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ごあいさつ 

 

平成 12年４月の制度創設以降、介護保険制度は高齢者の介

護を社会全体で支える仕組みとして定着してまいりました。一

方、我が国では、世界で最も早いスピードで高齢化が進行して

おり、団塊の世代が 75歳以上となる令和７年（2025年）には、

全国の高齢化率は 30.0％に達し、それに伴う要支援・要介護認

定者数も増加するものと推計されています。 

本市においては、令和２年 10月１日現在ですでに高齢化率

が 35.7％となっており、市民の３人に１人が高齢者となっています。高齢化率は、令

和７年（2025年）に 39.1％、さらに、団塊ジュニア世代が 65歳以上の高齢者となる令

和 22年（2040年）には 46.7％に達する見込みとなっています。 

今後さらに、急激に進む高齢化に伴い、ひとり暮らしの高齢者や認知症高齢者、要

支援・要介護認定者など、支援や介護を必要とする高齢者の生活をどのように見守り、

支えていくかが重要な課題となっていきます。 

このような状況を踏まえ、本市では、令和３年度から令和５年度までの３か年を計

画期間とする「稲敷市高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画」を策定いたしました。 

本計画では、中長期的な視点を踏まえ、介護予防の推進を図り、要介護に至らない

高齢者を増やし、認知症の高齢者を支える仕組みづくりを充実させるなど、医療・介

護・予防・住まい・生活支援サービスが切れ目なく地域に根付く「地域包括ケアシステ

ム」の更なる充実を図るとともに、高齢者福祉施策と介護保険事業に取り組んでまいり

ますので、市民の皆さまには、より一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

結びに、本計画の策定にあたりご尽力いただきました稲敷市介護保険事業計画策定

委員会の皆様をはじめ、多くの貴重なご意見・ご提言をいただきました市民ならびに関

係者の皆様に心から感謝申し上げます。 

 

令和３年３月 

稲敷市長 筧 信太郎   
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１ 計画の背景と趣旨 

▼高齢化の進展を見据えた地域包括ケアシステムの推進 

介護保険制度は、その創設から20年が経過し、事業所数も増え、サービス利用者は

550万人に達するなど、高齢者の生活の支えとして定着してきました。 

その一方、全国的に総人口が減少に転じる中、高齢者数は今後も増加し、高齢化は進

展しています。介護保険制度においては、いわゆる団塊の世代全てが75歳以上となる令

和７年（2025年）を見据え、介護保険制度の持続可能性を維持しながら十分なサービ

スを確保していくため、限りある社会資源を効率的かつ効果的に活用していくことが求

められます。こうしたことから、住み慣れた地域で、高齢者が自らの能力に応じてでき

る限り自立して生活できるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活

の支援が包括的に確保される「地域包括ケアシステム」を地域の実情に合わせて推進し

てきました。 
 

▼令和 22 年（2040 年）を見据えた取組 

令和７年（2025年）が近づく中で、さらにその先を展望すると、いわゆる団塊ジュ

ニア世代が65歳以上となる令和22年（2040年）に向け、総人口・現役世代人口が減

少する中で、高齢人口がピークを迎えるとともに、介護ニーズの高い85歳以上人口が急

速に増加することが見込まれるため、令和22年（2040年）のニーズを見据えた地域の

状況に応じた介護サービス基盤の整備が重要です。 

また、世帯主が高齢者の単独世帯や夫婦のみの世帯の増加、認知症の人の増加も見込ま

れるなど、介護サービス需要が更に増加・多様化することが想定される一方、現役世代の

減少が顕著となり、地域の高齢者介護を支える人的基盤の確保が重要となっています。 
 

▼地域共生社会を目指した体制づくり 

地域包括ケアシステムは、高齢者に対するケアを想定していますが、必要な支援を地

域の中で包括的に提供し、自立した生活を支援するという考え方は、障がい者、子ども

と子育て家庭、生活困窮者などに対する支援にも応用することができます。 

その考え方に基づき、地域のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら、自分らし

く活躍できるコミュニティを育成し、公的な福祉サービスと協働して、助け合いながら

暮らすことのできる社会を「地域共生社会」と言います。 

地域共生社会の実現に向け、地域住民と行政などが協働し、公的な体制による支援とあ

いまって、地域や個人が抱える生活課題を総合的かつ効果的に解決していくことができる

よう、「我が事・丸ごと」の包括的な支援体制を整備することが市町村に求められています。 
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▼本市における第８期計画の策定 

このような高齢者を取り巻く状況の変化や地域の実情、令和７年（2025年）、さらに

その先の令和22年（2040年）の将来を見据えたうえ、令和３年度から令和５年度まで

の高齢者に対する介護・福祉施策の基本的な考え方と方策を示す「稲敷市高齢者福祉計

画・第８期介護保険事業計画」を策定します。 

本計画のもと、介護給付等対象サービス提供体制の確保と地域支援事業の計画的な実

施に取り組むとともに、地域包括ケアシステムが機能する地域づくりを推進します。 
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２ 制度改正や国の基本指針等 
 

（１）地域共生社会の実現のための法改正 

今後、高齢化が一層進む中で、高齢者の地域での生活を支える地域包括ケアシステムは、

高齢者介護、障がい福祉、児童福祉、生活困窮者支援などの制度・分野の枠や、「支える

側」、「支えられる側」という従来の関係を超えて、人と人、人と社会がつながり、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包摂的な社会

（以下「地域共生社会」という。）の実現に向けた中核的な基盤となり得るものです。 

地域共生社会の実現に向けては、平成29年に「地域包括ケアシステムの強化のための

介護保険法等の一部を改正する法律」により社会福祉法（昭和26年法律第45号）が改

正され、地域住民と行政などが協働し、公的な体制による支援とあいまって、地域や個

人が抱える生活課題を解決していくことができるよう、「我が事・丸ごと」の包括的な支

援体制を整備することが市町村の努力義務とされました。 

これまで、介護保険制度においても、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係

する取組を進めてきましたが「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」（令和２年法律52号）においては、令和22年（2040年）を見据えて、また、

地域共生社会の実現を目指して、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する

市町村の包括的な支援体制の構築の支援、地域の特性に応じた認知症施策や介護サービ

ス提供体制の整備等の促進、医療・介護のデータ基盤の整備の推進、介護人材確保及び

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が行われました。 

 

■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（令和２年法律第 52 号）の概要 

改正の趣旨 

地域共生社会の実現を図るため、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福祉
サービス提供体制を整備する観点から、市町村の包括的な支援体制の構築の支援、地域の特性に応じた
認知症施策や介護サービス提供体制の整備等の推進、医療・介護のデータ基盤の整備の推進、介護人材
確保及び業務効率化の取組の強化、社会福祉連携推進法人制度の創設等の所要の措置を講ずる。 

改正の概要 

○地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市町村の包括的な支援体制の構築の支援 
【社会福祉法、介護保険法】 

○地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整備等の推進 
【介護保険法、老人福祉法】 

○医療・介護のデータ基盤の整備の推進 
【介護保険法、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律】 

○介護人材確保及び業務効率化の取組の強化 
【介護保険法、老人福祉法、社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律】 

○社会福祉連携推進法人制度の創設 
【社会福祉法】 
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（２）第８期介護保険事業計画の基本指針 

介護保険法第116条において、厚生労働大臣は地域における医療及び介護の総合的な

確保の促進に関する法律に規定する総合確保方針に即して、介護保険事業に係る保険給

付の円滑な実施を確保するための基本的な指針を定めることとされています。 

都道府県及び市町村は、基本指針に即して、３年を１期とする都道府県介護保険事業

支援計画及び市町村介護保険事業計画を定めることとされており、基本指針は計画作成

上のガイドラインの役割を果たしています。 

第８期計画においては、第７期計画での目標や具体的な施策を踏まえ、令和７年

（2025年）を目指した地域包括ケアシステムの整備、更に現役世代が急減する令和22

年（2040年）の双方を念頭に、高齢者人口や介護サービスのニーズを中長期的に見据

えることについて計画に位置付けることが求められています。 
 

■第８期計画の基本指針【第８期計画において記載を充実する事項】 

第８期計画において記載を充実する事項（抜粋） 

１ 令和７（2025）・令和 22（2040）年を見据えたサービス基盤、人的基盤の整備 
○令和７（2025）・令和 22（2040）年度の推計を計画に記載 

 
２ 地域共生社会の実現 
（「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」の概要） 

○地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市町村の包括的な支援体制の構築の支援 
○地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整備等の推進 
○医療・介護のデータ基盤の整備の推進 
○介護人材確保及び業務効率化の取組の強化 

 
３ 介護予防・健康づくり施策の充実・推進 

○高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施について記載 
○拡充された交付金を活用した高齢者の自立支援、重度化防止等に関する取組の重要性等につい

て記載 
 
４ 有料老人ホームとサービス付き高齢者住宅に係る都道府県・市町村間の情報連携の強化 

○特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームとサービス付き高齢者住宅の入
居定員総数について記載 

 
５ 認知症施策推進大綱を踏まえた認知症施策の推進 

○認知症施策推進大綱を踏まえた普及啓発の取組やチームオレンジの設置及び「通いの場」の拡充
等について記載 

 
６ 地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び業務効率化の取組の強化 

○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並びにその業務の効率化及び質の向
上に資する事業に関する事項について記載 

 
７ 災害や感染症対策に係る体制整備 

○近年の災害発生状況や、新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ、これらへの備えの重要性に
ついて記載 
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３ 計画の位置づけ 

（１）法令等の根拠 

本計画は、老人福祉法第20条の８第1項の規定に基づく老人福祉計画と、介護保険法第117

条第１項の規定に基づく介護保険事業計画を一体的に策定するもので、高齢者福祉施策を総合

的かつ計画的に進めるための基本方針を明らかにするものです。 

 

■高齢者福祉計画と介護保険事業計画の性格 

 

 

（２）関連計画との位置づけ 

本市の高齢者福祉に関する総合的計画として、本市の特性を踏まえるとともに、上位計画で

ある「第２次稲敷市総合計画」と整合性を図り策定する計画です。 

 また、本市の第２次稲敷市地域福祉計画や第４次稲敷市障害者基本計画・第６期稲敷市障

害福祉計画・第２期稲敷市障害児福祉計画、稲敷市第2次健康プランの関連計画と関係性を保

持するものとします。  

さらに、茨城県高齢者福祉計画・茨城県介護保険事業支援計画「いばらき高齢者プラン21」

との整合性を図ります。 

なお、本計画の「基本目標４ 必要なときに高齢者を支えるサービスの提供」内の「５ 権

利擁護と虐待防止」を、成年後見制度の利用の促進に関する法律に規定される「成年後見制度

利用促進基本計画」として位置付けます。 

  



第１章 計画の概要 

8 

 

４ 計画の期間 

本計画の期間は、令和３年度から令和５年度の３年間とします。 

また、団塊の世代が 75 歳となる令和７年（2025 年）、団塊ジュニア世代が 65 歳

となる令和 22 年（2040 年）を見据えた中長期的な視点を持つものです。 

なお、法制度の改正や社会情勢等の状況に応じて随時見直し、改善を図るものとしま

す。 

 

 

 

 

 

 

５ 計画の策定体制 

 

（１）稲敷市介護保険事業計画策定委員会 

計画の策定にあたり、被保険者代表、保健・医療・福祉関係者、学識経験者等によって構成

する「稲敷市介護保険事業計画策定委員会」を設置し、検討・審議を行いました。 

 

（２）アンケート調査の実施 

計画の策定にあたり、高齢者の生活実態や健康状態、高齢者が抱える生活課題及び介

護保険や福祉サービスに関するニーズなどを把握するため、令和元年 12 月に「介護予

防・日常生活圏域ニーズ調査」を実施しました。また、要支援・要介護認定を受け、居

宅で暮らしている人およびその介護をしている方から、家族介護の実態、施設入所の検

討状況、家族介護者就労状況等を把握するための「在宅介護実態調査」を実施しました。 

さらに、介護サービス事業所における運営状況やサービス提供の提供状況、今後の提

供体制を把握するため、事業所アンケート調査を実施しました。 

 

（３）パブリック・コメントの実施 

本計画の策定にあたっては、パブリック・コメント制度に基づき、令和３年１月に広く市民

の方から本計画に関する意見を伺いました。 

 

 

 

第６期

H27～H29

第９期

R6～R8

令和７年(2025年）を見据えた計画

団塊の世代が65歳
▲

団塊の世代が75歳

▲

第８期

R3～R5
第７期

H30～R2

▲

第10期

R9～R11

令和22年(2040年）を見据えた計画

団塊ジュニア世代が65歳
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１ 人口と世帯の状況 

 

（１）人口動態 

本市の総人口は年々減少しており、令和２年では 39,963 人となっています。 

年齢３区分でみると、65 歳以上の高齢者人口は年々増加しており、令和２年では

14,265 人で、高齢者人口割合（高齢化率）は 35.7％となっています。 

一方、0～14 歳の年少人口割合は一貫して減少しており、少子高齢化が進んでいる状

況です。 

 

■人口推移 

 

■年齢区分別の高齢者数の推移 

 

 

  

4,220 4,034 3,871 3,676 3,515

25,222 24,373 23,529 22,895 22,183

13,611 13,821 14,070 14,119 14,265

43,053 42,228 41,470 40,690 39,963

31.6% 32.7% 33.9% 34.7% 35.7%

9.8% 9.6% 9.3% 9.0% 8.8%
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-40%
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0%
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40%

0人

20,000人

40,000人

60,000人

80,000人

100,000人

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

資料：住民基本台帳（各年10月１日現在）

65歳以上

15-64歳

0-14歳

高齢人口割合

年少人口割合

6,860 7,054 7,190 7,266 7,446
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75歳以上の割合

85歳以上の割合
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（２）高齢者のいる世帯の状況 

本市では、高齢者のいる世帯数及び構成比ともに一貫して増加しており、平成 27 年

では、世帯総数の 58.6％にあたる 8,464 世帯に高齢者がいる状況です。 

また、高齢者独居世帯、高齢者夫婦世帯いずれについても、世帯数、割合ともに増加し続

けており、平成27年では高齢者独居世帯は1,433世帯、高齢者夫婦世帯は1,383世帯と

なっています。 
 

■高齢者のいる世帯数の推移 

 

※高齢夫婦世帯は世帯員が夫婦のみの世帯のうち、夫および妻の年齢が 65歳以上の世帯 

資料：国勢調査 

 

国及び県と比較してみると、高齢者のいる世帯の割合は国及び県の数値を上回っており、本

市では高齢者がいる世帯が相対的に多い状況にあると言えます。 

また、高齢者独居世帯、高齢者夫婦世帯の割合については、いずれも国及び県の水準よりも

低い状況にあります。 
 
■国・県の高齢者を含む世帯数・構成比（平成 27 年） 

 

 
  

606 世帯 851 世帯 1,052 世帯 1,383 世帯

(8.9%) (11.4%) (13.4%) (16.3%)

594 世帯 793 世帯 1,042 世帯 1,433 世帯

(8.8%) (10.6%) (13.3%) (16.9%)

8,464 世帯

(47.1%) (49.6%) (53.1%) (58.6%)

全世帯数
（一般世帯数）

高齢者を含む世帯
（全世帯数に占める割合）

高齢独居世帯

（高齢者を含む世帯に占める割合）

高齢夫婦世帯
（高齢者を含む世帯に占める割合）

平成27年平成22年平成17年平成12年
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6,785 世帯 7,451 世帯 7,849 世帯
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（全世帯数に占める割合）

53,331,797 世帯 1,122,443 世帯 14,432 世帯

国 茨城県 稲敷市

21,713,308 世帯

全世帯数

（一般世帯数）

(58.6%)

8,464 世帯

(40.7%)

493,718 世帯

(44.0%)

27.3 20.3 16.9

24.2
22.5

16.3

48.5 57.2 66.7

0%

20%

40%
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資料：国勢調査

その他の高齢者世帯

高齢夫婦世帯

高齢独居世帯
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２ 介護保険事業の状況 

 

（１）被保険者数の推移 

本市の介護保険被保険者数の推移をみると、緩やかに減少しており、令和２年では27,724

人となっています。また、保険者別でみると、第１号被保険者は増加、第２号被保険者は減少

しています。第２号被保険者は第１号被保険者を上回って推移していましたが、その差は縮ま

り、平成30年以降、第１号被保険者が上回って推移しています。 

 

■被保険者数の推移 

 

（２）要支援・要介護認定者数の推移 

本市の要支援・要介護認定者数は緩やかに増加しています。 

認定率については、第１号被保険者の認定率、第２号被保険者の認定率はともに横ばいで推

移しています。 

■要支援・要介護認定者数の推移 

 

  

14,995 14,556 14,172 13,822 13,453

13,611 13,821 14,070 14,119 14,271

28,606 28,377 28,242 27,941 27,724

0人

10,000人

20,000人

30,000人
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資料：住民基本台帳（各年10月１日現在）

第１号被保険者

（65歳以上）

第２号被保険者

（40-64歳）

62 55 55 57 55

2,036 2,107 2,199 2,270 2,258

2,098 2,162 2,254 2,327 2,313

15.0% 15.2% 15.6% 16.1% 15.8%

0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
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平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

資料：介護保険事業状況報告（各年９月末現在）

１号被保険者（65歳以上）

２号被保険者（40-64歳）

第１号被保険者認定率

第２号被保険者認定率
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要介護度別にみると、要支援１、２の増加が目立ち、平成28年から令和２年にかけて、要

支援１では1.5倍、要支援２では1.3倍となっています。 

軽度（要支援１～要介護１）が占める割合は増加している一方で、要介護３以上が占める割

合については、近年は減少傾向にあり令和２年では39.5％となっております。 

 

■要支援・要介護認定者数の推移（要介護度別） 

 

■要支援・要介護認定者構成比の推移（要介護度別） 

 

 

  

148 130 156 199 224
199 212 207 246 267

495 502 513 520 518

346 372 393
405 390

342 348 392 365 344
349 374 355 337 339219 224 238 255 231

2,098 2,162 2,254 2,327 2,313

43.4% 43.8% 43.7% 41.1% 39.5%

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

0人

2,000人

4,000人

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

資料：介護保険事業状況報告（各年９月末現在）

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１

要介護３以上の割合

7.1 6.0 6.9 8.6 9.7

9.5 9.8 9.2 10.6 11.5

23.6 23.2 22.8
22.3 22.4

16.5 17.2 17.4
17.4 16.9

16.3 16.1 17.4 15.7 14.9

16.6 17.3 15.7 14.5 14.7

10.4 10.4 10.6 11.0 10.0

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

資料：介護保険事業状況報告（各年９月末現在）

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１
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（３）要支援・要介護認定率の状況 

人口の年齢構成が全国と同じと仮定したときの本市の要支援・要介護認定率（調整済み認定

率）は、令和元年時点で16.1％となっており、国・県を下回っていますが、近隣市町村と比べ

ると高くなっています。 

重度認定率と軽度認定率の分布でみると、軽度認定率では全国を下回るエリアに位置してお

り、重度認定率では、全国、県、近隣市町村と同水準となっています。 

 

■隣接自治体及び県との比較（調整済み認定率） 

 

■隣接自治体及び県との比較（調整済み重度認定率と軽度認定率の分布） 
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2.3 3.1 3.1

4.2

2.4

2.5
2.4

2.5
1.9 2.2 2.1

3.5

2.3

2.1 2.4
2.3 2.2 1.8 1.9 2.8
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全国 茨城県 稲敷市 龍ケ崎市 潮来市 牛久市 阿見町 美浦村

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１

資料：地域包括ケア「見える化」システム（令和元年度）

全国

茨城県

稲敷市龍ケ崎市

潮来市

牛久市

阿見町

美浦村

4%
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率
（要
介
護
３
～
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介
護
５
）

調整済み軽度認定率（要支援１～要介護２）

資料：地域包括ケア「見える化」システム（令和元年度）
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（４）認知症高齢者の状況 

本市の認知症高齢者数（認知症高齢者自立度Ⅱ以上の要支援・要介護認定者）は、増加傾向

にあり、令和元年では1,687人となっています。 

高齢者人口に対する認知症高齢者の割合（概算）は１割程度で推移しています。要支援・要

介護認定者対する認知症高齢者の割合をみると、令和元年では62.0％となっています。 

なお、認知症高齢者自立度Ⅱは、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困

難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる状態です。 

 

■認知症高齢者の状況 

 

 

 

  

1,436 1,539 1,643 1,739 1,687

63.6% 63.7% 66.1% 65.7% 62.0%

11.6% 11.3% 11.9% 12.4% 11.9%

-150%

-100%

-50%

0%

50%

100%

0人

1,000人

2,000人

3,000人

4,000人

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

資料：地域包括ケア「見える化」システム（各年10月末）

認知症高齢者数

要支援・要介護認定者数に

対する認知症高齢者の割合

高齢者人口に対する認知症

高齢者の割合（概算）



第２章 高齢者の現状 

17 

 

（５）介護給付費の推移 

本市の介護保険サービス給付費は、増加傾向で推移しており、令和元年度では31億9千8百

万円となっています。 

給付費の伸び率は横ばいを推移していますが、予防給付の一部が地域支援事業費に移行した

ことが主な要因であり、実質的な給付費は緩やかに増加していると考えられます。 

サービス区分別にみると、施設・居住系サービスの給付費が増加傾向にあります。 

給付費の構成比をみると、施設・居住系サービスの割合は近年増加傾向であり、令和元年度

では54.7％となっています。 

 

■介護給付費の推移 

 

 

■介護給付費の推移（サービス区分別） 

 

 

  

2,797,299 2,899,445
3,067,393 3,163,372 3,198,280

1.5% 3.7% 5.8% 3.1% 1.1%

-100%

-80%

-60%

-40%
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1,000,000千円

2,000,000千円

3,000,000千円

4,000,000千円

5,000,000千円

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

資料：地域包括ケア「見える化」システム

総給付費

前年度伸び率

※端数処理の関係で合計があわないことがあります。以降同じ。

1,337,603 1,366,462 1,446,696 1,483,786 1,449,696

141,958 142,494 152,584 143,589 149,722

1,317,738 1,390,489 1,468,113 1,535,997 1,598,862

2,797,299 2,899,445
3,067,393 3,163,372 3,198,280

52.2% 52.9% 52.8% 53.1% 54.7%
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4,000,000千円

5,000,000千円

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

資料：地域包括ケア「見える化」システム

施設サービス

居住系サービス

在宅サービス

施設・居住系

サービスの割合



第２章 高齢者の現状 

18 

 

（６）第１号被保険者１人あたり給付月額  

在宅サービスと施設及び居住系サービスにおける第１号被保険者１人あたり給付月

額について、縦軸を第１号被保険者１人あたりの在宅サービスの給付月額、横軸を施設

及び居住系サービスの給付月額として、県内近隣市町村の分布状況に、市の位置を示し

ました。 

上に位置するほど居宅サービスが活発に利用され、右に位置するほど施設サービスの

利用が多いことを意味しています。 

本市は、在宅サービスと施設及び居住系サービスともに全国、県を下回るエリアに位

置しています。また、近隣市町村に比べて、在宅サービス、施設及び居住系サービスと

もに低いエリアに位置しています。 

 

■第１号被保険者１人あたり給付月額（年齢等調整済み）（平成 30 年度） 

 

※第１号被保険者１人あたりの給付月額（年齢等調整済み）：給付費の多寡に大きく影響を及ぼす、「第１号被保険者の性・年

齢構成」と「地域区分別単価」の影響を除外した給付月額を意味します。 
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資料：地域包括ケア「見える化」システム（平成30年度）
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３ アンケート調査の概要 

本調査は、令和３年度から令和５年度を計画期間とする「稲敷市高齢者福祉計画・第８期介

護保険事業計画」を策定するにあたり、本市の高齢者の日常生活の状況、心身の状態、介護予

防に対する意識、在宅介護の状況、福祉・介護保険事業に関する意見などをうかがい、計画づ

くりの参考資料とし活用するために実施しました。 
 

■調査対象・実施方法・実施時期 

区分 調査対象 調査方法 実施時期 

介護予防・日常生活
圏域ニーズ調査 

要介護認定を受けていない 65 歳以上の高
齢者 

郵送 令和元年 12 月 

在宅介護実態調査 
要支援・要介護認定を受けている 65 歳以
上の高齢者（施設サービス利用者除く） 

郵送及び認定調
査員による聞き

取り調査 

令和元年 6 月 
～令和２年 7 月 

 

■配布・回収状況 

区分 配布数 回収数 回収率 

介護予防・日常生活
圏域ニーズ調査 

2,000 件 1,358 件 67.9％ 

在宅介護実態調査 512 件 471 件 92.0％ 

 

※調査結果について 

○【n=***】という表記は、その項目の有効回答者数で、比率算出の基礎となります。 

○回答は、各項目の回答該当者数を基数とした回答率（％）で示しています。 

○回答率は、小数点第２位を四捨五入しているため、合計が 100.0％にならない場合があります。 

○複数回答可の項目では、その項目に対して有効な回答をした者の数を基数として比率算出を行ってい

るため、回答率の合計は 100.0％を超えることがあります。 

○説明文及びグラフで、選択肢の語句を一部簡略化して表しています。 
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（１）介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

 ①主観的健康観について 

高齢者のQOL（生活の質）の指標となっている主観的健康観については、全体では「健

康」（「とてもよい」+「まあよい」の合計）と回答した割合が80.3％となっています。 

性別でみると、男性では 78.3％、女性では 82.0％が「健康」と回答しており、男

女問わず４人に３人が健康と感じています。 

幸福度別に主観的健康感をみると、幸福度が高いほど主観的健康感も高くなってい

ます。 

 

■現在の健康状態 

Ｑ．現在のあなたの健康状態はいかがですか（１つ） 
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80-84歳【n=74】
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②生活機能の低下リスクについて 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査は、国が提示した調査項目（必須項目）を組み

込んで実施しました。各機能の評価方法から算出した各機能の低下やリスク状況を年

齢別や地区別に集計をしました。 

いずれも、おおむね年齢が上がるほど機能の低下やリスクの割合が高くなっています。 

また、地区別でみると桜川地区や東地区では、リスク該当者割合が市全体の平均よ

りも高くなってます。 
 

■生活機能の低下リスク該当者割合 

 

※ＩＡＤＬ（手段的日常生活動作）：ＡＤＬ（日常生活動作）よりも複雑で高次な動作のことで、具体的には買物、洗濯等の家事、

金銭管理、服薬管理、乗り物に乗ることなどが含まれる。 
※知的能動性：知的活動の実施や知的好奇心を反映する能力のことで、具体的に書類を書く、新聞や本を読む、物事への興味関

心があることなどが含まれる。   
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12.7 32.2 19.7 1.0 19.6 44.1 4.7 37.2 18.0 24.2

65-69歳 4.7 26.8 12.8 0.5 18.2 36.7 1.9 40.8 16.1 24.3

70-74歳 8.5 27.4 12.1 0.5 18.6 42.5 1.5 36.2 14.3 17.7

75-79歳 14.1 38.7 22.4 1.2 19.4 44.2 4.1 33.5 17.9 24.2

80-84歳 21.5 39.5 27.4 1.3 20.7 57.8 11.1 32.5 22.4 25.7

85歳以上 44.8 40.2 54.6 4.5 29.0 59.4 20.4 46.0 32.4 45.7

江戸崎地区 11.4 31.4 18.8 1.3 22.9 44.0 3.9 40.0 16.8 29.9

新利根地区 13.4 33.2 12.2 0.4 19.2 43.1 4.5 34.1 21.6 20.1

桜川地区 15.3 30.9 24.2 1.0 14.8 49.8 5.7 34.4 21.9 21.3

東地区 12.6 33.0 24.3 1.3 18.4 42.1 5.2 37.4 14.5 20.1

日
常
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活
圏
域
別

年
齢
別

全体
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③介護予防事業について 

介護が必要な状態になることを予防するための教室や講座などのうち、実際に利用

したいと思うものを尋ねたところ、「認知症予防教室」が 29.6％で最も多く、以下、

「運動教室」が 27.3％、「転倒予防教室」が 21.9％、「低栄養予防サービス」が 10.8％

などとなっています。 

高齢福祉課「いこいのプラザ」が開催している介護予防教室を知っているか尋ねた

ところ、「知っているが、参加したことはない」が 23.2％で最も多く、以下、「知って

おり、参加したことがある（または参加している）」が 5.7％、「知らないが、参加し

てみたい」が 5.6％となっています。一方、60.8％が「知らない」と回答しています。 
 
■介護を予防するために利用したい教室や講座 

Ｑ．介護が必要な状態になることを予防するための教室や講座などのうち、あなたが実際に利用し
たいと思うものはありますか。（いくつでも） 

 

Ｑ．高齢福祉課「いこいのプラザ」では、毎週月曜日から金曜日に介護予防教室を開催しているこ
とを知っていますか。（いくつでも） 

 
  

29.6

27.3

21.9

10.8

7.4

7.4

1.5

41.2

9.4

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

認知症予防教室

運動教室

転倒予防教室

低栄養予防サービス

水中ウォーキング

口腔健康教室

その他

特にない

無回答

【n=1,358】

23.2

5.7

5.6

60.8

6.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

知っているが、参加したことはない

知っており、参加したことがある

知らないが、参加してみたい

知らない

無回答

【n=1,358】
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④地域での活動について 

会やグループの参加状況では、「④学習・教養サークル」、「⑥老人クラブ」、「⑤介護

予防のための通いの場」への参加率が低い傾向があります。今後、介護予防や地域か

らの孤立防止という観点からも対策の必要性があると考えられます。 

 

■会・グループ等への参加状況 

Ｑ．以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか（１つ） 

 
※「参加している」は、「週４日以上」～「年に数回」と回答した割合の合計 

13.4

16.8

24.2

7.2

11.7

9.0

22.2

27.9

73.3

69.3

62.2

77.8

75.6

77.5

63.5

58.3

13.3

14.0

13.7

14.9

12.7

13.5

14.4

13.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①ボランティアのグループ

②スポーツ関係のグループやクラブ

③趣味関係のグループ

④学習・教養サークル

⑤介護予防のための通いの場

⑥老人クラブ

⑦町内会・自治会

⑧収入のある仕事

【n=1,358】

参加している 参加していない 無回答



第２章 高齢者の現状 

24 

  

⑤地域づくりの参加意思について 

地域住民の有志によって、健康づくり活動や趣味等のグループ活動を行って、いき

いきした地域づくりを進めるとしたら、あなたはその活動に《参加者として》参加し

てみたいか尋ねたところ、「是非参加したい」が 6.6％、「参加してもよい」が 48.6％

と、参加意向は約５割となっています。一方、35.9％は「参加したくない」と回答し

ています。 

また、その活動に《企画・運営（お世話役）として》参加してみたいか尋ねたとこ

ろ、「是非参加したい」が 1.8％、「参加してもよい」が 31.1％と、参加意向は３割と

なっています。一方、58.0％は「参加したくない」と回答しています。 

経験豊かな高齢者をあらたな生活支援サービスの担い手として育成し、地域社会で

活躍できる仕組みを検討していくことが必要です。 

 

■地域づくりへの参加意向 

Ｑ．地域住民の有志によって、健康づくり活動や趣味等のグループ活動を行って、いきいきした地
域づくりを進めるとしたら、あなたはその活動に参加してみたいと思いますか（１つ） 

《参加者として》        《企画・運営（お世話役）として》 

 

 

 

  

是非参加したい

6.6%

参加してもよい

48.6%

参加したくない

35.9%

既に参加している

3.9%

無回答

5.0%

【n=1,358】

是非参加したい

1.8%

参加してもよい

31.1%

参加したくない

58.0%

既に参加している

2.1%

無回答

6.8%

【n=1,358】
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 ⑥助け合いについて 

心配ごとや愚痴を聞いてくれる人は、「配偶者」が 55.7％で最も多く、以下、「友

人」が 40.0％、「兄弟姉妹・親戚・親・孫」が 38.1％などとなっています。 

病気の際の看病や世話をしてくれる人についても、「配偶者」が 63.1％で最も多く、

以下、「同居の子ども」が 34.5％、「別居の子ども」が 28.6％などとなっています。 

家族や友人・知人以外で、何かあったときに相談する相手は、「医師・歯科医師・看護

師」が24.4％で最も多く、以下、「地域包括支援センター・市役所」が14.1％、「社会

福祉協議会・民生委員」が13.5％、「ケアマネジャー」が5.6％などとなっています。 

一方、39.2％は「そのような人はいない」と回答しています。 
 

■あなたとまわりの人の「たすけあい」 

Ｑ．あなたとまわりの人の「たすけあい」についておうかがいします（いくつでも） 

《心配事や愚痴を聞いてくれる人》     《看病や世話をしてくれる人》 

 
 

■家族や友人・知人以外で、何かあったときに相談する相手 

Ｑ．家族や友人・知人以外で、何かあったときに相談する相手を教えてください（いくつでも） 

 

55.7

40.0

38.1

29.4

24.4

12.8

2.3

4.1

2.4

0% 20% 40% 60% 80%

配偶者

友人

兄弟姉妹・親戚・親・孫

別居の子ども

同居の子ども

近隣

その他

そのような人はいない

無回答

【n=1,358】

63.1

34.5

28.6

20.2

4.6

1.3

2.1

5.1

2.2

0% 20% 40% 60% 80%

配偶者

同居の子ども

別居の子ども

兄弟姉妹・親戚・親・孫

友人

近隣

その他

そのような人はいない

無回答

【n=1,358】

24.4

14.1

13.5

5.6

4.9

5.4

39.2

11.9

0% 10% 20% 30% 40% 50%

医師・歯科医師・看護師

地域包括支援センター・市役所

社会福祉協議会・民生委員

ケアマネジャー

自治会・町内会・老人クラブ

その他

そのような人はいない

無回答

【n=1,358】
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⑦不安、悩み、心配ごとについて 

日常生活において、不安、悩み、心配ごとはあるか尋ねたところ、「地震や水害など

の災害」が 32.5％で最も多く、以下、「認知症にならないか心配」が 29.2％、「歩け

なくなるなど基礎体力の低下」が 22.8％、「外出の手段がなくなること」が 16.5％な

どとなっています。 
 

■不安、悩み、心配ごとについて 

Ｑ．日常生活において、不安、悩み、心配ごとはありますか。（いくつでも） 

 

 

⑧認知症について 

認知症に関する相談窓口の認知度を尋ねたところ、「はい」が 26.7％、「いいえ」

が 69.3％となっています。また、認知症の方やそのご家族、支援者や地域の方が誰

でも参加できる認知症カフェ（オレンジカフェ）を知っているか尋ねたところ、

80.7％が「知らない」と回答しています。 
 

■認知症に関する相談窓口と認知症カフェ（オレンジカフェ）の認知度 

Ｑ．認知症に関する相談窓口を知ってい
ますか（１つ） 

Ｑ．認知症カフェ（オレンジカフェ）を知っていますか。
（１つ） 

    

32.5

29.2

22.8

16.5

12.2

7.4

6.9

3.4

2.4

29.2

6.9

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

地震や水害などの災害

認知症にならないか心配

歩けなくなるなど基礎体力の低下

外出の手段がなくなること

生活のための収入が足りない

体調がすぐれない、病気がち

家事が大変

頼れる人がなく一人きりであること

その他

特にない

無回答

【n=1,358】

はい

26.7%

いいえ

69.3%

無回答

4.1%

【n=1,358】

知っており、

参加したことがある

0.5% 知っているが、

参加したことはない

9.2%

知らないが、

参加してみたい

3.5%

知らない

80.7%

無回答

6.1%

【n=1,358】
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⑨在宅生活を続けるために必要な支援について 

在宅で自立した生活を続けていくために、必要になると思う支援やサービスは何か尋

ねたところ、「移送サービス（介護・福祉タクシー等）」が 26.3％と最も多く、以下、

「配食」が 21.9％、「外出同行（通院、買い物など）」が 19.4％、「掃除・洗濯」が

18.4％、「買い物（宅配は含まない）」が 16.9％となっています。 

 

■在宅生活を続けるために必要な支援・サービス 

Ｑ．在宅生活を続けるために、必要だと思うサービス・助け合いの取り組みは何だと思いますか。 
（いくつでも） 

 

 

  

26.3

21.9

19.4

18.4

16.9

14.7

14.5

10.2

6.0

1.8

28.3

8.4

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

移送サービス（介護・福祉タクシー等）

配食

外出同行（通院、買い物など）

掃除・洗濯

買い物（宅配は含まない）

ゴミ出し

見守り、声かけ

調理

サロンなどの定期的な通いの場

その他

特にない

わからない

【n=1,358】
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⑩近隣に対する手助け 

今後、近隣の方にしてあげたい手助けについて尋ねたところ、「安否確認の声かけ」

が 44.8％で最も多く、以下、「話し相手や相談相手」が 34.6％、「災害時の避難の手

助け」が 28.8％、「具合が悪いときの病院等への連絡」が 27.5％、「緊急時の家族へ

の連絡」が 24.6％などとなっています。 

 

■近隣に対する手助けについて 

Ｑ．あなたが、今後、近隣の方に次のような手助けをしてあげたいと思いますか。（いくつでも） 

 

 

  

44.8

34.6

28.8

27.5

24.6

23.9

14.3

11.3

6.1

5.3

5.7

16.8

0% 10% 20% 30% 40% 50%

安否確認の声かけ

話し相手や相談相手

災害時の避難の手助け

具合が悪いときの病院等への連絡

緊急時の家族への連絡

ちょっとした買い物

ゴミ出し

通院の送迎や外出の手助け

家事の手伝い

その他

手助けしてあげたいとは思わない

無回答

【n=1,358】
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⑪力を入れてほしい高齢者施策について 

高齢者の保健福祉施策として、力を入れてほしいと思うものでは、「在宅医療の充

実」が 51.9％で最も多く、以下、「介護保険の在宅サービスの充実」が 45.4％、「在

宅で介護している家族への支援」が 39.8％、「一人暮らし高齢者等の見守り活動」が

36.5％、「緊急時・災害時の支援体制の充実」が 34.8％などとなっています。 

 

■力を入れてほしい高齢者施策について 

Ｑ．これからの高齢者の保健福祉施策として、市に特に力を入れてほしいと思うものはどれですか。
（いくつでも） 

 

  

51.9

45.4

39.8

36.5

34.8

30.8

29.4

23.9

17.4

14.3

11.8

11.0

9.4

8.8

8.2

7.3

6.8

6.8

3.1

2.0

4.0

7.3

0% 20% 40% 60%

在宅医療の充実

介護保険の在宅サービスの充実

在宅で介護している家族への支援

一人暮らし高齢者等の見守り活動

緊急時・災害時の支援体制の充実

介護保険の施設サービスの充実

健康づくりと介護予防の推進

認知症対策の充実

相談支援体制の充実

高齢者向け住宅等の居住環境の整備

防犯対策・交通安全対策の充実

高齢者が集えるサロン等の充実

判断能力が低下した際の契約や財産管理等の支援

高齢者の雇用機会の拡充

介護離職ゼロの取組

生涯学習・生涯スポーツ等の振興

高齢者虐待への対応強化

ボランティア活動に対する支援

世代間交流の機会の拡充

その他

特にない

無回答

【n=1,358】
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（２）在宅介護実態調査 

 ①在宅で介護を担っている家族や親族について 

家族や親族からの介護の状況については、「ほぼ毎日ある」が 79.4％で最も多くな

っています。在宅の要支援・要介護者の 9 割が、家族や親族から介護を受けている状

況です。 

 

■家族や親族からの介護 

Ｑ．ご家族やご親族の方からの介護は、週にどのくらいありますか（１つ） 

 

 

 ②訪問診療の利用について 

訪問診療の利用については、「利用している」が 7.2％となっています。 
 

■訪問診療の利用 

Ｑ．ご本人（認定調査対象者）は、現在、訪問診療を利用していますか（１つ） 

 

 

  

ない

5.9%
家族・親族の介護はあるが、

週に１日よりも少ない

1.9%
週に１～２日ある

7.0%

週に３～４日ある

3.4%
ほぼ毎日ある

79.4%

無回答

2.3%

【n=471】

利用している

7.2%

利用していない

90.4%

無回答

2.3%

【n=471】
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③家族や親族による介護の状況について 

家族や親族が行っている主な介護は、「その他の家事（掃除、洗濯、買い物 等）」が

88.2％で最も多く、以下、「外出の付き添い、送迎等」、「食事の準備（調理等）」がと

もに 78.2％、「金銭管理や生活面に必要な諸手続き」が 68.8％、「服薬」が 52.1％

などとなっています。 

一方、主な介護者が不安に感じる介護等については、「外出の付き添い、送迎等」が

34.4％で最も多く、以下、「認知症状への対応」が31.0％、「入浴・洗身」が30.4％、

「食事の準備（調理等）」が29.9％、「その他の家事（掃除、洗濯、買い物等）」が27.2％

などとなっています。 
 

■現在行っている介護             ■不安に感じる介護  

Ｑ．現在、主な介護者の方が行っている介護等に
ついて、ご回答ください（いくつでも） 

Ｑ．現在の生活を継続していくにあたって、主な
介護者の方が不安に感じる介護等について、
ご回答ください（いくつでも） 

 

   

88.2

78.2

78.2

68.8

52.1

33.3

29.2

22.9

22.9

22.7

20.6

16.9

10.9

3.7

1.2

0.0

0.2

0% 100%

その他の家事（掃除、洗

濯、買い物 等）

外出の付き添い、送迎等

食事の準備（調理等）

金銭管理や生活面に必

要な諸手続き

服薬

衣服の着脱

認知症状への対応

日中の排泄

入浴・洗身

身だしなみ（洗顔・歯磨き

等）

屋内の移乗・移動

夜間の排泄

食事の介助（食べる時）

医療面での対応（経管栄

養、ストーマ等）

その他

わからない

無回答

【n=432】

34.4

31.0

30.4

29.9

27.2

23.6

20.0

20.0

19.7

18.9

12.1

9.8

9.8

4.2

4.9

7.9

4.0

8.1

0% 100%

外出の付き添い、送迎等

認知症状への対応

入浴・洗身

食事の準備（調理等）

その他の家事（掃除、洗

濯、買い物 等）

夜間の排泄

屋内の移乗・移動

金銭管理や生活面に必

要な諸手続き

日中の排泄

服薬

衣服の着脱

食事の介助（食べる時）

身だしなみ（洗顔・歯磨き

等）

医療面での対応（経管栄

養、ストーマ 等）

その他

不安に感じていることは、

特にない

主な介護者に確認しない

と、わからない

無回答

【n=471】
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④主な介護者の仕事と介護の両立について 

主な介護者のうち、フルタイムが 28.2％、パートタイムが 15.5％で、計 43.7％

が就労しており、今後も仕事と介護の両立を続けられそうかを尋ねたところ、「続けて

いくのは、かなり難しい」が 4.9％、「続けていくのは、やや難しい」が 7.3％となっ

ています。 

 

■主な介護者の勤務形態 

Ｑ．主な介護者の方の現在の勤務形態について、ご回答ください。（１つ） 

 
 

■主な介護者の仕事と介護の継続 

Ｑ．主な介護者の方は、今後も働きながら介護を続けていけそうですか。（１つ） 

 
 
  

フルタイムで働いて

いる

28.2%

パートタイムで

働いている

15.5%

働いていない

49.5%

主な介護者に確認し

ないと、わからない

0.0%

無回答

6.8%

【n=471】

問題なく、続けていける

18.9%

問題はあるが、

何とか続けていける

62.6%

続けていくのは、

やや難しい

7.3%

続けていくのは、

かなり難しい

4.9%

主な介護者に確認しないと、

わからない

1.9%

無回答

4.4%

【n=206】
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過去１年間で、介護している家族や親族が離職した割合は 4.6％となっています。 

■介護を理由に退職した家族や親族 

Ｑ．ご家族やご親族の中で、ご本人（認定調査対象者）の介護を主な理由として、過去１年の間に
仕事を辞めた方はいますか（いくつでも） 

  

 

仕事と介護の両立に効果のある勤め先からの支援については、「介護休業・介護休暇

等の制度の充実」が 30.1％で最も多く、以下、「制度を利用しやすい職場づくり」が

24.3％、「労働時間の柔軟な選択（フレックスタイム制など）」が 23.8％、「介護をし

ている従業員への経済的な支援」が 21.8％などとなっています。 

 

■仕事と介護の両立に効果のある勤め先からの支援 

Ｑ．主な介護者の方は、勤め先からどのような支援があれば、仕事と介護の両立に効果があると思
いますか。（いくつでも） 

  

  

87.0

4.6

1.2

0.5

0.5

0.7

5.6

0% 50% 100%

介護のために仕事を辞めた家族・親族はいない

主な介護者が仕事を辞めた（転職除く）

主な介護者が転職した

主な介護者以外の家族・親族が仕事を辞めた（転職除く）

主な介護者以外の家族・親族が転職した

わからない

無回答

【n=432】

30.1

24.3

23.8

21.8

17.0

9.2

5.3

4.9

0.5

19.4

1.9

5.8

0% 10% 20% 30% 40%

介護休業・介護休暇等の制度の充実

制度を利用しやすい職場づくり

労働時間の柔軟な選択（フレックスタイム制など）

介護をしている従業員への経済的な支援

自営業・フリーランス等のため、勤め先はない

仕事と介護の両立に関する情報の提供

働く場所の多様化（在宅勤務・テレワークなど）

介護に関する相談窓口・相談担当者の設置

その他

特にない

主な介護者に確認しないと、わからない

無回答

【n=206】
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４ 課題の整理 

本市の現状を踏まえ、高齢者福祉に関わる課題を整理しました。 

 

（１）相談支援体制 

本市の高齢者を含む世帯は世帯数、構成比ともに増加しており、高齢独居世帯、高齢夫婦世

帯いずれについても増加している状況です。 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査によると、日常生活において、不安、悩み、心配ごとは

あるか尋ねたところ、「認知症にならないか心配」、「歩けなくなるなど基礎体力の低下」など

認知症や介護状態になることの不安や心配ごとが上位を占めています。 

今後、支援を必要とする高齢者世帯は増加していくことが見込まれるため、地域での支え合

いのしくみづくりを進めるとともに、地域包括支援センターなどの身近な相談窓口の周知と分

かりやすい情報提供に努めていく必要があります。 

 

（２）地域における支援体制 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査によると、在宅生活を継続するために必要なサービスと

して、「移送サービス」、「配食」、「外出同行」、「掃除・洗濯」、「買い物」などが多く挙げられて

おり、身の回りの生活支援が求められています。 

一方、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査において、地域活動の参加状況は、「趣味関係の

グループ」と「町内会・自治会」が２割程度などとなっており、地域づくりの参加意向は、参

加者としては５割、企画・運営者としては３割となっています。 

地域共生社会の実現に向けて、地域において、公的な支援と民間の支援が一体となって高齢

者の暮らしを支えていけるよう、地域住民や組織の主体的な活動を促進し、見守りや日常生活

支援の体制づくりを推進していく必要があります。 

 

（３）災害時における支援体制 

日常生活の心配ごととして、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査では、「地震や水害などの

災害」が上位に挙げられています。また、「歩けなくなるなど基礎体力の低下」との回答が同

様に上位に挙げられており、災害時における避難支援を充実することが求められます。 

こうしたことから、本市において、引き続き高齢者の避難支援体制の構築は重要な課題であ

り、避難行動要支援者登録制度の周知を図るとともに、要支援者については支援者間での情報

共有と個別の支援計画の作成を進めていく必要があります。 
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（４）介護予防・健康づくりの推進 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査によると、健康感と幸福感には関連性があり、健康状態

が良いほど幸福感が高くなっています。 

一方、各機能低下やリスクの判定では、年齢が上がるとともに加速的にリスクが高まってい

ます。 

そのため、さらなる高齢化社会を迎えるにあたって、高齢になっても健康で元気な生活を続

けることができるよう、心身の生活機能の低下を防ぐフレイル予防をはじめとした介護予防の

取組を高齢者の健康づくりの取組と一体的に推進していくことが重要です。 

また、本市において介護予防のために地域で開催されている通いの場への参加率は１割程度

となっていることから、事業の周知と分かりやすい情報提供を推進していく必要があります。 

 

（５）認知症高齢者対策 

認知症は65歳以上の中でも特に80歳以上からの有病率が高くなることが指摘されており、

今後75歳以上のいわゆる後期高齢者数が増加する本市においては、認知症高齢者の数は増加

することが見込まれます。 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査では、自身や家族に認知症の兆候がみられた場合に、ど

こに相談するか尋ねたところ、「医師・歯科医師・看護師」、「地域包括支援センター・市役所」

が多く挙げられています。また、認知症の方やそのご家族、支援者や地域の方が誰でも参加で

きる認知症カフェ（オレンジカフェ）を知っているか尋ねたところ、80.7％が「知らない」と

回答しています。認知症予防・重度化防止のため、介護予防教室の参加促進や認知症の相談窓

口、認知症カフェの周知啓発をしていく必要があります。 

また、認知症の対応は、専門職による的確な対応が重要となることから、保健・医療・福祉

等の専門職が連携した支援体制が重要となるほか、認知症高齢者が外出・徘徊をした際に周囲

の人が理解をもって接することができるよう、地域の見守り体制を構築することも重要です。 

また、在宅介護実態調査において介護者が不安に感じる介護については「認知症状への対応」

が３割と高くなっており、認知症高齢者を介護する家族のサポートを厚くすることも重要です。 
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（６）在宅医療・介護の連携強化 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査では、高齢者の保健福祉施策として、力を入れてほしい

と思うものでは、「在宅医療の充実」が51.9％で最も多くなっています。 

在宅医療と介護の連携は、退院支援、日常の療養支援、急変時の対応、看取りなど、様々な

局面で求められており、今後その役割はより一層高まることが想定されます。 

そのため、地域における関係機関の連携体制の強化を図るとともに、広く市民に対して在宅

医療に関する知識の普及啓発や情報提供を推進していく必要があります。 

 

（７）家族介護者の支援 

要介護高齢者の在宅生活の限界点を高めるには、医療・介護サービスの充実だけでなく日常

生活を支えている家族介護者の負担を軽減することも重要です。 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査では、高齢者の保健福祉施策として、力を入れてほしい

と思うものでは、「在宅で介護している家族への支援」が39.8％で上位にあがっています。 

在宅介護実態調査では、家族や親族からの介護の状況については、在宅の要支援・要介護者

の9割が、家族や親族から介護を受けている状況です。 

また、現在の生活を続けるにあたり不安を感じる介護については「認知症状への対応」が３

割、「日中の排泄」、「夜間の排泄」が２割の回答があるなど、介護に不安を感じている介護者

は少なくないといえます。さらに、主な介護者の４割が働きながら介護を担い、その大半が何

らかの問題を抱えている中、１割が仕事と介護の両立を困難に感じており、介護離職を防ぐた

めの支援の充実が求められます。加えて、近年では介護と子育てを両立するダブルケアの状況

にある家庭もあることが明らかになっており、介護や子育ての疲れやストレスなどは、虐待の

発生要因にもなることから、虐待を未然に防ぐためにも、不安や悩みなどに対して助言を行う

など、家族介護者への支援を充実する必要があります。 

 

（８）介護人材の確保及び資質の向上 

全国的に高齢化が進む中、介護を担う人材の不足が課題となっています。国によれば、団塊

の世代が後期高齢者となる令和７年には、約38万人の介護人材の不足が生じると推計されて

います。 

また、介護職員の定着や質の向上の視点からは、業務量が多いことや人材不足などのため、

研修や指導が十分に実施できない環境にあり、研修や交流の場の提供が求められています。 

本計画では、令和７年及び令和22年を見据えて、必要なサービスの見込みを定めるとともに、

サービス提供に必要となる介護人材の確保及び資質の向上、並びに、その業務の効率化及び質の

向上が求められており、人材確保及び人材定着のための支援を進めていく必要があります。  
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１ 将来推計 

（１）推計人口 

本市の住民基本台帳を基に、コーホート変化率法（同じ年に生まれた人々の動向から変化率

を求め、その結果に基づき将来人口を推計する方法）により算出した推計人口をみると、本市

の総人口は年々減少し、計画最終年の令和５年には37,715人となることが見込まれます。 

人口構成比では高齢化率は増加を続け、令和５年には37.8％となり、令和12年には40％

を超え、令和22年（2040年）には46.7%に達する見通しです。 

 

■推計人口  

 

■推計人口（構成比） 

 

 

  

3,515 3,391 3,221 3,086 2,920 2,797 2,195 1,723 1,363

22,183 21,554 20,978 20,376 19,830 19,254
16,549

14,227
11,834

14,265 14,276 14,279 14,253 14,225 14,164
13,662

12,618
11,584

39,963 39,221 38,478 37,715 36,975 36,215

32,406

28,568

24,781

0人

10,000人

20,000人

30,000人

40,000人

50,000人

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 令和12年 令和17年 令和22年

資料：住民基本台帳に基づく推計（各年10月１日現在）

65歳以上

15-64歳

0-14歳

【実績値】 【推計値】→

8.8 8.6 8.4 8.2 7.9 7.7 6.8 6.0 5.5

55.5 55.0 54.5 54.0 53.6 53.2 51.1 49.8 47.8

35.7 36.4 37.1 37.8 38.5 39.1 42.2 44.2 46.7

0%

20%

40%

60%

80%

100%

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 令和12年 令和17年 令和22年

資料：住民基本台帳に基づく推計（各年10月１日現在）

65歳以上

15-64歳

0-14歳

【実績値】 【推計値】→
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（２）高齢者人口の推計 

本市の高齢者人口の推計をみると、およそ半数を占める65～74歳の高齢者は減少を続け、

令和7年（2025年）以降に6,000人を下回ることが見込まれます。 

また、75歳以上の高齢者は令和5年以降、65～74歳の高齢者数を上回って推移し、令和

12年にピークを迎え、8,184人となり、後期高齢者の占める割合は6割を超えることが見込

まれます。 

 

■高齢者人口の推計 

 

■高齢者人口の推計（構成比） 

 

 

  

7,446 7,482 7,258 7,014 6,732 6,491 5,478 4,767 4,388

4,450 4,395 4,626 4,851 5,164 5,337
5,861

5,055
4,296

2,369 2,399 2,395 2,388 2,329 2,336 2,323
2,796

2,900

14,265 14,276 14,279 14,253 14,225 14,164 13,662
12,618

11,584

0人

10,000人

20,000人

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 令和12年 令和17年 令和22年

資料：住民基本台帳に基づく推計（各年10月１日現在）

85歳以上

75-84歳

65-74歳

【実績値】 【推計値】→

52.2 52.4 50.8 49.2 47.3 45.8 40.1 37.8 37.9

31.2 30.8 32.4 34.0 36.3 37.7
42.9

40.1 37.1

16.6 16.8 16.8 16.8 16.4 16.5 17.0 22.2 25.0

0%

20%

40%

60%

80%

100%

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 令和12年 令和17年 令和22年

資料：住民基本台帳に基づく推計（各年10月１日現在）

85歳以上

75-84歳

65-74歳

【実績値】 【推計値】→
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２ 要支援・要介護認定者の推計 

本市の要支援・要介護認定者数の推計をみると、年々増加を続け、計画最終年の令和５年に

は2,460人となり、認定率は16.9％となることが見込まれます。 

令和17年以降、認定者数が減少に転じますが、団塊ジュニア世代が高齢者となり、要支援・

要介護認定を持たない高齢者が増加することなどが背景として想定されます。 

 

■要支援・要介護認定者数の推計 

 

■要支援・要介護認定者数（要介護度別）の推計 

 

 

  

55 52 51 45 43 39 42 41

2,258 2,324 2,371 2,415 2,430 2,478 2,479 2,405

2,313 2,376 2,422 2,460 2,473 2,517 2,521 2,446

15.8% 16.3% 16.6% 16.9% 17.2% 18.1% 19.6% 20.8%

0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.5% 0.5%

-120%

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

0人

2,000人

4,000人

6,000人

資料：地域包括ケア「見える化」システムによる推計（各年９月末現在）

１号被保険者

（65歳以上）

２号被保険者

（40-64歳）

第１号被保険者

認定率

第２号被保険者

認定率

【実績値】 【推計値】→

令和2年令和3年令和4年令和5年令和7年令和12年令和17年令和22年

224 234 252 254 268 274 274 255

267 284 284 285 288 294 294 277

518 533 537 559 572 581 582 560

390 405 424 424 430 429 430 424

344 349 350 356 348 354 354 348

339 333 334 341 325 340 341 340
231 238 241 241 242 245 246

242
2,313 2,376 2,422 2,460 2,473 2,517 2,521

2,446

0人

500人

1,000人

1,500人

2,000人

2,500人

3,000人

令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和7年 令和12年令和17年令和22年

資料：地域包括ケア「見える化」システムによる推計（各年９月末現在）

要介護5

要介護4

要介護3

要介護1

要支援2

要支援1

【実績値】 【推計値】→
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３ 高齢者世帯の推計 

本市の高齢者世帯の推計をみると、年々増加を続け、令和7年に高齢者独居世帯は1,994世

帯、高齢夫婦世帯は1,928世帯となり、団塊ジュニア世代が高齢者となる令和22年には高齢

者独居世帯は3,078世帯、高齢夫婦世帯は3,003世帯になると見込まれます。 

 

■高齢者世帯数の推計 

 

 

４ 認知症高齢者の推計 

本市の認知症高齢者の推計（要支援・要介護認定者に対する認知症高齢者自立度Ⅱ以上の割

合を人口推計に乗じて算定）をみると、年々増加を続け、計画最終年の令和５年に2,300人と

なり、令和12年にピークを迎え、2,497人となります。また、団塊ジュニア世代が高齢者と

なる令和22年には2,364人となり、高齢者の約20％を占めると見込まれます。 

 

■認知症高齢者の推計 

 

  

1,433 1,677 1,994 2,333 2,695 3,078
1,383 1,614

1,928
2,264

2,623
3,003

5,648 5,282
5,062

4,801
4,494

4,148

8,464 8,573 8,984 9,398 9,812 10,229

0世帯

5,000世帯

10,000世帯

15,000世帯

平成27年 令和2年 令和7年 令和12年 令和17年 令和22年

資料：国勢調査に基づく推計（各年10月１日現在）

その他の高齢者

世帯

高齢夫婦世帯

高齢独居世帯

【実績値】 【推計値】→

1,848
1,995

2,150
2,300

2,438 2,497 2,441 2,364

0人

1,000人

2,000人

3,000人

4,000人

令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和7年 令和12年 令和17年 令和22年

資料：地域包括ケア「見える化」システムを活用した推計（各年10月末）
【推計値】 【推計値】→
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１ 基本理念 

 

 

 

 

 

長寿社会の到来により、高齢期を誰もが迎える時代となりつつあり、高齢者になって

からの人生も長くなっています。一方で、高齢者数とともに、要介護等の認定者数は増

加し、認知症高齢者の増加も見込まれることから、長い高齢期をいかに健康に、いきい

きと過ごすかは、個人にとっても社会にとっても大きな課題です。 

皆さんが住み慣れた地域で、安心して暮らすためには、高齢者の生活を支える介護、

予防、医療、住まい、生活支援サービスが、必要に応じ、適切かつ円滑にコーディネー

トされる体制である地域包括ケアシステムを構築することが必要です。 

このために、市は、高齢者一人ひとりの健康維持・重度化防止の支援や、介護が必要

になったときに安心して支援を受けられるよう、介護サービス等の「共助」、行政の「公

助」の体制整備を進めます。 

そして、高齢者一人ひとりが介護保険法の趣旨を踏まえて健康増進や、もしも介護が

必要になったときのために予め備える「自助」、高齢者自身だけでなくあらゆる世代が身

近な人間関係の中で、自発的に地域の困っている方を支え合う「互助」のまちづくりを

進めることが、この計画の目指すところです。 

市では、「第２次稲敷市総合計画」を策定し、福祉・健康分野のまちづくりの基本目標

として『いきいき元気に暮らすまちづくり』を掲げています。 

本計画は、その「第２次稲敷市総合計画」における高齢者保健福祉に関連する個別計

画であり、目標や将来都市像と方向性をともにしていることや令和7年（2025年）まで

の中長期的な計画のため、第８期計画においても引き続き基本理念を踏襲し、『いきいき

元気に暮らすまちづくり』を、この計画の基本理念と位置づけます。 

 

  

いきいき元気に暮らすまちづくり 
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２ 基本目標 

本計画では、基本理念を実現するために５つの基本目標を定め、計画の推進を図るもの

とします。なお、「基本目標５ 充実した介護サービスの提供」は介護保険事業計画に相当

するものとし、「第７章 介護保険サービス」以降で展開するものとします。 

 

基本目標１ 地域包括ケア体制の充実 

 

高齢者が家庭や地域で安心して暮らしやすくするためには、それぞれの環境や生活

状態等に応じて、必要な時に必要なところで、サービスが切れ目なく円滑に提供され

るよう、高齢者の生活を支える医療・介護・予防・生活支援事業などの適切な組み合

わせによる、地域包括ケアの確立が必要です。 

こうした体制を支えるために、地域包括支援センターの機能を充実し、高齢者の在

宅生活を支え、安心を提供する役割を果たすことができるよう、総合相談・支援の体

制づくりを行うとともに、地域の社会資源と連携して、医療や介護、福祉、権利擁護

などの様々なサービスがつながる地域包括ケアの深化・推進を図ります。 

また、家族等介護者の高齢化に伴う介護力の低下、さらには、核家族化や共働き世

帯の増加に伴う介護と育児の「ダブルケア」、あるいは夫婦2人で両親の親4人を介護

する「多重介護」等といった新たな問題にも注意を払わなくてはなりません。介護者

が家族等の介護に伴い離職することは、本人だけでなく企業等や地域経済に与える影

響もあると考えられます。介護離職を防ぐためにも、家族等介護者が相談や情報提供

が受けられるよう、支援体制の充実を図ります。 
 

 

基本目標２ 健康づくりの推進 

 

高齢者が地域でいきいきと活動するためには、フレイル予防を始めとした介護予防

の取組を推進し、高齢者自身の健康を維持することが重要です。 

生活習慣や社会環境の改善を通じて、すべての国民が共に支え合いながら希望や生

きがいをもち、ライフステージに応じて、健やかで心豊かに生活できる活力ある社会

の実現を目指すこととしました。生活習慣病の発生予防・重症化予防を中心に、生活

の質の向上や社会環境の質の向上を目指し、健康寿命を延ばし、健康格差（地域や社

会経済状況の違いによる集団間の健康状態の差）を縮めることが求められています。 

市の健康プランと連携しながら、生活の質の維持・向上にむけ、高齢者自身が健康

増進や介護予防についての意識を持ち、自ら必要な情報にアクセスし、健康づくりの

取組を行えるよう支援します。  



第４章 計画の基本的な考え方 

47 

 

 

基本目標３ 生きがいづくりや社会参加の促進 

 

高齢者が地域において活躍することにより、高齢者の生きがいとなり、閉じこもり

予防、認知症予防にも繋がります。 

今後、さらなる高齢化社会を迎えるにあたり、高齢者が地域で生きがいを持って活

動できるよう、各種関係機関と連携を図り、世代間の交流を含めた地域活動の情報提

供やボランティア活動や就労的活動なども含めた高齢者の社会参加を促進し、いきい

きと活動できる地域づくりに努めます。 
 

 

基本目標４ 必要なときに高齢者を支えるサービスの提供 

 

独居高齢者や認知症高齢者は増加傾向にあり、高齢者一人ひとりが安心・安全に暮らし

ていくためには福祉サービスの充実だけでなく防犯、防災対策を含めた取組が重要です。 

また、近年、新型感染症など、生活上の新たな課題が発生しており、高齢者が安心

して生活することができるよう、福祉、防犯、防災、保健、医療、消費生活等の関係

機関との連携を強化し、高齢者が暮らしやすい環境づくりが重要です。 

地域包括支援センターを中核とした相談支援機能の充実を図り、ニーズに即した福祉

サービスや支援につなげていきます。さらに、防災・防犯対策、避難支援体制の整備、虐

待防止や権利擁護の取組などを通じて、高齢者が安心・安全に生活できるまちづくりを

推進します。 
 

 

基本目標５ 充実した介護サービスの提供 

 

生活機能の低下等により、介護が必要な状態になった場合には、住み慣れた地域で

在宅を中心とした介護を受けることができるよう、介護保険サービスの充実・強化と

円滑な実施を図り、利用者が身近な場所で安心して必要とするサービスが利用できる、

地域に密着した体制づくりが必要となってきます。 

介護需要の増加や多様な介護ニーズに対応し、高齢者が住み慣れた地域において日

常生活を継続できるよう、家族の介護負担の軽減を図るとともに、高齢者に対する住

まいの確保と生活の一体的な支援を目的とした介護サービスの整備等に努めます。 

また、介護サービスを支える介護人材の確保及び資質の向上に努めるとともに、ICT

の活用や文書負担の軽減など業務の効率化及び質の向上のための取組を進めていき、

安定的な介護サービスを提供できるよう、地域における介護基盤整備の推進に努めます。  
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３ 計画の体系 
 

《 基本目標 》  《 具体的事業 》 

基本目標１ 
 

地域包括ケア体制の 
充実 

１ 介護予防・日常生活支援総合事業 

（１）介護予防・生活支援サービス事業 

（２）一般介護予防事業 

２ 包括的支援事業 

 （１）地域包括支援センターの運営及び機能強化  

（２）在宅医療・介護連携推進事業 （３）認知症施策の推進 

（４）生活支援体制整備      （５）地域共生社会に向けた取組 

３ 任意事業 

（１）介護給付費等費用適正化事業 （２）家族介護継続支援事業 

（３）成年後見制度利用支援助成事業（４）認知症サポーター養成事業 

基本目標２  
 

健康づくりの推進 

１ 成人保健サービス 

 （１）健康相談  （２）健康教育  （３）健康診査 （４）がん検診 

２ 保健事業と介護予防・フレイル対策の一体的推進 

 （１）保健分野関連計画との連携  

（２）個々に合わせた健康づくり及び介護予防 

 （３）通いの場の拡充・フレイル予防の普及啓発 

基本目標３  
 

生きがいづくりや 
社会参加の促進 

１ 生きがい事業 

（１）敬老事業          （２）老人クラブ助成事業 

（３）高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 

２ 生涯学習 

 （１）いなしき大学（高齢者大学） （２）文化協会 

 （３）公民館講座         （４）体育協会 

３ 就業促進 

 （１）シルバー人材センター事業 

基本目標４ 
  

必要なときに高齢者を 
支えるサービスの提供 

１ 生活支援 

 （１）高齢者等配食サービス事業 （２）緊急通報体制整備事業 

 （３）愛の定期便事業       （４）ふれあい給食サービス事業 

 （５）ふれあい電話事業     （６）徘徊高齢者家族支援サービス 

 （７）福祉有償運送（NPO 等）  （８）タクシー券助成事業 

 （９）公共交通再編事業     （10）高齢者向け出前講座 

 （11）訪問理美容助成事業 

（12）徘徊高齢者等ＳＯＳネットワーク事業 

２ 経済支援 

 （１）シルバーカー購入費助成事業  

（２）老人性白内障補助眼鏡等購入費助成事業 

（３）老人ホーム入所援護事業 

（４）家族介護慰労金支給事業 

３ 住まいの確保 

（１）サービス付き高齢者向け住宅及び有料老人ホーム 

４ 高齢者の安全の確保 

 （１）高齢者台帳システム整備事業 （２）救急医療情報キット配付事業 

  （３）地域防災計画等との連携     （４）高齢者の交通安全       

（５）高齢者の防犯対策 

５ 権利擁護と虐待防止 

（１）成年後見制度利用支援事業 （２）日常生活自立支援事業の利用支援 

（３）高齢者虐待の防止   
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１ 市が目指す地域包括ケアシステムの深化・推進 

本市では、可能な限り住み慣れた地域で継続して生活できる社会の実現に向けて、地

域の絆を活かして、下図のような様々なサービスがネットワークを結ぶ取組を行ってい

ます。 

今後も、地域包括ケアシステムを深化させ、必要な時に必要なサービスを組み合わせ

て活用できるよう、常に新たなニーズに対応する地域資源を発掘・整理し、ニーズに合

わせたサービスの提供を行うとともに、ネットワークがさらに強固なものになるよう地

域包括支援センターを充実させ、介護予防事業の強化や地縁を活かした生活支援の体制

を構築します。 

 

■地域包括ケアシステムのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

病気になったら…

医 療

介護が必要になったら…

介 護

老人クラブ・自治会・ボランティア・ＮＰＯ 等

・地域包括支援センター

・ケアマネジャー

相談業務やサービス

のコーディネートを

行います

通所・入所通院・入院

・自宅

・サービス付き

高齢者向け住宅 等

※ 地域包括ケアシステムは、

おおむね30分以内に必要なサービス

が提供される日常生活圏域（具体的
には中学校区）を単位として想定

生活支援体制整備

・地域づくり

いつまでも

元気に暮らすために…

介護予防

日常の医療:

・かかりつけ医

・地域の連携病院

住 ま い

いつまでも

自立して暮らせるように…

生活支援

◆施設・居住系サービス:
・介護老人福祉施設

・介護老人保健施設

・認知症共同生活介護

・特定施設入所者生活介護等

◆在宅系サービス:
・訪問介護・訪問看護・通所介護

・小規模多機能型居宅介護

・短期入所生活介護

・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス
（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護）等

◆介護予防サービス

・急性期病院

・亜急性期・回復期

リハビリ病院
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２ 日常生活圏域の設定と地域密着型サービス 

（１）日常生活圏域の設定 

日常生活圏域とは、高齢者が住み慣れた身近な地域でサービスが受けられるよう設定したも

のです。 

本市においては、第３期介護保険事業計画で定めた４つの区域を日常生活圏域とし、引き続

き、圏域ごとに地域密着型サービス等の介護サービス基盤の計画的な整備・誘導を推進してい

きます。 

市では、これまで直営の地域包括支援センター１か所で各種介護予防サービスの提供や相談

業務を行ってきましたが、平成30年4月から桜川・東地区を管轄する地域包括支援センターを

１か所増設し、合計２か所のセンターでよりきめ細やかな対応を行っています。 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

■エリア図 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 

●利用者の日常生活圏域（日常

生活を分断する幹線道路、コ

ミュニティが形成されてい

る学区等） 

●各圏域の拠点に利用者が気

軽に集まれる（公共施設等） 

 

 

●地域住民による支え合い活動が

可能な範囲（地域福祉の視点） 

●既に地域の高齢者を支えたり、サ

ービス提供している基盤（社会福

祉協議会の小地域活動） 

●新たなサービス提供事業者が参

入可能な規模（適切な人口規模） 

生活者の視点 支えあいの視点 

 
圏
域
の
設
定 

 

 

新利根地区 

 

 

江戸崎地区 

 

 

桜川地区 

 

 

東地区 
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（２）地域密着型サービス 

ひとり暮らし高齢者や認知症高齢者が増加する中、高齢者ができる限り住み慣れた地域で生

活が継続できるよう、地域密着型サービス（地域の特性に応じた多様で柔軟なサービス＜在宅

支援の強化＞）の整備を推進していきます。 

地域密着型サービスは、「介護サービス」と「介護予防サービス」に分かれており、次のよ

うな特徴があります。 

 ① 原則として、市民のみが利用可能なサービス 

 ② 市内の日常生活圏域単位で、適正なサービス基盤のきめ細やかな整備が可能 

 ③ 地域の実情に応じた指定基準や介護報酬の設定が可能 

 

このサービスの指定及び指導・監督の権限は市にあり、公平・公正の観点から地域密着型サ

ービス運営委員会を設置して対応しています。 

 

■地域密着型サービス（法定）の種類（サービス利用は市被保険者のみ可能） 

１ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

２ 夜間対応型訪問介護 

３ 認知症対応型通所介護 

４ 小規模多機能型居宅介護 

５ 認知症対応型共同生活介護 

６ 地域密着型特定施設入居者生活介護（定員29人以下。有料老人ホーム） 

７ 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。特養） 

８ 看護小規模多機能型居宅介護 

９ 地域密着型通所介護 

 ※３～５については、対応する介護予防サービスがあります。 
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３ 日常生活圏域別事業所数 

 

■圏域別介護予防・生活支援サービス別事業所数（令和３年２月１日現在）     単位：か所、人 

区分／圏域別 稲敷市 
江戸崎 
地区 

新利根 
地区 

桜川 
地区 

東 
地区 

訪問型 

サービス 

現行相当 訪問介護相当サービス 7 2   5 

緩和基準 家事応援サービス 6 2   4 

通所型 

サービス 

現行相当 通所介護相当サービス 15 5 2 1 7 

緩和基準 
いきいき通所サービス

会場数 
1    1 

短期集中 元気づくり教室 1  1   

 

■圏域別地域密着型サービス事業所（令和３年２月１日現在）         単位：か所、人、床 

区分／圏域別 稲敷市 
江戸崎 
地区 

新利根 
地区 

桜川 
地区 

東 
地区 

認知症対応型通所介護 
事業所数 1 1    

定員 3 3    

小規模多機能型居宅介護 

事業所数 1    1 

登録定員 29    29 

通所定員 18    18 

宿泊定員 9    9 

認知症対応型共同生活介護 
事業所数 3 2   1 

定員 54 36   18 

地域密着型 

介護老人福祉施設入所者生活介護 

事業所数      

定員      

看護小規模多機能型居宅介護 

事業所数      

登録定員      

通所定員      

宿泊定員      

地域密着型通所介護 
事業所数 8 3 1 1 3 

定員 114 43 10 15 46 
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■圏域別介護サービス別事業所数（令和３年２月１日現在）          単位：か所、人、床 

区分／圏域別 稲敷市 
江戸崎 
地区 

新利根 
地区 

桜川 
地区 

東 
地区 

訪問介護 8 2   6 

訪問入浴介護      

訪問看護 11 6 2 2 1 

通所介護 
事業所数 7 2 1  4 

定員 200 49 25  126 

通所リハビリテーション 
事業所数 3  1  2 

定員 78  38  40 

訪問リハビリテーション 8 5 1 1 1 

短期入所生活介護 
事業所数 4 1 1 1 1 

床数 65 16 10 23 16 

短期入所療養介護（空床利用型） 2  1  1 

居宅療養管理指導 35 20 3 6 6 

介護予防支援 2 1   1 

福祉用具貸与 1  1   

特定福祉用具販売 1  1   

特定施設入居者生活介護 
事業所数      

定員      

居宅介護支援 介護 12 3 3  6 

介護老人福祉施設 
事業所数 5 2 2  1 

定員 310 134 96  80 

介護老人保健施設 
事業所数 2  1  1 

定員 78  38  40 

介護医療院 
事業所数      

定員      
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基本目標 1 地域包括ケア体制の充実 

基本目標 1 地域包括ケア体制の充実 

地域支援事業は、被保険者が要介護状態等になることを予防するとともに、要介護状

態等になった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むこと

ができるよう支援することを目的とするものです。 

下図のように、地域支援事業は、「介護予防・日常生活支援総合事業」、「包括的支援事

業」、「任意事業」の３つから構成されています。 

 

地域支援事業 

介護予防・日常生活支援

総合事業 

〇介護予防・生活支援サービス事業 

 ・訪問型サービス 

 ・通所型サービス 

 ・生活支援サービス 

 ・介護予防ケアマネジメント  

〇一般介護予防事業 

包括的支援事業 

〇地域包括支援センターの運営 

 (地域ケア会議の充実) 

〇在宅医療・介護連携推進事業 

〇認知症施策の推進 

 (認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員等) 

〇生活支援体制整備事業 

 (コーディネーターの配置、協議体の設置等) 

任意事業 

〇介護給付費適正化事業 

〇家族介護支援事業 

〇その他の事業 
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１ 介護予防・日常生活支援総合事業 

高齢化の進行にともない、一人暮らし高齢者や高齢者世帯、認知症高齢者など、地域に

おいて支援を必要とする高齢者が増加し、地域の支え合いがますます重要となっています。 

また、高齢者が地域でいきいきと活動するためには、フレイル予防を始めとした介護

予防の取組を推進し、高齢者自身の健康を維持することが重要です。 

これらの課題に対応するため、本市では平成 29 年度から介護予防・日常生活支援総

合事業（総合事業）を実施しています。 

総合事業は、介護予防・生活支援サービス事業と一般介護予防事業から構成されてお

り、自立支援・重度化防止に資する取組として、介護予防・生活支援サービス事業では、

訪問型・通所型サービス及び介護予防ケアマネジメントを実施しています。 

一般介護予防事業については、健康寿命の延伸と生活の質の維持向上を図るという、

介護予防の普及啓発を目的として、介護予防教室等を実施してきました。 

 

また、元気高齢者に対する健康増進事業との連携や保健事業との一体的実施の取組を

進めていくことで、より幅広い対象に対して介護予防の取組を行い、健康寿命の延伸を

目指します。 

 

国では、令和７年（2025 年）までに高齢者の 8％が何らかの通いの場へ参加するこ

とを目標としていますが、令和元年度の時点において本市では高齢者の 11.7％（介護

予防・日常生活圏域ニーズ調査）が参加しているという調査結果を踏まえ、今後も自立

支援・重度化防止の取組を進めるために、各事業の実施状況を把握し、事後評価を行う

とともに、多様な主体によるサービス提供体制の構築を目指します。 

 

また、総合事業を利用できるのは、要支援認定者等に限定されていますが、要介護認

定を受けると、それまで受けていた補助によるサービスの利用ができなくなるため、本

人の希望を踏まえて、介護保険の給付が受けられることを前提としつつ、対象者の弾力

化を行うという法改正がされました。現在、本市においては、補助によるサービスが創

設されていないため、「総合事業の対象者の弾力化」については対象外となっています。 
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（１）介護予防・生活支援サービス事業 

要支援者や事業対象者が利用する訪問及び通所サービスとして、「介護予防・生活支

援サービス事業」の訪問型サービス、通所型サービスを実施しています。 

また、サービスの利用を計画作成する「介護予防ケアマネジメント」を地域包括支援

センターが実施しています。 

 

事業名 事業の内容  利用できる方 

第
１
号
訪
問
事
業 

（
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
） 

介護予防訪問介護相当

サービス 

従前の介護予防訪問介護と同様のサービス

で、ホームヘルパーによる身体介護や掃除・洗

濯などの生活援助を行います。 

 

○要支援認定を受

けた方 

○65 歳以上の 方

で、基本チェック

リストを実施し

総合事業の対象

者と判定された

方 

家事応援サービス 

（訪問型サービスＡ） 

介護福祉士等や稲敷市地域介護ヘルパー養

成研修修了者による、掃除・洗濯などの生活援

助を行います。 

 

    

第
１
号
通
所
事
業 

（
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
） 

介護予防通所介護相当

サービス 

従前の介護予防通所介護と同様のサービス

で、食事・入浴の提供や日常動作訓練を行うデ

イサービスです。 

 

いきいき通所サービス 

（通所型サービスＡ） 

２時間程度のミニデイサービス・運動・レク

リエーション等を行います。 

 

元気づくり教室 

（通所型サービスＣ） 

３～６か月の短期集中で行う、生活機能を改

善するための運動器や口腔の機能向上や栄養

改善のプログラムです。 

 

    

 
介護予防ケアマネジメ

ント 

地域包括支援センターがサービスを利用す

るための計画を作成します。 
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①第１号訪問事業（訪問型サービス） 

ア 介護予防訪問介護相当サービス 

 【利用実績】 

介護予防訪問介護相当サービスの利用実績は、令和元年に一旦減少しましたが、令

和２年度には平成30年度と同じ水準となっています。 

 【推計の考え方】 

第7期の実績から、第８期はサービス量の増加を見込みました。 

【実績と見込】 

  

第７期実績 第８期計画値 

平成30 年度 令和元年度 
令和２年度 

見込み 
令和3 年度 令和４年度 令和5 年度 

利用者数 人 265 230 265 300 325 350 

 

イ 家事応援サービス（訪問型サービスＡ） 

 【利用実績】 

家事応援サービス（訪問型サービス A）の利用実績は、平成 30 年度から令和２年

度にかけて約1.5倍増加しました。 

 【推計の考え方】 

令和2年度の利用実績から、第８期はサービス量の増加を見込みました。 

【実績と見込】 

  

第７期実績 第８期計画値 

平成30 年度 令和元年度 
令和２年度 

見込み 
令和3 年度 令和４年度 令和5 年度 

利用者数 人 153 221 230 265 290 315 
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②第１号通所事業（通所型サービス） 

ア 介護予防通所介護相当サービス 

 【利用実績】 

介護予防通所介護相当サービスの利用実績は、平成 30 年度から令和２年度にかけ

て約1.２倍増加しました。 

 【推計の考え方】 

令和2年度の利用実績から、第８期はサービス量の増加を見込みました。 

【実績と見込】 

  

第７期実績 第８期計画値 

平成30 年度 令和元年度 
令和２年度 

見込み 
令和3 年度 令和４年度 令和5 年度 

利用者数 人 1,333 1,545 1,600 1,700 1,800 1,920 

 

イ いきいき通所サービス（通所型サービスＡ） 

 【利用実績】 

いきいき通所サービス（通所型サービスＡ）の利用実績は、平成 30 年度から令和

２年度にかけてほぼ横ばい状態で推移しました。 

 【推計の考え方】 

第7期の利用実績から、同程度の利用を見込みました。 

【実績と見込】 

  

第７期実績 第８期計画値 

平成30 年度 令和元年度 
令和２年度 

見込み 
令和3 年度 令和４年度 令和5 年度 

利用者数 人 321 312 330 335 335 335 
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ウ 元気づくり教室（通所型サービスＣ） 

 【利用実績】 

元気づくり教室（通所型サービスＣ）の利用実績は、平成 30 年度から令和２年度

にかけてほぼ横ばい状態で推移しました。 

 【推計の考え方】 

第7期の利用実績から、同程度の利用を見込みました。 

 【実績と見込】 

  

第７期実績 第８期計画値 

平成30 年度 令和元年度 
令和２年度 

見込み 
令和3 年度 令和４年度 令和5 年度 

利用者数 人 19 13 12 24 24 24 

 

③介護予防ケアマネジメント 

 【利用実績】 

介護予防ケアマネジメントの利用実績は、平成 30 年度から令和２年度にかけて約

1.1倍増加しました。 

 【推計の考え方】 

第7期の利用実績から、第８期の若干のサービス量の増加を見込みました。 

 【実績と見込】 

  

第７期実績 第８期計画値 

平成30 年度 令和元年度 
令和２年度 

見込み 
令和3 年度 令和４年度 令和5 年度 

利用者数 人 1,486 1,587 1,600 1,650 1,700 1,760 
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（２）一般介護予防事業 

本市の独自財源で行う事業や地域の互助、民間サービスとの役割分担を踏まえ、住民

運営の通いの場や、人と人とのつながりを通じて、参加者や通いの場が継続的に拡大し

ていくような地域づくりを進めていきます。 

また、介護予防の取組の機能強化に向け、地域におけるリハビリテーション専門職等

の幅広い分野の専門職の関与の促進に努めていきます。 

 

①介護予防把握事業 

地域の関係機関や民生委員等との連携のもと、要介護状態等となるおそれの高い

状態にある高齢者を早期に発見し、適切な介護予防事業につなぎます。 

今後は特定健診等を実施している保健部門との連携を強化し、国保データベース

等を活用した地域の状況把握に努めます。 

 

②介護予防普及啓発事業 

普及啓発のための、各種介護予防教室・パンフレット作成を行います。 

現在、新型コロナウイルスの影響により、多くの事業が縮小されていますが、自

宅で行える運動の取組など、新しい生活様式に基づいた形での介護予防にも取り組

みます。 

また、高齢者の１割以上が何らかの通いの場に参加していましたが、新型コロナ

ウイルス感染症の影響により参加者数は減少しています。そのため、令和５年まで

に令和元年度時点の水準に戻せるように事業の周知などに努めます。 

 

ア 介護予防教室（転ばん、脳からだ元気、シルバーリハビリ体操など） 

65 歳以上の方を対象に、心身機能の維持向上を目的に介護予防教室を実施する

とともに、理学療法士・管理栄養士・歯科衛生士等、専門職による運動・栄養・口

腔機能の向上プログラムを実施し、要介護状態とならないように支援しています。 

 【実績と見込】 

  

第７期実績 第８期計画値 

平成30 年度 令和元年度 
令和２年度 

見込み 
令和3 年度 令和４年度 令和5 年度 

回数 回 244 282 222 240 260 280 

延参加人数 人 4,173 5,190 1,777 4,000 4,500 5,000 

実人数 人 377 656 302 330 360 400 
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③地域介護予防活動支援事業 

介護支援ボランティア等の奨励及び支援、地域において介護予防活動をするボラ

ンティア組織、団体の育成支援を行います。 

 

ア シルバーリハビリ体操指導士会 

高齢者が健康ではつらつとした生活を維持できるよう、地域の介護力を高めるこ

とをねらいとした、シルバーリハビリ体操を普及させるシルバーリハビリ体操指導

士会の活動を支援していきます。 

また、その実践者であり、指導者である指導士を養成し、介護予防の普及に努め

ていきます。 

 【実績と見込】 

  

第７期実績 第８期計画値 

平成30 年度 令和元年度 
令和２年度 

見込み 
令和3 年度 令和４年度 令和5 年度 

指導士数 人 90 97 93 100 105 110 

 

イ 介護支援ボランティア制度 

高齢者がボランティア活動を通し地域に貢献することを支援し、高齢者自身の社

会活動を通した介護予防の推進を図るために、ボランティア養成を平成 28 年度か

ら開始し、平成 29 年度から制度を実施し始めました。 

市内に在住する 65 歳以上（介護保険第１号被保険者）の方に、市が行う研修を

受け、介護支援ボランティアとして、老人ホームやデイサービスセンターなどで、

食事の配膳の準備、洗濯物の整理、入所者の話し相手などを行っていただきます。 

ボランティア活動時間に応じてポイントが付与され、貯まったポイントは交付金

に交換することができます。※１ポイント 100 円で換算、年間 5,000 円が上限。 

今後は、介護人材確保のためのボランティアポイントの活用や地域の支え合い・

助け合い活動のための事務手続き支援事業等の活用により、ボランティア活動及び

就労的活動による高齢者の社会参加を促進します。 

 【実績と見込】 

  

第７期実績 第８期計画値 

平成30 年度 令和元年度 
令和２年度 

見込み 
令和3 年度 令和４年度 令和5 年度 

ボランティア
養成数 人 28 5 0 40 40 40 
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④地域リハビリテーション活動支援事業 

地域住民が実施する介護予防活動の場所への専門職の関与促進を行います。 

 【実績と見込】 

  

第７期実績 第８期計画値 

平成30 年度 令和元年度 
令和２年度 

見込み 
令和3 年度 令和４年度 令和5 年度 

派遣回数 回 3 3 5 6 7 8 

 

⑤一般介護予防事業評価事業 

目標値の達成状況の検証と事業評価（介護予防・日常生活圏域ニーズ調査）を行

います。 
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２ 包括的支援事業 

高齢者の方が、地域で尊厳を持って、自立した日常生活が送ることができるよう、総

合相談支援事業、権利擁護事業、包括的・継続的ケアマネジメント支援、介護予防ケア

マネジメント事業などの各事業について、一体的、総合的に取り組んでいます。 

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

適切に運営し、多様な機関との連携協働によるネットワーク体制の充実を図っています。 

また、在宅医療・介護連携の推進、認知症施策の推進、生活支援サービスの体制整備

など、地域包括ケア体制充実に取り組んでいます。 

 

（１）地域包括支援センターの運営及び機能強化 

地域包括支援センターは、地域における医療・介護・保健・福祉などのワンストップ

の相談窓口であり、保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーの３職種の職員が各自の

専門性を活かしながら連携して総合的な支援を行っています。 

住民からの相談対応、ケアマネジャーへの支援、介護予防ケアプランの作成 など、

地域住民の心身の健康保持及び生活安定のために必要な支援を行っています。 

今後も、相談の増加が予想されるため、地域包括支援センターの周知に努め、情報提

供・相談対応を図るとともに、積極的に地域へ出向き、生活支援へ結びつけていく活動

を行っていきます。 

また、医療・介護・保健・福祉など関係機関や様々な社会資源との連携・協力体制の

充実に努めるとともに、保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーの３職種以外の事務

職等の配置も含め、必要な体制を検討し、その確保に取り組みます。 
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①総合相談支援事業 

住民の各種相談を幅広く受け付け、制度の垣根にとらわれない横断的・多面的な

支援を行っています。 

相談内容に応じて、行政機関、保健所、医療機関、介護サービス事業所、民生・

児童委員、介護相談員、各種ボランティア等の必要な社会支援サービスや制度が利

用できるよう援助しています。 

また、広報やチラシ等を利用した周知啓発に努めています。 

 【実績と見込】 

  

第７期実績 第８期計画値 

平成30 年度 令和元年度 
令和２年度 

見込み 
令和3 年度 令和４年度 令和5 年度 

総合相談数 件 1,055 1,112 1,160 1,200 1,250 1,300 

 

②権利擁護事業 

高齢者に対する虐待の防止や早期発見、その他の権利擁護のための事業を行って

います。 

 【実績と見込】 

  

第７期実績 第８期計画値 

平成30 年度 令和元年度 
令和２年度 

見込み 
令和3 年度 令和４年度 令和5 年度 

権利擁護相談数 件 8 54 15 20 20 20 

 

③包括的・継続的ケアマネジメント支援 

高齢者の一人ひとりの状態の変化に対応した長期ケアマネジメントを後方支援

するため、次の業務にあたっています。 

・ケアマネジャーの日常的個別指導 

・支援困難事例等への指導・助言 

・地域のケアマネジャーのネットワークづくり 

・長期継続ケア 

 【実績と見込】 

  

第７期実績 第８期計画値 

平成30 年度 令和元年度 
令和２年度 

見込み 
令和3 年度 令和４年度 令和5 年度 

包括的・ケア 

マネジメント数 
件 69 47 50 50 50 50 
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④地域ケア会議の充実 

多職種の協働による個別ケース（困難事例等）の支援を通じた 

・地域支援ネットワークの構築 

・高齢者の自立支援に資するケアマネジメント支援 

・地域課題の把握 

などを行っています。 

 【実績と見込】 

  

第７期実績 第８期計画値 

平成30 年度 令和元年度 
令和２年度 

見込み 
令和3 年度 令和４年度 令和5 年度 

地域ケア会議 

開催回数 
回 0 1 1 2 2 2 

 

ア 自立支援型地域ケア個別会議の実施 

地域包括支援センター職員や介護支援専門員が支援している個別ケースを、多職

種協働で検討します。医療・介護等の専門職の助言をケアプランに反映させるとと

もに、介護支援に関わる方の資質向上やケアマネジメント支援、地域課題の確認を

行い、介護や生活支援のほか、心身の状態の改善や重度化防止を図ります。 

また、それらを通じて地域の関係機関等相互の連携を高め、地域包括支援ネット

ワークの構築を図ります。 

 【実績と見込】 

  

第７期実績 第８期計画値 

平成30 年度 令和元年度 
令和２年度 

見込み 
令和3 年度 令和４年度 令和5 年度 

地域ケア推進

会議開催回数 
回 － － － 4 6 6 

 

⑤介護予防ケアマネジメント事業 

予防給付と介護予防ケアマネジメントを一体的に実施し、要介護状態となること

の予防及び悪化を防ぎます。 

また、センター業務の適正運営を図るため、介護予防・日常生活支援総合事業の

利用支援（ケアマネジメント）業務の委託を今後も進めていきます。 

 【実績と見込】 

  

第７期実績 第８期計画値 

平成30 年度 令和元年度 
令和２年度 

見込み 
令和3 年度 令和４年度 令和5 年度 

介護予防ケアマ

ネジメント数 
件 1,486 1,587 1,600 1,650 1,700 1,760 
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（２）在宅医療・介護連携推進事業 

慢性疾患を抱える高齢者や認知症高齢者の多くは、医療ニーズ及び介護ニーズを併せ

持っており、在宅医療・介護が円滑に提供できる体制の構築は喫緊の課題です。 

在宅医療・介護連携推進事業では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地域づくりを目標として、医療と介護サービスを一体的に提供

するための体制構築などを、近隣市町村、稲敷医師会と共同で取り組んでいます。 

本事業は平成 27 年から地域支援事業として位置づけられ、８つの事業を実施し、地

域課題の把握や医療と介護の連携のための基盤整備を行ってきました。 

第７期計画においては、医療介護連携を進めるための地域課題の抽出及び対応策の検

討の結果、関係者同士の顔の見える関係づくりを進めるとともに、地域住民に対する相

談体制の整備、在宅医療介護に関する普及啓発、在宅療養に必要な医療体制の整備に取

組んできました。 

令和２年にこれまでの８事業を踏まえつつ PDCA サイクルに沿った取組を進めるた

めに事業の見直しがされ、今後は新たな事業の進め方に沿って事業を推進しています。 

第８期計画においては、在宅療養者の生活の場において、医療と介護の連携が求めら

れる４つの場面（①日常の療養支援、②入退院支援、③急変時の対応、④看取り）に沿

った取組を進めていきます。 

そのためには、第７期の取組から見えてきた地域課題の改善に向け、これまで実施し

てきた事業により達成されてきた関係者同士の関係作りを更に発展させるため、実際

の医療・介護連携の場面に即した研修の実施や入退院支援の強化などを進めるととも

に、新たな地域課題の把握等にも努めます。 
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①現状分析・課題抽出・施策立案 

ア 地域の医療・介護の資源の把握 

市内の医療機関及び介護事業所へ各事業所の概要を取りまとめた一覧を配布し、

各機関が地域資源を把握しています。 

情報更新の頻度や利便性なども考慮した情報公開等の情報提供の方法について

も検討を進めていきます。 

 

イ 在宅医療・介護連携の課題の抽出 

医療・介護関係者による多職種の会議を実施し、医療と介護連携を推進するため

の課題の抽出や対策の検討、関係者同士の情報共有やネットワークづくりを推進し

ています。 

地域の医療・介護関係者による協議の場を定期的に開催し、PDCA サイクルに沿

って、在宅医療・介護連携における課題の抽出及び対応策の検討を行っていきます。 

また、看取りや認知症、災害等への対応についても検討を進めていきます。 

 

ウ 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進 

稲敷医師会・介護関係者の協力のもと、在宅医療と在宅介護が切れ目なく一体的

に提供される体制の構築について必要な取組を企画・立案します。 

 

②対応策の実施 

オ 在宅医療・介護関係者に関する相談支援 

地域包括支援センターに地域の在宅医療・介護連携を支援する相談窓口の設置、

運営を行い、地域の医療・介護関係者等からの在宅医療・介護連携に関する事項の

相談の受付を行います。 

また、必要に応じて、退院の際の地域の医療関係者と介護関係者相互の紹介を行

います。 

 

キ 地域住民への普及啓発 

在宅医療や介護に関する講演会の開催、パンフレット等の作成・配布等により、

地域住民の在宅医療・介護連携の理解を促進します。 

 

エ 医療・介護関係者の情報共有の支援 

情報共有の手順を含めた情報共有ツールを整備するなど、地域の医療・介護関係

者間の情報共有を支援します。 

  

 



第６章 高齢者福祉計画 

 

 

73 

 

カ 医療・介護関係者の研修 

地域の医療・介護関係者の連携を実現するために、多職種でのグループワーク等

の研修を行います。また、必要に応じて、地域の医療関係者に介護に関する研修会

の開催、介護関係者に医療に関する研修会の開催等を行います。 

 

③対応策の評価・改善 

茨城県（保健所等）による、在宅医療・介護連携推進のための技術的な支援や関係市

町村等の連携、地域医療構想・医療計画との整合などの必要な支援を受け、連携して事

業に取り組みます。また、稲敷医師会管内の市町村間の連携をとり、意見交換を行いま

す。 

 

■８つの事業項目の見直しイメージ（介護保険法施行規則改正イメージ） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「在宅医療・介護連携推進事業の手引き Ver3 令和 2 年 9 月」より抜粋 
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（３）認知症施策の推進 

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目

指し、認知症の人や家族の視点を重視しながら、「共生」と「予防」を車の両輪とした

施策の推進を基本的な考え方とした「認知症施策推進大綱」が策定され、団塊の世代が

75 歳以上となる令和７年までに、「共生」の基盤の下、通いの場の拡大など「予防」の

取組を政府一丸となって進めていくことが示されています。 

【国の示す 5 つの柱】 

〇普及啓発・本人発信支援 〇予防 〇医療・ケア・介護サービス・介護者への支援 

〇認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の人への支援・社会参加支援 

〇研究開発・産業促進・国際展開 

第８期計画では「認知症施策推進大綱」に基づき、認知症当事者や家族の意見を重視

して取組を進めていくとともに、予防の観点からも取組を強化していきます。 
「共生」：認知症の人が、尊厳と希望をも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、という意味。 
「予防」：認知症に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

ても進行を穏やかにする」という意味。 
 

①啓発普及・本人発信支援 

ア 認知症サポーター（オレンジパートナー）の養成及び活動支援 

認知症を正しく理解し、認知症の人とその家族を見守り支援するサポーターを養

成しています。 

これまでは、主に地域住民を対象とした講座を実施してきましたが、認知症になっ

ても安心して暮らせるまちづくりのため、高齢者と日常的に接する機会の多い職域

や子ども・学生などに対する養成にも努めます。 

さらに、「ステップアップ講座」を開催し、地域で活躍する「オレンジパートナー」

を育成しています。 

 【実績と見込】 

  〇認知症サポーター 

  

第７期実績 第８期計画値 

平成30 年度 令和元年度 
令和２年度 

見込み 
令和3 年度 令和４年度 令和5 年度 

養成者数 人 367 423 420 420 420 420 

総 数 人 4263 4630 5053 5473 5893 6313 

   〇オレンジパートナー 

  

第７期実績 第８期計画値 

平成30 年度 令和元年度 
令和２年度 

見込み 
令和3 年度 令和４年度 令和5 年度 

養成者数 人 3 6 0 5 5 5 

総 数 人 3 9 9 14 19 24 
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②予防 

ア 認知症予防活動の推進 

認知症の予防には、生活習慣の見直しが有効であるため、認知症予防のための教

室等の開催により、早期の対応ができるように努めます。 

また、閉じこもりが認知症の要因となることから、介護予防事業の活用により、

認知症の重症化の防止に取り組みます。 

 

③医療・ケア・介護サービス・介護者への支援 

ア 認知症地域支援推進員の配置 

地域の実情に応じて医療機関、介護サービス事業所や地域の支援機関をつなぐ連

携支援や、認知症の人やその家族を支援する相談業務を行う「認知症地域支援推進

員」を配置しています。 

今後も、推進員の配置と活動支援を通じて、認知症の人や家族の支援する体制の

充実を図ります。 

 【実績と見込】 

  

第７期実績 第８期計画値 

平成30 年度 令和元年度 
令和２年度 

見込み 
令和3 年度 令和４年度 令和5 年度 

推進員数 人 7 10 8 10 11 12 

 

イ 認知症カフェの実施 

認知症の方やその家族、地域住民、専門職などが集い、交流や情報交換ができる

通いの場である認知症カフェの開催や運営を支援していきます。 

また、オレンジパートナーが認知症カフェで活躍できるよう環境を整備していき

ます。 

 【実績と見込】 

  

第７期実績 第８期計画値 

平成30 年度 令和元年度 
令和２年度 

見込み 
令和3 年度 令和４年度 令和5 年度 

開設数 か所 1 3 3 4 4 4 

 

ウ 認知症初期集中支援チーム 

認知症の早期発見・早期対応に向けた取組として、認知症が疑われる人、認知症

の人とその家族をチーム員が訪問し、適切な医療や介護サービスの導入、家族支援

などの初期支援を包括的、集中的に行い、自立生活のサポート体制を平成 29 年度

から行っています。今後も必要な人に支援が出来るようにするため、普及啓発に努

めます。 
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エ 相談窓口の周知（認知症ケアパスの活用） 

平成 29 年度に、認知症の症状や対応、認知症の状態に応じたサービス提供の流

れや、社会資源の情報を取りまとめた「稲敷市認知症ケアパス～知って あんしん 

認知症ガイドブック」を作成し、配布しています。 

今後、当事者や家族の意見なども確認しながら、市民にとって分かりやすく活用

しやすいガイドブックとして適宜、情報の更新及び見直しを行い、ホームページや

広報誌等で、市民への認知症に関する情報提供及び相談窓口の周知に努めます。 

 

④認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の人への支援・社会参加支援 

ア 認知症バリアフリーの推進 

認知症になっても、できる限り住み慣れた地域で暮らせるよう、地域での見守り、

各機関で気になったことをつなぐ体制、地域づくりを徹底し、認知症高齢者及びそ

の家族に対する支援を行います。 

また、認知症になっても、地域の一員としての役割をもった人格を尊重し、安心

して地域で暮らし続けていくための地域づくりを進めていきます。 

 

イ チームオレンジの設置 

認知症の人やその家族が必要とする支援ニーズと認知症サポーターをつなげる

仕組み（チームオレンジ）の設置に向けた取組を推進するため、準備を行っていき

ます。 

認知症サポーターのスキルアップを図りながら、認知症の人とサポーターとの間

のコーディネーターの役割を担う認知症地域支援推進員を中心に、認知症サポータ

ーが地域の担い手として活躍できる仕組みづくりを行います。 

「チームオレンジ」：ステップアップ講座を受講した認知症サポーター等が支援チームをつくり、認知症の人や家族の支

援ニーズに合った具体的な支援につなげる仕組みで令和７年までに全市町村に設置することになっ

ています。 
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（４）生活支援体制整備 

地域住民をはじめボランティア、民間企業、地縁組織等の多様な主体が、生活支援・

介護予防サービスを提供できるような地域づくりを支援し、高齢者の社会参加の促進

を一体的に図っていくことを目的とし、事業推進のために、協議体と生活支援コーディ

ネーター（地域ささえあい推進員）を配置し住民主体による地域性を活かした地域づく

りを進めています。 

今後は、社会福祉法人等、地域の事業主体との連携強化を進めつつ、身近な地域での

支え合い活動の創出・活性化を目指し、日常生活圏域での生活支援体制整備を進めてい

きます。 
※ 第1層とは…市内全域  第2層とは…日常生活圏域（概ね中学校区） 

①地域ささえあい協議会の設置 

地域の多様な主体がメンバーとなり、定期的な情報の共有及び連携・協働による

取組を推進しています。 

今後は、第１層協議体の運営と第２層協議体の設置を目指します。 

 【実績と見込】 

  

第７期実績 第８期計画値 

平成30 年度 令和元年度 
令和２年度 

見込み 
令和3 年度 令和４年度 令和5 年度 

協議体設置数 か所 1 1 1 3 4 5 

 

②生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）の配置と活動支援 

多様な主体による取組のコーディネート機能と活動を調整する、第１層生活支援コ

ーディネーターを配置し、資源開発・ネットワーク構築・ニーズと取組をマッチング

するとともに、活動の支援を行っています。 

今後は、第 2 層のコーディネーターの配置を目指します。 

また、高齢者の社会参加等の促進する観点から就労的活動支援コーディネーター

の配置についても検討を進めていきます。 

 【実績と見込】 

  

第７期実績 第８期計画値 

平成30 年度 令和元年度 
令和２年度 

見込み 
令和3 年度 令和４年度 令和5 年度 

生活支援コーデ

ィネーター数 
人 2 2 3 4 5 6 

 

③担い手の養成 

介護及びボランティア等に関する基本的な知識及び技術を身に付けることで、助

け合い支え合う地域社会づくりを進めるボランティア又は地域で活動する介護従

事者を養成するとともに、家族の介護力の向上を図ることを目的とした研修を行っ

ています。研修修了者は、予防・日常生活支援総合事業を担う地域介護ヘルパーと

して、訪問型サービスＡでの生活支援サービスに従事することも可能です。 
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【実績と見込】 

  

第７期実績 第８期計画値 

平成30 年度 令和元年度 
令和２年度 

見込み 
令和3 年度 令和４年度 令和5 年度 

養成者数 人 6 5 0 25 25 25 

 

 

（５）地域共生社会に向けた取組 

近年、少子高齢化の進行や晩婚化、出産年齢の上昇、障がい者の高齢化等に伴い、い

わゆる「8050 問題（80 歳代の高齢者が 50 歳代の引きこもりの子どもの生活を支え

る問題）」や「ダブルケア（同じ世帯で、中学生以下の子育てと親や親族の介護が同時

期に発生する状態）」に代表されるような複数の問題を同時に抱える世帯が増加する等、

福祉に関するニーズは複雑化かつ多様化しています。 

このような問題にも対応するため、介護・障がい・子育てなどの各分野を包括的に支

援する体制を整備していく等、地域共生社会の実現に向けた取組を推進していく必要

があります。 
 

①地域共生社会の実現に向けた体制整備 

地域共生社会の実現を図るため、地域包括支援体制の構築を目指し、検討してい

きます。 
 

②総合相談窓口の充実 

総合相談支援事業は、地域の高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生

活を継続していくことを目的としています。そのためには、介護保険サービスだけ

でなく、地域のさまざまな社会資源を活用した支援が必要になります。関係機関の

ネットワークを活かしながら、初期段階の相談対応から、継続的・専門的な援助ま

で対応する総合的な相談・支援を通じて、制度の垣根を越えた横断的・多面的な援

助を行います。 
 

③認知症や障がいに対する理解促進 

認知症ケアパスの発行や各種パンフレット等を作成し理解促進に努めています。

今後も継続して福祉教育の充実等、認知症や障がいに対する理解の促進に努めま

す。 
 

④共生型サービスの検討 

地域共生社会の実現に向けた取組として、高齢者と障がい者（児）が同一の事業

所でサービスを受けやすくなるよう共生型サービスを検討します。 
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３ 任意事業 

本市の地域特性と高齢者の実情を勘案し、介護給付費等費用適正化事業、家族介護継続支

援事業、成年後見制度利用支援助成事業、認知症サポーター養成事業を実施しています。 

 

（１）介護給付費等費用適正化事業 

サービス利用者数が増加するなど制度が定着しつつある一方で、提供されるサービス

についてその必要性や効果に疑問を持たざるを得ないもの、また、事業者による不正請

求や制度の趣旨からみて不適正ないし不正な事例が散見しています。このような状況

の中で、サービスの質の向上や費用の適正化及び介護サービス利用者の保護を図るた

め実施します。 

 

（２）家族介護継続支援事業 

ねたきり老人等に対して紙おむつ等を支給することにより当該老人の家族の経済負

担の軽減を図っています。 

 

（３）成年後見制度利用支援助成事業 

成年後見審判の申し立てに関すること、申立に要する費用の負担、成年後見人、保佐

人又は補助人の報酬に対する助成等により、要支援者の福祉の増進を図っています。 

※成年後見制度利用促進基本計画は94ページに記載しています。 

 

（４）認知症サポーター養成事業 

地域の認知症支援体制を構築し、地域の実情に応じて、認知症について正しい知識を

もち、認知症の人と家族を応援・支援する認知症サポーターを養成し、認知症になって

も誰もが安心して暮らせるまちづくりを目指します。 
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基本目標２ 健康づくりの推進 

基本目標２ 健康づくりの推進 

高齢になっても健康で、自立した暮らしを続けるためには、一人ひとりが若年期から

日々の生活の中で自らの健康に関心を持ち、より健全な生活習慣を身につけ、生活習慣

病の予防・改善に努めることが大切です。 

自分の健康は自分で守るという意識と一人ひとりの取組を基本とし、若年期から高齢

期までの生活に合わせた健康づくりや健康管理の取組を支援します。 

また、高齢者が要介護状態になることの抑制、要介護状態の軽減・重度化防止のため

に介護予防事業を推進します。生活機能向上のためのリハビリテーションのみならず、

日常生活をより活動的にし、家庭や地域社会への参画を促し、役割を担うことにより高

齢者一人ひとりの生活の質の向上を目指します。 

さらに、生活習慣病予防と介護予防の取組を、継続的に一貫性をもって展開するため、

本計画だけにとどまらず、「稲敷市健康増進計画・食育推進計画」、「稲敷市特定健康診査

等実施計画」及び「稲敷市保健事業実施計画（データヘルス計画）」とも整合性を図りつ

つ、健康意識の向上を目指します。 
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１ 成人保健サービス 

高齢者の健康増進を図るため、生涯を通じた生活習慣病予防対策として、保健事業及び

各種検診事業を実施します。 

 

（１）健康相談 

疾病予防、重症化予防のために、生活、運動、栄養等の健康相談事業を実施していま

す。健康相談は、保健師、栄養士などが心身の健康に関する必要な指導・助言を行うサ

ービスです。健康診査の事後指導などを中心に実施しています。 

 

（２）健康教育 

疾病に対する知識の普及を行い、健康な生活の確保を図る目的で、健康診査終了後、

その検査結果をもとに生活習慣病の予防、または重度化予防のための健康教室を実施

しています。 

 

（３）健康診査 

健康診査は疾病の早期発見及び事後管理を目的としており、「稲敷市特定健康診査等

実施計画」に基づく特定健康診査のほか、高齢者健康診査を実施しています。 

 

（４）がん検診 

各種がん検診（胃、大腸、肺、子宮、乳、前立腺）、肝炎ウィルス検診、骨粗しょう

症検診、腹部超音波検診等を実施しています。 
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２ 保健事業と介護予防・フレイル対策の一体的推進 
本市では、高齢者の運動機能の低下や転倒へのリスク、閉じこもり傾向等が課題となっ

ています。生涯を通じた健康づくりや介護予防での対策が必要です。また、自らを健康だ

と感じる主観的健康観を高めることが、要介護状態の予防につながるといわれます。 

高齢者の健康づくり施策について、保健事業と介護予防事業の一体的な取組を推進し、

健康づくりのための重症化予防等の個別的支援や、主観的健康観を高めるための生きがい

づくりや通いの場の拡充を図ります。 

 

（１）保健分野関連計画との連携 

「稲敷市第２次健康プラン」、「稲敷市特定健康診査等実施計画」及び「稲敷市国民健

康保険データヘルス計画」など保健分野関連計画との連携・整合を図ります。 

 

（２）個々に合わせた健康づくり及び介護予防 

高齢者が自立して日常生活を営むことができるよう、介護予防や介護状態等の軽減・

悪化防止の重要性について、今後も継続して普及・啓発に取り組みます。 

 

（３）通いの場の拡充・フレイル予防の普及啓発 

介護予防教室等を通じ、地域で自主的に活動する介護予防グループの拡大を図りま

す。また、通いの場で、フレイルのリスクが高い高齢者を、適切に医療や介護サービス

につなげる体制づくりに取り組みます。通いの場でのフレイル予防の普及啓発により、

自主的な健康づくりを支援します。 
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基本目標３ 生きがいづくりや社会参加の促進 

基本目標３ 生きがいづくりや社会参加の促進 

高齢期の生活の質を高めるためには、社会とのかかわりを持ちながら、生きがいのあ

る生活を維持することが必要です。また、高齢者自らが、これまで培ってきた知識、経

験、技能を生かして、身近な地域の中で世代を超えて一緒に活動したり交流したりする

ことは、高齢者自身の健康づくりには欠かせない要素です。 

そして、このことは同時に地域のケア体制、地域のコミュニティ形成の大きな力とな

ることが期待されます。 

そのため、交流や学習の機会を整えつつ、生涯現役として活躍できるよう、高齢者の

生きがいづくりを積極的に支援していきます。 

 

１ 生きがい事業 

 

（１）敬老事業 

77 歳以上の方を敬老会に招待し、長寿表彰等を行っています。 

今後も継続して実施し、長寿をたたえ、高齢者を敬愛する思想の普及を図ります。 

 

（２）老人クラブ助成事業 

老人クラブは、高齢者の福祉に関する諸事業などの計画推進、連絡調整を行い、明る

い社会建設に協力することを目的としています。こうした老人クラブや老人クラブ連

合会の活動を支援していきます。 

 【実績と見込】 

  

第７期実績 第８期計画値 

平成30 年度 令和元年度 
令和２年度 

見込み 
令和3 年度 令和４年度 令和5 年度 

老人クラブ数 団体 47 48 47 50 55 60 

会員数 人 1,732 1,622 1,527 1,650 1,750 1,850 
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（３）高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 

高齢者が家庭・地域・企業などの社会の各分野で、豊かな経験と知識・技能を生かし

社会参加していただくことにより、高齢者の生きがいを促進し、閉じこもりがちなひと

り暮らし高齢者の社会的孤立感を解消することを目的に行っています。 

主な内容は、市老人クラブ連合会等に委託し、輪投げ、グラウンドゴルフ大会、老人

福祉大会等を開催しています。 

 【実績と見込】 

  

第７期実績 第８期計画値 

平成30 年度 令和元年度 
令和２年度 

見込み 
令和3 年度 令和４年度 令和5 年度 

各種スポーツ大

会等参加者数 
人 3,058 3,196 349 3,300 3,400 3,500 

 

 

２ 生涯学習 

 

（１）いなしき大学（高齢者大学） 

生涯学習講座として、60 歳以上の応募者を対象とした、健康で心豊かな生活を送る

ために講話、移動学習、健康体操等を実施します。 

 【実績と見込】 

  

第７期実績 第８期計画値 

平成30 年度 令和元年度 
令和２年度 

見込み 
令和3 年度 令和４年度 令和5 年度 

応募者数 人 396 387 269 385 390 400 

 

（２）文化協会 

健康で文化的な社会と、生きがいのある生活を維持・発展させる為、芸術・学術をは

じめ文化の普及・向上に関する個々の文化活動に取り組んでいます。また、市内文化団

体相互の連絡協調を図りながら稲敷市の文化行政の推進に協力し、稲敷市文化の充実

と発展に寄与することを目的に活動している団体です。 

市内の文化活動を行う各種団体、４支部 12 部門により組織されています。現在、

154 団体、約 2,000 人が加入しています。 

こうした団体の活動を支援していきます。 
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（３）公民館活動 

各公民館では、地域の実情や課題、ニーズに応じて、地域に住む人々がいつでも気軽

に学ぶことができるよう様々な講座等を開催し、多くの高齢者が参加しています。 

 【実績と見込】 

  

第７期実績 第８期計画値 

平成30 年度 令和元年度 
令和２年度 

見込み 
令和3 年度 令和４年度 令和5 年度 

応募数 人 638 575 274 500 550 600 

開設講座 講座 38 34 17 30 30 30 

 

（４）体育協会 

●ゲートボール連合会 

 行政区内の練習会や交流試合、普及活動等を行っています。 

 

●グラウンドゴルフクラブ 

 週２日の練習（火、木）及び年４回（４､６､10､12 月）の各種大会に積極的に参

加するとともに、周辺地域との交流会や普及活動等を行っています。 

 

 

３ 就業促進 

 

（１）シルバー人材センター事業 

本市には、社団法人シルバー人材センターがあり、おおむね 60 歳以上の健康で働く

意欲のある方が会員となり、地域社会に密着した臨時的かつ短期的な仕事を企業・家

庭・公的団体などから引き受ける自主的な組織として活動しています。 

 【実績と見込】 

  

第７期実績 第８期計画値 

平成30 年度 令和元年度 
令和２年度 

見込み 
令和3 年度 令和４年度 令和5 年度 

会員登録者数 人 229 228 224 242 260 280 
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基本目標４ 必要なときに高齢者を支えるサービスの提供 

基本目標４ 必要なときに高齢者を支えるサービスの提供 

ひとり暮らし世帯（＝高齢者単独世帯）や高齢者夫婦世帯が増え、また、高齢者人口

の増加にともなう認知症高齢者の増加も予測されることから、多様な支援の必要な方や、

見守りを必要とする方も増加すると予測されます。 

生活支援サービスは、ともすればひとり暮らしの高齢者や寝たきりの高齢者などに集

中しがちでしたが、本来もっと広い範囲の高齢者が、一人ひとりの選択に基づいて利用

するサービスとならなければなりません。 

そこで、高齢者の生活及び介護をしている家族の生活を支援するためにも、介護保険

制度による法定サービスとともに、それを補完する様々なサービスを今後もなお充実し

ていく必要があります。 

 

１ 生活支援 

 

（１）高齢者等配食サービス事業 

65 歳以上のひとり暮らし高齢者及び高齢者のみの世帯などで、身の回りの世話がで

きない方に、栄養補給と健康保持を図るため、栄養バランスの取れた食事を提供してい

ます。併せて、孤独感の解消、安否確認を行っています。 

【実績と見込】 

  

第７期実績 第８期計画値 

平成30 年度 令和元年度 
令和２年度 

見込み 
令和3 年度 令和４年度 令和5 年度 

利用者数 人 46 45 45 50 55 60 

配食数 食 1,159 1,168 1,200 1,250 1,300 1,350 

 

（２）緊急通報体制整備事業 

急病や事故などの緊急時に通報できる機器の設置とペンダント型送信装置を配付し

て、協力員や消防本部に通報し、速やかな救命救助を行います。 

【実績と見込】 

  

第７期実績 第８期計画値 

平成30 年度 令和元年度 
令和２年度 

見込み 
令和3 年度 令和４年度 令和5 年度 

新規利用者数 人 10 9 9 10 10 10 

延べ利用者数 人 155 147 145 150 155 160 
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（３）愛の定期便事業 

２週間に１回（月２回）乳酸菌飲料を配布し、ひとり暮らし高齢者等の安否確認を行

います。 

【実績と見込】 

  

第７期実績 第８期計画値 

平成30 年度 令和元年度 
令和２年度 

見込み 
令和3 年度 令和４年度 令和5 年度 

利用者数 人 422 433 465 475 485 495 

配布延べ本数 本 69,454 71,498 73,500 75,000 76,500 78,000 

 

（４）ふれあい給食サービス事業 

ふれあい給食サービス事業は、月１回、ボランティア等の協力で、お弁当をひとり暮

らし高齢者の方に提供し、安否確認を行う事業です。なお、この事業は、社会福祉協議

会に委託して行っています。 

【実績と見込】 

  

第７期実績 第８期計画値 

平成30 年度 令和元年度 
令和２年度 

見込み 
令和3 年度 令和４年度 令和5 年度 

利用者数 人 255 258 275 280 285 290 

 

（５）ふれあい電話事業 

在宅ひとり暮らし高齢者が安心して日常生活が送れるよう電話による訪問を行い、孤

独感の解消と安否確認を図り、更に必要な相談、助言及び情報等のサービスを提供する

事業です。なお、この事業は、社会福祉協議会に委託して行っています。 

【実績と見込】 

  

第７期実績 第８期計画値 

平成30 年度 令和元年度 
令和２年度 

見込み 
令和3 年度 令和４年度 令和5 年度 

延べ利用回数 回 982 852 624 600 580 560 
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（６）徘徊高齢者家族支援サービス 

徘徊の見られる認知症高齢者に位置情報端末器を貸与することにより、所在地を把

握・確認し徘徊高齢者の保護を支援します。 

【実績と見込】 

  

第７期実績 第８期計画値 

平成30 年度 令和元年度 
令和２年度 

見込み 
令和3 年度 令和４年度 令和5 年度 

利用件数 件 0 0 1 2 3 4 

 

（７）福祉有償運送(ＮＰＯ等) 

ひとりで公共交通機関を利用できない高齢者等の方々の移動を助けるために、ご自宅

から各方面へ送迎を行う事業で、営利とは認められない範囲の対価によって自家用自

動車を使用して、当該法人等の会員に対して行う原則としてドア・ツー・ドアの個別輸

送サービスです。 

【実績と見込】 

  

第７期実績 第８期計画値 

平成30 年度 令和元年度 
令和２年度 

見込み 
令和3 年度 令和４年度 令和5 年度 

登録者数 人 63 43 43 45 47 49 

 

（８）タクシー券助成事業 

移動の支援を目的として、自動車が利用できない市民の方を対象に、タクシーの乗車

運賃を１回につき最高 700 円助成しています。 

【実績と見込】 

  

第７期実績 第８期計画値 

平成30 年度 令和元年度 
令和２年度 

見込み 
令和3 年度 令和４年度 令和5 年度 

利用者数 人 1,300 1,248 1,300 1,300 1,350 1,400 
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（９）公共交通再編事業 

路線バスやコミュニティバス等の維持により、高齢者等の買い物、通院の交通手段を

確保します。 

【実績と見込】 

  

第７期実績 第８期計画値 

平成30 年度 令和元年度 
令和２年度 

見込み 
令和3 年度 令和４年度 令和5 年度 

路線バス、コミ

ュニティバス等

の利用者数 

人 140,318 124,912 130,000 135,000 140,000 145,000 

 

（10）高齢者向け出前講座 

各地区の公民館に消費生活センター職員が出向き、販売契約や勧誘等に関する情報提

供など、高齢者の消費者被害防止のための出前講座を開催しています。 

 

（11）訪問理美容助成事業 

寝たきり等の理由により自力で理・美容所に行くことができないおおむね 65 歳以

上の高齢者を対象に、理・美容業者に自宅を訪問してもらい理美容サービスを受ける際

の費用を助成します。 

【実績と見込】 

  

第７期実績 第８期計画値 

平成30 年度 令和元年度 
令和２年度 

見込み 
令和3 年度 令和４年度 令和5 年度 

利用者数 人 7 2 2 10 14 18 

 

（12）徘徊高齢者等ＳＯＳネットワーク事業 

平成 28 年度から、認知症高齢者等が行方不明になった場合、協定を締結している警

察・消防・福祉事業所等の各機関へ捜索協力を行い、早期の発見・保護することを目的

として実施しています。 

徘徊の恐れのある方について事前登録を勧めており、その情報を警察と共有すること

により、行方不明発生時には迅速な捜索を可能とし、より早期の発見に繋げていきます

（必ず事前登録が必要なわけではありません）。 

【実績と見込】 

  

第７期実績 第８期計画値 

平成30 年度 令和元年度 
令和２年度 

見込み 
令和3 年度 令和４年度 令和5 年度 

事前登録者 人 24 26 28 30 32 34 
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２ 経済支援 
 

（１）シルバーカー購入費助成事業 

高齢者の歩行を容易にするためシルバーカーを購入した人に5,000円を限度に助成

金を支給する事業です。 

【実績と見込】 

  

第７期実績 第８期計画値 

平成30 年度 令和元年度 
令和２年度 

見込み 
令和3 年度 令和４年度 令和5 年度 

利用者数 人 40 33 36 45 50 55 

 

（２）老人性白内障補助眼鏡等購入費助成事業 

老人性白内障手術を受けた方で、補助眼鏡等を使用することで視力の回復が可能な方

に対し、眼鏡等の購入費用の一部を助成する事業です。 

【実績と見込】 

  

第７期実績 第８期計画値 

平成30 年度 令和元年度 
令和２年度 

見込み 
令和3 年度 令和４年度 令和5 年度 

利用者数 人 － 14 30 35 40 45 

 

（３）老人ホーム入所援護事業 

65 歳以上の高齢者で、身体上・精神または、環境上の理由及び経済的理由により、

居宅で養護を受ける事が困難な高齢者を養護老人ホームへの入所措置を行う事業です。 

【実績と見込】 

  

第７期実績 第８期計画値 

平成30 年度 令和元年度 
令和２年度 

見込み 
令和3 年度 令和４年度 令和5 年度 

利用者数 人 21 24 24 25 26 27 

 

（４）家族介護慰労金支給事業 

在宅のねたきりや認知症の高齢者等に介護を行っている家族への慰労金を支給し、介

護者の労苦に報いることにより、高齢福祉の増進を図っています。（年間支給限度 18

万円） 

【実績と見込】 

  

第７期実績 第８期計画値 

平成30 年度 令和元年度 
令和２年度 

見込み 
令和3 年度 令和４年度 令和5 年度 

利用者数 人 2 2 3 4 5 6 
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３ 住まいの確保 

日常生活や介護に不安を抱くひとり暮らしや夫婦のみの世帯の高齢者が、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、支援の充実が必要とされています。 

市においては、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」の改正により、新たに創設され

たサービス付き高齢者向け住宅などの整備・運営が適切になされるよう、市の住宅施策関

連部門と連携を図って調整を行っていきます。 

 

（１）サービス付き高齢者向け住宅及び有料老人ホーム 

サービス付き高齢者向け住宅は、「高齢者住まい法」の改正により創設された高齢者

の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造の住宅です。 

高齢者の住まいの多様性を確保する視点から、有料老人ホームとサービス付き高齢者

向け住宅事業所と連携するとともに、誘致等についてはニーズを踏まえて検討します。

また、必要な方への情報提供など適切な支援に努めます。 

 

【実績と見込】  

施設の種類 令和２年度末現在（見込み） 

有料老人ホーム 0 か所（0 人） 

サービス付き高齢者向け住宅 1 か所（29 人） 
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４ 高齢者の安全確保 

地域や関係機関と連携を図り、災害時・緊急時に迅速かつ的確な対応が図れるよう、高

齢者等の災害時要援護者支援の取組を推進します。 

高齢者の地域生活における安全を確保するため、交通安全対策や地域との連携による防

犯対策の取組を推進します。 

 

（１）高齢者台帳システム整備事業 

65歳以上のひとり暮らし高齢者や75歳以上の高齢者また災害時援護が必要な世帯

について、地区の民生委員と協力しながら実態の把握を進め、住民基本台帳と連動した

高齢者台帳システムを整備することで、サービスや緊急時の対応に活用します。 

 

（２）救急医療情報キット配付事業 

高齢者の安全・安心を確保することを目的に「救急医療情報キット」を無料配付して

います。 

「救急医療情報キット」はかかりつけ医や持病などの医療情報、緊急連絡先、健康保

険証の写し、本人確認用写真などの情報を専用の容器に入れ、自宅の冷蔵庫に保管し、

緊急時に備えるものです。 

万一の際、駆け付けた救急隊は、容器内の情報を確認することで迅速な処置を行うこ

とができ、家族などにもいち早く連絡することができます。 

 

（３）地域防災計画等との連携 

地震や台風等による災害が発生した場合、稲敷市地域防災計画等に従い、高齢者等の

避難支援や高齢者施設等の被災状況の確認などの対応を行います。 

また、避難支援にあたって、一般の避難所での生活が困難と考えられる高齢者につい

ては、福祉避難所の対象者として支援を行います。 

また、近年の新型コロナウイルス感染症拡大にあたり、「新しい生活様式」など感染症拡

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などに取り組みます。 

 

（４）高齢者の交通安全 

高齢者等に配慮した交通安全施設の整備に努めるとともに、高齢者の交通安全教室等

を継続的に実施し、交通安全意識の向上を図ります。 

また、関係機関と連携して、高齢者の自動車運転免許証返納の啓発を実施するととも

に、返納しやすい環境をつくるための支援事業を検討していきます。 

 

（５）高齢者の防犯対策 

高齢者を狙った悪質商法や振り込め詐欺などの犯罪を防止するため、情報提供や相談窓

口の充実を図るとともに、地域住民と連携しながら、安全を守るための体制を強化します。 
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５ 権利擁護と虐待防止 

認知症高齢者が増加していることから成年後見制度の周知及び利用支援を行い、高齢者

の権利擁護に努めます。 

また、高齢者虐待は、介護者等の虐待行為への知識不足によるものが多いため、虐待へ

の理解について住民への周知を行います。 

なお、「５ 権利擁護と虐待防止」を成年後見制度の利用の促進に関する法律に規定さ

れる「成年後見制度利用促進基本計画」として位置付けます。 

 

（１）成年後見制度利用支援事業 

親族等がなく、判断能力が不十分な認知症高齢者の福祉の充実を図るため、市長が行

う成年後見制度に係る審判制度請求の手続き及びその負担に関する支援を行います。 

 

（２）日常生活自立支援事業の利用支援 

判断能力が十分でない高齢者の自立した生活を支えるため、日常生活自立支援事業の

普及とともに、実施主体である社会福祉協議会との連携を強化し、日常生活上の金銭管

理や福祉サービスの利用援助（代行、代理、情報提供）などの利用の支援に取り組みま

す。 

 

（３）高齢者虐待の防止 

高齢者虐待防止法に即した適切な対応が取れる体制を整備するとともに、住民に対し

高齢者虐待に対する知識の普及啓発を行い、早期発見に向け、地域全体で見守る体制づ

くりに努めます。 

介護の長期化による介護疲れが原因となることも多いことから、介護者に対する支援

や介護者同士の交流促進などにより介護者の心身の健康づくりを図り、虐待防止につ

なげます。 
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◆成年後見制度利用促進基本計画◆ 

【成年後見制度利用促進計画の目的】 

認知症、知的障がい、その他の精神上の障がいがあることにより財産の管理や日常生活

等に支障がある者でも、多岐にわたる支援を受けながら、住み慣れた地域で尊厳を持って

その人らしく安心して暮らすことができる取組をします。 

 

【成年後見制度利用促進計画の位置づけ】 

成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成28年度法律第29号）第14条１項におい

て、市町村の区域における成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計

画を定めるよう努めることとされており、本計画はこれに位置付けられます。 

また、本計画は関連計画である「稲敷市高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画」（計

画期間：令和3年度～令和５年度）、「第４次稲敷市障害者基本計画・第６期稲敷市障害福祉

計画・第２期稲敷市障害児福祉計画」（計画期間：令和3年度～令和５年度）との整合、連

携を図ります。 

 

【現状と課題】 

成年後見制度を含む権利擁護の重要性について、成年後見サポートセンターが行ってい

る普及啓発の継続や多岐にわたる情報の発信を積極的に行い、権利擁護の相談体制を強化

し、相談者のニーズを見極めて必要な支援につなげる体制を早急に整備する必要がありま

す。 

 

【今後の方策】 

 ①協議会及び地域連携ネットワークの整備 

本人の日常生活を見守る支援者を「チーム」とし、本市の権利擁護の骨格をつくる役割

を「協議会」で行います。また、「チーム」を支えるために協議会の他、行政や家庭裁判所、

地域包括支援センター、医療関係、金融関係、民間の団体など法律や福祉等の各専門分野

で構成する「地域連携ネットワーク」を整備し、連携して本人の尊厳を重視した支援をし

ます。 

（地域連携ネットワークの役割） 

・権利擁護支援の必要な人の発見、支援 

・早期の段階から相談、対応体制の整備 

・意思決定支援、身上保護を重視した成年後見制度利用の運用に資する支援体制の構築 

 

②中核機関の設置 

協議会の事務局としての役割を担い、地域連携ネットワークにおいて関係機関とのコー

ディネートを行う中核機関を設置します。 
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③中核機関の機能 

広報機能 
成年後見制度について、パンフレット作成・配布、研修会の開催など

普及啓発を積極的に行います。 

相談機能 
相談体制を強化し、多方面からの多様な相談を受けます。 

相談者のニーズを見極め、必要な支援につなげます。 

成年後見制度 

利用促進機能 

成年後見の申立てに関わる支援や適正な候補者の選任、後見人の養成

を行います。 

① 受任者調整（マッチング）等の支援 

② 担い手の育成・活動の促進 

③ 日常生活自立支援事業等関連制度からのスムーズな移行 

後見人支援機能 後見人の活動を支援します。 

※「成年後見制度利用促進機能」及び「後見人支援機能」については、段階的に整備

します。 

 

④中核機関の設置時期 

令和３年度 

 

 

【参考】 成年後見制度の利用の促進に関する法律（抄） 

（市町村の講ずる措置） 

第14条 市町村は，成年後見制度利用促進基本計画を勘案して，当該市町村の区域における

成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めると

ともに，成年後見等実施機関の設立等に係る支援その他の必要な措置を講ずるよう努め

るものとする。 

２ 市町村は，当該市町村の区域における成年後見制度の利用の促進に関して，基本的な事

項を調査審議させる等のため，当該市町村の条例で定めるところにより，審議会その他

の合議制の機関を置くよう努めるものとする。 
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1 居宅サービス 

できる限り住み慣れた地域で生活ができるよう、要介護認定者に対し、ケアプランに

基づいた居宅サービスを提供しています。要介護認定者数及びサービス利用量は年々増

加してきており、今後も増加が見込まれることから、ニーズに応じた提供体制を確保し

ていきます。 

 

（１）訪問介護 

介護福祉士や訪問介護員（ホームヘルパー）が自宅に訪問し、入浴、食事、排せつな

どの身体介護や調理及び清掃などの生活援助を行うサービスです。 

【利用実績】 

訪問介護の利用実績は、平成30年度から令和２年度にかけて減少しています。 

【推計の考え方】 

利用実績としては減少傾向でしたが、要介護認定者の増加とともに利用が伸びる可能

性があります。そのため、令和３年度以降微増を見込みました。 

【実績と見込】（人/月） 

  

第７期実績 第８期計画値 第 9 期計画～ 

平成30年度 令和元年度 
令和２年度 

見込み 
令和3 年度 令和４年度 令和5 年度 令和7 年度 令和22年度 

介護 人 159  153  149  161  163  164  160  161  
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（２）訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護 

寝たきりなどで入浴が困難な方の居宅を訪問し、浴槽を持ち込んで入浴介護を行うサ

ービスです。 

【利用実績】 

訪問入浴介護の利用実績は、第７期計画期間を通して、横ばいで推移しています。 

介護予防訪問入浴介護の利用実績は、第７期計画期間を通してありませんでした。 

【推計の考え方】 

訪問入浴介護は中重度者の利用が多いサービスです。実績を勘案し、おおむね横ばい

で見込みました。一方、介護予防訪問入浴介護は、サービス利用者の特性上、今後も見

込まないこととしました。 

【実績と見込】（人/月） 

  

第７期実績 第８期計画値 第 9 期計画～ 

平成30年度 令和元年度 
令和２年度 

見込み 
令和3 年度 令和４年度 令和5 年度 令和7 年度 令和22年度 

介護 人 25  24  23  25  25  25  25  26  

予防 人 0  0  0  0  0  0  0  0  
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（３）訪問看護・介護予防訪問看護 

主治医の指示書に基づき、看護師などが訪問して療養生活の支援又は必要な診療補助

を行うサービスです。 

【利用実績】 

訪問看護、介護予防訪問看護の利用実績は、平成30年度から令和２年度にかけて減少

しました。 

【推計の考え方】 

訪問看護、介護予防訪問看護ともに、医療的な要素の強いサービスです。 

特に、訪問看護は病院等を退院して在宅療養に移行した高齢者にとって重要であるよ

うに、医療と介護の連携推進にも資することから、要介護認定者の増加に伴いサービス

量の増加を見込みました。 

一方、介護予防訪問看護は第７期計画期間中の水準を維持するものとします。 

また、地域包括ケアシステムの深化・推進の観点からも、引き続き医療機関等に対し、

事業への参入を呼びかけていきます。 

【実績と見込】（人/月） 

  

第７期実績 第８期計画値 第 9 期計画～ 

平成30年度 令和元年度 
令和２年度 

見込み 
令和3 年度 令和４年度 令和5 年度 令和7 年度 令和22年度 

介護 人 135  130  122  131  133  137  135  136  

予防 人 12  10  8  12  12  12  13  11  
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（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 

理学療法士、作業療法士等が居宅に訪問し、身体機能の維持・改善を図るためのリハ

ビリテーションを行うサービスです。 

【利用実績】 

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の利用実績ともに、第７

期計画期間を通して、おおむね横ばいで推移しています。 

【推計の考え方】 

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は、在宅生活を継続して

いくために利用が望ましいサービスです。近年の利用実績を踏まえて、その水準を維持

するものとし、提供量を確保するために医療機関等との連携を図ります。 

【実績と見込】（人/月） 

  

第７期実績 第８期計画値 第 9 期計画～ 

平成30年度 令和元年度 
令和２年度 

見込み 
令和3 年度 令和４年度 令和5 年度 令和7 年度 令和22年度 

介護 人 25  28  25  25  25  26  26  25  

予防 人 3  5  4  5  5  5  6  5  
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（５）居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導 

病院、診療所または薬局の医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士等が居

宅を訪問して療養上の管理と指導を行うサービスです。 

【利用実績】 

居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導の利用実績は、横ばいで推移しています。 

【推計の考え方】 

居宅療養管理指導は、サービスの性質上、重度の要介護者の増加とともに利用が伸び

る可能性があり、サービス量の増加を見込みました。 

介護予防居宅療養管理指導は、近年の利用実績を踏まえて、その水準を維持するもの

とします。 

【実績と見込】（人/月） 

  

第７期実績 第８期計画値 第 9 期計画～ 

平成30年度 令和元年度 
令和２年度 

見込み 
令和3 年度 令和４年度 令和5 年度 令和7 年度 令和22年度 

介護 人 95  94  94  98  99  101  102  105  

予防 人 2  2  0  4  4  4  4  4  
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（６）通所介護（デイサービス） 

デイサービスセンターに通い、入浴、排せつ、食事等の介護などの日常生活上の支援

や機能訓練を行うサービスです。 

【利用実績】 

通所介護の利用実績は、第７期計画期間を通して、横ばいで推移しています。 

【推計の考え方】 

通所介護は、居宅サービスの中でも非常に利用の多いサービスです。そのため、令和

３年度以降もサービス量の増加を見込みました。 

【実績と見込】（人/月） 

  

第７期実績 第８期計画値 第 9 期計画～ 

平成30年度 令和元年度 
令和２年度 

見込み 
令和3 年度 令和４年度 令和5 年度 令和7 年度 令和22年度 

介護 人 397  397  380  384  387  393  390  387  

 

（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 

介護老人保健施設や、病院・診療所に通い、心身の機能の維持・回復を図り、日常生

活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他のリハビリテーションを行

うサービスです。 

【利用実績】 

通所リハビリテーションの利用実績は、第７期計画期間を通して、減少傾向がみられ

ます。一方、介護予防通所リハビリテーションの利用実績は、第７期計画期間を通して、

増加傾向となっています。 

【推計の考え方】 

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ともに、心身機能の維持・

回復や日常生活の自立支援のために大切なサービスです。令和３年度以降もサービス量

の微増を見込みました。 

【実績と見込】（人/月） 

  

第７期実績 第８期計画値 第 9 期計画～ 

平成30年度 令和元年度 
令和２年度 

見込み 
令和3 年度 令和４年度 令和5 年度 令和7 年度 令和22年度 

介護 人 158  151  133  148  152  155  154  154  

予防 人 33  40  44  48  49  49  51  48  
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（８）短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 

特別養護老人ホーム等に短期間入所し、その施設で入浴、排せつ、食事等の介護など

の日常生活上の支援を行うサービスです。 

【利用実績】 

短期入所生活介護の利用実績は、第７期計画期間を通して、減少傾向がみられます。 

介護予防短期入所生活介護の利用実績は、第７期計画期間を通して、横ばいで推移し

ています。 

【推計の考え方】 

短期入所生活介護は、介護者の負担軽減の側面からも、利用ニーズの高いサービスと

考えられます。そのため、第７期計画期間中の実績を踏まえて、令和３年度以降もサー

ビス量の増加を見込み、近隣の市町村の施設も合わせて、サービスの確保に努めていき

ます。 

介護予防短期入所生活介護は、近年の利用実績を踏まえて、その水準を維持するもの

とします。 

【実績と見込】（人/月） 

  

第７期実績 第８期計画値 第 9 期計画～ 

平成30年度 令和元年度 
令和２年度 

見込み 
令和3 年度 令和４年度 令和5 年度 令和7 年度 令和22年度 

介護 人 165  158  130  151  157  158  165  169  

予防 人 2  2  2  5  5  5  6  5  
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（９）短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護 

老人保健施設等に短期間入所し、日常生活上の世話、医療、看護、機能訓練などを行

うサービスです。 

【利用実績】 

短期入所療養介護の利用実績は、第７期計画期間を通して、減少傾向がみられます。 

介護予防短期入所療養介護の利用実績は、第７期計画期間を通してありませんでした。 

【推計の考え方】 

短期入所療養介護は、前述している短期入所生活介護と同様に、介護者の負担軽減の

側面からも、利用ニーズの高いサービスと考えられますが、提供基盤が少ない現状にあ

ります。そのため、第７期計画期間中の水準を維持するものとし、近隣の市町村の施設

も合わせて、サービスの確保に努めていきます。 

一方、介護予防短期入所療養介護は、近年の利用実績を踏まえて、サービス利用を見

込まないこととしました。 

【実績と見込】（人/月） 

  

第７期実績 第８期計画値 第 9 期計画～ 

平成30年度 令和元年度 
令和２年度 

見込み 
令和3 年度 令和４年度 令和5 年度 令和7 年度 令和22年度 

介護 人 22  13  6  19  19  19  19  19  

予防 人 0  0  0  0  0  0  0  0  
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（10）福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与 

日常生活の自立、介護者の負担の軽減や機能訓練のため、車いすやベッド等の福祉用

具を貸し出すサービスです。 

【利用実績】 

福祉用具貸与の利用実績は、第７期計画期間を通して、横ばいで推移しています。 

介護予防福祉用具貸与の利用実績は、第７期計画期間を通して、増加傾向がみられます。 

【推計の考え方】 

福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与ともに、比較的容易に利用できるサービスであ

り、事業者側からみても他のサービスに比べて供給が容易なサービスです。そのため、

第７期計画期間中の実績をもとに令和３年度以降もサービス量の増加を見込みました。 

加えて、用具を利用する際の事故の発生等も考えられることから、適切な利用方法に

ついての周知・徹底を図っていきます。 

【実績と見込】（人/月） 

  

第７期実績 第８期計画値 第 9 期計画～ 

平成30年度 令和元年度 
令和２年度 

見込み 
令和3 年度 令和４年度 令和5 年度 令和7 年度 令和22年度 

介護 人 532  549  538  540  538  547  554  553  

予防 人 87  107  122  124  127  127  130  125  
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（11）特定福祉用具購入費・特定介護予防福祉用具購入費 

住み慣れた住宅で、自立した生活ができるよう、腰かけ便座や入浴補助用具を購入し

た場合、その費用の一部を支給するサービスです。（上限額は10万円です。） 

【利用実績】 

特定福祉用具購入費、特定介護予防福祉用具購入費の利用実績ともに、第７期計画期

間を通して、おおむね横ばいで推移しています。 

【推計の考え方】 

特定福祉用具購入費、特定介護予防福祉用具購入費ともに、第７期計画期間中の実績

を踏まえた上で、その水準を維持するものとします。 

【実績と見込】（人/月） 

  

第７期実績 第８期計画値 第 9 期計画～ 

平成30年度 令和元年度 
令和２年度 

見込み 
令和3 年度 令和４年度 令和5 年度 令和7 年度 令和22年度 

介護 人 10  9  5  10  10  10  10  10  

予防 人 2  2  3  3  3  3  4  3  

 

（12）住宅改修費・介護予防住宅改修費 

転倒防止や自立しやすい生活環境を整えるため、自宅の手すりの取り付け、段差の解

消、スロープの設置、洋式便座への交換など小規模な住宅改修費の一部を支給するサー

ビスです。（上限額は20万円です。） 

【利用実績】 

住宅改修費、介護予防住宅改修費の利用実績ともに、第７期計画期間を通して、おお

むね横ばいで推移しています。 

【推計の考え方】 

住宅改修費、介護予防住宅改修費ともに、第７期計画期間中の実績を踏まえた上で、

近年の利用実績を踏まえて、その水準を維持するものとします。 

また、サービス利用にあたっては、工事の内容・範囲、利用者の心身の状況などにつ

いて、ケアマネジャーを通して周知に努めるとともに、具体的な工事の内容の相談に関

しては、個別に対応していきます。 

【実績と見込】（人/月） 

  

第７期実績 第８期計画値 第 9 期計画～ 

平成30年度 令和元年度 
令和２年度 

見込み 
令和3 年度 令和４年度 令和5 年度 令和7 年度 令和22年度 

介護 人 5  6  3  5  5  5  5  5  

予防 人 2  2  3  3  3  3  3  3  
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（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 

特定施設（有料老人ホーム、ケアハウス等）に入居している方に対して、入浴、排せ

つ、食事等の日常生活上の支援、機能訓練、及び療養生活の支援を行うサービスです。 

【利用実績】 

特定施設入居者生活介護の利用実績は、平成30年度は15人でしたが、令和２年度は

23人となり、約1.5倍増加しました。 

介護予防特定施設入居者生活介護の利用実績は、第７期計画期間を通して、増加傾向

となっています。 

【推計の考え方】 

特定施設入居者生活介護については、有料老人ホームなどの特定施設が市内にはない

ものの、他市町村での入居者がいます。そのため、第７期計画期間中の実績による利用

者数を勘案し、住所地特例による利用者が引き続き発生すると見込みました。 

一方で、介護予防特定施設入居者生活介護については、近年の利用実績を踏まえて、

その水準を維持するものとします。 

【実績と見込】（人/月） 

  

第７期実績 第８期計画値 第 9 期計画～ 

平成30年度 令和元年度 
令和２年度 

見込み 
令和3 年度 令和４年度 令和5 年度 令和7 年度 令和22年度 

介護 人 15  20  23  26  27  28  30  29  

予防 人 2  3  5  5  5  5  5  6  
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（14）居宅介護支援・介護予防支援 

居宅介護者等に対して指定居宅サービス等が適切に利用できるよう、心身の状態や置

かれている環境、本人や家族の希望等を勘案し、ケアマネジャーが居宅サービス計画を

作成するとともに、サービスの提供が確実に行われるよう、指定居宅サービス事業者等

との連携調整等を行うサービスです。 

【利用実績】 

居宅介護支援の利用実績は、平成30年度から令和２年度にかけて減少しています。 

介護予防支援の利用実績は、平成30年度から令和２年度にかけて増加傾向にあります。 

【推計の考え方】 

居宅介護支援は、今後も高齢者数の増加及び認定者数の増加が予測されることから、

増加を見込んでいます。 

介護予防支援の利用実績は第7期計画期間中の実績を踏まえたうえで、今後の増加を

見込んでいます。 

【実績と見込】（人/月） 

  

第７期実績 第８期計画値 第 9 期計画～ 

平成30年度 令和元年度 
令和２年度 

見込み 
令和3 年度 令和４年度 令和5 年度 令和7 年度 令和22年度 

介護 人 957  930  915  922  935  950  962  956  

予防 人 123  146  164  165  169  169  173  166  
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２ 地域密着型サービス 

要介護者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、身近な市町村で提供されるサー

ビスです。サービスの基盤整備は市町村単位で行われ、基本的には当該市町村に居住す

る住民のみが利用可能となります。 

 

（１）定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

日中・夜間を通して、訪問介護と訪問看護が一体的または密接に連携しながら、短時

間の定期巡回型訪問と随時の対応を行うサービスです。 

【利用実績】 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用実績は、平成30年度から令和２年度にかけ

て１人の利用がありました。 

【推計の考え方】 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護については、第７期計画期間中の実績を踏まえた

上で、近年の利用実績を踏まえて、その水準を維持するものとします。 

【実績と見込】（人/月） 

  

第７期実績 第８期計画値 第 9 期計画～ 

平成30年度 令和元年度 
令和２年度 

見込み 
令和3 年度 令和４年度 令和5 年度 令和7 年度 令和22年度 

介護 人 1  1  1  2  2  2  2  2  

 

 

（２）夜間対応型訪問介護 

夜間の定期巡回訪問、または、随時通報を受け利用者（要介護者）の居宅を訪問介護

員等が訪問し、入浴・排せつ・食事等の介護等の提供を行うサービスです。 

事業規模としては、人口20～30万人で300～400人の利用者を見込む性質にあり、

市単独での整備は難しいことから、今後も見込まないこととしました。 
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（３）地域密着型通所介護 

利用者が住み慣れた環境で安心して入浴、食事、生活訓練、趣味などの支援を行う通

所型サービスです。 

【利用実績】 

地域密着型通所介護の利用実績は、平成30年度から令和２年度にかけて減少がみら

れます。 

【推計の考え方】 

実績は減少がみられましたが、居宅サービスの中でも非常に利用の多いサービスであ

ることを勘案して、令和３年度以降もサービス量の増加を見込みました。 

【実績と見込】（人/月） 

  

第７期実績 第８期計画値 第 9 期計画～ 

平成30年度 令和元年度 
令和２年度 

見込み 
令和3 年度 令和４年度 令和5 年度 令和7 年度 令和22年度 

介護 人 172  165  154  172  173  176  180  177  

 

（４）認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護 

認知症の利用者が、入浴、排せつ、食事などの介護、その他の日常生活の世話や機能

訓練を受けることのできる認知症に特化したデイサービスです。 

【利用実績】 

認知症対応型通所介護は、第７期計画期間を通して、減少傾向がみられます。 

介護予防認知症対応型通所介護の利用実績は、第７期計画期間を通してありませんで

した。 

【推計の考え方】 

認知症対応型通所介護は、利用実績としては減少傾向でしたが、認知症高齢者の増加

とともに利用が伸びる可能性があります。そのため、令和２年度以降もサービス量を確

保しました。 

一方、介護予防認知症対応型通所介護は、近年の利用実績を踏まえて、サービス利用

を見込まないこととしました。 

【実績と見込】（人/月） 

  

第７期実績 第８期計画値 第 9 期計画～ 

平成30年度 令和元年度 
令和２年度 

見込み 
令和3 年度 令和４年度 令和5 年度 令和7 年度 令和22年度 

介護 人 2  1  0  2  2  2  2  2  

予防 人 0  0  0  0  0  0  0  0  
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（５）小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 

小規模な施設で、通い、訪問、短期間の泊まりを組み合わせて、介護その他の日常生

活上必要な世話や機能訓練を行うサービスです。 

【利用実績】 

小規模多機能型居宅介護の利用実績は、第７期計画期間を通して、おおむね横ばいで

推移しています。介護予防小規模多機能型居宅介護の利用実績は、平成30年度に1人の

利用がありました。 

【推計の考え方】 

小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護ともに、近年の利用実績

を踏まえて、その水準を維持するものとします。 

【実績と見込】（人/月） 

  

第７期実績 第８期計画値 第 9 期計画～ 

平成30年度 令和元年度 
令和２年度 

見込み 
令和3 年度 令和４年度 令和5 年度 令和7 年度 令和22年度 

介護 人 27  28  25  26  26  26  26  25  

予防 人 1  0  0  1  1  1  1  1  

 

（６）認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護 

認知症の利用者が共同で生活し、日常生活の世話、機能訓練などを受ける認知症の進

行防止に努めるサービスです。 

【利用実績】 

認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護の利用実績を合わせ

ると、既存の事業所の定員枠をおおむね満たしながら推移しています。 

【推計の考え方】 

新たなサービス提供事業所の開所により、サービス提供量の増加を見込んでいます。 

【実績と見込】（人/月） 

  

第７期実績 第８期計画値 第 9 期計画～ 

平成30年度 令和元年度 
令和２年度 

見込み 
令和3 年度 令和４年度 令和5 年度 令和7 年度 令和22年度 

介護 人 35  35  38  47  50  53  55  60  

予防 人 1  0  0  0  0  0  0  0  

必要利用定員

総数（人） 
36 36 54 54 54 54 54 54 
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（７）地域密着型特定施設入居者生活介護 

有料老人ホームなどで、入浴、排泄、食事の世話などの日常生活上の世話や、機能訓

練および療養上の世話を行うサービスです。 

なお、市内でのサービス提供事業所はなく、今後の整備計画もないことから、見込ま

ないこととしています。 

 

（８）地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

小規模な介護老人福祉施設において、常に介護が必要な方が、食事・入浴など日常生

活の介護や健康管理が受けられるサービスです。 

なお、平成30年度に１人の近隣市町村の利用がありましたが、市内でのサービス提供

事業所はなく、今後の整備計画もないことから、見込まないこととしています。 

【実績と見込】（人/月） 

  

第７期実績 第８期計画値 第 9 期計画～ 

平成30年度 令和元年度 
令和２年度 

見込み 
令和3 年度 令和４年度 令和5 年度 令和7 年度 令和22年度 

介護 人 1  0  0  0  0  0  0  0  

 

 

（９）看護小規模多機能型居宅介護・介護予防看護小規模多機能型居宅介護 

小規模な介護老人福祉施設において、常に介護が必要な方が、食事・入浴など日常生

活の介護や健康管理が受けられるサービスです。 

なお、市内でのサービス提供事業所はなく、今後の整備計画もないことから、見込ま

ないこととしています。 
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３ 施設サービス 

施設サービスには、「介護老人福祉施設」、「介護老人保健施設」、「介護療養型医療施設」、

「介護医療院」の４種類があり、施設サービス計画に基づき入浴、排せつ、食事等の介

護や機能訓練を提供するサービスです。 

 

（１）介護老人福祉施設 

在宅での生活が困難な方が入所し、入浴、排せつ、食事等の介護サービスを提供する

施設です。 

【利用実績】 

利用実績は、第７期計画期間を通して、横ばいで推移しています。 

【推計の考え方】 

市民ニーズの高いサービスであり、介護療養型医療施設からの追加的需要に応じる提

供量を確保することや令和2年度の80床の増床などの理由により、利用者の増加を見込

んでいます。 

【実績と見込】（人/月） 

  

第７期実績 第８期計画値 第 9 期計画～ 

平成30年度 令和元年度 
令和２年度 

見込み 
令和3 年度 令和４年度 令和5 年度 令和7 年度 令和22年度 

介護 人 301  301  286  358  374  390  390  390  
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（２）介護老人保健施設 

病気の状態が安定している方が、在宅復帰するためのリハビリテーション、看護を中

心とした医療ケア、日常の生活支援などを行う施設です。 

【利用実績】 

利用実績は、第７期計画期間を通して、増加傾向にあります。 

【推計の考え方】 

今期計画期間中の市内での整備計画はありませんが、市外施設の利用を自然増で推移

すると見込みました。 

なお、令和３年度以降は介護老人福祉施設の利用が増えると想定し、利用者数が減少

すると見込みました。 

【実績と見込】（人/月） 

  

第７期実績 第８期計画値 第 9 期計画～ 

平成30年度 令和元年度 
令和２年度 

見込み 
令和3 年度 令和４年度 令和5 年度 令和7 年度 令和22年度 

介護 人 212  228  233  217  242  245  260  260  

 

 

（３）介護療養型医療施設 

急性期の治療を終え、長期にわたって療養が必要な利用者が入所（入院）し、療養上

の管理、看護、医学的管理下にて介護、リハビリ等を受けることができる施設です。介

護療養型医療施設は、平成29年3月で介護療養病床が廃止され、令和6年3月末まで移

行のための経過措置期間となっております。 

【利用実績】 

介護療養型医療施設の利用実績は、平成30年度、令和元年度に１人の利用がありました。 

【推計の考え方】 

介護療養型医療施設は、経過措置期間が終了する令和6年度末までに、介護医療院に

転換していくことと推察されることから、令和３年度以降は0人としています。 

【実績と見込】（人/月） 

  

第７期実績 第８期計画値 

平成30年度 令和元年度 
令和２年度 

見込み 
令和3 年度 令和４年度 令和5 年度 

介護 人 1  1  1  0  0  0  
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（４）介護医療院 

慢性期の医療・介護ニーズへの対応のため、長期療養のための医療と日常生活上の介

護を一体的に提供する施設です。 

【利用実績】 

市内には施設はないものの、他市町村での少数の施設利用実績がありました。 

【推計の考え方】 

介護療養型医療施設の利用者の受け皿として、また、今後、長期的な医療と介護のニ

ーズを併せ持つ高齢者が増加することが見込まれることを踏まえ、介護医療院の整備が

必要であることから、基盤整備計画に基づき第8期計画中に48床の新設を見込みました。

なお、下記の見込数に関しては広域型のため6割程度の利用を見込んでいます。 

【実績と見込】（人/月） 

  

第７期実績 第８期計画値 第 9 期計画～ 

平成30年度 令和元年度 
令和２年度 

見込み 
令和3 年度 令和４年度 令和5 年度 令和7 年度 令和22年度 

介護 人 1  1  3  4 32 33 35 40 
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４ 介護サービス・予防サービスの利用実績と見込み及び推計一覧 

前述している介護サービス・予防サービスの利用実績と見込及び推計を、一覧にまと

めました。 

 

■居宅・地域密着型・施設サービスの利用者数 

（単位：人/月） 

サービス 
第７期実績 第 8 期計画 

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

居宅サービス 

 訪問介護 159 153 149 161 163 164  
 訪問入浴介護 25 24 23 25 25 25  
 訪問看護 135 130 122 131 133 137  
 訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 25 28 25 25 25 26  
 居宅療養管理指導 95 94 94 98 99 101  
 通所介護 397 397 380 384 387 393  
 通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 158 151 133 148 152 155  
 短期入所生活介護 165 158 130 151 157 158  
 短期入所療養介護（老健） 22 13 6 19 19 19  
 短期入所療養介護（病院等） 0 0 0 0 0 0  
 福祉用具貸与 532 549 538 540 538 547  
 特定福祉用具購入費 10 9 5 10 10 10  
 住宅改修費 5 6 3 5 5 5  
 特定施設入居者生活介護 15 20 23 26 27 28  

地域密着型サービス 

 定期巡回・随時対応型 

訪問介護看護 
1 1 1 2 2 2  

 夜間対応型訪問介護 0 0 0 0 0 0  
 地域密着型通所介護 172 165 154 172 173 176 
 認知症対応型通所介護 2 1 0 2 2 2  
 小規模多機能型居宅介護 27 28 25 26 26 26  
 認知症対応型共同生活介護 35 35 38 47 50 53  
 地域密着型特定施設 

入居者生活介護 
0 0 0 0 0 0  

 地域密着型介護老人福祉 

施設入所者生活介護 
1 0 0 0 0 0  

 看護小規模多機能型居宅 

介護 
0 0 0 0 0 0  

施設サービス 

 介護老人福祉施設 301 301 286 358 374 390  

介護老人保健施設 212 228 233 217 242 245  

介護医療院 1 1 3 4 32 33  

介護療養型医療施設 1 1 1 0 0 0  

居宅介護支援 957  930 915 922 935 950 

※令和２年度は見込み値 
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■介護予防・地域密着型介護予防サービスの利用者数 

（単位：人/月） 

サービス 
第 7 期実績 第 8 期計画 

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

介護予防サービス 

 介護予防訪問入浴介護 0 0 0 0 0 0 
 介護予防訪問看護 12 10 8 12 12 12 
 介護予防訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 3 5 4 5 5 5 
 介護予防居宅療養管理指導 2 2 0 4 4 4 

 介護予防通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 33 40 44 48 49 49 
 介護予防短期入所生活介護 2 2 2 5 5 5 

 介護予防短期入所療養介護 

（老健） 
0 0 0 0 0 0 

 介護予防短期入所療養介護 

（病院等） 
0 0 0 0 0 0 

 介護予防福祉用具貸与 87 107 122 124 127 127 
 特定介護予防福祉用具購入費 2 2 3 3 3 3 
 介護予防住宅改修費 2 2 3 3 3 3 
 介護予防特定施設入居者 

生活介護 
2 3 5 5 5 5 

地域密着型介護予防サービス 

 介護予防認知症対応型 

通所介護 
0 0 0 0 0 0 

 介護予防小規模多機能型 

居宅介護 
1 0 0 1 1 1 

 介護予防認知症対応型 

共同生活介護 
1 0 0 0 0 0 

介護予防支援 123 146 164 165 169 169 

※令和２年度は見込み値 
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５ 介護保険事業費の見込み 

令和３年度から令和５年度までの介護保険事業の介護給付に関する給付費の見込額

を算出しました。 

（１）給付費 

①介護サービス給付費 

単位:千円 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

居宅サービス（a） 1,095,453 1,111,679 1,122,797 

 

訪問介護 115,182  115,300  114,353  

訪問入浴介護 19,162  19,173  19,173  

訪問看護 53,569  54,328  55,725  

訪問リハビリテーション 11,207  11,290  11,767  

居宅療養管理指導 9,570  9,663  9,879  

通所介護 378,112  380,360  384,787  

通所リハビリテーション 124,404  127,546  129,896  

短期入所生活介護 208,966  217,620  217,245  

短期入所療養介護（老健） 18,339  18,349  18,349  

短期入所療養介護（病院等） 0  0  0  

短期入所療養介護（介護医療院） 0  0  0  

福祉用具貸与 87,379  86,398  87,507  

特定福祉用具購入費 2,971  2,971  2,971  

住宅改修費 6,776  6,776  6,776  

特定施設入居者生活介護 59,816  61,905  64,369  

地域密着型サービス（b） 367,057 374,974 385,844 

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 2,809  2,811  2,811  

夜間対応型訪問介護 0  0  0  

地域密着型通所介護 159,271  159,140  161,182  

認知症対応型通所介護 2,645  2,647  2,647  

小規模多機能型居宅介護 63,450  62,346  62,346  

認知症対応型共同生活介護 138,882  148,030  156,858  

地域密着型特定施設入居者生活介護 0  0  0  

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 0  0  0  

看護小規模多機能型居宅介護 0  0  0  

施設サービス（c） 1,740,681 1,993,720 2,054,598 

 

介護老人福祉施設 1,043,891  1,090,869  1,137,745  

介護老人保健施設 677,603  760,175  769,692  

介護医療院 19,187  142,676  147,161  

介護療養型医療施設 0  0  0  

居宅介護支援(d) 153,679  155,601  157,841  

介護給付費 (a+b+c+d) 3,356,870  3,635,974  3,721,080  
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②介護予防サービス給付費 

単位:千円 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

介護予防サービス(a) 45,815 46,332 46,332 

 

介護予防訪問入浴介護 0  0  0  

介護予防訪問看護 2,966  2,967  2,967  

介護予防訪問リハビリテーション 1,375  1,376  1,376  

介護予防居宅療養管理指導 384  384  384  

介護予防通所リハビリテーション 20,215  20,494  20,494  

介護予防短期入所生活介護 1,935  1,936  1,936  

介護予防短期入所療養介護（老健） 0  0  0  

介護予防短期入所療養介護（病院等） 0  0  0  

介護予防短期入所療養介護（介護医療院） 0  0  0  

介護予防福祉用具貸与 11,523  11,756  11,756  

特定介護予防福祉用具購入費 758  758  758  

介護予防住宅改修費 3,366  3,366  3,366  

介護予防特定施設入居者生活介護 3,293  3,295  3,295  

地域密着型介護予防サービス(b) 952 952 952 

 

介護予防認知症対応型通所介護 0  0  0  

介護予防小規模多機能型居宅介護 952  952  952  

介護予防認知症対応型共同生活介護 0  0  0  

介護予防支援(c) 9,014  9,239  9,239  

予防給付費 (a+b+c) 55,781  56,523  56,523  

 

 

（２）地域支援事業費 

単位:千円 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

介護予防・日常生活支援総合事業費（a） 70,336  73,904  78,030  

包括的支援事業（地域包括支援センターの運営）及び任意事業（b） 88,600  90,685  92,499  

包括的支援事業（社会保障充実分）（c） 5,552  5,630  5,709  

地域支援事業費（a+b+c） 164,488  170,219  176,238  
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（３）市町村特別給付 

■市町村特別給付の見込額 単位:千円 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 合計 

市町村特別給付 0 0 0 0 

 

（４）標準給付費の見込額 

本計画期間における各年度の総給付費等の見込額は次のとおりです。３年間の合計額では、およそ

121億３千万円となることが見込まれます。 

なお、見込額の算出にあたっては、現状のサービス利用の状況及びサービス基盤の状況、介護離職ゼ

ロ及び在宅医療からの追加的需要への対応等を勘案しています。 

 

■総給付費等の見込額 単位:千円 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 合計 

【Ａ】標準給付費見込額 3,665,054  3,936,047  4,024,973  11,626,074 

 

総給付費（a） 3,412,651  3,692,497  3,777,603  10,882,751 

特定入所者介護サービス費等給付費（b） 174,152  164,152  166,726  505,030 

高額介護サービス費等給付費（c） 67,580  68,521  69,596  205,696 

高額医療合算介護サービス費等給付費
（d） 

7,907  8,061  8,187  24,155 

算定対象審査支払手数料（e） 2,763  2,817  2,861  8,441 

【B】地域支援事業費 164,488  170,219  176,238  510,945 

給付額合計【A+B】 3,829,542  4,106,266  4,201,210  12,137,019 

※端数処理のため、合計数値が合わない場合もあります。 
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６ 第１号被保険者（65 歳以上）保険料の見込 

 

（１）介護保険料算定の流れ 

標準保険料額の算定 

〇推計した介護保険事業費に第1号被保険者の負担割合
（23％）を乗じて、第1号被保険者負担分相当額を算
出します。 

〇算出した第1号被保険者負担分相当額に、調整交付金
の見込額や介護給付費準備基金の取崩額等を勘案して
算定します。 

 

所得段階別介護保険料
の決定 

〇標準保険料額をもとに、第1号被保険者や世帯の所得
状況を考慮した保険料率等を設定し、所得段階に応じ
た介護保険料を決定します。 

 

 

（２）介護保険財政の仕組み 

介護保険の財源については、利用者の負担額を除いた介護給付にかかる費用（給付費）の

50％を国・県・市による公費、残り50％を保険料で賄うことが基本となっています。  

第１号被保険者の保険料で賄われる負担割合は、第２号被保険者との人口比率により政令で

定められます。 

また、地域支援事業のうち包括的支援事業・任意事業の財源については、第１号被保険者の

保険料と公費で構成されます。 
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■保険給付費 

居宅給付費 施設等給付費 

  

■地域支援事業費 

介護予防・日常生活支援総合事業費 包括的支援事業・任意事業費 

  

※ 居宅給付費とは、施設等給付費以外の給付費。 

※ 施設等給付費とは、都道府県知事が指定権限を有する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、

介護療養型医療施設、（介護予防）特定施設入居者生活介護及び介護保険施設の特定入所者

介護サービスに係る給付費。 

※ 調整交付金は、標準の割合を掲載。 
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（３）保険料設定に関する留意点  

①介護報酬改定 

令和元年度の介護報酬改定においては、消費税引き上げ（８％→10％）に伴う改定（改定

率：介護報酬本体＋0.39％、補足給付＋0.06％）が行われました。また、介護職員の更なる

処遇改善（＋1.67％）も実施されました。 

第８期計画（令和３年度）の報酬改定率は、国が示した＋0.70％（うち、新型コロナウイル

ス感染症に対応するための特例的な評価が＋0.05％（令和３年９月末までの間））とされてお

り、改定率の３か年平均の影響として算定した＋0.67％を反映しています。 

 

②第１号被保険者の国における標準所得段階 

国では、標準の所得段階の設定を、第７期に引き続き９段階としています。 

ただし、段階を判断する基準所得金額については、第７期と比較して７～９段階で下記のと

おり変更がありました。 

 
第７段階と第８段階を区分する基準所得金額 第７期：200万円→第８期：210万円 
第８段階と第９段階を区分する基準所得金額 第７期：300万円→第８期：320万円 
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（４）第１号被保険者介護保険料  

本計画期間における第１号被保険者の保険料額は、下表のとおり月額5,400円と算定され

ます。 

 

計算の基礎 金額または係数 備 考 

総計（３年間合計） 12,137,018,689 円  

第１号被保険者負担相当分  2,791,514,298 円 総計の 23％ 

調整交付金相当額 592,417,184 円  

調整交付金見込額 391,861,000 円  

財政安定化基金拠出見込額 0 円 財政安定化基金拠出率 0％ 

介護基金取崩見込額 269,000,000 円  

財政安定化基金取崩による交付額 0 円  

予定保険料収納率 97.0％  

補正後第１号被保険者数 43,322 人 令和３～５年度の合計 

月換算 12 月  

保険料基準額（月額） 5,400 円 第８期計画期間の保険料基準額 

※保険料基準額（月額）の算出方法 

（第１号被保険者負担相当分＋調整交付金相当額－調整交付金見込額＋ 

財政安定化基金拠出見込額－介護基金取崩見込額－財政安定化基金取崩による交付額） 

÷予定保険料収納率÷補正後第１号被保険者数÷月換算 
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（５）所得段階別被保険者数の推計  

第１号被保険者の介護保険料を算定するのにあたっては、国の考え方を参考とし、低所得の

方への配慮を行うとともに、介護保険事業の運営を維持できる保険料の設定について検討しま

した。 

その結果、本計画では、国が示した保険料段階と同一の９段階を設定した上で、費用負担割

合を弾力化しました。 

 

■所得段階別被保険者見込み数 （単位：人） 

所得段階 令和３年度 令和４年度 令和５年度 ３年間合計 割合 

第１段階被保険者数 1,972  1,973  1,970  5,915  13.8% 

第２段階被保険者数 895  895  893  2,683  6.3% 

第３段階被保険者数 971  971  969  2,911  6.8% 

第４段階被保険者数 2,294  2,294  2,290  6,878  16.1% 

第５段階被保険者数 2,585  2,586  2,581  7,752  18.1% 

第６段階被保険者数 2,443  2,444  2,439  7,326  17.1% 

第７段階被保険者数 1,633  1,633  1,630  4,896  11.4% 

第８段階被保険者数 816  816  814  2,446  5.7% 

第９段階被保険者数 667  667  667  2,001  4.7% 

合 計 14,276  14,279  14,253  42,808 100.0％ 

所得段階別加入割合 

補正後被保険者数 
14,448  14,450  14,424  43,322 100.0％ 
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■所得段階別保険料の見込み額 （単位：円） 

所得段階 対  象  者 
費用負担 

割  合 

保険料 

（年） 

保険料 

（月） 

第１段階 

①生活保護受給者、市民税世帯非課税で
老齢福祉年金受給者 

②市民税世帯非課税で合計所得金額と課
税年金収入額の合計が80万円以下の方 

基準額×0.50 
（0.3） 

32,400円 
（19,400円） 

2,700円 
（1,620円） 

第２段階 
市民税世帯非課税で、本人の課税年金収
入と合計所得金額を合わせた額が80万円を
超え120万円以下の方 

基準額×0.65 
（0.5） 

42,100円 
(32,400円) 

3,510円 
(2,700円) 

第３段階 
市民税世帯非課税で、合計所得金額と課税
年金収入額の合計が120万円超の方 

基準額×0.75 
（0.7） 

48,600円 
(45,300円) 

4,050円 
(3,780円) 

第４段階 
世帯に市民税課税者がいるが、本人は市民
税非課税で、本人の課税年金収入額と合計
所得金額を合わせた額が80万円以下の方 

基準額×0.90 58,300円 4,860円 

第５段階 
世帯に市民税課税者がいるが、本人は市民
税非課税で、本人の課税年金収入額と合計
所得金額を合わせた額が80万円超の方 

基準額×1.00 64,800円 5,400円 

第６段階 
本人が市民税課税で前年の合計所得金額
が120万円未満の方 

基準額×1.20 77,700円 6,480円 

第７段階 
本人が市民税課税で前年の合計所得金額
が210万円未満の方 

基準額×1.30 84,200円 7,020円 

第８段階 
本人が市民税課税で前年の合計所得金額
が320万円未満の方 

基準額×1.60 103,600円 8,640円 

第９段階 
本人が市民税課税で前年の合計所得金額
が320万円以上の方 

基準額×1.70 110,100円 9,180円 

※保険料（年）は、100円未満切り捨てで計算しています。 

※（ ）内は、公費による低所得者保険料軽減が図られた場合の負担割合及び年額 
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（６）将来的な保険料水準等の見込み  

令和７（2025）年度及び令和22（2040）年度のサービスの種類ごとの見込量及びその

ために必要な保険料水準は、次のとおり推計されます。 

 

■令和７（2025）年度の推計 単位：千円（保険料基準額のみ円） 

 介護給付 予防給付 

居宅サービス 1,129,490 48,628 

 

訪問介護 110,760   

訪問入浴介護 19,187  0  

訪問看護 55,239  3,182  

訪問リハビリテーション 11,767  1,638  

居宅療養管理指導 9,978  384  

通所介護 380,173   

通所リハビリテーション 128,414  21,252  

短期入所生活介護 227,930  2,395  

短期入所療養介護（老健） 18,349  0  

短期入所療養介護（病院等） 0  0  

短期入所療養介護（介護医療院） 0  0  

福祉用具貸与 89,059  12,011  

特定福祉用具購入費 2,971  1,105  

住宅改修費 6,776  3,366  

特定施設入居者生活介護 68,887  3,295  

地域密着型サービス 395,739 952 

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 2,811   

夜間対応型訪問介護 0   

地域密着型通所介護 165,452   

認知症対応型通所介護 2,647  0  

小規模多機能型居宅介護 62,346  952  

認知症対応型共同生活介護 162,483  0  

地域密着型特定施設入居者生活介護 0   

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 0   

看護小規模多機能型居宅介護 0   

施設サービス 2,112,408  

 

介護老人福祉施設 1,137,745   

介護老人保健施設 818,217   

介護医療院 156,446   

居宅介護支援・介護予防支援 159,028 9,458 

合計 3,796,665 59,038 

総給付費 3,855,703 

地域支援事業費 155,732 

保険料基準額(月額) 6,647 

※端数処理のため、合計数値が合わない場合もあります。 
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■令和 22（2040）年度の推計 単位：千円（保険料基準額のみ円） 

 介護給付 予防給付 

居宅サービス 1,139,073 46,044 

 

訪問介護 113,773   

訪問入浴介護 20,012  0  

訪問看護 55,677  2,709  

訪問リハビリテーション 11,345  1,376  

居宅療養管理指導 10,338  384  

通所介護 378,873   

通所リハビリテーション 129,298  20,002  

短期入所生活介護 235,406  1,936  

短期入所療養介護（老健） 18,349  0  

短期入所療養介護（病院等） 0  0  

短期入所療養介護（介護医療院） 0  0  

福祉用具貸与 89,422  11,559  

特定福祉用具購入費 2,971  758  

住宅改修費 6,776  3,366  

特定施設入居者生活介護 66,833  3,954  

地域密着型サービス 405,670 952 

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 2,811   

夜間対応型訪問介護 0   

地域密着型通所介護 163,470   

認知症対応型通所介護 2,647  0  

小規模多機能型居宅介護 60,149  952  

認知症対応型共同生活介護 176,593  0  

地域密着型特定施設入居者生活介護 0   

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 0   

看護小規模多機能型居宅介護 0   

施設サービス 2,135,462  

 

介護老人福祉施設 1,137,745   

介護老人保健施設 818,217   

介護医療院 179,500   

居宅介護支援・介護予防支援 158,677 9,075 

合計 3,838,882 56,071 

総給付費 3,894,953 

地域支援事業費 126,090 

保険料基準額(月額) 8,134 

※端数処理のため、合計数値が合わない場合もあります。 
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７ 介護給付の適正化等の推進 

市では、これまでも介護給付の適正化に取り組んできましたが、改めて次のとおり介護給付適

正化計画を定め、保険者として介護サービスを必要とする方を適正に認定し、適切なマネジメン

トにより受給者が真に必要とするサービスを見極め、事業者がルールに従って適正にサービスを

提供するよう取組を推進します。 

また、保険者機能強化推進交付金の指標として設定し、高齢者の自立支援・重度化防止等に向

けた取組を推進するとともに、各種取組の一層の強化を図ります。 
 

（１）要介護認定の適正化 

介護保険制度への信頼を確保していくために、介護認定審査会の運営は公平・公正で適正な

要介護認定が行われるよう努めるとともに、審査判定の適正化を図ります。 

要介護認定の認定結果に疑義がある場合、市は保険者として被保険者に要介護認定の仕組み

や審査判定について、責任を持って十分な説明を行います。さらに、被保険者が認定結果に不

服のある場合は、茨城県が設置する介護保険審査会に審査請求することができます。 

■取組目標 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

・審査会委員の意識共有化 実施 実施 実施 

・認定調査員への情報提供 実施 実施 実施 

 
 

（２）ケアプラン点検 

ケアマネジャーが作成するケアプランについて、市の職員等の第三者が点検及び支援を行い、

本当に必要とするサービスを確保するとともに、状態に適合していないサービス提供を改善し

ます。また、ケアマネジャーに対して給付適正化に関する研修を行います。 

■取組目標 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

・ケアプラン点検実施 4件 4件 4件 
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（３）住宅改修等の点検 

住宅改修予定の受給者宅の実態確認や工事見積書の点検、改修後の訪問調査等を行うことで、

不適切又は不要な改修を防止します。また、福祉用具貸与は、貸与価格の適正化に関する確認

を行います。 

■取組目標 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

・住宅改修の実態確認

や工事見積書の点検 

実 態 確 認 3件 3件 3件 

見積書の点検 100件 100件 100件 

・貸与価格の適正化に関

する確認 
 3件 3件 3件 

 

（４）縦覧点検・医療情報との突合 

介護保険給付について、提供されたサービスの整合性、算定回数・算定日数等の点検を行い、

請求内容の誤り等を早期に発見します。また、医療に関する部署との連携を図りつつ、受給者

の入院情報と介護給付情報を突合し、重複請求等の誤りを発見します。 

■取組目標 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

・国保連合会の帳票等による縦

覧点検及び医療情報との突

合の実施 
1,500回 1,500回 1,500回 

 

（５）介護給付費通知 

事業所からの介護報酬の請求や費用の給付状況等を、市から受給者へ通知し、受給者や事業

者に対して適切なサービスの利用と提供について普及啓発します。 

■取組目標 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

・通知の発送 年2回 年2回 年2回 

 

（６）給付実績の活用 

茨城県国民健康保険団体連合会から提供される給付実績データ等を、給付適正化システムに

取り込み活用することで、不適切な給付や事業者を発見し、適正なサービス提供と介護費用の

効率化、事業者の指導育成を図ります。 

■取組目標 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

・給付実績の活用 実施 実施 実施 
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８ 適切なサービス利用への支援 

（１）庁内体制の強化 

介護保険事業の円滑な運営を図り、着実に計画を推進するため、担当課長会議や担当者連絡

会などを通じて庁内関係各課の連携を強化します。 

また、介護保険以外の高齢者のための施策については、福祉・保健サービスはもとより、あ

らゆる行政施策に関連することから、教育行政部門や住宅行政部門等を含め、全庁的な連携と

協力により体制の強化を図ります。 
 

（２）相談体制の整備 

現在、高齢者等の福祉や介護に関する初期相談体制として、社会福祉協議会、民生委員・児童委

員等が相談に応じていますが、今後も高齢者が相談しやすい環境を整えるなどの充実を図ります。 

また、地域共生社会の実現に向け、全世代・分野横断の視点に立った地域づくりを進めるた

めに、地域包括支援センターが、高齢者分野にとどまらない、多様化・複雑化した生活上の課

題解決を図る包括的な支援体制の在り方も検討します。 
 

（３）情報提供体制の整備 

介護保険事業は、介護給付サービス、予防給付サービス、地域密着型サービスなどの体系か

ら構成されています。サービス利用については、パンフレットやホームページ等で情報提供を

行っています。また、サービス事業者に関する情報は、サービス事業者一覧の作成などで情報

提供しています。 

これまで同様、地域支援事業の実施など、利用者がサービス事業者を選択するうえで判断基

準となるような有用な情報が容易に入手できる方策を検討するとともに、事業者に対してもサ

ービスの内容や利用方法に関する情報を積極的に提供するような方策を支援します。 
 

（４）苦情対応体制の整備 

地域包括支援センターを中心に、相談窓口の連携を強化し、市をはじめ各相談窓口の一層の

周知を図るとともに、サービス利用者が日常的な疑問や苦情を気軽に言える体制を整備します。 

日常的な疑問等については、利用者、事業者ともに活用してもらえるよう、周知していきます。 
 

（５）権利擁護に向けた取組の拡充 

包括的支援事業の一つとして、権利擁護事業を実施していきます。被保険者に対する虐待の

防止及び早期発見事業として、権利擁護の相談対応、成年後見制度の利用支援事業を行います。 

市では、認知症予防研修会等を通じた認知症に関する知識及び成年後見制度の普及啓発等を

行うとともに、地域包括支援センター等相談支援機関の統括やバックアップとネットワーク構

築を推進していきます。 
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９ 介護サービスの円滑な提供を行うための支援 

 

（１）介護人材の確保に向けた支援 

市民への介護サービス環境の充実のためには事業所のスタッフの資質向上が不可欠です。 

厚生労働省が発表した「2025年に向けた介護人材にかかる需給推計（確定値）」によると、

令和７年に介護職員が全国で約38万人不足すると推計されています。本市でも、介護サービス

量等を増加傾向で推計していることから、現状の介護職員数では足りなくなる恐れもあります。 

本市では事業者を支援するために、介護支援専門員（ケアマネジャー）や介護事業者との意

見交換、国が進めるＩＣＴ・介護ロボットの活用の研究などを通して、介護人材の確保や定着

について検討・推進していきます。 

 

（２）ケアマネジメントの強化 

サービスの質を確保するためには､利用者にとって最も適切なサービスを効果的に提供して

いくことが重要であり､個々の利用者に応じた適切な介護サービス計画（ケアプラン）の作成

と利用者にとって満足いくサービス提供が必要です。また、利用者の介護サービス計画の作成

を担当するケアマネジャーと個々の介護サービスを提供する従事者には、専門的知識はもとよ

り、介護保険制度を担っていくうえでの社会的責任の自覚や利用者に対する適切な対応能力が

不可欠です。 

そのため、地域包括支援センターでの主任ケアマネジャーによるケアマネジャーへの適切な

助言・援助・指導により、包括的・継続的マネジメントに向けた資質の向上や業務内容の充実

を図るとともに、適切なケアプラン作成のための人材の確保と育成、地域におけるケアマネジ

ャーのネットワークへの支援を図ります。 

 また、利用者が自分に合った適切なケアプランに基づいて安心してサービスを利用できる

よう、利用者がケアマネジャーを選択するための環境整備が必要なことから、市では今後もケ

アマネジャーの実態を十分に把握するとともに、サービス評価の実施を通じて利用者への情報

提供に努めます。 

 

（３）施設サービス等の質的向上 

施設サービス等については、家庭に近い居住環境下で一人ひとりの生活リズムを大切にした

ケアを提供する個室やユニットケアの採用などを、施設事業者へ働きかけていきます。 

また、尊厳を保って心豊かな暮らしができるような生活環境の整備も合わせて働きかけてい

きます。 
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（４）事業者間の連携支援 

介護保険サービス事業者に対し積極的に情報提供を進め、市と事業者間の情報の共有化及び

連携の強化を図ります。また、利用者本位のサービス環境づくりに向けて、事業者相互間の情

報交換や連携を促進するため、自主運営化等支援策について検討を進めます。 

 

（５）新型コロナウイルス等の感染症対策に係る介護事業所への支援 

日頃から介護事業所等と連携し、感染拡大防止策の周知啓発や訓練の実施、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等を

検討します。 

 

（６）関係団体との連携 

保健福祉事業及び介護保険事業の推進には、関係団体の協力と連携が不可欠です。このため、

地域包括支援センター機能の充実を図るとともに、社会福祉協議会をはじめ、福祉・保健・医療

機関や民生委員・児童委員協議会、ボランティア、ＮＰＯ、地域の各種団体などとのより一層の

連携に努めていきます。 

特に各社会福祉法人は、福祉の普及、広報活動をはじめ、高齢者の在宅福祉サービスを中心

とした様々な福祉活動を展開し、市の受託事業としてさまざまなサービス事業の運営等を実施

するとともに、介護保険関連では、サービス事業者として居宅介護支援、訪問介護事業及び通

所介護事業等を実施するなど市の福祉・介護施策の担い手となっています。市では、稲敷市社

会福祉協議会を中心に、各社会福祉法人との連携を一層強化し、より充実した保健福祉事業並

びに介護保険事業の推進を図ります。 
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10 介護保険事業の推進 

 

（１）介護保険制度の普及啓発 

介護保険制度の普及啓発については、現在パンフレットの作成、広報誌やホームページでの

情報提供等を行っています。今後も介護保険制度についての情報を広報誌への掲載、パンフレ

ット等の発行、説明会の開催など、さまざまな手法を活用して市民にわかりやすく制度の普及

啓発に努めます。 

 

（２）情報開示と市民参加による事業運営 

介護保険制度が円滑に実施されるために、市民に信頼される、透明で開かれた事業運営を図

るとともに、介護保険事業の状況や調査結果など事業運営の基本となる情報について市民にわ

かりやすく公表していきます。 

 

（３）民間事業者の参入促進 

安定的な介護サービスの供給のためには、民間事業者の参入を促進していくことが必要です。

制度改正により、地域密着型サービス等の新たに供給が求められるサービスや需要が見込まれ

るサービスを中心に参入を推進します。 

 

（４）他市町村・茨城県との連携 

市内で営業するサービス事業者の多くは、近隣自治体も含め広域事業を展開しています。ま

た、施設サービスは、より広域的な利用の実態があります。このような状況に対し、保険者と

して居宅サービス及び施設サービスの質的・量的な水準の向上を目指し、サービス事業者への

適切な対応を図るため、他市町村や茨城県との連携に努めます。 
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11 利用者の保護 

 

（１）利用者負担免除制度（市による利用者負担の免除） 

市では、低所得者への配慮として、障がい者施策によるホームヘルプサービス（訪問介護）

利用者を対象に、利用者負担の免除を継続して実施します。 

 

（２）利用者負担軽減制度（社会福祉法人による利用者負担の軽減） 

国、県では、特別対策事業として、平成14年度から低所得者に対し、サービス事業者が自

主的に介護サービスの利用者負担軽減ができる制度を実施しています。その経費の一部を補助

します。 

この補助制度についても、国の指針等に基づき実施していきます。 
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１ 計画の進捗管理及び評価 

第８期計画期間中もＰＤＣＡサイクルを活用し、担当課で介護保険事業の実施状況や

高齢者保健福祉施策の進捗管理を行い、計画策定の中心となった「介護保険事業計画策

定委員会」において課題の検討、評価等をし、施策の一層の充実に努めます。 

こうした計画の進捗管理を、地域包括ケアシステムの深化・推進を念頭に継続して行

うことにより、次期計画の策定につなげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

実行 Do 改善 Action 

 

・施策推進に向けた目標設置 

・施策の方向性と内容の設定 

計画 Plan 

・目標の達成に向けた事務事業 

 の執行 
・目標の見直し 

・施策の方向性と内容について 

・目標の進捗状況の把握 

・施策の方向性と内容についての成果の確認 

評価 Check 
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２ 地域ケア体制の整備 

（１）地域包括支援センターの充実 

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活することができるよう、地域ケアの拠点となる地域

包括支援センターで、地域の関係機関や居宅介護支援専門員などと連携を強化し、高齢者の生

活を総合的に支援する体制づくりに努めます。 

また、高齢者の増加に伴い、地域の現状及びニーズの把握に努め、地域にネットワークを構

築・活用するため、地域包括支援センターの充実を図ります。 

 

（２）自立支援・重度化防止の取組 

高齢化の進展により、入院が長期化する高齢者の増加、または高齢者のライフスタイルそのも

のの変化などにより、高齢者のニーズも多様化しています。自立支援・重度化防止の取組の観点

からも、高齢者が最適なサービスを総合的に選択し利用できるよう、連絡、調整機能の充実を図

ります。事業の実施については、高齢者の生活習慣病の予防などの健康づくりと、仲間づくりや

生きがいづくりなどの事業に関連性を持たせながら一体的に進めていくよう努めます。 

 

（３）関係機関との連携 

介護保険事業者、保健・医療・福祉関係機関等は、サービスの提供主体であり、十分に連携

して福祉のまちづくりを推進していく必要があります。高齢者の多様なニーズに対応し、施策

の円滑な推進のため、関係機関等との密接な連携に努めます。 

また、関係機関等との意見交換や協議の場の向上を図るとともに、地域ケア会議をさらに充

実することで、地域活動を行う団体を含めた様々な関係団体が意見交換し、共同の事業などを

検討できる場を設けるなど、きめ細かな連携強化のための取組を進めます。 

 

（４）地域住民等との連携 

地域住民、ボランティア、福祉関係団体、サービス事業者、医療機関等と行政とが、それぞ

れの役割を果たしながら協力し、高齢者が地域で安心して生活できる地域包括ケアシステムの

実現をめざします。 

また、地域の将来を担う子どもたちが福祉について正しく理解するための福祉教育や、地域

の人々が福祉に対する意識を高め、福祉活動に積極的に参画するように、地域全体で福祉を支

えていく仕組みの構築を目指します。 
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３ 保険者機能強化推進交付金等の活用 

平成 30 年度より、市町村や都道府県の様々な取組の達成状況を評価できるよう客観

的な指標を設定し、市町村や都道府県の高齢者の自立支援、重度化防止等に関する取組

を推進するための保険者機能強化推進交付金が創設されました。 

また、令和２年度には、保険者による介護予防及び重度化防止に関する取組について

更なる推進を図るため、新たな予防・健康づくりに資する取組に重点化した介護保険保

険者努力支援交付金が創設されました。 

本市では、これらの交付金を活用して、高齢者の自立支援・重度化防止等に向けた取

組を推進するとともに、新たな事業展開を含めて、各種取組の一層の強化を図ります。 

また、県の支援や助言を踏まえながら、交付金の評価結果を活用して、本市の実情及

び地域課題を分析するとともに、高齢者の自立支援及び重度化防止に向けた必要な取組

を推進します。 
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１ 稲敷市介護保険事業計画策定委員会委員名簿 
 

関 係 分 野 氏  名  所属団体名及び役職等 備  考 

学識経験者 根 本  浩 議会市民福祉常任委員会委員長 ◎委員長 

保健医療関係者 

秋 本  優 医師代表 〇副委員長 

木戸  文子 歯科医師代表  

福祉関係者 

黒田  伸治 民生委員児童委員協議会会長  

佐 藤  実 身体障害者福祉協議会会長  

本橋  正勝 老人クラブ連合会会長  

向後  博安 特別養護老人ホーム水郷荘施設長  

糸賀  隆司 社会福祉協議会常務理事  

宮本  路子 稲敷市介護支援専門員連絡協議会 プエブロ稲敷 

被保険者代表 

坂本  充子 被保険者（江戸崎地区） 第１号 

竹内  悦子 被保険者（新利根地区） 第１号 

糸賀  妙子 被保険者（桜川地区） 第２号 

薄井  教代 被保険者（東地区） 第２号 

関係行政職員 

青野  靖雄 保健福祉部長  

川崎  忠博 教育部長  

事務局 

岡沢  充夫 社会福祉課長  

安宅  基和 健康増進課長  

和 田  篤 生涯学習課長  

工藤  浩一 高齢福祉課長  

 ※委員委嘱時の所属団体名及び役職等を記載しています。 
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２ 審議過程 
 

開催日 協議内容 

令和２年８月７日 

（郵送審議） 

【協議事項】 

 ○高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画の概要 

 ○介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果報告 

 ○その他 

令和２年 10月 29日 

【協議事項】 

 ○高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画骨子案 

・第１章から第５章まで 

 ○医療介護総合確保促進法に基づく市町村計画 

 ○その他 

令和２年 12月 22日 

【協議事項】 

 ○高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画（案）について 

  ・第１章から第５章までの概要 

  ・第６章 高齢者福祉計画 

  ・第７章 介護保険サービス 

  ・第８章 計画の推進体制 

 ○その他 

令和３年２月 25日 

【協議事項】 

 ○高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画の承認について 

 ○その他 

 

  



資料編 

149 

 

３ 用語解説 
 

用語 内容 

■あ行 

ＩＣＴ 
Information and Communication Technology の略で、コンピュー

ター等を活用した情報通信技術のことです。 

ＮＰＯ 
民間非営利組織（Non-Profit-Organization）の略称で、営利を目的

とせず、継続的に社会的活動を行う民間の組織（団体）のことです。 

■か行 

介護給付 
要介護認定者が介護保険サービスを利用する際に提供される介護サー

ビスや介護に関わる費用の給付のことです。 

介護給付費準備基

金 

介護給付費の見込みを上回る給付費の増などに備えるために、第１号被

保険者の保険料の余剰金を積み立てて管理するために設けられています。

介護給付費に充てる介護保険料に不足が生じた場合は、必要額をこの基金

から取り崩して財源を補填します。 

介護支援専門員 

（ケアマネジャー） 

要支援・要介護認定者からの相談を受け、要支援・要介護認定者が心身

の状況に応じて適切なサービスを受けられるようケアプランを作成し、市

町村・介護サービス事業者・施設等との連絡調整を行う専門職です。 

介護報酬 
介護保険制度において、介護サービス事業者・施設が介護サービスを提

供した場合にその対価として支払われる報酬です。 

介護認定審査会 

要介護度を審査判定する機関。コンピューター判定による一次判定結果

や、認定調査票の記述部分である｢特記事項｣、主治医意見書に基づき、要介

護認定基準に照らして審査判定を行っています。 

介護予防 
高齢者が要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若し

くは悪化の防止を目的として行うものです。 

介護予防サ一ビス 

（予防給付） 

要支援１、２の方を対象に、介護を要する状態の軽減や重度化防止（介

護予防）を目的として提供されるサービスで、介護予防訪問看護や介護予

防通所リハビリテーションなどがあります。介護予防訪問介護及び介護予

防通所介護は、平成 29 年度から、地域支援事業の介護予防・日常生活支

援総合事業に移行しました。 

給付費 
介護保険の保険給付の対象となる各種サービスの費用のうち、保険から

の支給費用のことです。 

共助 介護保険のように相互に費用を負担して支え合う制度のことです。 

ケアハウス 

軽費老人ホームの一種であり、身体的機能の低下又は高齢等のため、独

立して生活を営むには不安がある方が、自立した生活を継続できるよう、

構造や設備の面で工夫された施設です。 

高額医療合算介護

サービス費 

医療保険と介護保険における１年間（毎年８月１日～翌年７月 31 日）

の医療保険と介護保険の自己負担の合算額が高額な場合に、自己負担を軽

減する制度です。 
  



資料編 

150 

 

用語 内容 

高額介護サービス費 
１ヶ月に支払った介護サービスの利用者負担額が一定の上限を超え

た場合、この超過分が利用者の申請により、後から給付されるものです。 

公助 
公の負担により行政が行う困窮等の状況に対し、必要な生活保障を行

う社会福祉制度のことです。 

高齢化率 総人口に占める 65 歳以上の人口割合のことです。 

国保連合会 

国民健康保険法第83条に基づき、会員である保険者（市町村及び国保組

合）が共同して、国保事業の目的を達成するために必要な事業を行なうこと

を目的にして設立された公法人で、各都道府県に１団体設立されています。 

互助 
公的機関など制度に基づくサービスや支援以外の住民同士が助け合い、そ

れぞれが抱える生活課題を解決し合うことです。 

■さ行 

在宅医療 

病気・障がいなどで通院が困難な方、退院後の在宅ケア・健康管理が

必要な方、在宅で暮らしながら療養・終末期を過ごしたい方に対して、

医師・看護師等が定期的に自宅に訪問し、対象者の生活に必要な医療機

器の管理や、検査、診察などを計画的に行う「訪問診療」、患者の求めに

応じて診療に行く「往診」等があります。 

自助 個人、家族が自発的に生活課題を解決する力のことです。 

施設サービス 
施設に入居して受ける介護サービスのことで、施設には、介護老人福祉

施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院があります。 

審査支払手数料 
国民健康保険連合会に委託している介護給付費請求の審査及び支払

業務に対して支払われる手数料のことです。 

成年後見制度 

判断能力の不十分な認知症高齢者や知的障がい者、精神障がい者等を

保護するための民法上の制度で、本人の財産管理や施設等への入退所等

の契約を適切な保護者（後見人・保佐人・補助人）が代行して行うこと

で、本人の権利を守る制度です。 

■た行 

第１号被保険者 介護保険の被保険者（加入者）で 65 歳以上の方をいいます。 

第２号被保険者 
介護保険の被保険者（加入者）で医療保険に加入している 40 歳から

64 歳の方をいいます。 

団塊の世代 

昭和 22～24 年（1947～49 年）ごろの第１次ベビーブーム期に生

まれた世代をいいます。他世代と比較して人口が非常に多いことから、

この名前が付けられています。 

地域共生社会 

公的な支援やサービスだけに頼るのではなく、地域の住民が共に支え

合い課題を解決していこうというものです。 

地域住民や地域の多様な主体が『我が事』として参画し、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、住民一人ひと

りの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会をいいます。 
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用語 内容 

地域包括ケアシステ

ム 

高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、その有する能力に応じて自立

した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい

及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制のことです。 

調整交付金 
市町村ごとの介護保険財政の地域格差を調整するため、全国ベースで

給付費の５％相当分を国が市町村に交付するものです。 

特定入所者介護サー

ビス費 

所得が一定額以下の要介護等認定者が施設サービス等を利用した際に、食費・

居住費等の負担を軽減するための費用を介護給付費から支給する制度です。 

■な行 

日常生活圏域 

高齢者が住み慣れた地域で、安心していつまでも暮らせるよう、人口・

生活区域・生活形態・地域活動等を考慮して市町村が設定する区域をい

います。中学校区を基本単位として、概ね 30 分以内に必要なサービス

が提供される区域で設定します。 

■は行 

パブリック・コメン

ト 

行政機関が条例や基本計画などを制定するに当たって、事前にその案

を示し、広く住民の方から意見を募集するものです。 

フレイル 
健康な状態と要介護状態の中間に位置し,身体的機能や認知機能の低

下が見られる状態のことです。 

■ま行 

見える化システム 

都道府県・市町村における介護保険事業（支援）計画等の策定・実行を

総合的に支援するための情報システムです。 介護保険に関連する情報をは

じめ、地域包括ケアシステムの構築に関する様々な情報が本システムに一

元化され、かつグラフ等を用いた見やすい形で提供されます。 

■や行 

有料老人ホーム 

高齢者が入居し、食事の提供等日常生活に必要なサービスを提供する

施設であり、介護保険の「特定施設入居者生活介護」の指定事業者であ

れば、施設内で介護サービスを提供でき、指定事業者でなければ、地域

の居宅介護サービスを受けることができます。 

■ら行 

リハビリテーション 

心身に障がいを持つ方の能力を最大限に発揮させ、医学的、心理的、

職業的、社会的に可能な限りその機能回復を図ることにより、社会復帰

させることを目的に行われる訓練や指導のこと。単なる機能障がいの改

善や維持だけでなく、人間としての尊厳を回復するための精神的、職業

的な復帰訓練も含めます。 

老人福祉法 

高齢者の福祉に関する原理を明らかにするとともに、高齢者に対し

て、その心身の健康保持及び生活の安定のために必要な設置を講じ、も

って高齢者の福祉を図ることを目的に、昭和 38 年に制定されました。 
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