体となり、気軽に介護予防に取り組むことのできる地域づくりをさらに推進してい

く必要があります。 

 

＜今後の方針＞ 

地域住民が主体になり気軽に介護予防に取り組むことのできる地域づくりを推進すると

ともに、地域での取組みを把握し、情報発信します。 

 

■数値目標 

 
実績 見込み 

平成 28 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

住民主体による介護予防
の取組団体数（団体） 

－ 6 8 10

 

 

  

高齢化の進展により介護を必要とする高齢者が増加する中で、高齢者の自立支援や介護給付費

を抑制する観点からも「介護予防」の視点に立った取組みは非常に重要です。 

そのため、住民一人ひとりが適切なサービスを利用し、介護予防に取り組むことができるよう

各種介護予防サービスの充実に努めるとともに、予防効果がより一層高まるよう、効果的・効率

的に実施していきます。 



第６章 基本計画 

83 

 

１－３－２ 介護予防・生活支援サービス事業の推進 

 

＜概要＞ 

要支援１・２、基本チェックリストによる該当者（介護予防・生活支援サービス事業対

象者）を対象に「訪問型サービス」「通所型サービス」を実施します。 

 

＜現状と課題＞ 

「訪問型サービス」では、現行相当サービスのほか、多種多様なサービスとして「短期

集中型サービス C」、理学療法士による生活機能向上、歯科衛生士による口腔機能向上、保

健師等による閉じこもり・うつの予防支援の訪問を実施しています。 

「通所型サービス」では、現行相当サービスのほか、多種多様なサービスとして「緩和

した基準によるサービス A」「短期集中型サービス C」として運動機能向上、認知症予防の

プログラムによるサービスを実施し、多種多様なサービスを取り入れています。 

 

＜今後の方針＞ 

今後は、多種多様なサービスを提供するため、住民主体による支援や「その他生活支援

サービス」の実施について検討し、サービスとして確立していきます。 

 

■数値目標 

 
実績 見込み 

平成 28 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

介護予防・生活支援サービ
ス事業実利用者数（人） 

－ 105 110 120
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１－４ 生きがいづくり・社会参加の推進 

 

 

 

 

 

 

１－４－１ シルバー人材センター事業の推進 

 

＜概要＞ 

60 歳以上の方を対象に、培ってきた職業的経験や技能を生かすことのできる仕事を提供

していくことで、仕事を通じた高齢者の社会参加の促進、生きがいづくりにつながるよう

支援します。 

 

＜現状と課題＞ 

高齢者の就業機会の確保や社会参加、生きがい・健康づくりにつながる場となるよう支

援が必要です。各企業等において、雇用の延長が増えているものと思われることから、登

録者数が横ばいとなっています。また、女性の登録割合が約 25％（平成 29 年 9 月末）と

低調となっています。 

新規加入者を増やし、技能向上が図られ、多様なサービスが受注できるよう、支援が必

要です。 

一法人として、事業の自立が求められるところもあります。 

 

＜今後の方針＞ 

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づき、シルバー人材センターの役割を明確

にし、また、円滑な事業運営を図られ、事業の自主・自立性が高まるよう引き続き支援し

ます。 

 

■数値目標 

 
実績 見込み 

平成 28 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

会員登録者数(人) 274 310 320 320

 

  

高齢者にとって住み慣れた地域社会の中で、充実した豊かな生活を送るためには、学習活動や

スポーツ、趣味等の生きがい活動は重要な役割を担っています。そのため、就労機会や交流機会、

生涯学習を取り入れた学習活動やスポーツ活動をニーズに応じて積極的に行うことができる環

境づくりに努めます。 
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１－４－２ シニアクラブ活動の支援 

 

＜概要＞ 

地域の高齢者が協力して、生きがいと健康づくりなど生活を豊かにする活動や、高齢者

の持つ知識や経験を生かして、環境美化活動等地域を豊かにする社会活動への取組みに対

して助成金を支給するとともに、活動内容の充実や加入促進という側面からの支援を実施

します。 

 

＜現状と課題＞ 

平成 28 年度に笹尾地区・城山地区のシニアクラブ連合会に１自治会１シニアクラブの

設置を働きかけた結果、笹尾地区では１自治会、城山地区では３自治会がシニアクラブを

設置されました。 

高齢者が増加する一方で、シニアクラブ会員数が減少しています。１自治会１シニアク

ラブの設置を目指すとともに、笹尾・城山地区は、加入率が低いことから重点的に加入促

進を行っていく必要があります。 

 

＜今後の方針＞ 

神田・稲部・三和地区は、これまでどおり活動支援や加入促進の支援を行います。 

笹尾・城山地区については、加入率が低いことから重点的に加入促進の支援を行います。 

笹尾地区のシニアクラブについて、各自治会に１つのシニアクラブが設置・運営される

よう支援を行います。 

魅力あるシニアクラブ連合会に向け、活動方針・内容の検証・見直しが行われるよう働

きかけを行います。 

 

■数値目標 

 
実績 見込み 

平成 28 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

シニアクラブ会員数（人） 2,376 2,600 2,650 2,700

地区シニアクラブ数（連合
会を除く）（団体） 

13 19 20 21
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２ 介護保険事業の充実  
 

２－１ 介護給付費等費用適正化と介護保険サービスの適正利用の促進 

 

 

 

 

 

 

 

２－１－１ 介護給付費等費用適正化事業の推進 

 

＜概要＞ 

サービスが適切に提供されているかを検証するほか、制度趣旨や良質な事業展開のため

に必要な情報の提供、事業所連絡会議等を開催し、利用者に適切なサービスを提供できる

環境の整備をするとともに、介護給付等の適正化を図ります。 

 

＜現状と課題＞ 

介護サービス利用者およびその家族に、介護サービス利用にかかる費用の通知を行い、

総額および自己負担額の確認を促し、介護サービス費の利用適正化を図りました。 

利用者に対して適切なサービスを確保しつつ、介護保険料の上昇を抑制するため、三重

県国民健康保険団体連合会と連携し、適正化事業を継続して実施していく必要があります。 

ケアプランチェック実施件数は、低位にとどまっており、ケアプランチェックの効果的

な取組方法の検討が急務となっています。 

 

＜今後の方針＞ 

ケアプランチェックを実施し、サービスが適切であるかどうか内容を検証し、助言、指

導を行っていきます。 

三重県国民健康保険団体連合会から提供される給付実績を活用し、事業者に対して適正

化を実施するなど、充実・改善を図りながら、実施していきます。 

以前から取り組んできた「縦覧点検」「医療情報との突合」については、三重県国民健康

保険団体連合会へ委託して実施し、その他の事業に関しては継続して実施していきます。 

 

■数値目標 

 
実績 見込み 

平成 28 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

ケアプランチェック実施
件数（件） 

7 15 20 30

  

平成 12 年に始まった介護保険制度は３年に１度の制度改正を繰り返してきました。その度

に、制度の内容や利用できるサービスも多様化しており、住民にとっては理解しにくくなってい

ます。適切な支援を行うためには住民自身の制度の理解とそのための情報提供が必要です。また、

高齢者一人ひとりの状態やニーズに応じたケアマネジメントを実施するなど、適切な利用を進め

ていきます。 
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２－１－２ 介護保険サービスの適正利用の促進 

 

＜概要＞ 

住民の方にも介護保険サービスに対する正しい意識の啓発を図ります。また、介護保険

制度の理念である自立支援のための在宅介護を支える上で、重要な役割を果たす介護支援

専門員の資質向上を図ります。 

 

＜現状と課題＞ 

65 歳到達者に対する介護保険制度勉強会を開催し、介護保険制度・介護サービスなどに

対する理解を深めていただいています。参加者は低位であるものの、参加者のアンケート

結果からは、参加して大変良かったと好評を得ています。 

介護支援専門員に対しても、今後も重要な役割を担うことから、資質の維持・向上を図

る必要があります。 

 

＜今後の方針＞ 

介護保険制度等の理解を深めていただくことや、介護支援専門員の資質の向上は今後も

必要であり、引き続き、介護保険制度勉強会や介護支援専門員を対象とした研修会を開催

します。 

また、地域密着型サービス事業所等に対し、三重県と協力して適切な指導・監督を行い、

適切なサービス提供を推進します。 

 

■数値目標 

 
実績 見込み 

平成 28 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

介護保険勉強会等参加者
割合（％） 

24.5 26.0 28.0 30.0
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２－２ 介護保険サービスの充実 

 

 

 

 

 

 

２－２－１ 在宅サービスの充実 

 

＜今後の方針＞ 

在宅サービスについては、今後とも適正なサービス利用量を見込み、事業者に情報を提

供することにより、必要なサービス量が確保されるよう努めます。 

 

■在宅サービス（介護給付・予防給付）の提供 

サービス名 サービス内容 

訪問介護（ホームヘルプ） 
ホームヘルパーが居宅を訪問し、食事や掃除、洗濯、買い物等

の身体介護や生活援助が受けられます。 

訪問入浴介護 
介護職員と看護職員が移動入浴車で居宅を訪問し、入浴介護を

受けられます。 

訪問看護 
疾患等を抱えている人について、看護師等が居宅を訪問して、

療養上の世話や診察の補助を受けられます。 

訪問リハビリテーション 
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問し、リハビ

リテーションを受けられます。 

居宅療養管理指導 
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士等が居宅を訪問し、療養

上の管理や指導を受けられます。 

通所介護（デイサービス） 
通所介護施設で、食事、入浴等の日常生活上の支援や、生活行

為向上のための支援を受けられます。 

通所リハビリテーション（デイケア）
介護老人保健施設や医療機関等で、入浴等の日常生活上の支援

や、生活行為向上のためのリハビリテーションを日帰りで受け

られます。 

短期入所生活介護（ショートステイ）
介護老人福祉施設等に短期間入所して、食事、入浴等の介護や

機能訓練等が受けられます。 

短期入所療養介護（ショートステイ）
介護老人保健施設等に短期間入所して、食事、入浴等の介護や

機能訓練、医師の診察等が受けられます。 

特定施設入居者生活介護 
有料老人ホームなどに入居している高齢者に、日常生活上の支

援や介護を受けられます。 

福祉用具貸与 日常生活の自立を助けるための福祉用具をレンタルできます。

特定福祉用具販売 福祉用具を購入した時、費用が受けられます。 

住宅改修費支給 
手すりの取り付けや段差の解消等の住宅改修をした時、費用が

受けられます。 

居宅介護支援・介護予防支援 
介護を必要としている人が適切な生活支援を受けられるよう、

各種介護サービスに関する手続きを代行してくれるサービス

です。 

 

多くの高齢者はたとえ介護が必要な状態になっても、できる限り住み慣れた地域や家庭で生活

することを希望しています。そのため、要支援・要介護認定者が安心して暮らし続けることがで

きるよう、居宅サービスや地域密着型サービス、施設サービス等などの介護保険サービスの充実

を図ります。 
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２－２－２ 施設サービスの充実 

 

＜今後の方針＞ 

施設サービスについては、これまでの利用実績や入所待機者の状況、介護保険料への影

響等を考慮し、施設整備を推進していくこととします。 

 

■介護保険対象サービスの提供 

サービス名 サービス内容 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 
寝たきりや認知症により、日常生活において常時介護が

必要で、自宅では介護が困難な方が入所します。 

介護老人保健施設（老人保健施設） 

病状が安定している人に対し、医学的管理のもとで、看

護、介護、リハビリテーションを一体的に提供する施設

です。 

介護療養型医療施設（介護療養病床） 
急性期は終わったものの、医学的管理のもとで、長期療

養が必要な人のための医療施設です。 

介護医療院 

介護療養型医療施設の受け皿となる、新しい介護保険施

設です。本町においても、平成 30 年 4 月以降、介護療

養型医療施設から順次転換予定です。 
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２－２－３ 地域密着型サービスの充実 

 

＜今後の方針＞ 

地域密着型サービスは増加傾向にあります。今後必要なサービス量が確保されるよう努

めます。地域密着型サービスは、原則として町に在住する要支援・要介護認定者のみが利

用できるサービスであるため、今後は、地域におけるニーズを踏まえながら、日常生活圏

域において可能な限り均一にサービスが提供できるよう計画的に整備を進めます。 

 

■地域密着サービス（介護給付・予防給付）の提供（現在、町内で実施しているサービス） 

サービス名 サービス内容 

小規模多機能型居宅介護 
通いを中心に、利用者の選択に応じて訪問や短期間の宿

泊を組み合わせた多機能なサービスが受けられます。 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 
定員 29 人以下の小規模な老人福祉施設に入所する人が

食事、入浴、機能訓練等が受けられます。 

認知症対応型共同生活介護 
認知症高齢者が共同生活をしながら食事や入浴等の介護

や支援、機能訓練が受けられます。 

認知症対応型通所介護 
認知症高齢者を対象に、食事や入浴、専門的なケアが日

帰りで受けられます。 

地域密着型通所介護 
定員 18 人以下の小規模な通所介護施設で、日常生活の

世話や機能訓練等が受けられます。 

看護小規模多機能型居宅介護 
小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせて、一

体的な介護と医療・看護が受けられます。 

 

■地域密着サービス（介護給付・予防給付）の提供（現在、町内で実施していないサービス） 

サービス名 サービス内容 

地域密着型特定施設入居者生活介護 
定員 29 人以下の小規模な介護専用の有料老人ホームな

どで食事、入浴、機能訓練等が受けられます。 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 
定期巡回と随時対応による訪問介護と訪問看護が 24 時

間受けられます。 

夜間対応型訪問介護 
夜間でも安心して在宅生活が送れるよう、巡回や通報シ

ステムによる夜間専用の訪問介護です。 
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２－３ 公平・公正な制度の運営とサービスの向上 

 

 

 

 

 

 

 

２－３－１ 介護保険サービスの基盤整備の推進 

 

＜概要＞ 

介護保険サービスの必要見込み量のサービスを供給できるよう、サービスの需要と供給

の状況、利用者のニーズ、介護保険料とのバランスを考慮し、介護保険サービスの充実を

図ります。 

 

＜現状と課題＞ 

在宅サービスにかかる基盤整備については、概ね充足されています。 

施設サービスにかかる基盤整備については、施設利用者が年々増加傾向にあります。団

塊の世代が 75 歳に到達する平成 37 年（2025 年）に向け、必要な施設整備数の確保が必

要となります。 

75 歳以上高齢者の急増に伴い、認知症高齢者の増加も懸念されることから、認知症対応

サービスの基盤整備を推進します。 

医療ニーズの増加に伴い在宅医療の取組みに向けた、対応可能な介護サービスを検討す

る必要があります。 

 

＜今後の方針＞ 

75 歳以上の高齢者が急増する、平成 37 年（2025 年）に向け、必要な基盤整備を推進し

ます。 

施設サービスの基盤として、広域型特別養護老人ホーム（50 床）を整備する予定です。 

認知症対応サービスの基盤として、認知症対応型共同生活介護（1 ユニット）を整備す

る予定です。 

在宅医療等、医療ニーズのある高齢者に対応可能な基盤として、特定施設入居者生活介

護（定員 30 人程度）を整備する予定です。 

 

■数値目標 

 
実績 見込み 

平成 28 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

施設サービス給付延べ件
数（件） 

1,527 1,680 1,680 1,680

介護保険事業の適正な運営と持続的な運営のために、介護保険サービスの基盤整備、利用者の

ための情報開示の標準化を進めるなどサービスの向上を図りつつ、公平・公正な制度の運営を行

います。 

また、質の高い介護サービスを安定的に提供していくため、介護人材の確保ができる取組みに

努めます。 
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２－３－２ 「介護サービス情報の公表」制度の利用促進 

 

＜概要＞ 

利用者が介護サービス事業者を適切に選択できるよう、事業所に対して介護サービス情

報の公表を義務付けるものです。 

 

＜現状と課題＞ 

介護サービス利用者が、事業所や施設を比較・検討して適切に選ぶことができるよう、

介護サービス情報公表システムの利用を引き続き促進していく必要があります。 

 

＜今後の方針＞ 

介護サービス情報の公表により、利用者が介護サービス事業者を適切に選択できること

から、現状維持とします。 

 

 

２－３－３ 介護人材の確保 

 

＜概要＞ 

質の高い介護サービスを安定的に提供していくためには、介護人材の安定的確保・資質

の向上が不可欠となっています。 

介護サービス事業所等と連携を図り、介護人材の確保に努めます。 

 

＜現状と課題＞ 

介護サービス事業所における人材不足は、継続的課題であり、特に看護師等の人材不足

が大きな課題です。 

介護サービス事業所における職員に対する処遇改善が職員の継続した就労、新たな人材

確保につながります。 

複雑多様化する介護ニーズに対応し、質の高いサービスを提供するためにも、介護人材

に対する質の向上が必要となります。 

 

＜今後の方針＞ 

介護サービス事業所に対し、介護報酬における処遇改善加算を活用し、職員に対する処

遇改善を推進するよう働きかけます。 

質の高いサービス提供ができるよう、在宅医療、認知症等の専門的な研修を開催し、介

護サービス事業所に対し、多くの職員が参加できるよう働きかけます。 

質の高いサービス提供ができるよう、多職種の専門職が参加する地域ケア会議への積極

的な参加を働きかけます。 
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３ ⾼齢者福祉の充実  
 

３－１ ひとり暮らし・高齢者世帯等への生活支援の推進 

 

 

 

 

 

 

 

３－１－１ 生活支援サービス事業の推進 

 

①生活支援型配食サービス事業 

 

＜概要＞ 

在宅のおおむね 65 歳以上のひとり暮らし高齢者の世帯、高齢者のみの世帯および障が

い者のみの世帯等で、食事の調理が困難な人を対象に、弁当を配達します（月～金曜日の

週５回まで昼食の弁当で１食 300 円の利用者負担あり）。栄養状態・健康状態を良好に保

てるよう栄養バランスのとれた食事を提供するとともに、安否の確認を行います。 

 

＜現状と課題＞ 

ひとり暮らし高齢者へ安定した食事の提供を図り、定期的な訪問により安否の確認がで

きることから有効な事業であります。 

しかしながら、民間サービスも拡充されてきたことから利用実績が減少しており、今後、

事業のあり方を検討する必要があります。 

 

＜今後の方針＞ 

安否確認が行われることから当該事業は有効な事業であるため、現状維持とします。 

夕食、土・日利用、カロリー食等、多様なニーズに対応するため、民間サービス、公的

サービスの事業の役割およびあり方を検討します。 

 

■数値目標 

 
実績 見込み 

平成 28 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

延べ利用件数（件） 4,466 5,880 5,880 5,880

 

  

高齢化の進展により、ひとり暮らし高齢者や高齢者だけの世帯等、何らかの生活支援を求める

高齢者が増えています。 

このような状況の中で、高齢者が自宅で安心して生活することができるよう生活支援サービス

の充実に努めます。 
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３－１－２ ひとり暮らし高齢者等の安心支援サービスの推進 

 

①日常生活用具の給付等事業 

 

＜概要＞ 

在宅のおおむね 75 歳以上のひとり暮らし高齢者等で、日常生活用具の給付の要件に該

当する方を対象に、電磁調理器および自動消火器等の給付をすることで、地域で安心して

自立した生活が送れるための支援を行います。 

 

＜現状と課題＞ 

平成 28 年度に給付実績および今後の高齢化を見据え、給付対象者および給付対象品の

見直しを行いました。 

給付実績数は減少していますが、今後増加が見込まれるひとり暮らし高齢者等の生活状

況等を把握し、必要な用具を見直し、事業の継続を図る必要があります。 

 

＜今後の方針＞ 

今後、ひとり暮らし高齢者等の増加が予測されるため、サービス情報の周知を続け、高

齢者の実態に応じた給付方法や内容を検討し、利用促進を図ります。 

 

■数値目標 

 
実績 見込み 

平成 28 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

日常生活用具給付件数（件） 1 2 3 4
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②緊急通報装置設置事業 

 

＜概要＞ 

町内に住所を有する 75 歳以上のひとり暮らし高齢者または 75 歳以上の高齢者で構成さ

れる世帯であって、高齢者に発作を生じる持病があるなど当該高齢者が日常生活を営む上

で、常時注意を要する状態にある高齢者を対象に、24 時間体制のセンターに異常を知らせ

ることができる緊急通報装置を設置し、センターから定期的な安否確認や相談等も併せて

行うことで、地域で安心して自立した生活が送れるための支援をします。 

 

＜現状と課題＞ 

平成 28 年度に給付実績および今後の高齢化を見据え、事業の見直しにより、対象者を

75 歳以上としました。 

設置台数は減少していますが、今後は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、それに伴う需要に対応する必要があります。 

 

＜今後の方針＞ 

今後はひとり暮らし高齢者等の増加が予測されるため事業を継続し、ひとり暮らし高齢

者等の不安解消のため利用促進を図ります。 

 

■数値目標 

 
実績 見込み 

平成 28 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

設置台数（台） 33 45 50 55
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③救急医療情報キット配布事業 

 

＜概要＞ 

おおむね 65 歳以上の高齢者を対象に、そのかかりつけ医療機関、持病等の緊急時に必

要な情報を保管する救急医療情報キットを配布し、住民の安全と安心の確保を図ります。 

 

＜現状と課題＞ 

配布数は減少傾向ですが、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯が増加傾向にあるた

め、事業の周知啓発を行い高齢者の不安解消を行う必要があります。 

 

＜今後の方針＞ 

より多くの方に、救急医療情報キットを配布することで安全と安心確保を図ります。 

 

■数値目標 

 
実績 見込み 

平成 28 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

配布数（セット） 87 50 50 50
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３－１－３ 移動手段の確保 

 

＜概要＞ 

高齢化による、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯等の増加に伴い、外出に支援が

必要な高齢者も増加します。要支援認定者等に対する移動手段を確保し、地域で自立した

生活や社会参加の促進を図ります。 

また、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯等で、買い物や通院に支援が必要な高齢

者に対し、地域の支えあいなど、多様な主体による支援が広がるよう各種団体に働きかけ

推進します。 

 

＜現状と課題＞ 

要支援認定者等に対する移動手段については、介護タクシー、他市町事業所の利用によ

り、おおむね充足していると考えます。 

要介護認定者等に対する移動手段については、福祉有償運送等により賄われています。 

今後増加する、ひとり暮らし高齢者や免許証返納者等の移動手段の確保が課題となりま

す。 

新規参入事業所が無いことから計画期間内の数値目標は同数となっています。 

 

＜今後の方針＞ 

要介護認定者等については、今後増加することが予測されるため、通院、買い物等の必

要なニーズを把握し、必要な介護サービス、福祉有償運送等、必要なサービスの確保を推

進します。 

ひとり暮らし高齢者や免許証返納者等に対する移動手段の確保については、コミュニテ

ィーバスをはじめとする町内公共交通の状況に即したものとなるよう検討します。 

また、高齢者の通院、買い物等の支援については、地域の支えあいを含めた多様な主体

による支援が普及するよう、各種団体に働きかけ、推進を目指します。 

 

■数値目標 

 
実績 見込み 

平成 28 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

福祉有償運送事業所数（個所） 2 2 2 2
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３－２ 要介護認定者への生活支援の推進 

 

 

 

 

 

３－２－１ ホームケア事業の推進 

 

①おむつ助成 

②寝具洗濯乾燥サービス費助成 

③理美容サービス費助成 

 

＜概要＞ 

おむつ助成は、在宅でおおむね６か月以上前から常時おむつを使用し、要介護３以上の

高齢者等を対象に月額 7,000 円分のおむつ引換券を交付します。 

寝具洗濯乾燥サービス費助成および理美容サービス費助成は、在宅において、寝たきり

の状態にある方で要介護３以上の高齢者等を対象に、サービス利用券を交付することで、

経済的、かつ衛生面での支援を実施します。 

おむつ助成については、新規申請者が増えてきていることから、交付数も増えてきてい

ます。一方で、寝具洗濯乾燥サービス費助成や理美容サービス費助成は、利用希望は低調

となっています。 

 

＜現状と課題＞ 

実績については、それぞれで増減はありますが、今後、75 歳以上高齢者の急増により、

ニーズの増加も予測されることから、引き続き、利用者への支援を行うとともに、周知が

必要になります。 

 

＜今後の方針＞ 

重度の要介護認定者等の在宅生活を推進する上での経済的支援として、今後も引き続き

実施し、事業の周知啓発に努めます。 

 

■数値目標 

 
実績 見込み 

平成 28 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

①おむつ助成交付冊数（冊） 895 1,000 1,020 1,080

②寝具洗濯乾燥サービス費助

成利用枚数（枚） 
5 5 5 5

③理美容サービス費助成利用

枚数（枚） 
27 30 30 30

重度の要介護認定者等に対し、おむつや寝具洗濯乾燥費、理美容費にかかる費用を一部助成す

ることにより、住み慣れた地域の中での生活を続けることができるよう支援していきます。 
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３－３ 家族介護者への支援の推進 

 

 

 

 

 

３－３－１ 家族介護支援事業の推進 

 

＜概要＞ 

家族介護教室や相談会の開催により、介護方法や介護予防、介護者の健康づくりなどに

ついての知識や技術を、家族介護者や近隣の援護者、今後、介護する必要がありうる方に

習得していただきます。 

また、家族介護者のための施設見学等を実施し、介護の情報交換や介護者相互の交流を

図りつつ、介護者を一時的に介護から開放することによって、心身のリフレッシュを図る

など、介護による家族の身体的、精神的負担の軽減を図ります。 

 

＜現状と課題＞ 

家族介護教室、家族介護継続事業への参加者は横ばいです。 

しかし、介護福祉士による実技指導等介護方法を学び、知る手段として、また、介護者

のリフレッシュは心身の負担軽減を図り、在宅介護の継続、施設入所への抑制等が図られ

るなど事業の必要性はあります。 

平成 27 年度の見直し以降、いずれも参加人数は低位となっていますが、介護技術を学

ぶ機会や介護者の介護負担の軽減を図る機会として、周知方法等を検討していく必要があ

ります。 

 

＜今後の方針＞ 

教室や相談会開催の周知を図ります。 

教室等に参加できない介護者が介護方法や介護の悩みなど、気軽に相談できる相談窓口

等の周知を図ります。 

 

■数値目標 

 
実績 見込み 

平成 28 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

家族介護教室等延べ参加人数
（人） 

41 38 44 50

 

  

高齢者の介護の問題は老後の不安要因の１つでもあり、介護者の抱える身体的・精神的負担は

大きいことから、家族介護者に対する支援の充実に努めます。 
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４ ⽀えあう地域づくりの実現  
 

４－１ 認知症施策の推進 

 

 

 

 

 

 

４－１－１ 認知症高齢者に対応する体制づくり 

 

＜概要＞ 

認知症になっても、できる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよ

う、認知症高齢者とその家族を支えるため、今後も地域の医療機関と連携しながら、認知

症に対する体制づくりを進めていきます。 

 

＜現状と課題＞ 

認知症地域支援推進員を配置し、認知症の人やその家族の支援する相談業務、また、認

知症勉強会では、認知症介護者の実体験談を取り入れるなど認知症に関する事業に取り組

んでいます。 

また、認知症初期集中支援チームを設置し、初期の段階で医療機関または介護サービス

につなげるなどの個別支援を行っています。 

認知症の相談件数も増加傾向にあり、今後も認知症高齢者が増加することが予測される

ことからも、初期対応や相談支援等に取り組む必要があります。 

 

＜今後の方針＞ 

認知症地域支援推進員、認知症初期集中支援チーム員の配置等、認知症施策の住民への

周知啓発を行います。 

認知症の人やその家族が安心して生活できるような相談対応を行います。 

認知症疾患医療センターをはじめ、医療機関と介護サービス事業所等との連携を図り、

継続した支援体制を構築します。 

認知症初期集中支援チーム員が、初期段階で対応する対象者の把握に努めます。 

 

■数値目標 

 
実績 見込み 

平成 28 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

認知症地域支援推進員相談件
数（件） 

304 300 320 350

 

認知症は誰もがかかりうる身近な病気であることから、住民に対する若い頃からの認知症予防

の意識啓発、認知症に対する正しい理解促進を図るとともに、認知症高齢者に対する支援に努め

ます。また、介護する家族の心身の軽減を図る取組みを進めるなど、地域で支える仕組みづくり

に努めます。 
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４－１－２ 認知症に関する正しい知識の普及・啓発 

 

＜概要＞ 

住民が、認知症への理解を深め、認知症の予防および適切な対応ができるよう、研修会

や講演会を開催します。身近な地域で認知症予防の方法について学ぶことができる機会を

つくります。 

また、認知症の発症に対しての早期対応、早期治療につなげることを目的として、認知

症の進行に合わせて提供される医療や介護のサービスの標準的な流れである「認知症ケア

パス」を作成し普及します。 

 

＜現状と課題＞ 

認知症への関心は高くなっています。認知症の研修会だけでなく幅広い年齢層にも理解

していただくために、新たな取組みとして、平成 28 年度に映画上映会も開催しました。 

また、認知症ケアパスは研修会や地域での認知症出前講座等で配布、活用方法を説明す

るなど普及啓発を行いました。 

認知症の理解度や認知度は高くなっていますが、今後も認知症高齢者がさらに増加する

ことが見込まれることから、今後は高齢者だけでなく、身近な家族や住民全体への認知症

の正しい知識の普及啓発が必要となります。 

 

＜今後の方針＞ 

今後、ますます認知症高齢者が増加すると見込まれるため、認知症疾患医療センターと

連携を図り、認知症研修会や認知症予防教室等を始め、自治会等身近な地域で認知症につ

いて学ぶ機会を提供します。認知症への関心は高く研修会の参加者も増加しています。今

後も認知症への正しい知識の普及啓発を進めるとともに、早期発見できるチェック体制づ

くりを進めます。 

また、認知症ケアパスは情報を更新し、普及啓発に努めます。 

 

■数値目標 

 
実績 見込み 

平成 28 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

認知症研修会参加者数（人） 255 260 280 300
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４－１－３ 「認知症サポーター」と「キャラバン・メイト」の養成 

 

＜概要＞ 

認知症に関する正しい知識を持ち、地域や職域において認知症の人や家族を支援する「認

知症サポーター」を養成するための講座を実施します。 

講座の開催にあたり、認知症に関する知識や対応方法等を住民に伝える講師役として「キ

ャラバン・メイト」を養成・登録します。 

 

＜現状と課題＞ 

認知症の人や家族を支援する認知症サポーター養成講座を定期的に開催しています。 

一般の認知症サポーター養成講座を始め、小学５年生を対象にしたキッズサポーター養

成講座を定期的に開催し、支援者である認知症サポーターを養成しています。 

認知症サポーターは徐々に増えています。認知症の方を地域で支えるため、認知症を正

しく理解している住民を増やすため、今後も認知症サポーター養成講座を開催して行く必

要があります。 

また、サポーター養成講座を開催するキャラバン・メイトも養成していく必要がありま

す。 

 

＜今後の方針＞ 

増加する認知症の人を地域で支えるために、認知症サポーターの養成を進めていきます。 

認知症サポーターのフォローアップ研修を開催し、認知症サポーターが認知症の人やそ

の家族を支えるための社会資源の一つとして活躍する仕組みづくりを構築していきます。 

キャラバン・メイト連絡協議会「オレンジハートの会」のスキルアップ研修の実施とサ

ポーターの役割について検討し、認知症を地域で支えるための社会資源の一つとして活用

していく仕組みづくりを構築していきます。 

 

■数値目標 

 
実績 見込み 

平成 28 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

認知症サポーター人数（人） 3,593 4,050 4,100 4,150
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４－１－４ 認知症高齢者を見守る仕組みづくり 

 

＜概要＞ 

徘徊が心配な方とそのご家族を支援するため、おでかけあんしんネットワークを立ち上

げました。徘徊が心配な方の情報を事前に登録し、行方不明等が発生した場合、協力事業

所に行方不明者の情報を発信することで早期発見に役立てます。 

 

＜現状と課題＞ 

今後、認知症高齢者の増加に伴い、徘徊による行方不明の発生が増える可能性がありま

す。徘徊の不安を解消するための手段として、平成 29 年度からおでかけあんしんネット

ワークを立ち上げ、多様な事業所の協力を得てネットワークの構築を図りました。今後、

さらなるネットワークの強化・充実を図る必要があります。 

 

＜今後の方針＞ 

今後、おでかけあんしんネットワーク事業の普及・啓発に努めます。 

さらに協力事業所の増加を目指すとともに、円滑なネットワークの構築を図ります。 

徘徊の不安を解消するための機器（ＧＰＳ等）の活用支援について検討していきます。	

地域住民の方の意識啓発として、徘徊模擬訓練等の実施について検討していきます。 

 

■数値目標 

 
実績 見込み 

平成 28 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

おでかけあんしんネットワー
ク事業協力団体数（団体） 

－ 150 170 200
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４－１－５ 認知症高齢者の介護者に対する支援 

 

＜概要＞ 

認知症高齢者を介護する家族等を対象に、介護者同士が悩みを共有し、情報交換や助言

を行える場を提供します。 

医療・保健・福祉提供機関等が連携を図りながら、介護者の相談に対応する体制を推進

します。 

 

＜現状と課題＞ 

認知症高齢者の増加とともに、認知症の相談件数も増加しています。認知症の人を在宅

で介護していくためには、家族の支援が必要となります。 

参加者数は横ばいですが、新規の方の参加もあり、同じ悩みを持つ介護者同士が情報交

換等を行える場として、今後も提供していく必要があります。 

 

＜今後の方針＞ 

今後も「認知症家族介護者相談会・交流会」を継続し、介護者の精神的負担を軽減し、

在宅生活が継続できるよう支援していきます。また、介護者が参加しやすい環境づくりに

努めます。 

認知症高齢者とその家族の一次相談や支援を求められる場所として、認知症カフェを継

続していきます。今後は身近な相談場所として、地域密着型サービス事業所との連携を図

りながら、認知症カフェの開催等内容について検討していきます。 

 

■数値目標 

 
実績 見込み 

平成 28 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

認知症家族介護者相談会・交流
会参加者（人） 

88 95 100 110
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４－２ 在宅医療・介護連携の推進 

 

 

 

 

 

 

４－２－１ 在宅医療・介護連携の推進 

 

＜概要＞ 

医療・介護・福祉の連携を図り、在宅医療の必要性や課題を検討する協議会を設置し、

在宅医療を中心とした地域で包括的にケアを行うシステムを構築します。医療・介護・福

祉等のネットワークを築き、在宅支援のシステムを構築することにより、住み慣れた地域

で最期まで安心して暮らし続けたいと望む高齢者の願いを実現します。 

 

＜現状と課題＞ 

いなべ市と共同で「在宅医療多職種連携推進協議会」「在宅医療・介護連携研究会運営委

員会」を設置し、地域包括ケアシステム構築に向けた在宅医療・介護連携の推進に取り組

みました。 

医療関係、介護・福祉関係の多職種の専門職により、研修会等を開催し、在宅医療に向

けたネットワークづくりを推進しました。 

また、住民を対象に講演会等を開催し、在宅医療について普及啓発を図りました。 

参加者数は増加傾向にあり、在宅医療に関する住民の関心は高まりつつあります。 

在宅医療については、住民に対する普及啓発に努め、住民意識を高揚することが必要不

可欠となります。 

医師会をはじめ、多職種の関係機関と連携を図り、在宅医療の推進に取り組む必要があ

ります。 

  

今後、さらに高齢化が進むことが予想される中、たとえ病気や介護が必要になっても、住み慣

れた地域や自宅で生活することができるよう、医療関係者と介護関係者が連携を図り、包括的な

支援を行うなど、利用者が必要な時にサービスを提供できるよう努めます。 
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＜今後の方針＞ 

いなべ市、医師会をはじめとする多職種の関係機関とさらなる連携を図り、在宅医療の

推進に取り組みます。 

 

事業名 内容 

地域医療・介護の資源の把

握 

東員町、いなべ地域の「在宅医療・介護リスト」を作成し、

多職種の専門職の連携強化を図ります。 

在宅医療・介護連携の課題

の抽出と対応策の検討 

引き続き、「在宅医療多職種連携推進協議会」「在宅医療・介

護連携研究会運営委員会」により検討を進めます。 

切れ目のない在宅医療と介

護の提供体制の構築推進 

訪問診療・往診を提供する医療機関と訪問看護ステーション

との連携体制構築の強化を目指し検討を進めます。 

医療・介護関係者の情報共

有の支援 

情報共有ツール、入退院支援ルールについて、現状を分析し、

さらなるツールなどの導入を検討します。 

在宅医療・介護連携に関す

る相談支援 

長寿福祉課に在宅医療・介護連携に関する相談員を配置し

「在宅医療介護連携相談室（仮称）」として、在宅医療にお

ける、多職種の専門職の連携強化を図ります。 

さらなる相談支援体制の強化に向け、関係機関と連携した相

談室の設置を検討します。 

医療・介護関係者の研修 

引き続き、在宅医療・介護連携研究会、在宅医療多職種連携

研修会を開催し、多職種の連携強化、スキルアップを図りま

す。 

地域住民への普及啓発 
引き続き、講演会、医療介護フェアなどを開催し、地域住民

に対する普及啓発を推進します。 

在宅医療・介護連携に関す

る関係市町の連携 

引き続き、いなべ市とさらなる連携を図り、在宅医療の推進

に取り組みます。また、近隣他市町とも、定期的に情報交換、

意見交換を実施し、連携を図ります。 

 

■数値目標 

 
実績 見込み 

平成 28 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

講演会・シンポジウム参加者数
（人） 

222 250 270 300
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４－３ 地域包括支援センターの機能強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４－３－１ 地域ケア会議の推進 

 

＜概要＞ 

地域包括支援センターが、個別ケースの支援内容を通じた①地域ネットワークの構築、

②高齢者の自立に資するケアマネジメント支援、③地域課題の把握等を行うことを目的と

した、地域包括ケア会議を開催し、地域包括ケアシステムの実現に向け取り組みます。 

 

＜現状と課題＞ 

要支援認定者、事業対象者等を対象にした「自立支援型地域ケア会議」、困難ケースを対

象にした「個別ケア会議」を開催し、自立支援に向けたケアマネジメント支援、さらに、

地域包括ケアシステムの実現に向けた地域課題を把握、共有しました。 

現在、多種多様な主体によるサービスの受け皿の不足、医療機関との連携が難しいなど

が課題となっています。 

地域ケア会議の検討件数は増加しています。地域課題の把握や介護支援専門員等介護サ

ービス事業所の質の向上のためにも今後も継続して事業を実施していく必要があります。 

地域ケア会議について、検討ケースが増加するとともに、会議を構成する専門職の確保

が難しいことから、開催回数等運営方法の検討が必要です。 

 

＜今後の方針＞ 

引き続き、地域ケア会議を通して、自立支援に向けたケアマネジメントの支援、地域課

題の把握、共有に取り組んでいきます。今後、地域の共通課題を検証し、解決に向け、新

たな資源開発や施策化を検討し取り組みます。 

また、地域ケア会議のあり方を検証し、効率的な運営方法等を検討します。 

 

■数値目標 

 
実績 見込み 

平成 28 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

地域ケア会議等 検討件数（件） 39 85 85 85

地域包括支援センターは、身近な地域における高齢者の困りごと相談や在宅介護者への支援、

医療との連携、認知症施策の推進、生活支援や介護予防、権利擁護、虐待の防止発見等、高齢

者の生活を総合的に支えていくための拠点施設です。 

本町では、役場内に地域包括支援センターを１個所、北部（笹尾・城山地区）と南部（神田・

稲部・三和地区）に地域相談所をそれぞれ１個所設置しています。 

地域包括支援センターが住民に活用されるためには、より多くの方に知ってもらう必要があ

ることから、より住民に認識されるよう周知活動を継続していきます。 

また、ひとり暮らし高齢者や認知症高齢者等の増加に対応するため、業務量に応じた適正な

人員配置に努めるなど、地域包括支援センター機能の強化・充実を図ります。今後、後期高齢

者の急増が予測されるため、第２の地域包括支援センターの設置を推進します。 
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４－３－２ 総合相談支援事業の推進 

 

＜概要＞ 

地域の高齢者に対し、介護保険サービスにとどまらないさまざまな形での支援を可能と

するため、①地域におけるさまざまな関係者とのネットワークの構築、②ネットワークを

通じた高齢者の心身の状況や家庭環境等についての実態把握、③サービスに関する情報提

供等の初期相談対応、継続的・専門的な相談支援が必要な高齢者への対応等の支援を行い

ます。 

 

＜現状と課題＞ 

高齢者の増加に伴い、高齢者福祉サービスや認知症に関する相談、ひとり暮らし等の権

利擁護に関する相談等多種多様な相談が増えつつあります。相談件数は年々増加傾向にあ

ります。地域とのネットワークづくりや各機関との連携を強化するとともに、身近な相談

窓口として地域包括支援センターや地域相談所について周知啓発する必要があります。 

 

＜今後の方針＞ 

地域相談所（ブランチ）と協力、連携し、地域の高齢者のさまざまな相談を受け止め、

支援していきます。 

地域に出向いて初期相談を展開し、地域のネットワークを利用しての相談体制の構築（実

態把握）を図り、相談内容を正確に把握し、的確な対応、支援に努めます。 

関係機関とのネットワーク構築により、さまざまな高齢者の把握、そして相談支援に努

めます。 

 

■数値目標 

 
実績 見込み 

平成 28 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

相談者延べ人数（人） 2,158 2,250 2,300 2,350
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４－３－３ 権利擁護事業の推進 

 

＜概要＞ 

実態把握や総合相談の過程で、特に権利擁護の観点から支援が必要と判断した場合、適

切な制度活用の支援を行います。 

 

＜現状と課題＞ 

高齢者が増えていく状況下においては、認知症高齢者や対応困難な高齢者の増加等、権

利擁護を必要とする高齢者の増加が予想されます。 

参加者は少ないものの、今後も引き続き住民への権利擁護事業の正しい理解と知識の普

及啓発を図る必要があります。また、権利擁護を必要とする高齢者を早期発見・支援する

ためのネットワークづくりの構築が必要となります。 

 

＜今後の方針＞ 

今後も継続して、高齢者の権利擁護を図るために、各種制度を活用した対応を図ります。 

住民への権利擁護事業の正しい理解と知識の普及・啓発を図ります。 

 

■数値目標 

 
実績 見込み 

平成 28 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

研修会延べ参加人数（人） 25 30 35 40
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４－３－４ 成年後見制度利用支援事業の利用促進 

 

＜概要＞ 

成年後見制度の利用促進のための広報、普及活動のほか、親族がいない方等で必要に応

じて町長による成年後見開始審判の申し立てを行います。また、判断能力が不十分な認知

症高齢者等に対し、成年後見制度による保護を受けるため、制度の利用を支援します。 

 

＜現状と課題＞ 

今後、高齢者の増加に伴い認知症高齢者の増加が予測されることから、成年後見制度を

必要とする高齢者の増加が予想されます。 

町長申し立てによる成年後見制度利用については、公的なセーフティーネットとして、

継続的な支援の必要があります。 

今後は、制度の正しい理解のための普及啓発と制度の利用を支援していく必要がありま

す。 

 

＜今後の方針＞ 

今後、本事業の一層の普及啓発に努め、利用が必要な人の利用促進を図ります。 

 

■数値目標 

 
実績 見込み 

平成 28 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

町長申し立てによる成年後見
制度利用件数（件） 

0 1 0 1
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４－３－５ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業の推進 

 

＜概要＞ 

個別の相談窓口を設置し、ケアプラン作成技術の指導や個別指導・相談、支援困難事例

への指導助言等、医療機関を含む関係施設やボランティアなどさまざまな地域における社

会資源との連携・協力体制の整備等包括的・継続的なケア体制の構築等を行います。 

 

＜現状と課題＞ 

末期がんや支援困難事例等、多種多様な要介護認定者が増加しつつあります。 

今後は、介護支援専門員の質の向上のために研修内容を検討していく必要があります。 

また、介護支援専門員の個別相談支援や個別ケア会議等相談支援を行い、困難事例にも

対応できるよう研修会等により介護支援専門員の資質向上に努める必要があります。 

 

＜今後の方針＞ 

主任介護支援専門員と連携を図り、情報提供や研修会の開催等により、介護支援専門員

の資質向上を目指します。 

介護支援専門員と連携を図り、介護支援専門員の資質向上のための研修会等を開催し、

ケアマネジメント力を高めるよう取り組みます。また、介護支援専門員の個別相談支援を

積極的に行い、高齢者が地域で暮らしていくために、医療機関や地域のインフォーマルサ

ービス※、その他関係機関との連携体制の構築につなげます。 

 

 

■数値目標 

 
実績 見込み 

平成 28 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

研修会等開催回数（回） 5 5 5 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※インフォーマルサービス：近隣や地域社会、ボランティアなどが行う介護保険外のサービスのこと 
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４－４ 地域支えあい・生活支援体制整備 

 

 

 

 

 

 

 

４－４－１ 地域支えあい・生活支援体制整備 

 

＜概要＞ 

生活支援コーディネーターを配置するとともに、協議体を設置し、高齢者を支える地域

の支えあいの体制づくりを推進します。さらには、各地域において元気な高齢者をはじめ、

住民主体の活動やＮＰＯ、民間企業等多様な主体による、高齢者の日常生活を支援する多

様なサービスの提供体制を構築します。 

 

＜現状と課題＞ 

生活支援コーディネーターの配置により、支えあいの体制づくりのうち、居場所づくり

（カフェ活動）が各地域において徐々に進みつつあります。 

一部の地域においては、高齢者のみならず、子どもから地域のすべての人が参加できる

居場所づくり（カフェ活動）が展開されています。 

それぞれの地域で、地域支えあい活動についての意識や理解に差があり、進捗状況に差

がでてきています。 

 

＜今後の方針＞ 

多くの地域で、地域の支えあい、多様な主体による多様な日常生活を支援する体制を推

進します。 

生活支援コーディネーターを中心に、各地域で取り組まれている支えあい活動のＰＲを

推進し、それぞれの地域で担い手となる人材の育成を推進します。 

地域包括ケアシステムの構築を目指し、地域の居場所づくり（カフェ活動）から日常生

活を支援する取組みへの普及を働きかけ、推進を図ります。 

 

■数値目標 

 
実績 見込み 

平成 28 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

生活支援コーディネーター数（人） 1 2 2 2

地域支えあい活動数（団体） 11 15 17 20

今後、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯が、ますます増加することが予測されます。こ

のような状況においては、地域の支えあい活動を推進するとともに、地域で助けあう生活支援体

制の構築が公的な支援と併せて地域の中での見守り等の支援が不可欠となります。そこで、地域

支えあいの推進、地域での見守りのネットワークを構築するとともに、ボランティアやＮＰＯな

どによる支援活動を推進していきます。 
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４－４－２ 高齢者見守りネットワークの推進 

 

＜概要＞ 

年々増加しているひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯の中には、閉じこもりなどか

ら近隣のつながりが希薄となり、地域社会から孤立するケースがあります。地域の協力を

得て見守ることで、地域の高齢者の異変に素早く対応できるネットワーク体制の構築を目

指します。 

 

＜現状と課題＞ 

高齢者見守りネットワークを立ち上げ、多様な事業所の協力を得て構築を図りました。

今後、さらなる見守りの強化・充実を図る必要があります。 

今後は、住民への普及啓発を図るとともに、協力事業所の増加や見守りの強化・充実を

図る必要があります。 

 

＜今後の方針＞ 

高齢者見守りネットワーク事業の普及啓発に努め、地域全体で見守るまちづくりを推進

します。 

ネットワーク連絡会を開催し、円滑な見守り体制を構築し、高齢者の安心・安全を確保

します。 

 

■数値目標 

 
実績 見込み 

平成 28 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

高齢者見守りネットワーク事
業協力団体数（協力団体） 

－ 150 170 200
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４－４－３ ボランティア・ＮＰＯの養成と活用 

 

＜概要＞ 

多様な分野で活躍するボランティア団体やＮＰＯが存在します。これらの団体は、公的

支援では賄いきれない部分での支援を柔軟に展開する心強い存在です。市民活動支援セン

ターと連携を図り、これらの団体に対し、活動拠点や情報提供等の支援を行い、その活動

を支援します。また、これらのボランティアやＮＰＯの活動に高齢者が積極的に参加でき

るように情報の提供やコーディネートを行います。 

 

＜現状と課題＞ 

平成 29 年度までの計画期間において、地域包括ケアシステムの構築、地域における支

えあいの必要性について、意識の啓発に取り組んできました。しかしながら、地域での活

躍、社会参加に対する高齢者の意識、地域における支えあいの関心について、地域差があ

ります。 

高齢者の社会参加を促進する地域ボランティア制度の登録者数は増加傾向にあります。 

しかし、活動場所、活動内容に偏りがあり、魅力ある内容を検討する必要があります。 

平成 28 年度から市民活動支援センターが設置され、登録団体への支援および団体への

加入促進を図っていますが、市民活動への参加者数は減少傾向にあります。 

 

＜今後の方針＞ 

地域福祉担当課および社会福祉協議会と協働し、地域ボランティア制度（ポイント制ボ

ランティア）の拡充について検討し、より多くの高齢者の社会参加、地域での活躍を目指

します。 

市民活動支援センターについて、引き続き、普及啓発を図るとともに、市民活動団体が

増え、活発な活動が行われるよう、関係部署と連携し推進していきます。 

市民活動支援センター、生活支援コーディネーター、町が連携し、ＮＰＯ、ボランティ

ア団体の情報、活動状況、課題等を共有し、すべてが協働して活動できるよう、相互のネ

ットワークの構築とその拡充を目指し事業に取り組んでいきます。 

 

■数値目標 

 
実績 見込み 

平成 28 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

地域ボランティア登録者数（人） 62 90 100 110

市民活動支援センター登録団体
数（団体） 

60 65 70 75
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４－４－４ 「自助」「互助」の推進 

 

＜概要＞ 

年々高齢化が進む中、住み慣れた地域で安心した生活を継続するためには、高齢者福祉

等の「公助」、介護保険制度等の「共助」のみならず、自分の持てる能力を発揮する「自助」、

地域の支えあいや見守りなどの「互助」が重要となります。 

地域における「自助」「互助」の推進を図るため、町社会福祉協議会と連携し地域づくり

に取組みます。 

 

＜現状と課題＞ 

社会福祉協議会が実施する「地域福祉座談会」により、全地区が地域特性に合った支え

あい・助けあい活動に取り組めるよう働きかけます。 

「地域福祉座談会」の実施について、意識や理解に差があり、進捗状況に差がでてきて

います。「自助」「互助」に対する意識・関心の増大が必要です。 

 

＜今後の方針＞ 

社会福祉協議会が実施する「地域福祉座談会」を中心とし、地域の支えあいの推進にあ

わせ、「自助」「互助」に対する意識啓発、推進を図ります。 

 

『取組み例』 

○地域福祉座談会を中心にした地域福祉の推進 

地域の特性に合った支えあい・助けあい活動ができるよう、地域福祉座談会の開催、

地域福祉活動推進助成金等の活用により、地域づくりを応援します。 

○その他の事業 

・シニアカレッジ 

地域リーダーやボランティアなどの育成、仲間づくり、生きがい、社会参加のために

学び、交流することを目的に、講座を開催します。 

・ふれあい型配食サービス 

ボランティアが在宅のおおむね 65 歳以上のひとり暮らしなどの高齢者を対象に、お弁

当を作り、配達することによりふれあいを図るとともに、安否確認を行い、地域で自立

した生活を応援します。 

・介護タクシー券助成事業 

要支援認定者に対し、タクシー券を配布することにより、移動手段を確保し、地域で

自立した生活や社会参加の促進を図ります。 

 

■数値目標 

 
実績 見込み 

平成 28 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

地域福祉座談会開催自治会数 
（自治会） 

9 16 18 20
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５ 安⼼のまちづくりの推進  
 

５－１ 住環境、都市環境の整備の推進 

 

 

 

 

 

 

５－１－１ 高齢者福祉施設等の整備の推進 

 

＜概要＞ 

高齢者が住み慣れた地域で暮らせるよう、養護老人ホーム、ケアハウス、有料老人ホー

ムなど、多様な居住の場の確保に努めます。 

また、医療・介護サービスと連携可能な有料老人ホームなどの居住の場の確保を検討し

ます。 

 

＜現状と課題＞ 

急激な高齢者の増加に伴い、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯が増加し、高齢者

の施設入所として、多種多様な施設サービスのニーズが増加しています。 

町内の有料老人ホーム設置数は、徐々に増加しています。今後も徐々に増加することが

予測されます。 

医療ニーズが高い高齢者についても、有料老人ホームなどの利用ニーズも増加すること

が予測されます。 

 

＜今後の方針＞ 

サービス付き高齢者向け住宅を含め、有料老人ホームなど、多様なニーズの動向に対応

可能な、施設の確保を住宅部局と連携を図り、検討していきます。 

医療ニーズが高い高齢者についても、住み慣れた地域で暮らせるよう、在宅医療、看取

りなどに対応可能な有料老人ホームなどの確保を推進します。 

 

■数値目標 

 
実績 見込み 

平成 28 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

有料老人ホーム数（個所） 6 6 7 7

  

高齢者が住み慣れた地域で暮らせるよう、多様な居住の場の確保に努めるとともに、道路、公

共施設のバリアフリーを進め、高齢であっても、介護が必要であっても安心して暮らせる人にや

さしいまちづくりを進めます。 
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５－１－２ 道路や公共施設のバリアフリーの推進 

 

＜概要＞ 

子どもから高齢者、障がいのある方すべての人にやさしいまちづくりを目指します。 

 

＜現状と課題＞ 

高齢者のみならず、子ども、障がいのある方、すべての住民が安全に通行、使用できる

環境のさらなる整備が必要となります。 

歩道の改修等にあわせ、歩道の狭い一部地域に対し、安全に通行できる歩道の整備を推

進しました。 

 

＜今後の方針＞ 

町の財政事情等も考慮しつつ、効果的、効率的に、公共施設の環境整備、道路の整備等

のバリアフリーを推進していきます。 

歩道の改修等にあわせ、安全に通行できる歩道の整備を継続して推進します。 

 

 

  



第６章 基本計画 

118 

５－２ 防災・防犯体制の整備の推進 

 

 

 

 

 

 

５－２－１ 高齢者の防災体制の整備の推進 

 

＜概要＞ 

要配慮者となりやすい高齢者に対する防災対策として、地域における高齢者の所在把握

や救助方法等、被災した際に機能する体制づくりを進めていきます。 

また、要介護者や障がいのある方等、要配慮者に対する避難所として、平成 29 年度に

は福祉避難所を指定しました。 

今後は、指定した福祉避難所の運営マニュアルを整備するなど実際の災害に対応できる

体制づくりが必要となります。 

 

＜現状と課題＞ 

高齢者を含む要配慮者への防災対策や、地域防災力を強化するためには、町および防災

機関、町民が一体となって取り組んでいく必要があります。そのためには平常時から緊急

時に対応できる体制づくりが必要となり、指定した福祉避難所の運営マニュアルや運用方

法等を整備する必要があります。 

 

＜今後の方針＞ 

「東員町地域防災計画」に沿って事業を進めるとともに、民生委員・児童委員を通じて

行う、ひとり暮らし高齢者等の調査や、他の関係機関と連携することで、高齢者や障がい

のある方等要配慮者の把握に努め、地域で情報共有を図るなど横断的な避難支援体制の整

備を図ります。 

また、福祉避難所につきましては、町内福祉事業所と連携を図り、具体的な運用方法等

を検討し、緊急時に対応できる体制整備に努めます。 

 

■数値目標 

 
実績 見込み 

平成 28 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

福祉避難所数（個所） 0 16 16 17

 

 

  

高齢者は災害時要援護者や犯罪の被害者になりやすい傾向があります。そのため、防災体制づ

くりや防犯体制づくりに努めていきます。また、行政と消防関係者、警察署等との連携を深め、

情報を共有しあえる体制を整えていきます。 
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５－２－２ 高齢者の防犯体制の整備の推進 

 

＜概要＞ 

振り込め詐欺や悪質商法、ひったくりなどの被害者となりやすい高齢者等に対する防犯

対策および地域における緊急時の連絡・相談、救済方法等の防犯体制づくりに努めます。 

防犯体制を含め、日頃から高齢者等を見守る体制を構築し、安心して暮らせるまちづく

りを推進します。 

 

＜現状と課題＞ 

75 歳以上高齢者の増加に伴う、ひとり暮らし高齢者や認知症高齢者の増加により、地域

における犯罪防止機能の低下が懸念されます。 

 

＜今後の方針＞ 

悪徳商法等の被害情報をとういんプラムトピックス、広報・回覧および行政情報メール

により、住民へ早期に周知することにより犯罪防止を推進します。 

いなべ警察署や関係機関、高齢者がかかわることの多い、金融機関やスーパーなどの事

業所と連携を図り、日頃から高齢者等を見守る体制を構築することにより、犯罪の未然防

止を図るとともに、各地域の団体等へ出前講座を開催し、高齢者等の防犯意識の高揚を図

ります。 
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５－３ 情報提供体制の整備の推進 

 

 

 

 

 

 

５－３－１ 情報提供体制の整備の推進 

 

＜概要＞ 

保健・福祉・介護等の情報を高齢者に提供します。 

 

＜現状と課題＞ 

ひとり暮らし高齢者、高齢者のみの世帯の増加に伴い、情報提供の方法を分かりやすく、

広く周知する方法を検討する必要があります。 

平成 26 年度と比較して、認知度が大きく減少しています。 

介護保険制度をはじめ、さまざまな情報提供の方法を検討する必要があります。 

 

＜今後の方針＞ 

高齢者にも分かりやすく親しみやすい町広報誌やホームページづくりに努めるとともに、

保険料の算定通知の機会を利用して、周知用パンフレットを同封するなどにより、引き続

き周知に努めます。 

 

■数値目標 

 
実績 見込み 

平成 28 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

介護保険制度の認知度（％） 
（計画アンケート調査から） 

－ － － 60.0

 

 

安心して暮らせるまちづくりを推進するためには、行政からの情報提供が必要になります。住

民の誰もが簡単に情報が手に入るように、多様なメディアによる双方向の情報提供ができる体制

を整えます。 


