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第４章 施策の展開 

介護保険制度は、地域包括ケアシステムを推進する観点から共生型サービスの創設の

ほか、生活支援や介護予防、認知症施策などの地域づくりに関わる取組を進めてきました。 

令和２（2020）年６月に公布された「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の

一部を改正する法律（法律52号）」により、令和22（2040）年を見据えながら、地域

共生社会の実現をめざすこととなりました。具体的には、地域住民の複雑化・複合化し

た支援ニーズに対応する包括的な支援体制構築の支援、地域特性に応じた認知症施策や

介護サービス提供体制整備の促進、医療・介護データ基盤整備の推進、介護人材確保や

業務効率化の取組の強化、社会福祉連携推進法人の創設など社会福祉法等に基づく社会

福祉基盤の整備と介護保険制度の一体的な見直しとなりました。 

第８期計画の施策展開は、計画の基本理念「高齢者の安心と自立生活を実現するまち」

の実現をめざすため、包括的な支援体制構築などの社会福祉基盤の整備とあわせて介護

保険制度に基づく地域包括ケアシステムをはじめ、５つの基本目標に関連する多様な施

策を一体的に展開していきます。 
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基本目標Ⅰ 積極的な社会参加の促進 

１ 高齢者の多様な社会参加への支援 

高齢者が地域社会において自立した生活を営むためには、生活機能の維持だけでなく、

生きがいを持って日常生活を過ごすことが重要です。具体的には、高齢者が趣味や特技、

老人クラブなどの活動を通じて地域社会と交流できる場、高齢者がこれまでに得た技能

や経験を活かしたボランティア活動、就労的活動を通じて、地域や社会を構成する一員

として社会貢献できる場の提供に努めます。 

 

≪事業展開≫ 

事業名 ①老人クラブへの支援 担当課 保険福祉課 

事業内容 

老人クラブの活動への参加促進・補助を行うことで、高齢者の生きがいづくりや健

康づくり活動、社会活動を支援します。サロン活動や多世代との交流事業の支援、

未加入の高齢者への周知等を行っています。 

今後の方針 
参加者は増加しているものの、会員は減少しているため、継続して未加入者への周

知を行います。 

 

事業名 
②高齢者の生きがいづくりと 

健康づくり推進事業 
担当課 保険福祉課 

事業内容 

高齢者が家庭・地域・企業等、各分野で豊かな経験と知識・技能を活かすことがで

きるよう、各団体への参加・協力を呼び掛けます。また、閉じこもり傾向にあるひ

とり暮らし高齢者へ戸別訪問を行い、一般介護予防事業や様々な地域の事業への参

加を促し、周知することで閉じこもり解消のきっかけづくりを行います。 

今後の方針 

閉じこもり傾向にありながら、誘い出しを行っても改善されない方に向けて、住民

が参加したいと思える事業の提供のため、地域住民のニーズ把握を行います。 

社会的孤立感の解消や、予防事業での他者との交流が生き甲斐になることをめざ

し、今後も継続していきます。 

 

事業名 ③文化教室 担当課 生涯学習課 

事業内容 
高齢者のニーズを的確に把握し、大正琴・華道・書道・詩吟等、各種講座の開催に

よって学習機会を創出します。 

今後の方針 

講師の高齢化に伴い教室から自主活動サークルへの移行が多くなり、教室の講師確

保が難しくなっているのが課題ですが、今後も広報等での生徒募集を広く行い、新

規加入者を募っていきます。 
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事業名 ④文化発表・展示等の実施 担当課 生涯学習課 

事業内容 
学習活動の成果を発表する機会を設けるとともに、高齢者の豊かな技術や経験を学

習活動の成果として活かす機会の推進に努めます。 

今後の方針 
天候等の影響により、来場者数がほぼ一定もしくは減少となる場合があります。よ

り広く発表・展示を見てもらえるよう、周知に努めます。 

 

事業名 ⑤ハローワークとの連携 担当課 保険福祉課 

事業内容 
ハローワークと協力・連携し、高齢者の雇用機会を拡大していくための支援を行い

ます。 

今後の方針 未実施のため、ハローワークとの連携を進めます。 

 

事業名 ⑥福祉人材センター 担当課 保険福祉課 

事業内容 

町内在住の高齢者（おおむね60歳以上の方）の希望に応じて、臨時的かつ短期的な

就業またはその他の軽易な業務にかかる就業の機会を提供することで、生きがいの

充実、社会参加の増進を図り、高齢者の能力を生かした活力ある地域社会づくりを推

進します。 

今後の方針 社会福祉協議会との連携を進め、事業の周知・啓発に努めます。 

 

 

≪評価指標≫ 

指 標 （単位） 
実 績 見込み 目 標 

H30年度 R１年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 

老人クラブの年間活動（回） 111 110 95 135 141 147 

公民館における文化教室の 
開催数（回） 

10 11 9 9 9 9 

文化発表・展示等の参加団体数
（団体） 

43 42 中止 40 40 40 

福祉人材センター登録者数（人） 19 17 22 25 27 29 
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基本目標Ⅱ 健康づくりと介護予防の一体的な取組 

１ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施 

「健康保険法等の一部を改正する法律（令和元年法律第９号）」による改正後の介護保

険法等に基づき、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

予防の一体的な実施を推進し、高齢者はもとより、すべての町民が健康づくりのために

保健福祉センターを気軽に利用できるよう機能強化に努め、若い年齢からの介護予防を

推進していきます。 

また、健康診査や各種がん検診等の受診促進を図り、生活習慣病予防や、生活習慣の早期

改善を実現し、住民の健康づくりを支援します。さらに、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など、疾病予防・重症化予防の促進をめざします。 

（１）生涯を通じた健康づくりへの支援 

≪事業展開≫ 

事業名 ①健康手帳の交付 担当課 子育て健康課 

事業内容 
健康の保持・増進のために、健康手帳を有効に活用してもらうよう、広報誌に掲載

する等普及啓発を図ります。 

今後の方針 
集団検診の際に交付し、検診や健康管理の記録として活用されていますが、広く周

知できていないため、今後も普及啓発に努めます。 

 

事業名 ②健康カレンダーの配布 担当課 子育て健康課 

事業内容 
町民の健康への関心を高め、「自分の健康は自分で守る」健康管理を支援するため、

健康カレンダーを各戸に配布します。 

今後の方針 
保健事業の日時と内容を掲載しており、カレンダーを見て事業に参加される方もい

るため、今後も継続して実施していきます。 

 

事業名 ③講演会等の開催 担当課 保険福祉課 

事業内容 
健康づくりに関する講演会やイベント等を行い、健康づくりへの関心を高める啓発

を行います。 

今後の方針 

「健康づくり＝身体的」ではなく、社会的、心理的な健康づくりに繋がる講演会を

今後も継続して実施していきます。また、参加者アンケートの実施等を検討し、町

民に関心の高い健康に関する内容を選定する等、参加者の満足度向上を図ります。 
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事業名 ④広報誌への掲載 担当課 子育て健康課 

事業内容 
健康づくり思想の普及のため、毎月発行の「広報あさひ」に健康情報を掲載します。

また、ホームページへの掲載も行います。 

今後の方針 

健康に関係のある記念日や月間を紹介し、自身や家庭でできる、健康づくりに関す

る情報等、健康に関する知識を掲載していますが、月によって対象となる年齢層が

違い、年間で提供できる情報量が偏りやすいことが課題です。多くの方にアプロー

チできる紙面づくりを検討します。 

 

事業名 ⑤基本健康診査 担当課 
保険福祉課 
子育て健康課 

事業内容 

がん・心臓病・脳卒中等の生活習慣病を早期に発見し、診査結果に基づいて栄養や

運動等の生活指導や適切な治療へとつなげることを目的とし、特定健診、後期高齢

者健診、成人健康診査、国保日帰り人間ドックを実施します。 

今後の方針 

【国保特定健診】 

県平均より受診率は高い状況ですが、国の示す目標値には達していないため、今後

も未受者対策を推進し、受診率向上をめざします。 

【後期高齢者健診】 

三重県後期高齢者医療広域連合が主体で実施。当町の受診率は年々増加しており、県

平均より高い状況ですが、国の示す目標値には達していないため、今後も周知などを

実施し、受診率向上を目指します。令和２（2020）年度より質問票がメタボチェッ

クからフレイルチェックとなるため、介護予防事業の指標として活用を検討します。 

【国保日帰り人間ドック】 

特定健診を含む様々な検査項目や各種がん検診もセットとなった内容で、希望者が

年々増加傾向です。健診希望者の動向をみて、定員の拡大や内容の充実を図り、受

診率の向上を目指します。 

【成人基本健康診査】 

託児を実施するなど受診しやすい環境づくりをめざしているが、受診率の向上に繋

がっていないため、今後も休日検診などを実施し、受診率の向上に努めます。 

 

事業名 ⑥健診後の個別事後相談 担当課 保険福祉課 

事業内容 
健康診査の結果で要指導者となった方に対して、生活習慣病予防、介護予防、医療

費削減の観点から個別指導を実施します。 

今後の方針 

国保特定健診受診者に対する文書通知や訪問勧奨等、積極的な利用勧奨により特定

保健指導終了率は年々向上していますが、国の示す目標値に至っていないため、今

後も未利用者対策を推進していきます。また、検査結果をみると受療勧奨域や非肥

満型高血糖の方もいるため、重症化予防に向けて個別指導を継続していきます。 
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事業名 ⑦健康相談 担当課 子育て健康課 

事業内容 

生活習慣病の予防、健康の保持・増進につなげることを目的とし、保健福祉センタ

ーにおいて、管理栄養士、保健師、看護師等が、健康に関する指導および助言を行

います。 

身体測定や体脂肪等の測定、血圧測定、尿検査を行っており、その結果や持参され

た健診結果票をもとに相談者の悩み等を聞き取って、健康に関する指導及び助言を

行っています。 

今後の方針 
保健福祉センターにて、年２回の健康に関するイベントを実施します。 

希望者に対し、随時健康相談を行います。 

 

事業名 ⑧健康教育 担当課 
保険福祉課 
子育て健康課 

事業内容 

生活習慣病の予防や健康増進等に関する正しい知識の普及と、「自らの健康は自ら

守る」という意識と自覚を高めることを目的とした、国保保健事業（運動教室など）、

ウォーキング教室、健康体操等を実施します。 

今後の方針 

健康講座を利用された方の満足度は高い状況ですが、利用者数が少ないため、今後

も積極的に事業の周知を実施していきます。ウォーキング教室、健康体操では参加

者の高齢化が進んでおり、参加者の減少が課題となっているため、同様に周知に努

めます。国保保健事業については、対象者の健診結果をもとに健康の維持・増進の

ため講座を検討します。 

 

事業名 ⑨がん検診等 担当課 子育て健康課 

事業内容 
各種がんの早期発見と早期治療を目的に、胃がん検診、乳がん検診、子宮がん検診、

大腸がん検診、肺がん検診、前立腺がん検診、骨粗しょう症検診を実施します。 

今後の方針 
集団検診・個別検診の場所を設け、各種がん検診を実施していますが、受診率に繋

がっていないため、今後も、休日検診などを実施し、受診率の向上に努めます。 

 

事業名 ⑩訪問指導 担当課 保険福祉課 

事業内容 

療養上の保健指導が必要な方とその家族、および生活習慣改善が必要な方に対し、

保健師・看護師等が訪問指導を行います。また、本人や家族の困りごとについて、

各関係機関（介護保険事業所や障害福祉サービス事業所及び医療機関等）と情報共

有・連携し、安定した在宅生活を支援します。 

今後の方針 
現在、訪問指導を必要とする対象者が少ないものの、今後対象者が増加した場合の

専門職員不足が懸念されるため、対象者の状況を見て人員増加を検討します。 
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事業名 ⑪健康づくり意識の啓発 担当課 
保険福祉課 
子育て健康課 

事業内容 
生活活動を含めた身体活動や適正な食習慣を実践するとともに、町民一人ひとりの

健康知識、意識の向上と啓発を図ります。 

今後の方針 

広報及び健康教室等、健康マイレージの配布等を通じて健康知識、意識の向上と啓

発を実施しています。健康マイレージについては商工会や町内事業所などと連携を

とりつつ、啓発を継続して実施します。 

 

 

≪評価指標≫ 

指 標 （単位） 
実 績 見込み 目 標 

H30年度 R１年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 

健康手帳の交付件数（件） 400 300 150 300 300 300 

広報誌の記事掲載件数（件） 12 14 13 12 12 12 

国保特定健診（％） ４４.２ 47.4 40.0 55.6 57.5 60.0 

国保人間ドック事業（人） 98 119 80 140 140 140 

後期高齢者健診（％） 50.8 47.6 40.0 41.5 43.0 45.0 

後期高齢者歯科検診（％） 23.8 26.5 20.0 21.5 23.0 25.0 

成人基本健康診査受診率（％） 5.0 1.7 1.2 3.0 3.0 4.0 

個別事後相談の件数（件） 58 79 0 70 75 90 

上記の内保健指導終了率（％） 45.2 52.5 0.0 52.0 55.0 60.0 

健康相談件数（件） 90 193 30 100 100 150 

講座参加者数（ウォーキング教
室・健康体操）（人） 

492 272 60 300 300 300 

国保保健事業 
（講座や運動教室等）（回） 

11 10 0 8 8 8 

がん検診等受診件数（件） 3538 3054 595 3200 3200 3300 

訪問指導実施延べ人数（人） 30 38 40 40 40 40 

健康マイレージの配布枚数（枚） 200 500 300 600 600 600 
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２ 自立支援、介護予防・重度化防止に向けた取組 

住民や事業者など地域全体への自立支援・介護予防に関する普及啓発、介護予防の通

いの場の充実、リハビリテーション専門職等との連携や口腔機能向上や低栄養防止に係

る活動の推進、地域ケア会議の多職種連携による取組の推進、地域包括支援センターの

強化、ボランティア活動や就労的活動による高齢者の社会参加の促進など、地域の実態

や状況に応じた様々な取組を推進します。 

高齢者の自立支援に資する取組を推進することにより、要介護状態等になっても、高

齢者が生きがいを持って生活できる地域の実現に向け、多様なサービスである短期集中

予防サービスや、地域ケア会議、生活支援体制整備事業等の事業と連携し進めるととも

に、高齢者の心身の状態が自立、フレイル、要支援、要介護、またその状態が可変である

というように、連続的に捉え支援するという考えに立って取り組んでいきます。 

（１）一般介護予防事業の提供（介護予防・日常生活支援総合事業） 

一般介護予防事業の推進にあたっては、機能回復訓練等の高齢者へのアプローチだ

けではなく、生活機能全体を向上させ、活動的で生きがいを持てる生活ができる環境

の調整及び地域づくりなど、高齢者を取り巻く環境へのアプローチも含めた、バラン

スのとれた取組が重要です。 

効果的なアプローチ実践のため、地域における保健師、管理栄養士、歯科衛生士、リ

ハビリテーション専門職等の幅広い医療専門職の関与を得ながら、高齢者の自立支援

に向けた取組を推進し、要介護状態等になっても、高齢者が生きがいを持って生活で

きる地域の実現をめざします。さらに、多様なサービスである短期集中予防サービス

や、地域ケア会議、生活支援体制整備事業等の事業と連携して推進します。 

また、効果的・効率的な取組となるよう、令和２（2020）年の法改正も踏まえた地

域支援事業等に関するデータやアウトカム指標含む評価指標を活用するとともに、

PDCA サイクルに沿って取組を進めていきます。 

 

≪事業展開≫ 

事業名 ①一般介護予防事業 担当課 保険福祉課 

事業内容 
介護予防の通いの場の充実として、運動講座、音楽講座、医療や健康講座等の専門

講座を実施します。また、口腔機能低下を予防するための教室も実施します。 

今後の方針 
ほぼ毎日何らかの事業が行われており、事業は充実しています。住民のニーズを把

握し、事業の見直しを行いながら継続していきます。 

 

≪評価指標≫ 

指 標 （単位） 
実 績 見込み 目 標 

H30年度 R１年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 

介護予防事業参加者数 7,366 6,307 3,687 6,300 6,350 6,400 
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基本目標Ⅲ 高齢者を支える地域共生への環境づくり 

１ 生活支援事業の充実（介護予防・日常生活支援事業） 

本町では地域の課題や資源を把握した上で、生活支援コーディネーター（地域支え合

い推進員）と協働しながら協議体の運営に積極的に関与して取組を進めます。 

今後、サービスの充実を図るためにNPO・民間企業・協同組合・ボランティア等の多

様な主体による生活支援サービスの提供体制の整備に努めます。 

（１）訪問型サービス 

≪事業展開≫ 

事業名 ①訪問介護（介護予防訪問介護） 担当課 保険福祉課 

事業内容 訪問介護員による身体介護及び生活援助を行う事業です。 

今後の方針 今後も継続して実施します。 

 

事業名 ②短時間サービス（20 分以内） 担当課 保険福祉課 

事業内容 専門職による居宅での相談指導を行う事業です。 

今後の方針 現在利用者がいないため、利用の促進を図ります。 

 

事業名 
③訪問型サービスＡ（緩和した基準によ

るサービス） 
担当課 保険福祉課 

事業内容 訪問介護員による身体介護及び生活援助を行う事業です。 

今後の方針 町の実情に合ったサービスを提供できるよう、引き続き研究していきます。 

 

事業名 
④訪問型サービスＢ（住民主体による支

援） 
担当課 保険福祉課 

事業内容 住民ボランティア（ちょっと助け隊）により日常家事の支援を行います。 

今後の方針 現在利用者がいないため、利用の促進を図ります。 
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（２）通所型サービス 

≪事業展開≫ 

事業名 ①通所介護（介護予防通所介護） 担当課 保険福祉課 

事業内容 通所介護事業所（デイサービス）による機能訓練、日常生活支援を行う事業です。 

今後の方針 今後も継続して実施します。 

 

事業名 
②通所型サービスＡ（緩和した基準によ

るサービス） 
担当課 保険福祉課 

事業内容 
通所介護事業所（デイサービス）による機能訓練、日常生活支援（入浴を除く）を

行う事業です。 

今後の方針 町の実情に合ったサービスを提供できるよう、引き続き研究していきます。 

 

事業名 
③通所型サービスＢ（住民主体による支

援） 
担当課 保険福祉課 

事業内容 住民ボランティアによりサロン活動や通いの場等を実施する事業です。 

今後の方針 ボランティア団体等との連携ができるよう、情報収集に努めます。 

 

 

≪評価指標≫ 

指 標 （単位） 
実績 見込み 目 標 

H30年度 R１年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 

短時間サービスの利用者数（人） 0 0 0 1 1 1 

訪問型サービスＢの利用者数
（人） 

0 0 0 1 1 1 
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２ 自立生活への支援 

ひとり暮らしや高齢者のみの世帯、認知症の人の増加に伴い、地域サロンの開催、見

守り・安否確認、外出支援、買い物・調理・掃除等の家事支援を含む日常生活上の支援の

必要性が高まっています。 

介護保険サービスの利用だけでなく、高齢者一人ひとりの心身の状況や家庭環境等に

応じたサービスの提供を図ります。 

 

≪事業展開≫ 

事業名 
①ひとり暮らし高齢者等さわやか配食サ

ービス事業 
担当課 保険福祉課 

事業内容 
調理が困難なひとり暮らし高齢者を対象に、定期的に栄養バランスのとれた食事を

提供し、介護予防や生活支援を行うとともに、安否確認を行います。 

今後の方針 

民生委員や地域包括支援センターの協力で多くの利用がありますが、実施回数の増

加はボランティアの負担増となるため、民間業者の利用との併用等でのサービス拡

充を検討します。 

 

事業名 ②在宅高齢者ショートステイ事業 担当課 保険福祉課 

事業内容 
要介護認定で自立と認定された虚弱高齢者を対象に、養護老人ホーム等に一時的に

入所していただき、日常生活に関する指導や支援を行います。 

今後の方針 高齢者の自立した生活を支援するため、継続して体制を整備します。 

 

事業名 
③高齢者ふれあいホームヘルプサービス

事業 
担当課 保険福祉課 

事業内容 

要介護認定で自立と認定された方や虚弱なひとり暮らし高齢者等を対象に、自宅に

ホームヘルパーを派遣し、衣類の洗濯、掃除、調理等の日常生活における支援等を

行います。 

今後の方針 近年、該当者がおらず利用者も無いため、事業継続の要否を検討します。 

 

事業名 ④高齢者ふれあいデイサービス事業 担当課 保険福祉課 

事業内容 

要介護認定で自立と認定された虚弱高齢者を対象に、デイサービスセンター等にお

いて、日常生活動作訓練、教養講座、趣味創作活動等を提供し、ねたきりや認知症

の予防に努めます。 

今後の方針 近年、該当者がおらず利用者も無いため、事業継続の要否を検討します。 

 

事業名 ⑤高齢者日常生活用具給付事業 担当課 保険福祉課 

事業内容 
ひとり暮らし高齢者等を対象に、日常生活用具を給付し、在宅生活の安全確保と自

立生活への支援を行います。 

今後の方針 
近年、利用者はありませんが、高齢者の自立した生活を支援するため、継続して体

制を整備します。 
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事業名 ⑥緊急通報装置貸与事業 担当課 保険福祉課 

事業内容 
ひとり暮らし等の高齢者世帯を対象に、急病や事故等の緊急事態に対処できる機器

を設置し、高齢者の安全確保を図るとともに、日常生活の不安を軽減します。 

今後の方針 利用者数が減少しているため、制度の周知を図ります。 

 

事業名 ⑦高齢者おむつ給付事業 担当課 保険福祉課 

事業内容 
日常的に尿失禁がある高齢者および介護者支援のため、介護用品（紙おむつ、尿取

りパッド）を給付します。 

今後の方針 今後も適正に給付を行っていきます。 

 

事業名 ⑧高齢者食生活改善事業 担当課 保険福祉課 

事業内容 高齢者の食生活改善を支援するため､高齢者食生活支援料理教室等を実施します。 

今後の方針 
高血圧・糖尿病・メタボ予防料理教室をそれぞれ１回ずつ、年間３回実施しており、

今後も継続して実施します。 

 

事業名 ⑨日常生活自立支援事業 担当課 保険福祉課 

事業内容 
自らの判断で適切にサービスが受けられない、契約等ができない高齢者に対し、サ

ービスの利用援助や日常的な金銭管理を支援します。 

今後の方針 

令和元（2019）年度より全市町実施方式に変更となったため、専門員1名（兼務

職員）を配置し､生活支援員２名で業務を行っていますが、利用者の状況をみて人

員等の検討をしつつ継続して実施します。 

 

 

≪評価指標≫ 

指 標 （単位） 
実 績 見込み 目 標 

H30年度 R１年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 

配食サービスの利用者数（人） 114 119 50 115 115 115 

在宅高齢者ショートステイ事業 
利用者数（人） 

0 0 1 1 1 1 

高齢者日常生活用具給付事業 
給付件数（件） 

0 0 0 1 1 1 

緊急通報装置貸与サービス利用
者数（人） 

20 15 15 15 16 17 

おむつ給付の利用者数（人） 66 67 65 66 67 68 

高齢者食生活改善事業 
料理教室等の開催数（回） 

24 3 0 3 3 3 

日常生活自立支援事業 
利用者数（人） 

4 4 3 4 4 4 
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３ 地域における支え合いの推進 

高齢者をはじめ、すべての町民が住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らせるよう

に、町民が「我が事」として参画し、地域の人と人、人と資源が世代や分野を超えて「丸

ごと」つながることで、地域をともに創っていく「地域共生社会」の実現に向けた地域

づくりが求められています。 

そのため、身近な地域での支え合い活動を普及啓発するとともに、社会福祉協議会に

よる地域活動を中心に、自主的な支援活動やボランティア活動等の活性化を図り、住民

同士の支え合いや見守りを大切にする福祉コミュニティの形成を図ります。 

また、ボランティア活動の拡大や人材の育成として、元気な高齢者が地域や施設でボ

ランティアに参加できる体制づくりを推進します。 

 

≪事業展開≫ 

事業名 ①町民意識の啓発 担当課 保険福祉課 

事業内容 

地域で支え合いができる体制を醸成するよう、福祉に関する広報活動を充実し、福

祉への意識と関心を高める啓発活動に取り組みます。主に講演会や老人クラブ、一

般介護予防事業等での啓発を実施しています。 

今後の方針 

老人会や事業参加者を対象に実施しているため、もともと関心のある方が多く、参

加していない方への周知が課題です。様々な視点からのアプローチを検討し、啓発

に努めます。 

 

事業名 ②ボランティア団体の育成と支援 担当課 保険福祉課 

事業内容 

元気な高齢者が地域活動の担い手として、自ら地域のボランティアに積極的に参加

してもらえるよう、ボランティア保険の加入手続き、研修会等の案内や資料の提供、

活動資金確保に関する助成申請の支援、活動者への感謝状贈呈等、ボランティア団

体に対する支援を行います。 

今後の方針 
地域包括支援センターと連携し、各種受講者等へボランティアへの参加を促進する

等の働きかけを検討します。 

 

事業名 ③交流事業の促進 担当課 保険福祉課 

事業内容 
地域での行事等を中心に、多世代間交流を進めることで地域の活動を活発にし、地

域力を引き出しながら助け合い活動の促進を図ります。 

今後の方針 

互助の意識を高めるために、単発での事業だけではなく、地域との関わりを密に図

る必要があります。認知症をはじめとする地域課題への協働に向けて、同じ目的に

ついて取り組む催し等、協働意識を高める機会を計画していきます。 
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事業名 ④民生委員・児童委員への活動支援 担当課 保険福祉課 

事業内容 
民生委員・児童委員に対して、講習会等を開催し、円滑な活動ができるよう支援し

ます。 

今後の方針 毎月1回の定例会と年２回の研修会等の活動支援を継続して実施します。 

 

 

≪評価指標≫ 

指 標 （単位） 
実 績 見込み 目 標 

H30年度 R１年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 

ボランティア活動保険加入者
（人） 

261 253 256 275 300 325 

民生委員・児童委員会の開催
（回） 

14 14 14 14 14 14 
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４ 安心できる生活環境の充実 

高齢者が住み慣れた地域において安心して、安全かつ快適に暮らすため、地域との連

携による啓発活動や、各種研修会等を実施し、交通、防犯、防災、感染症などの生活安全

対策を充実させ、高齢者が安心して生活できる体制づくりに努めます。 

また、住まいは地域包括ケアシステムの基礎となるため、地域においてそれぞれの生

活のニーズに合った住まいの提供および、生活支援サービスを利用しながらも個人の尊

厳が確保された生活の実現が、保健・医療・介護などサービス提供の前提となります。 

そのため、持家や賃貸住宅の住宅改修支援に加え、住宅型有料老人ホームやサービス

付き高齢者住宅などに関する供給目標などについて、必要に応じて県と連携を図り定め

ていきます。 

（１）安全・安心な地域環境の整備 

≪事業展開≫ 

事業名 ①防犯対策の充実 担当課 総務課 

事業内容 

高齢者に対し、警察と連携して防犯についての情報を広報紙及び町公式ＨＰへの掲

載等によって提供を行うとともに、必要に応じて防犯設備の整備等、防犯対策を推

進します。 

今後の方針 今後も継続して実施します。 

 

事業名 ②防災対策の充実 担当課 防災保全課 

事業内容 
高齢者が安心して暮らせるように、啓発活動、各種研修会、防災訓練等を行い、防

災面での生活安全対策を推進します。 

今後の方針 
隔年で防災訓練と防災講演会を実施し、また、職員による出前講座も行い、防災・

減災に関する啓発を行っています。今後も継続して実施します。 

 

事業名 ③災害時要援護者の把握 担当課 
防災保全課 
保険福祉課 

事業内容 

安全で安心して暮らせる環境づくりを進めるため、ひとり暮らし高齢者等に「きず

な防災カード」を配布し、災害時等に援助が必要な対象者の現状を把握し、有事に

備えます。 

今後の方針 

避難行動要支援者避難援助プランの制度登録及び避難援助等関係者への情報提供

に対する意思確認について、関係課職員と民生委員で対象者の自宅訪問にて援助が

必要な対象者には制度登録を促し、避難行動要支援者の把握に努めます。 

 

事業名 ④家具転倒予防対策 担当課 保険福祉課 

事業内容 
地震発生時に居間等の家具転倒を防止するため、補助金具等の取り付け費用に対し

補助金を交付します。 

今後の方針 周知・啓発方法について検討します。 
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事業名 ⑤感染症に対応した対策 担当課 保険福祉課 

事業内容 

令和２（2020）年２月以降の新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ、日頃か

ら介護施設や事業所と連携し、感染拡大防止策の周知啓発、感染症発生時に備えた

平時からの事前準備、感染症発生時の代替サービスの確保に向けた連携体制の構築

を図ります。 

今後の方針 

介護施設や事業所が感染症発生時でもサービスを継続できる対応準備を定期的に

確認するとともに、介護職員や関係者が感染症に対する理解や知見を有した上で業

務に対応ができるよう、感染症に対する研修などの開催を検討します。 

また、感染症発生時も含めた県や保健所、協力医療機関等と連携した支援体制を整

備します。さらに介護施設や事業所に対しては、適切な感染防護具、消毒液その他

の感染症対策に必要な物資の備蓄・調達・輸送体制の整備に関して要請していきま

す。 

 

（２）高齢者の居住安定施策 

≪事業展開≫ 

事業名 ①高齢者住宅改修補助事業 担当課 保険福祉課 

事業内容 

居宅要支援被保険者および居宅要介護被保険者が今までと同じように自宅で暮ら

すことができるよう、家屋内外の転倒要因となりうる箇所の見直しを行い、住宅改

修を行った場合、住宅改修に関する費用の一部を助成します。 

今後の方針 事業の適正な実施の確認方法について検討しつつ、継続して実施します。 

 

事業名 ②住宅改修指導事業 担当課 保険福祉課 

事業内容 
高齢者向けに居室等の改良を希望する町民に対し、住宅改修に関する相談・助言を

行います。 

今後の方針 
指導員を使った指導の実績がないため、申請時の指導に対して指導員の協力を検討

します。 

 

事業名 
③住宅型有料老人ホームや 

サービス付き高齢者向け住宅等の確保 
担当課 保険福祉課 

事業内容 

住宅型有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅等が増加し、多様な介護ニ

ーズの受け皿となっている状況を踏まえ、将来に必要な介護サービス基盤の整備量

の見込みを適切に定めるため、県と連携してこれらの設置状況等の必要な情報を把

握する必要があります。 

現在、町内に介護付き有料老人ホームはありますが、住宅型有料老人ホーム及びサ

ービス付き高齢者向け住宅はありません。今後、新たに設置された場合には積極的

に情報共有に努めます。 

今後の方針 県と連携して設置状況等の必要な情報の把握に努めます。 
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事業名 
④養護老人ホームや 

軽費老人ホームへの入所措置 
担当課 保険福祉課 

事業内容 
養護老人ホーム・軽費老人ホームについて、その人に応じた施設等を紹介し、高齢

者が安心して暮らすことができるよう支援します。 

今後の方針 継続して実施します。 

 

 

≪評価指標≫ 

指 標 （単位） 
実 績 見込み 目 標 

H30年度 R１年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 

防災啓発活動（回） 2 2 3 3 4 4 

きずな防災カード登録者数（人） 116 160 200 230 230 230 

きずな防災カード登録率（％） 42 45 60 65 65 65 

養護老人ホームや軽費老人ホ
ームへの措置入所者数（人） 

6 6 6 6 6 6 
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基本目標Ⅳ 地域包括ケアシステムの深化・推進 

地域包括ケアシステムは、高齢期におけるケアが念頭に置かれていますが、必要な支

援を地域の中で包括的に提供し、公的な体制による支援を背景に、地域住民と行政等が

協働し、「我が事・丸ごと」の包括的な支援体制の整備に努めることで、地域包括ケアシ

ステムの強化につながるものと考えます。 

本町ではこれまで、地域包括ケアシステムの実現に向けた取り組みの中において、サ

ービス提供者と利用者とが「支える側」と「支えられる側」という画一的な関係性に陥

ることのないよう配慮しながら高齢者の社会参加等を進め、世代を超えて地域住民がと

もに支え合う地域づくりを進めてきました。 

今後も高齢化が一層進む中で、令和７（2025）年、さらにその先の令和22（2040）

年を見据え、地域包括ケアシステムの深化・推進に向けて、高齢介護・障がい福祉・児童

福祉・生活困窮者支援等の枠を超え、町民一人ひとりが生きがいや役割を持ち、助け合

いながら暮らしていくことのできる地域づくり「地域共生社会」の実現に努めます。 

■ 地域包括ケアシステムの姿 
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１ 地域包括ケアシステムを支える人材の確保及び資質の向上 

地域包括ケアシステムの推進にあたっては、介護給付サービスや地域支援事業に携わ

る質の高い人材を安定的に確保するための取組が必要です。加えて、少子高齢化が進展

し、介護分野の人的制約が強まる中、ケアの質を確保しながら必要なサービスが提供で

きるよう、業務の効率化及び質の向上に取り組むことが不可欠となります。 

そのため、必要な介護人材の確保には令和７（2025）年を見据えつつ、「介護離職ゼ

ロ」の実現に向けた介護サービス基盤の整備に伴って必要となる人材の確保のため、総

合的な取組を推進します。その際には、地域の関係者とともに処遇改善や若年層・中高

年齢層・子育てを終えた層・高齢者層等や他業種からの新規参入を促進し、離職した介

護福祉士等の届出制度も活用した潜在的人材の復職・再就職支援、離職防止・定着促進

のために働きやすい環境の整備、介護職の魅力向上、外国人介護人材の受入れ環境の整

備を行います。 

また、介護現場における業務仕分けやロボット・ICTの活用、元気高齢者の参入による

業務改善、複数法人による協同組合の推進等による生産性の向上や介護現場の革新等に

一体的に取り組みます。 

 

≪事業展開≫ 

事業名 ①福祉人材の確保や資質の向上 担当課 保険福祉課 

事業内容 
支え手となる介護職員の確保、ボランティア、NPOの育成、成年後見人の育成、認

知症サポーターの養成等、資質の向上に取り組みます。 

今後の方針 

介護職員については慢性的に不足傾向であり、確保への働きかけが必要です。 

ボランティア、NPO等については、今後も連携をとりながら支援・育成に取り組み

ます。 

成年後見人については地域に適切な後見人等候補者がいることを把握しているため、

育成は行いませんが、親族による後見を希望される場合は相談・支援を行います。 

認知症サポーターについては養成講座を年間１～２回開催し、地域住民に認知症の

周知・啓発を繰り返し行います。 

 

 

≪評価指標≫ 

指 標 （単位） 
実 績 見込み 目 標 

H30年度 R１年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 

認知症サポーター新規登録者
数（人） 

50 0 0 50 50 50 
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２ 地域包括支援センターの機能強化 

地域包括支援センターの運営に当たっては、目標や地域課題・地域住民に対して果た

す役割を定め、今後の高齢化の進展等に伴って増加するニーズに適切に対応する観点か

ら、機能や体制の強化を図ることが必要です。 

そのため、地域包括支援センターの現状と課題を適切に把握するとともに、①業務量

と業務内容に応じた適切な人員配置、②地域包括支援センターと行政との業務の役割分

担の明確化と連携強化、③PDCAサイクルの充実による効果的な運営の継続という観点

から、複合的に機能強化を図っていきます。また、運営協議会と連携をとりながら、定

期的な点検を行い、地域包括支援センターの運営に対して適切に評価を行うとともに、

積極的な体制強化に向けて、保険者機能強化推進交付金等を活用していきます。 

 

■ 地域包括支援センターの機能強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域ケア会議 
 

多職種協働による個別事例のケアマ
ネジメントの充実と地域課題の解決
による地域包括ケアシステムの構築 

※1 基幹的な役割のセンター 
（直営センターで実施も可） 
たとえば、センター間の総合
調整、他センターの後方支
援、地域ケア推進会議の開催
などを担う 

※２ 機能強化型のセンター 
過去の実績や得意分野を踏
まえて機能を強化し、他のセ
ンターの後方支援も担う 
 

地域包括支援センター 
※地域の実情を踏まえ、基幹的な役割のセンター
（※1）や機能強化型のセンター（※2）を位置づ
けるなどセンター間の役割分担・連携を強化 

朝日町 

運営方針の策定・新総合事業の実施・地域ケア会議の実施等 

都道府県 

市町村に対する情報提供、助言、支援、バックアップ等 

今後充実する業務につ
いては地域包括支援セ
ンターまたは適切な機
関が実施 
〈例〉 
・基幹的な役割のセンター
に位置づける方法 

・他の適切な機関に委託し
て連携する方法 

・基幹的な役割のセンター
と機能強化型のセンタ
ーで分担する方法 等 

包括的支援業務 
介護予防ケアマネジメント 
従来の業務を評価・改善することによ
り、地域包括ケアの取り組みを充実 

介護予防の推進 
多様な参加の場づくりとリハビリ専門
職の適切な関与により、高齢者が生き
がいをもって生活できるよう支援 

在宅医療・介護連携 
 

地域医師会等との連携に
より、在宅医療・介護の
一体的な提供体制を構築 

認知症初期集中支援チーム 
認知症地域支援推進員 

 
早期診断・早期対応等により、
認知症になっても住み慣れた地
域で暮らし続けられる支援体制
づくりなど、認知症施策を推進 

生活支援 
コーディネーター 

 
高齢者のニーズとボランティア
等の地域資源とのマッチング
により、多様な主体による生
活支援を充実 
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（１）地域包括支援センターの役割と運営 

≪事業展開≫ 

事業名 
①地域包括支援センター運営協議会の開

催 
担当課 保険福祉課 

事業内容 
保健・医療・福祉関係者等からなる「地域包括支援センター運営協議会」を必要に

応じて開催し、介護サービスの質、量等、課題の分析および必要な対策を講じます。 

今後の方針 
近年開催ができておらず、高齢者虐待と家族交流事業の開催についての取組を含め

て実施を検討します。 

 

事業名 
②事業実施者と地域包括支援センターと

の連携体制構築 
担当課 保険福祉課 

事業内容 

多様な相談を総合的に受け、地域住民の心身の健康維持や生活の安定のため、事業

実施者等関係機関と連携しながら地域における総合的なマネジメント等を担い、課

題解決に向けた取り組みを行います。 

今後の方針 

多様な相談に対して速やかな対応が出来るように、医療・介護の連携とさらに異業

種との連携も図っていますが、講演会、社会資源啓発事業等を通じて、今後も連携

強化に努めます。 

 

事業名 
③地域の実情を踏まえた相談支援の 

強化 
担当課 保険福祉課 

事業内容 地域の最前線に立ち、実情を踏まえた相談支援体制の強化を図ります。 

今後の方針 

地域の実情の把握として、生活支援コーディネーターとの連携・共同をはじめ、老

人クラブ・民生委員との連携、地域ケア会議の開催を継続して実施します。 

地域の最前線として、住民から連絡が速やかに入るよう、日頃からの啓発に努めま

す。 

 

事業名 ④総合相談支援・権利擁護 担当課 保険福祉課 

事業内容 

地域における様々な関係者のネットワークを構築し、高齢者や家族等の実態を把握

した上で、相談への対応を行います。専門的・継続的な関与が必要と判断した場合

は、個別の支援計画を策定します。 

今後の方針 

電話や訪問による実態把握を行いつつ、消防、警察、医師、司法・行政書士等と連

携を図り、また地域住民との連絡がスムーズに行えるよう、見守り意識の啓発を促

進します。 

地域包括支援センターによる権利擁護に関する個別支援計画の策定は行っていま

せんが、権利擁護に関する専門的・継続的な関わりが必要な場合があるため、司法・

行政書士等の法務関係の専門家との連携強化に努めます。 
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事業名 ⑤包括的・継続的ケアマネジメント 担当課 保険福祉課 

事業内容 
支援困難事例等に関するケアマネジャーへの助言、地域ケアマネジャーのネットワ

ークづくり等を行います。 

今後の方針 

個別ケースの関わりや地域包括支援センターの事業の実施により、地域のケアマネ

ジャーとの関係を構築、困難事例についても個別対応を行っています。今後も適宜

対応を行うとともに、ケアマネジメント支援会議を活用し、地域のケアマネジャー

との情報交換やケース検討等を行います。 

 

事業名 ⑥成年後見制度の利用促進 担当課 保険福祉課 

事業内容 

判断能力が不十分な認知症高齢者等について、本人の自己決定権を尊重し、能力に

応じた援助をするために、各専門分野の専門家が協力し、高齢者の権利を守るため

の取り組みを行うとともに、制度の周知に努めます。 

今後の方針 

成年後見制度の周知不足により相談件数が少ない現状にあるため、広報等により幅

広く住民に成年後見制度を周知・啓発を図ります。 

また、制度説明において専門的な知識を有する者が不足しているため、専門家との

情報交換等により成年後見制度の知識向上を目指します。 

 

事業名 ⑦高齢者虐待防止ネットワーク 担当課 保険福祉課 

事業内容 

地域包括支援センターをはじめとした関係機関と連携し、高齢者虐待等の早期発

見、適切な対応が出来るよう更なる充実を図るとともに、高齢者虐待防止に向けた

啓発活動や介護者支援を行います。 

今後の方針 
高齢者虐待の疑われる家庭を発見した際の通報方法などを周知し、地域住民の意識

の啓発に努めます。 

 

事業名 ⑧家族介護者交流事業 担当課 保険福祉課 

事業内容 
高齢者を在宅で介護している家族や近隣の援助者等との相互の情報交換や心身の

リフレッシュを図るため、座談会、施設見学、講習会等を実施します。 

今後の方針 

在宅介護をしている家族への支援に繋がる講演会（認知症、在宅医療介護連携）を

積極的に開催していますが、さらなる支援の充実のため、介護者のニーズを把握し、

介護者同士の座談会、施設見学、講演会等の開催を検討します。 

 

事業名 ⑨ケアプラン指導研修事業 担当課 保険福祉課 

事業内容 
利用者本位の視点に立ったケアプラン作成ができるよう、ケアマネジャーへの指導

を行います。 

今後の方針 

ケアマネジメント支援会議を年２回開催し、個別ケースの事例検討や情報交換、ア

ドバンス・ケア・プランニングについての情報交換、ケース検討等を継続して実施

します。 

 

  



第４章 施策の展開  

49 

事業名 
⑩ケアマネジメントへの支援対策の 

充実 
担当課 保険福祉課 

事業内容 

事業の対象者を把握して生活・心身機能等の評価を行い、作成した介護予防ケアプ

ランに基づき、介護予防事業を実施します。また、目標達成状況を定期的に管理し

ます。 

今後の方針 

アセスメントの実施による状況把握と課題の抽出、介護予防ケアプランの作成及び

サービス開始後の定期的な訪問によるモニタリングの実施、必要に応じたプランの

見直しを継続して実施します。 

 

（２）地域包括支援センターの適切な運営および評価 

≪事業展開≫ 

事業名 
①地域包括支援センターの適切な運営お

よび評価 
担当課 保険福祉課 

事業内容 
地域包括支援センターの公平・公正な運営を確保するため、活動状況の報告、年間

活動計画の承認等を行うとともに、評価・点検を行います。 

今後の方針 

地域包括支援センターから個々の事業活動報告を受け取り、点検を行っています。

さらに年度の実績報告に対する点検・評価の実施を検討し、適正化を進めます。 

※令和２（2020）年度まで、民生委員会での報告のみで評価が実施できていない

ため、令和３（2021）年度より実施予定です。 

 

 

≪評価指標≫ 

指 標 （単位） 
実 績 見込み 目 標 

H30年度 R１年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 

地域包括支援センター運営協議
会開催数（回） 

未実施 未実施 未実施 未定 未定 未定 

事業実施者と地域包括支援セン
ターとの連携体制構築のための 
講演会開催数（回） 

18 8 4 10 10 10 

民生委員会、地域ケア会議開催
数（回） 

24 24 24 24 24 24 

法務相談（件） 4 4 5 6 6 6 

ケアマネジメント支援会議開催数
（回） 

1 1 1 2 2 2 

成年後見制度研修実施数（回） 1 1 1 1 1 1 

家族介護者交流事業 
施設見学会実施回数（回） 

未実施 未実施 未実施 1 1 1 

ケアプラン指導研修件数（件） 0 0 0 0 1 1 

ケアプラン作成者数（累計）（人） 511 528 531 535 535 535 

地域包括支援センターの適切な
運営および評価活動報告回数
（回） 

12 12 12 12 12 12 
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３ 在宅医療と介護の連携 

地域包括ケアを進める上で、介護と医療との連携は不可欠です。在宅での介護が重視

される中で、医療的ケアが必要な高齢者が安心して暮らすためには、在宅医療と介護が

一体となったサービスの提供が求められます。 

在宅医療・介護連携を計画的かつ効果的に推進するため、地域の医師会等の協力を得

つつ、各地域においてあるべき在宅医療・介護提供体制の姿を共有した上で、在宅医

療・介護連携推進事業の具体的な実施時期や評価指標等を定め、PDCAサイクルに沿っ

て取組を推進していきます。 

また、看取りに関する取組や、地域における認知症の方への対応力の強化に努めます。 

さらに、感染症や災害時においても継続的なサービス提供を維持するため、地域にお

ける医療・介護の連携が一層求められることから、在宅医療・介護連携推進事業を活用

し、関係者の連携体制や対応を検討していきます。 

 

■ 在宅医療と介護の連携・推進 
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（１）保健・福祉・医療の連携強化 

≪事業展開≫ 

事業名 ①医療・介護資源把握 担当課 保険福祉課 

事業内容 
医療施設、介護施設等の情報を把握し、「介護と医療連携マップ」の作成、全戸配

布の実施等により、広く情報を提供します。 

今後の方針 
「介護と医療連携マップ」の定期的な更新、転入世帯への配布を実施し、正確な情

報を広く提供できるよう努めます。 

 

事業名 ②課題抽出と対応策検討 担当課 保険福祉課 

事業内容 
地域ケア会議において、在宅医療・介護連携における課題抽出や医師会等からの進

捗状況を踏まえ対応策の検討を実施します。 

今後の方針 

四日市医師会に加え、四日市歯科医師会、四日市薬剤師会より担当医師、薬剤師が

参加しており、深く広い視野から意見を得ることが出来ているため、継続して実施

します。 

 

事業名 ③切れ目のない医療介護提供体制 担当課 保険福祉課 

事業内容 
入院時、退院時等、医療機関と介護体制との情報共有によって切れ目のない支援が

行えるよう、連携を推進します。 

今後の方針 

四日市医師会で策定された「退院時カンファレンスマニュアル」をケアマネジャー

と共有していますが、桑名市の医療機関への受診も多いため、桑名市の医療機関と

の連携の在り方も検討します。 

 

事業名 ④医療・介護関係者の情報共有 担当課 保険福祉課 

事業内容 医療・介護関係者の情報共有を推進し、切れ目のない支援体制の構築を進めます。 

今後の方針 
四日市市のID-Linkには参加していませんが、近隣の市町と連携を図りながら、情

報共有ツールの導入を検討します。 

 

事業名 ⑤医療・介護関係相談支援 担当課 保険福祉課 

事業内容 
地域包括支援センター内に「在宅医療・介護連携支援センター」を設置し、医療と

介護に関する総合的な相談対応を実施します。 

今後の方針 

事業所からの相談に対し、地域包括支援センターと在宅医療・介護連携支援センタ

ーとの区別なく相談対応を実施していますが、在宅医療・介護連携支援センターへ

の相談実績は無いため、周知に努めます。 

 

事業名 ⑥医療・介護関係者研修 担当課 保険福祉課 

事業内容 

認知症疾患医療センターによる認知症講演会、医師会による看取り・在宅医療介護

連携についての研修会等を実施し、医療・介護関係者の双方の知識の共有を推進し

ます。 

今後の方針 継続して実施します。 
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事業名 ⑦地域住民への普及啓発 担当課 保険福祉課 

事業内容 地域住民に対し、認知症や在宅医療介護連携に関する講演会を実施します。 

今後の方針 
認知症、在宅医療介護連携の他に権利擁護に関する講演会も実施しており、継続し

ていきます。 

 

事業名 ⑧関係市区町村の連携 担当課 保険福祉課 

事業内容 四日市市、菰野町、川越町等の近隣市町との連絡体制を強化し、連携を推進します。 

今後の方針 
四日市医師会が主催する地域連携室連絡会へ出席し、連携を図っています。継続し

て連携強化に努めます。 

 

 

≪評価指標≫ 

指 標 （単位） 
実 績 見込み 目 標 

H30年度 R１年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 

地域ケア会議の開催（回） 12 12 12 12 12 12 

医療機関との連携対応回数
（回） 

182 198 210 220 230 230 

在宅医療・介護連携推進会議開
催数（件） 

6 6 12 12 12 12 

医療・介護関係者研修 
講演会・研修会の開催数（回） 

6 3 2 3 3 3 

地域住民への普及啓発 
講演会・研修会の開催数（回） 

3 2 3 4 4 4 

地域連携室連絡会への参加
（回） 

2 2 1 2 2 2 
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４ 認知症施策の推進 

認知症施策は、認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を持って日常生活を過ご

せる社会をめざし、認知症の人やその家族の意見も踏まえて、「共生」と「予防」の施策を

推進することが重要です。 

そのため、国が新たに定めた「認知症施策推進大綱」に沿って、認知症の人が可能な限

り住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができる社会の実現をめざします。 

（１）普及啓発・本人発信支援及び予防対策 

≪事業展開≫ 

事業名 ①認知症サポーターの養成と活用 担当課 保険福祉課 

事業内容 
認知症について正しく理解し、認知症の高齢者やその家族を見守り、支援するサポ

ーターを養成するための講座を開催します。 

今後の方針 

養成したサポーターに対し、フォローアップ研修を開催することで、啓発活動の協

力員や見守りネットワークへの参加に繋げ、住民参加の互助への啓発活動を推進し

ます。 

 

事業名 ②健康教育（認知症の啓発） 担当課 保険福祉課 

事業内容 
健康教育の中で、認知症に関する内容を盛り込み、認知症予防についての知識の普

及を図ります。 

今後の方針 
老人クラブ、一般介護予防事業の際に、認知症に関する講話を行っており、今後も

継続して実施します。また、健康教育に参加されていない方への周知に努めます。 

 

事業名 ③介護予防教室 担当課 保険福祉課 

事業内容 
初期認知症段階の悪化防止および、参加者同士の交流・啓発・運動による筋力維持

を目的とした介護予防教室を開催します。 

今後の方針 介護予防教室へ参加されていない方への周知を進めます。 

 

（２）医療・ケア（早期発見・早期対応） 

≪事業展開≫ 

事業名 
①認知症初期集中支援チームの運営・活

用の推進 
担当課 保険福祉課 

事業内容 

認知症の高齢者やその家族と関わり、アセスメントを実施するとともに、症状説明

や対応方法等のアドバイスをする等の初期支援を包括的、集中的に行い、自立生活

のサポートを行います。 

今後の方針 

初期集中支援チームのチラシを作成し、全戸配布と行政ホームページにて周知を行

っています。症状が具体的になってから対応を検討する方が多いため、初期支援の

重要性の周知・啓発を進めます。 
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事業名 ②認知症地域支援推進員の活動 担当課 保険福祉課 

事業内容 
地域の実情に応じて、地域における認知症の高齢者とその家族を支援する相談支援

や支援体制を構築するための取り組みを推進します。 

今後の方針 

相談支援は電話、訪問、来所でも受け付けており、また認知症状や地域での声掛け、

見守りについての啓発を含め、継続して実施します。 

認知症カフェの運営についても協議を進め、実施に向けて取組を進めます。 

 

■ 認知症初期集中支援チームと認知症地域支援推進員について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 ③認知症ケアパスの活用 担当課 保険福祉課 

事業内容 
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分かるよう「認知症ケアパス」を活用していきます。 

今後の方針 定期的な内容の見直し・事業所等の更新をしながら、継続して実施します。 
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（３）介護者への支援 

≪事業展開≫ 

事業名 ①家族介護教室 担当課 保険福祉課 

事業内容 

介護（認知症を含む）をしている家族を対象に、介護の方法や介護者の健康づくり

等の知識および技術を習得していただくための講話や実習、介護に関する相談等を

実施します。 

今後の方針 未実施のため、実施に向けて取組を進めます。 

 

（４）認知症バリアフリーの推進 

≪事業展開≫ 

事業名 ①地域の見守りネットワークの構築 担当課 保険福祉課 

事業内容 地域で認知症の高齢者やその家族を見守り支援するための取り組みを推進します。 

今後の方針 

行方不明になるおそれのある認知症の人を早期発見・保護するため、また介護者の

負担軽減をするため協力いただける機関との調整を行い、見守りネットワークの構

築に向けて検討中です。 

現在、未実施ではありますが、警察、行政、社会福祉協議会、包括で相談を行って

おり、事業実施に向けて取組を進めます。 

 

 

≪評価指標≫ 

指 標 （単位） 
実 績 見込み 目 標 

H30年度 R１年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 

認知症サポーター養成講座の開
催数（回） 

11 未実施 未実施 1 1 1 

認知症サポーター新規登録者数
（人） 

50 0 0 50 50 50 

認知症講演会開催数（回） 2 1 未実施 2 2 2 

一般介護予防教室開催数（回） 84 84 88 82 82 82 

認知症初期集中支援チームの
活動実績（回） 

12 12 12 12 12 12 

認知症カフェの実施（回） 未実施 未実施 未実施 3 3 3 

認知症施策推進会議開催数
（回） 

6 6 12 12 12 12 

徘徊高齢者等ＳＯＳネットワーク
の構築 

未実施 未実施 未実施 実施 実施 実施 
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５ 生活支援・介護予防サービスの基盤整備 

ひとり暮らしや高齢者のみの世帯、認知症の人の増加に伴い、地域サロンの開催、見

守り・安否確認、外出支援、買い物・調理・掃除等の家事支援を含む日常生活上の支援の

必要性が高まっています。 

支援の必要な高齢者が、住み慣れた地域で安心して在宅生活を継続していくために、

生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）や協議体による地域のニーズや資源

の把握、関係者のネットワーク化、担い手の養成、資源の創出等を通じ、生活支援・介護

予防サービスを担う事業主体（NPO、民間企業、協同組合、ボランティア、社会福祉法

人等）の支援、協働体制の充実・強化を図り、必要となる多様な生活支援・介護予防サー

ビスを整備していきます。整備に際しては、地域支援事業の活用とともに一般施策等も

併せながら積極的に行います。 

また、令和３（2021）年度から必要があれば居宅要介護認定者も総合事業の利用が可

能となったことから、総合事業のサービス単価を適正に定め、事業を推進していきます。 

■ 生活支援・介護予防の体制整備におけるコーディネーター・協議体の役割 
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≪事業展開≫ 

事業名 ①生活支援事業の基盤整備 担当課 保険福祉課 

事業内容 

地域で高齢者の日常生活を支えていくために、生活支援コーディネーターを置き、

地域資源の発掘、生活支援の担い手の養成、関係者のネットワーク化に取り組みま

す。 

今後の方針 

民生委員・児童委員協議会の定例会、老人クラブ連合会理事会への参加、ボランテ

ィア代表者会議の開催を通して地域の情報収集に努めており、地域ケア会議と双方

向の情報共有をすることで連携を深めていますが、より効果的なネットワーク化を

図る取組や、地域の資源の把握に向けて検討します。 

 

事業名 ②生活支援サービスの体制整備 担当課 保険福祉課 

事業内容 
地域の実情に応じて多様な主体が生活支援・介護予防サービスを提供していくため

の体制整備を行います。 

今後の方針 
住民ボランティアによる日常家事の支援や、専門職による居宅での相談指導等の体

制を整備していますが、実績がないため、事業の周知に努めます。 

 

事業名 ③一般介護予防事業の体制整備 担当課 保険福祉課 

事業内容 
地域の実情に応じた効果的・効率的な介護予防の取り組みを推進する体制を整備し

ます。 

今後の方針 

一般介護予防事業は参加者数、内容ともに充実しており、今後も継続して開催しま

す。同じ方が何度も参加いただくことで予防の効果を上げていますが、反面、参加

したことがない方や男性の誘い出しが課題であるため、事業の周知やニーズの把握

に努めます。 

 

事業名 ④生活支援コーディネーターの設置 担当課 保険福祉課 

事業内容 

自分たちの地域をより良くしていくために、地域の様々な活動をつなげたり組み合

わせたりする調整役である「生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）」

を配置し、地域の関係者等と協力しながら、支え合い活動を推進します。 

今後の方針 

令和2（2020）年1月にボランティア団体の代表者会議を開催し、活動に関する

課題を話し合うことで協働に関するきっかけ作りができたため、継続して実施しま

す。また、支え合い活動の認知度が低いため、支え合い活動の研修会等の実施を検

討します。 

 
 

≪評価指標≫ 

指 標 （単位） 
実 績 見込み 目 標 

H30年度 R１年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 

一般介護予防事業の開催数
（回） 

84 84 88 82 82 82 

 

  



朝日町 

58 

６ 地域ケア会議の推進 

地域包括ケアシステムの構築を進めるにあたり、医療・介護・高齢者福祉等関係者の

多職種協働により、①個別課題の解決、②地域包括支援ネットワークの構築、③地域課

題の把握、④地域づくり・資源開発、⑤政策形成という５つの機能を持つ地域ケア会議

を活用し、高齢者個人に対する支援の充実とそれを支える社会基盤の整備を同時に推進

していきます。 

 

≪事業展開≫ 

事業名 ①地域ケア会議の運営と課題検討 担当課 保険福祉課 

事業内容 
地域課題に対して解決のための検討につなげていく体制を整えるとともに、医療・

介護の関係者と連携しながら、地域ケア会議を円滑に開催できる環境を整えます。 

今後の方針 

医師会、歯科医師会、薬剤師会と行政・地域包括支援センター・社会福祉協議会と

が協議することで、在宅医療・介護連携や認知症施策についての医療的課題と地域

課題を総合的に検討し、医療・介護の連携が築けているため、継続して実施します。 

また、認知症と成年後見制度の関係性を鑑み、その他に法務関係の専門家・機関等

との連携、会議等の開催を検討します。 

 

事業名 
②多職種協働によるネットワークの 

構築や資源開発 
担当課 保険福祉課 

事業内容 

課題分析や支援の積み重ねを通じて、地域に共通する課題や有効な支援策を明らか

にし、課題の発生や重度化予防に取り組みます。また、多職種協働によるネットワ

ークの構築や資源開発等に取り組み、更なる個別支援の充実につなげていきます。 

今後の方針 

施策や地域課題の検討において、多職種や地域住民との共同は不可欠です。 

地域に共通する課題や有効な支援策について、行政や地域包括支援センターだけの

視点ではなく、医療や法務の専門家と連携することで、視野も広がり課題解決に繋

げることが出来ています。また、「社会資源を知ろうの会」では協力事業所にも、

地域包括ケアシステムについて周知ができています。 

今後は徘徊高齢者等ＳＯＳネットワークの構築に向けて警察や消防などの専門職

との連携を強化するなど、多職種で取り組むことで新たな視点や社会資源の開発に

繋げるとともに、課題解決に向けて、関係機関や団体等とのネットワーク構築を進

めます。 

 

 

≪評価指標≫ 

指 標 （単位） 
実 績 見込み 目 標 

H30年度 R１年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 

社会資源を知ろうの会参加事業
所数 

49 49 未実施 40 40 40 
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基本目標Ⅴ 持続可能な介護保険事業の基盤整備 

１ 利用者本位によるサービス提供 

利用者自らがサービス事業者を選択して利用できるよう、利用者が入手しやすい方法

を検討してサービス事業者情報の提供を行うとともに、高齢者に対する介護保険制度の

改正内容や費用負担等の制度の周知を図ります。 

また、町の窓口や地域包括支援センターにおけるサービスや制度、事業者についての

苦情・相談窓口の充実を図ります。 

（１）介護給付サービスの利便性向上 

≪事業展開≫ 

事業名 
①介護サービス利用に関する相談や 

情報提供 
担当課 保険福祉課 

事業内容 介護サービス利用に関する相談、情報提供を行います。 

今後の方針 
役場窓口や地域包括支援センターでの相談を実施していますが、研修等に参加する

ことにより、さらなる質の向上を目指します。 

 

事業名 ②介護相談員派遣事業 担当課 保険福祉課 

事業内容 
介護相談員が介護保険サービスを提供する事業所、その他介護保険サービスの提供

の場を訪問し、改善の途を探ることで、介護保険事業の質的な向上を図ります。 

今後の方針 
相談員の派遣により、施設サービスの改善が見られており、今後も相談員の研修等

を行い、さらなる質の向上を目指します。 

 

事業名 ③家族介護者への就労定着・就労支援 担当課 保険福祉課 

事業内容 
家族介護者の離職防止策を講じるとともに、職場への就労定着、やむをえず離職し

てしまった後の就労支援を行います。 

今後の方針 未実施のため、実施に向けた体制づくりを進めます。 

 

事業名 ④情報提供の充実 担当課 保険福祉課 

事業内容 

町や地域包括支援センター主催の教室や広報誌・町のホームページへの掲載、パン

フレットの配布等を行い、介護保険制度やサービス利用についての情報提供を定期

的に行います。 

今後の方針 

広報誌や町ホームページ等へ定期的に情報提供を実施し、また、介護予防事業の予

定表を作成する等、新たな情報提供も実施していますが、他の方法での周知につい

ても検討し、継続して実施します。 
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事業名 ⑤相談窓口の充実 担当課 保険福祉課 

事業内容 

地域包括支援センターを中心に、介護保険や高齢者福祉全般に関する相談窓口・苦

情処理の充実を図り、高齢者が安心してサービスを利用できるよう支援します。ま

た、受付事例については、関係者で共有し対応できるよう努めます。 

今後の方針 

地域包括支援センターを中心に相談・苦情処理に対応しており、地域包括支援セン

ターとの打ち合わせで情報共有に努めていますが、さらなる対応について検討を進

めます。 

 

≪評価指標≫ 

指 標 （単位） 
実 績 見込み 目 標 

H30年度 R１年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 

介護サービス利用に関する相談
や情報提供の研修参加回数
（回） 

12 7 1 5 5 5 

地域包括支援センター新聞発行
（回） 

未実施 未実施 6 12 12 12 

相談窓口での苦情・相談件数
（件） 

3 3 3 5 5 5 

 

  



第４章 施策の展開  

61 

２ 介護保険者機能の強化 

介護給付の適正化を図ることで、不適切な給付を削減するとともに、利用者に対する

適切な介護サービスを確保し、介護保険制度の継続性および信頼性を高めます。 

介護給付の適正化にあたっては、要介護認定の適正化（認定調査状況チェック）、ケア

プランの点検、住宅改修等の点検、縦覧点検・医療情報との突合及び介護給付費通知の

主要５事業に関する具体的な実施方法とその目標等を定め、主体的・積極的に取り組み

ます。 

（１）介護給付費の適正対策 

≪事業展開≫ 

事業名 ①要介護認定の適正化 担当課 保険福祉課 

事業内容 
県が実施する認定調査員研修への参加や認定調査結果を複数人で確認し、要介護認

定の適正化に努めます。 

今後の方針 今後も継続して実施します。 

 

事業名 
②居宅介護サービス計画（ケアプラン）

チェック 
担当課 保険福祉課 

事業内容 

不正の可能性のある事業者を絞り込み、ケアプランの提出を求め内容を詳細にチェ

ックし、認定調査票と主治医意見書の情報とケアプラン情報とに違いがある場合

は、対象の事業者に説明を求め、必要に応じ訪問し担当者に説明を求めます。 

今後の方針 
国保連合会の助力を受けて実施しており、さらなる件数増を目指して取組を進めま

す。 

 

事業名 ③縦覧点検・医療情報との突合 担当課 保険福祉課 

事業内容 
国保連合会が有している医療給付の情報と介護給付の情報を突合し、入院日数と介

護給付、福祉用具の貸与状況等の整合性を確認します。 

今後の方針 今後も継続して実施します。 

 

事業名 ④住宅改修の事前事後の実地検査 担当課 保険福祉課 

事業内容 
申請の中から無作為に毎月一定件数を抽出し、一級建築士の調査員が書類等と照合

し、適正な住宅改修か内容確認等を行います。 

今後の方針 未実施のため、実施に向けて取組を進めます。 

 

事業名 ⑤介護給付費の通知 担当課 保険福祉課 

事業内容 

受給者や事業者に対して適切なサービスの利用と提供を普及啓発するため、事業者

からの介護報酬の請求および費用の給付状況等を、受給者本人または家族に対して

通知します。 

今後の方針 未実施のため、適切な給付管理が行えるよう検討します。 
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（２）介護保険の円滑な運営 

≪事業展開≫ 

事業名 
①要介護認定を行う体制の計画的な 

整備 
担当課 保険福祉課 

事業内容 
高齢者の増加に伴う要介護認定申請件数の増加が見込まれることから、要介護認定

を遅滞なく適正に実施するために必要な体制を整備します。 

今後の方針 共同設置している他市町と協議していきます。 

 

事業名 ②文書負担軽減に向けた取組 担当課 保険福祉課 

事業内容 

業務の効率化の取組として、介護現場におけるICTの活用等や介護分野の文書に係

る負担軽減のため、個々の申請様式・添付書類や手続きに関する簡素化、様式例の

活用による標準化やICT等の活用を推進し、県による支援や県及び近隣市町村との

連携を図ります。 

今後の方針 業務の効率化につながる取組を積極的に推進します。 

 

≪評価指標≫ 

指 標 （単位） 
実 績 見込み 目 標 

H30年度 R１年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 

医療情報突合件数（件） 8 14 14 15 15 15 

住宅改修の事前事後の実地検
査件数（件） 

未実施 未実施 1 1 1 1 
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３ 介護人材の確保 

生産年齢人口が減少する中において、介護現場が地域における介護ニーズに応え、介

護人材が利用者や家族からも感謝され、やりがいを持って働き続けられる環境作りを進

めるために、職場の良好な人間関係作りや結婚や出産、子育てを続けながら働ける環境

整備を介護サービス事業者に対して協力要請していきます。 

また、介護現場における業務仕分け、介護ロボットやICTの活用、元気高齢者を含めた

介護人材の確保・定着、介護という仕事の魅力発信等の介護現場革新の取組は、地域実

情に応じてきめ細かく対応できる体制整備を図った上で、県と連携しながら関係者の協

働のもと取組の周知等を進めるなど、介護職場のイメージを刷新していきます。 
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４ 介護給付サービスの計画的な提供体制 

（１）居宅サービスの充実 

高齢者が住み慣れた地域でいきいきと暮らすために、各々の要介護等状態に応じた

必要なサービスを受けられるように、居宅サービスの提供を行います。 

 

≪事業展開≫ 

事業名 ①訪問介護 

事業内容 

ホームヘルパーが利用者の自宅を訪問し、食事、入浴、排せつ等の介護、調理、洗濯、

掃除等の家事、生活等に関する相談や助言等の必要な日常生活の世話を行います。 

令和２（2020）年８月末現在利用者 34名 

 

事業名 ②訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護 

事業内容 
利用者の自宅を訪問し、簡易浴槽を利用した入浴の介護を行います。 

令和２（2020）年８月末現在利用者 １名 

 

事業名 ③訪問看護・介護予防訪問看護 

事業内容 

訪問看護ステーションや病院・診療所の看護師等が利用者の自宅を訪問し、療養上

の世話や必要な診療の補助を行います。 

令和２（2020）年８月末現在利用者 14名 

 

事業名 ④訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション 

事業内容 

理学・作業療法士や言語聴覚士が利用者の自宅を訪問し、心身機能の維持・回復、

日常生活の自立を支援するために、理学療法、作業療法等のリハビリテーションを

行います。 

令和２（2020）年８月末現在利用者 ２名 

 

事業名 ⑤居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導 

事業内容 

医師、歯科医師、薬剤師等が自宅を訪問し、心身の状況や環境等を把握して、療養

上の管理および指導を行います。 

栄養改善や口腔機能向上等の指導を含め、生活機能の維持および向上を目的とした

サービス提供により、重度化の防止に努めます。 

 

事業名 ⑥通所介護 

事業内容 

老人デイサービスセンター等へ通う利用者に対して、食事、入浴、その他の必要な日

常生活上の支援や生活機能訓練等のサービスを日帰りで行います。 

令和２（2020）年８月末現在利用者 96名 

 

  



第４章 施策の展開  

65 

事業名 ⑦通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション 

事業内容 

老人保健施設や病院、診療所に併設されている施設へ通う利用者に対して、心身機

能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるための理学療法や作業療法等のリハ

ビリテーションを日帰りで行います。 

令和２（2020）年８月末現在利用者 21名 

 

事業名 ⑧短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 

事業内容 

老人短期入所施設や特別養護老人ホーム等に短期間入所する利用者に対して、食

事、入浴、排せつ等の日常生活の世話や機能訓練等を行います。 

令和２（2020）年８月末現在利用者 11名 

 

事業名 ⑨短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護 

事業内容 

介護療養型医療施設等へ短期間入所する利用者に対して、看護、医学的管理下にお

ける介護、機能訓練その他必要な医療および日常生活の支援を行います。 

令和２（2020）年８月末現在利用者 ０名（７月時点：２名） 

 

事業名 ⑩福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与 

事業内容 
心身の機能が低下し日常生活に支障のある利用者に、在宅でできる限り能力に応じ

自立した生活を営めるよう福祉用具(車いす、特殊寝台等)の貸与を行います。 

 

事業名 ⑪特定福祉用具購入・特定介護予防福祉用具購入 

事業内容 

心身の機能が低下し、日常生活に支障のある利用者に、貸与に馴染まない特殊な福

祉用具(腰掛け便座、入浴補助用具、特殊尿器等)を、指定を受けた福祉用具販売事

業所から購入したときに、購入費用を補助します。 

 

事業名 ⑫住宅改修・介護予防住宅改修 

事業内容 
手すりの取り付け、段差解消等の一定の住宅改修を行ったときに、改修費用を補助

します。 

 

事業名 ⑬特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護 

事業内容 
有料老人ホームやケアハウス等に入居している利用者に対して、日常生活上の世

話、機能訓練および療養上の世話等を行います。 

 

事業名 ⑭居宅介護支援・介護予防居宅支援 

事業内容 
居宅サービス等が適切に利用できるよう、利用者の依頼を受け、居宅サービス計画

の作成、サービス事業者との連絡調整や介護保険施設への紹介等を行います。 
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≪評価指標≫ 

指 標 （単位） 
実 績 見込み 目 標 

H30年度 R１年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 

利用率 

訪問リハビリテーション（％） 0.6 0.8 0.4 0.5 0.6 0.7 

通所リハビリテーション（％） 5.8 5.9 6.3 6.4 6.5 6.6 

 

（２）地域密着型サービスの充実 

認知症の高齢者等が、住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、受け皿

としての地域密着型サービスを行います。 

 

≪事業展開≫ 

事業名 ①夜間対応型訪問介護 

事業内容 

夜間の定期的な巡回訪問または通報を受け、要介護等認定者の自宅において、食事、

入浴、排せつ等の介護、その他の日常生活上の世話を行います。 

令和２（2020）年８月末現在利用者 ０名 

本計画期間内での設置は予定していません。 

 

事業名 ②認知症対応型通所介護 

事業内容 

認知症の利用者を対象に自宅から施設までの送迎を行い、食事、入浴、排せつ等の

介護、相談、機能訓練、レクリエーション等を行います。 

令和２（2020）年８月末現在利用者 ０名 

本計画期間内での設置は予定していません。 

 

事業名 ③定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

事業内容 

重度者をはじめとした要介護等認定者の在宅生活を支えるため、日中・夜間を通じ

て、訪問介護と訪問看護を一体的または連携しながら、定期巡回訪問と随時の対応

を行います。 

令和２（2020）年８月末現在利用者 ０名 

本計画期間内での設置は予定していません。 

 

事業名 ④看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス） 

事業内容 

看護と介護サービスの一体的な提供により医療ニーズの高い方の体調や予定に合

わせて、組み合わせたサービスを提供します。 

令和２（2020）年８月末現在利用者 ０名 

本計画期間内での設置は予定していません。 
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事業名 ⑤小規模多機能型居宅介護 

事業内容 

「通い」を中心として、利用者の様態や希望に応じて、随時「訪問」や「泊まり」

を組み合わせてサービスを提供します。 

令和２（2020）年８月末現在利用者 １名（住所地特例者） 

住所地特例者のみの利用のため、本計画期間内での設置は予定していません。 

 

事業名 ⑥認知症対応型共同生活介護 

事業内容 

認知症の利用者を対象に家庭的な雰囲気の中で、介護スタッフが食事、入浴、排せ

つ等の介護、その他の日常生活上の世話および機能訓練を行います。 

令和２（2020）年８月末現在利用者 18名 

本計画期間内での設置は予定していませんが、今後の状況によっては、次期計画期

間内での設置を検討します。 

 

事業名 ⑦地域密着型介護老人福祉施設 

事業内容 

定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設に入居する利用者に対し、日常生活

の世話や機能訓練等の介護サービスを提供します。 

令和２（2020）年８月末現在利用者 ０名 

本計画期間内での設置は予定していません。 

 

事業名 ⑧地域密着型特定施設入所者生活介護 

事業内容 

有料老人ホーム等の特定施設のうち、定員が30人未満の小規模な介護専用型特定

施設に入居する利用者に対し、日常生活の世話や機能訓練等の介護サービスを提供

します。 

令和２（2020）年８月末現在利用者 ０名 

本計画期間内での設置は予定していません。 

 

事業名 ⑨地域密着型通所介護 

事業内容 

定員が19人未満の小規模なデイサービスセンター等へ通う利用者に対して、食事、

入浴、排せつ等の介護、機能訓練等の介護サービスを提供します。 

令和２（2020）年８月末現在利用者 ６名 

住所地特例者を除く現在の利用者は、利用施設の移行みなし期間終了（令和４

（2022）年３月末）に合わせ利用施設を変更する予定であるため、本計画期間内

での設置は予定していません。 
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（３）介護保険施設サービスの充実 

可能な限り居宅での介護保険サービスの利用を推進する中で、居宅での生活が困難

な人に対して、必要な施設サービスの提供を行います。 

 
≪事業展開≫ 

事業名 ①介護老人福祉施設 

事業内容 

居宅において適切な介護を受けることが困難な要介護等認定者に対し、入浴、排せ

つ、食事等の生活上の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話を行います。 

令和２（2020）年８月末現在利用者 30名 

計画期間中の対象者数（要介護３以上の認定者）から、近隣を含め事業所は充足し

ています。 

 

事業名 ②介護老人保健施設 

事業内容 

入院治療の必要のない要介護等認定者に対し、看護、医学的管理下での介護、機能

訓練等の必要な医療、日常生活上の世話を行います。 

令和２（2020）年８月末現在利用者 21名 

近隣を含め事業所は充足しています。 

 

事業名 ③介護療養型医療施設 

事業内容 

療養型病床等をもつ病院および診療所の介護保険適用部分に入院する利用者に対し、

療養上の管理、看護、医学的管理下の介護、機能訓練等の必要な医療を行います。 

令和６（2024）年３月末までに介護医療院へ移行されます。 

令和２（2020）年８月末現在利用者 ０名（７月時点：１名） 

 

事業名 ④介護医療院 

事業内容 

「日常的な医学管理」や「看取り・ターミナルケア」等の医療機能と、「生活施設」

としての機能とを兼ね備えた新たな介護保険施設です。 

令和２（2020）年８月末現在利用者 ０名 
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